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※ 災害・感染症等により、内容の変更や中止をする場合があります。

◆◇◆＊新しい本が入りました＊◆◇◆

表彰おめでとうございます

一般書
・星落ちて、なお
・テスカトリポカ

下記の方々が各活動において尽力された功績により表彰されました
10 月 28 日 四日市市永年勤続自治会長
＜勤続２０年＞
伊藤 靖隆 さん（西古川町自治会）
＜勤続 5 年＞
大矢知 保 さん（西町第三西自治会）
田中 和貴 さん（富田浜町南部自治会）

・貝に続く場所にて
・彼岸花が咲く島
・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２
・自転しながら公転する
・Disney おうちでごはん
・透明な螺旋
・90 歳セツの新聞ちぎり絵

11 月 3 日 四日市市文化功労者
＜文化振興分野＞
子ども文化 NET 下記の 3 団体で構成
・子育ち広場∴ドロップ in

さん（富田地区）

・体験ひろば☆こどもスペース四日市 さん（内部地区）
・四日市まんなかこどもステーション さん（共同地区）

・まっくろ
・ともだちのいろ
・なーらんだ
・スキニーとガリーのあたらしいともだち
・だいすき！

【本を借りるとき】

11 月 4 日 四日市市敬老功労者
＜四日市市長表彰＞
加藤 敏和 さん
中村 妙
さん
＜優良老人クラブ市長表彰＞

児童書
・おふとんかけたら

センター１階事務所 窓口にて、「本の貸出票」にご記入ください。
貸出期間は２週間。おひとり５冊まで。内、新しい本は１冊までです。

茂福第２白寿会 さん

11 月 8 日 四日市市スポーツ功労者
＜スポーツ地域有功賞＞
渡部 孝 さん

１２月６日(月) １３：３０～（60 分程度）
富田地区市民センター ２階ホール
子育てサロン

●対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方
●持ち物：マスク・タオル・飲み物（動きやすく、体温調節しやすい服装でお越しください）
●申込み・参加費不要
●問合せ：四日市市 高齢福祉課  354-8170

みどりの芝生からのお知らせ

コロナ禍でお休みしていました「子育てサロン みどりの芝生」を今までどおり
12 月より第４金曜日に開きます。
歌、リズム体操、絵本の読みきかせなど、楽しく交流いたしましょう。
●日時
●場所
●参加

※体調の悪い方は参加をお控えください。参加される方は、マスクの着用や、手指消毒
検温にご協力ください。
※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された場合には、中止・日程
の変更になることがありますので、ご了承ください。

12 月 24 日（金）１０：００～１２：００
富田地区市民センター 1 階 和室
自由・無料

・消毒、換気などコロナ対策に気をつけて行います
・マスク着用と事前に検温して参加下さい
・令和 4 年 1 月からも毎月１回第４金曜日に開く予定ですが、コロナの状況により
中止することもありますのでご承知下さい
♥問合せ

稲垣克子

「自動車文庫の日程」
富田浜会館

１２月１日（水）１０：５０～１１：２０

富田地区市民センター １２月３日（金）１０：１０～１１：１０
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性の多様性（LGBT）に関する相談が LINE からもできます。

♪富田保育園 あそぼう会

未就園児
10：00～12：00
２日(木)・９日(木)・1６日(木)・2３日(木)

♪富田幼稚園 遊び会

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」が性的少数者（LGBT）のための LINE による
SNS 相談窓口を開設しました。
「こころの性とからだの性が一致せずに悩んでいる」、「同性が好きなことを打ち明けづらい」
など性の多様性に関することで悩まれている方はご相談ください。周囲の方からの相談もでき
ます。
●LINE による相談
二次元コードを読み取り、「みえにじいろ相談」を友だち登録。
●相談受付時間

カンガルー 0～1 歳児 10：00～11：30
1 日(水)・８日(水)・１５日(水)
パンダ ２～３歳児 10：00～11：30
６日(月)・１３日(月)・２０日(月)

♪富田文化幼稚園 プレイランド 未就園児 10：30～11：30
６日(月)

毎月第２金曜日 14：00～20：00
第４日曜日 13：00～19：00

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
◆開館時間＜第 1 部＞ 9：00～11：30

＜第 2 部＞12：30～14：00

お問い合せ先：三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」（：059-233-1131）

＜第 3 部＞15：00～17：00
各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。
【主なイベント日時・内容】
12 月 5 日

10：00～11：00

（日）

料金

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか

無料

てづくり広場

対象/保護者

（１）日

時

今月は、クリスマスに向けた制作をします。

定員/当日先着 8 組

（２）場

所

保護者同士交流しましょう。
12 月 11 日

13：00～14：00

漢字の迷宮

（土）～

15：00～16：30

12 月 12 日は漢字の日。漢字にまつわるクイズ

12 月 12 日

天然記念物

午前９時から正午※小雨実施

御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）

大池中学校南東約 350ｍ
対象/小学生

（３）内

やミッションをクリアしよう。

（日）
12 月 13 日

１２月１２日（日）

容

除草および集草

ノハナショウブ（５月頃）

（４）持ち物等

作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機

（５）申し込み

12 月８日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、
電話か E メールで、社会教育・文化財課までお知らせください。

くらしの工夫と思いやり

対象/小学生

（月）～

みんなが暮らしやすくなるためのいろいろな

定員/各回当日先着 10 名

自家用車をご利用の方は、午前８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字

12 月 17 日

工夫をみつけて、思いやりマイスターになろ

協力/三重県介護福祉士養成

北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。

（金）

う。

施設協議会

プラザフォトスポット
12 月にちなんだ顔はめパネルが登場するよ。
お誕生日用のパネルもあるよ。

対象/どなたでも

12 月 19 日

15：30～16：30

10：00～17：00

（日）

問合せ：四日市市教育員会 社会教育・文化財課
電

定員/1 回につき 1 グループ
5 名まで

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント実施

●家屋を取り壊したときはご連絡ください

状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。
：059-330-5020

話：059-354-８２３８、E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため

FAX：059-334-0606

市役所資産税課 家屋係 までご連絡ください。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階

担当

２

資産税課家屋係（ 354-8135、354-8138）

く う ち ゃ ん だより
令和３年１１月２０日発行 Vol.３7

富田小学校コミュニティスクールが開かれました。
富田小学校では、10 月１５日（金）に「防災教室」が開かれ、同時にコミュニティスクールが
開催されました。
「防災教室」は、子どもたちの防災意識や火災・地震等への心構え、そうした際の
避難方法等について学んでいます。
今年は１年生、３年生、５年生を対象に学年別にテーマを設定して、四日市市消防団富田分団、
サルビア分団（女性消防分団）と富田地区連合自主防災隊の協力で行われました。
１年生は、防火・消火、救急について教えていただき、自分の服に火が燃え移った時の火の消し
方を実技で学んでいました。３年生は、台風や地震に関するクイズにグループで考え、答えが出る
と皆が一喜一憂していました。５年生は富田分団の指導の下、プールの水を使って消防車で放水す
る体験を一人一人が行っていました。
授業で防災に関して学習はしていると思いますが、この教室で教えていただいたことは一つの思
い出として強く残り、災害に遭遇した際の判断・行動の一助となると思います。
コミュニティスクールで参観された委員の方々は、子どもたちが興味深そうに熱心に見聞きする
姿や、真剣に放水銃を握る姿に感心し、頼もしく感じてられているようでした。
また、コロナで二学期はタブレット学習で始まりましたが、通常登校になり、皆生き生きとして
きたとのお話を伺うと、こうした学校生活を崩さないように引き続き、ガマンするところはガマン
が大事ですね。

自転車で事故！ 相手がケガをしたらどうしょう？
自転車で事故を起こして相手にケガさせてしまった場合、車と同様に加害者に賠償責任が生
じます。これまでに、1 億円近い賠償命令の裁判例もあります。子どもが加害者の場合、保護者がその
賠償責任を負います。加害者が支払えないと、被害者が救済されず、加害者も経済的困窮に陥ります。
こうした場合に備えて、三重県では「三重県交通安全条例」を制定し、
「自転車損害賠償責任保険」へ
の加入が義務化されました。既に 10 月 1 日から施行されていますので、一度、加入の有無などを確認
しましょう！
何を言っても、やはり事故を起こさないことが一番です。自転車も自動車同様に交通ルールを守って
安全運転を心掛けましょう。
〇自転車でも飲酒運転は絶対ダメです。スマホ運転もダメ。
〇夜や暗いときはライトをつけましょう。
〇信号を守ろう。路地から急に飛び出さないで、安全確認をしましょう。
などなど。

富田地区連合自治会 1１月定例会 概要
令和 3 年 11 月 9 日（火）午後 7 時から富田地区市民センターで、富田地区連合自
治会の 11 月の定例会が行われましたが、その概要は次のとおりでした。
１ 自治会長大会について
・10 月 2８日（木）に、自治会長大会が開催されました。
・富田地区から 3 人の自治会長さんが永年勤続表彰を受けられました。
２ 避難行動要支援者名簿の更新について
・１２月の定例会の際に新しい名簿と交換します。

以上

～富田地区総合防災訓練が行われました～
１０月２４日（日）朝９時、防災サイレンが鳴り響く中、訓練が始まりました。
各町が災害対策本部へ被災状況をデジタル簡易無線で報告する訓練では、まだまだ無線機での交信に
慣れずうまくいかないとの声もありますが、これまで繰り返し行ってきた成果か、スムーズに迅速にや
り取りでき、予定より早く伝達できていました。
避難所開設・運営訓練では、感染対策を講じた受付方法を実践しましたが、ひとつずつ手順を確認し
ながら実施していました。感染防止のためには手間がかかりますが、有事の際にも
おろそかにはできないので、大切な訓練だったと思います。
今年は防災啓発車による地震体験ができましたが、震度７では床にへばりつくし
かできず、日頃の備えの大切さを実感してもらえたと思います。

富田小学校での鯨船教室の発表会
１０月２２日（木）に富田小学校で、４年生の児童が１年半学んできた鯨船行事についての発
表会がありました。これまで３年生を対象としてきましたが、昨年コロナで発表会が行われなか
ったため、４年生でさらに磨きをかけて、一クラスずつの発表となりました。
前半は、威勢のいい唄によく響く太鼓、迫力あるくじらの練りが披露されました。後半は、鯨
船行事が生まれた経緯から、四艘ある鯨船の特徴、まつりを継続していくための課題などについ
て発表されました。
また、発表された内容をコンパクトに
まとめたパンフレットも作成し参観者に
配布していました。
発表を後ろのいす席でじっと見守っていた、これまで指導いただいた舘信夫さんは、子どもた
ちのたくましい、立派な演舞や発表に目を細めて見入ってみえました。発表
会の最後に、これまで指導に対して感謝状が贈られ、児童、保護者、先生皆が
感謝の気持ちを拍手に込めていました。

皆さんの活動状況やお知らせなどがありましたら、この「たより」でお知らせさせ
ていただきます。何かありましたらご連絡ください、お待ちしています。
皆さんとともにこの紙面を作って、賑やかで元気な富田を発信していきましょう。
富田地区市民センター 地域マネージャーまで
お問合せ：３６５－１１４１

