
 

 
 
去年 12月、久しぶりに「サロン」を開きましたが、年明けからコロナウイルス「オミクロン」の 

感染拡大の勢いが止まらず、安心して「サロン」を開ける状況でなくなりました。 

このため、1 月 28日（金）開催予定の「サロン」は中止にいたします。 

また 2月以降もしばらくお休みにします。 

再開は「回覧とみだ」でお知らせします。 

一日も早くお会いできることを願っています。 

      【問合せ】稲垣 克子 ☎３６５－４４８７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 

 

お知らせ NO.20  令和４年１月 20 日号 
 

                             富田地区市民センター ☎３６５－１１４１  富田地区公式ホームページ ｈｔｔｐｓ：//ｔｏｍｉｄａ．ｏｒｇ/ 

回覧 

～ 四日市港霞ヶ浦地区コンビナートにおいて 

一斉定期修理が行われます ～ 
 

霞ヶ浦地区コンビナートが、一斉定期修理を行います。周辺の国道 23 号線や１号線 

などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変更、時

差出勤等を実施します。また、生活道路の通行禁止を徹底致します。 

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。 

《定期修理期間》  ２月 17 日（木）～４月 25 日（月） ６８日間 

《問い合わせ》  東ソー株式会社 四日市事業所 総務課（ 364-1111） 

※ 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。 

 
 

～zoom アプリを使ってオンラインで会話をしてみましょう～ 
 

今回は初心者向けの講座です。丁寧に教えていただけますのでぜひ参加してください。 
 
日  時：3 月 17 日（木）１４：００～１５：３０ 

場  所：富田地区市民センター 2 階ホール 

参 加 費：無料 

講  師：特定非営利活動法人 愛マムズ IT 倶楽部 さん 

定   員：１０名（先着順） 

使用機種：パソコン、マイク付きイヤホンはセンターで用意します 

◆持 ち 物：マスク着用、筆記用具 

申 込 み：２月４日（金）８：３０～3 月 10 日（木）１７：００まで 

定員になり次第締め切ります 

       富田地区市民センター ３６５－１１４１までお申し込みください。 
  

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。 

また新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合がございます 

「はじめての ZOOM 講座」 

表彰おめでとうございます 

「令和４年 1 月 9 日（日）四日市市消防出初式」にて、四日市市消防団の

表彰が行われ、富田分団の中から次の方が表彰されました。 

【三重県消防協会北勢支会長表彰（表彰徽章）】  伊藤 浩司  様 

【四日市市長感謝状】                   井高 正治 様 

                              疋田 聖菜 様 

 

 

 

２月７日(月) １３：３０～（60分程度）  

富田地区市民センター ２階ホール 
 

●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 

 

※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。 

 

子育てサロン みどりの芝生  

♪富田保育園 あそぼう会 未就園児       10：00～12：00 

10 日(木)・17 日(木)・24 日(木) 

♪富田幼稚園 遊び会 カンガルー 0～1 歳児 10：00～11：30 

9 日(水)・16 日(水) 

パンダ ２～３歳児  10：00～11：30 

7 日(月)・14 日(月)・21 日(月)・28 日(月) 

♪富田文化幼稚園 プレイランド 未就園児 10：30～11：30 

7 日(月)・21 日(月) 

 

 

  



御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 

 

（１）日   時  2 月６日（日） 午前９時から 1２時※小雨実施 

（２）場   所   天然記念物 御池沼沢植物群落 

西部指定地（西坂部町） 

（３）内   容   除草および集草 

（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  ２月２日（水）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。 

                 自家用車をご利用の方は、８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字 

北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。 

 

問合せ：四日市市教育委員会 社会教育・文化財課 

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

 

ノハナショウブ（５月頃） 

 はもりあカレッジ 2021 

「働く女性のカラダプログラム～心とカラダのバランスを整えましょう～」 
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毎年 1 月 26 日は、「文化財防火デー」です。 

文化財防火デーの制定は、昭和 24 年 1 月 26 日に現存する世界最古の木造建造物で 

ある法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを受け、昭和３０年を第 1 回文化財 

防火デーとし、毎年この日を中心に文化財愛護に関する意識の高揚を目的として、全 

国で消防訓練や点検をはじめとした文化財防火運動が行われています。 

  近年ではフランスのノートルダム大聖堂や沖縄県那覇市の首里城跡で火災が発生して 

います。文化財は、火災等によりいったん滅失毀損すると再び回復することができない、 

かけがえのない国民共有の財産です。 

文化財を火災や震災などから守るためには、文化財の関係者、消防機関、地域の皆さんが 

一体となって、火災予防の環境づくりや防災体制の整備に努めることが大切です。 

文化財に対する防火・防災へ関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。 

 

          【問合わせ先】 消防本部 予防保安課  

                       356-2010 

 

＜文化財を火災から守ろう＞ 

  

■募 集 内 容  婦人相談員 ＜会計年度任用職員（フルタイム）＞ 

■募 集 人 員  １人程度 

■主 な 業 務  諸問題を抱える女性の相談や支援ほか 

■採用予定日  ５月１日 

■勤 務 場 所  四日市市男女共同参画センター（本町プラザ３階） 

■勤務時間等  原則として、火曜日から土曜日（祝日を除く）の 

８時３０分から１７時１５分まで 

■受 験 資 格  昭和３７年５月２日以降生まれなど （詳しくは、募集要項をご覧ください） 

■募 集 期 間  １月１８日（火）から３月４日（金）まで（当日必着） 

■試験日・会場  ３月１９日（土）１０時５０分から   

本町プラザ ５階 第３会議室ほか 

■応 募 方 法  男女共同参画センターまたは市民生活課（市役所５階）にある募集要項の 

所定の用紙に必要書類を添え、男女共同参画センターへ郵送または直接 

お持ちください。持参の場合は、火曜日から土曜日（祝日を除く）の 

８時３０分から１７時１５分までにお願いします。 

■問い合わせ先   男女共同参画課 ☎３５４－８３３１ FAX３５４－８３３９ 

☆第１回「働く女性のライフステージとホルモンバランス」 

２月５日(土)  １０時～１１時３０分  場所：本町プラザ２階 第１会議室 

講  師：一般社団法人女性労働協会認定講師 片岡 実佐子 さん 

☆第２回「女性のためのカラダメンテナンス～骨盤を整えるヨガ～」 

２月１９日(土) １０時～１１時３０分  場所：本町プラザ２階 和室 

講  師：健康体操指導士、ヨガインストラクター 伊藤 爾己枝 さん 

※持ち物：飲み物、ヨガマットまたはバスタオル 
 
対 象：市内在住、または通勤・通学する２０代から５０代の働く女性、働きたい女性 

定 員：１５人(先着順) 

参加費：無料 

託 児：有り（６ヵ月～小学３年生程度）無料。 

託児をご希望の場合は、１月２８日までにお申し込みください。  

 申込み 電話・ＦＡＸ・Ｅメールで「はもりあ四日市」まで。 

 ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」までお気軽にお問合せください。  

☎354-8331 FAX354-8339 E メール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

女性のカラダは、ホルモンのバランスによって体調の変化が大きいと言われています。 

ライフステージに応じた心身の変化について学び、心とカラダのバランスを整えましょう。 

２回連続講座です。 

婦人相談員を募集します 

mailto:syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp


 

  

※詳しくは「広報よっかいち１月下旬号別冊」をご覧ください 

◆市県民税の申告会場と日時 

会 場 期 日 時 間 

富田地区市民センター 3 月 ９日(水)・10 日(木) 9：30～14：30 

市役所（２階 市民税課） 
3 月 ９日(水)～1５日(火) 

（土・日曜日は除く） 
9：00～16：00 

※お越しの際は、公共交通機関をご利用ください。 

※センターの駐車場は大変狭いので、なるべく徒歩か自転車などでお越しください。 

 

 
近鉄富田駅東側に新駐輪場がオープンしました！ 

四日市高校 

近鉄富田駅の東側に新しい駐輪場がオープンしました。ぜひご利用ください。 

なお、駅西側のロータリー周辺の歩道は駐輪場ではありません。空いている 

駐輪場を利用ください。 

 

「自動車文庫の日程」  
 富田浜会館        ２月１日（火）１０：５０～１１：２０ 

富田地区市民センター ２月２日（水）１０：１０～１１：１０ 

担当 

四日市市役所  

道路管理課 

加藤、山口 

059-354-8154 

入口 

入口 

富田小学校 

「新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止についてのお願い」 
・可能な限り申告会場への来場を避け、市民税・県民税申告は郵送などで市役所へ提出してください 

・申告会場では入場制限をする場合があります。入場制限を実施した場合、受付番号札をお取りいた 

だいたうえで、お待ちいただくことがありますので、ご了承ください 

 

STEP１ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へアクセス 

STEP２ 申告書を作成 画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書が作成できます！ 

STEP３ 申告書を送信 国税庁のホームページからｅ-Ｔａｘで送信  

◆印刷して郵送等で提出することもできます 

 
   ～ご自宅で申告書作成が困難な人は～ 

 「所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税」の 
確定申告会場は、「じばさん三重」６階（安島1丁目3-18）です。 

 【開設期間】2月16日（水）～3月15日（火）9：００～17：００（土曜・日曜・祝日は除きます。） 

  ※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、公的年金を受給されている方を主な対象として、 

２月 9 日（水）から申告相談を受け付けます。  

  ※じばさん三重へのお問い合わせは、ご遠慮ください。  

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。     

 ■ 確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です！ 

※「入場整理券」は、当日、会場で配布しますが、ＬＩＮＥアプリを使えば事前にオンラインで 

入手することも可能です。 

※入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いすることもありますので、ご理解のほど 

よろしくお願いいたします。 

※確定申告会場への入場の際には検温を実施します。発熱等の症状のある方は、入場をお断り 

させていただく場合があります。 

※電話等の事前予約による相談は、令和３年 12 月 28 日をもって一時終了しております 

◆市県民税について・・・     

四日市市役所市民税課（ 354-8132 FAX 354-8309） 

ホ－ムペ－ジ http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html 

トップページの「市民の方へ」から「税金」→「市・県民税」をクリック 

◆所得税の確定申告について・・・

四日市税務署（ 352-3141） 

国税庁ホームページ 

http:/www.nta.go.jp/ 

◆四日市税務署からのお知らせ  ～申告書は国税庁ホームページで作成できます～  

申告書の作成・送信は国税庁ホームから 

 

安心・安全なご自宅から、いつでも申告できます 

確定申告 

３ 
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★新駐輪場★ 

入口 

富田幼稚園 

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆開館時間＜第 1 部＞ 9：00～11：30  ＜第 2 部＞12：30～14：00   

＜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】   料金 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※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  FAX：059-334-0606  

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 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

２月 4 日

（金）～ 

２月 10 日

（木）  

 

10：00～11：30 

12：30～14：00 

15：00～16：30 

プラザをハートでかざろう 

いろいろなハートのかざりを

作ってプラザにかざろう。 

対象/小学生 

 

２月 11 日

（金・祝） 

15：15～16：00 雪合戦 

雪に見立てたボールを使って

雪合戦を楽しもう。 

対象/小学生 

定員/当日先着 16名 

 

２月 13日 

（日） 

10：30～11：00 えほんのひろば 

おはなしとわらべうたで、あそ

びましょう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10組 

 

２月１5 日

（火） 

 

10：00～11：00 

 

てづくり広場 

今回はお子さんのアルバムと

表紙を作ります。保護者同士

交流しましょう。 

対象/保護者 

定員/当日先着 8組 

持ち物/おもいでの写真 2・3枚 

 

こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。 

主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、 

さまざまなイベントを開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる 

「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。ボール遊びや 

バドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が 

充実した施設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！ 

第８回 よかパパフェスティバル 

 
パパと子どもを始め、ママも、おじいちゃん、おばあちゃんも家族みんなで 

楽しめるイベント「よかパパフェスティバル」を開催します。今年は、親子体操、 

手形アート、手作りおもちゃ、ブロックあそびなど、いろんなブースがあります。 

是非ご家族で遊びに来てくださいね。 

 

●日  時 ２月２０日（日）１０時００分～１４時００分 

     ＊１１時３０分～１２時３０分は消毒時間です。 

●場    所 橋北交流施設 ＜橋北交流会館３階（四日市市東新町２６番３２号）＞ 

●対    象 小学生以下の子どもと家族 

●定  員 一部定員あり（当日先着順） 

●参 加 費 無料 

●申  込 不要 

●問合せ先 四日市市こども未来課 ３５４-８０６９ または 

四日市市こども子育て交流プラザ ３３０-５０２０ 
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く う ち ゃ ん だより 

 
令和4年１月２０日発行 Vol.３9 

 

🌸🌸🌸 十四川の清掃作業が行われました 🌸🌸🌸 

 

令和の時代になって３回目の正月を迎えました。新しい年となり、新たな気持ちで、新しい年

の目標に向かって新たなスタートをきられたことと思いますが、今年が皆様にとっていい年と

なりますことをお祈りしています。 

年が変わって、何もかもリセットされるといいのですが、なかなかそうもいかないのが現実で

す。新型コロナウイルス感染症も、最初に感染が確認されてから４年目となり、新たな変異株の

出現により第六波となる感染拡大が本格化しています。 

人類の歴史は感染症との闘いの歴史であり、根絶した感染症は唯一天然痘のみです。１００数

年前に世界的に大流行したスペイン風邪に代表されるインフルエンザは、これまでに何度もパ

ンデミック（世界的流行）を引き起こしています。 

有効な抗ウイルス薬など治療法が確立されている感染症は少なく、対処療法が中心となって

います。なので、感染症にかからないために、日常的な感染対策と、ワクチンによる免疫の獲得

が大事です。そして残念ながら感染した場合は、自分で直そうとする自然治癒力が大きく関係す

るそうです。 

若い方は今まで以上に、そうでない方はそれなりに、病気と闘える健康な体を維持していけ

るよう、まずは散歩からでも始めることを今年の目標に加えていただけたらと思います。 

今更若い時のように頑張れませんが、からだを動かすことを楽しみながらこの一年頑張って

いこうと年の初めに考えています。 

新年あけましておめでとうございます 

 

毎年春になると、多くの方がきれいに咲き誇る十四川の桜と暖かな陽光に輝く

川の流れに心いやされ、春の訪れを実感されているんじゃないかと思います。そ

んなきれいな川づくりのため、「十四川と環境を守る会（十四川部会）」の皆さん

で、十四川の清掃作業を行っていただきました。 

伊賀留我神社西からＪＲの線路までの2㎞超の川浚い作業を11月20日の週

末から12月12日まで毎週場所をかえての作業となりました。小春日和の日も

ありましたが、作業は川の中。冷たい土砂を浚って堤防に上げるのは、汗は出る

けれど手足は冷え冷えで、見た目以上に大変きついことと思います。 

十四川部会さんは富田地区の十四川と桜並木を大切に守り、誇りに思う

有志の方々のグループですが、今年は頼もしい助っ人、ボランティアの方

にも参加していただきました。沿川の北星高校のＰＴＡの方々、津市から

の参加ですが、依存症を克服しようと頑張ってみえる方々にもお手伝いい

ただきました。 

満開の桜に、皆さんの輝く笑顔をみたくて頑張っていただいています。 

私たちもこのきれいな川を汚すことがないよう気を付けていきたいです

ね。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「十四川と環境を守る会（環境部会）」では、10月からフラワーロード（阿倉川西富田線）で芝 

桜の手入れ、パンジーの植え付け、十四川の花壇の整備、植え付け作業を行っていただ

いています。春になれば、三洋堂から北側ではパンジーが、南側では芝桜が、渋滞でイ

ライラするドライバーの気持ちも和ませ、ポイ捨てもなくなるといいですね。 

令和4年1月6日（木）午後6時から富田地区市民センターで、富田地区連合自治会の令和4年

最初の定例会が開催されましたが、その概要は次のとおりでした。 

当日は、新年の最初の定例会ということで、四日市市議会議員の荒木美幸さん、伊藤昌志さんを来賓と

して迎え、ご挨拶をいただきました。 

1 今後の行事予定 

〇中学生と語る富田の未来：参加者を限定して1月22日（土）に開催されます。 

〇北部ブロック駅伝大会：3月13日（日）に開催されます。 

 

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 

富田地区連合自治会 新年初集会（1月定例会）概要 

～お子さんは何時ごろに寝ていますか。朝ごはんは食べていますか～ 

「早寝早起き朝ごはん」って聞かれたことはありますか。 

近年、生活様式の変化や核家族化、両親の共働きの進展、からだを使った遊びからＰＣ等を使った遊

びへの変化、スマホの普及など、子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。そうしたことの影響

もあるのか、子どもの就寝時間が遅くなっており、平成２６年の文部科学省の調査では、午後９時まで

に就寝する割合は10.1％であり、午後１０時以降に就寝する子供は42.7％となっています。 

就寝時間が遅くなると、起床時間が遅くなり、朝ごはんの摂取率が下がるというサイクルになりま

す。寝不足とエネルギー不足のまま、脳も体も働かない状態で学校へ行くことになってしまいます。 

ぜひ、「早寝早起き朝ごはん」について考え、家族で協力して取り組んでいただけるといいなと思い

ます。 

 

「早寝早起き朝ごはん」運動 

子どもたちの生活習慣の乱れが学習意欲、体力、気力の低下要因の一つとして指摘され、そのため

には子どもたちの食事、睡眠などの基本的な生活習慣の安定が大切であるとして、その定着に向けた

国民運動として平成１８年から推進されています。 

 

早 寝 ：十分な睡眠は心身の疲労回復に必要で、脳や体の成長にも大事です。 

午後９時ごろまでには就寝させたいですね 

早起き ：朝起きて朝の光を浴びると脳内ホルモンの分泌が活発となって、 

頭がスッキリし、集中力があがるそうです。 

朝ごはん：夜、摂取したエネルギーは寝ている間にも消費され、朝には脳のエ

ネルギー源となる糖分も不足しています。朝ごはんを食べて、しっか

りとエネルギー補給することによって、思考力、集中力、記憶力が高

まります。また、よく噛んで食べることで脳の働きが活発になります。 


