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お知らせ NO.４  令和４年 5 月 20 日号 
 

回覧 

令和４年度 富田地区連合自主防災隊 

 

ブロック 自治会名 防災隊長名 ブロック 自治会名 防災隊長名 

１ 

西町第一  遠藤 孝裕 

7 

蛭子町 鈴木 邦彦 

西町第二 生川 博司 新町一区 片井 嘉章 

西町第三東  生川 剛 新町二区 宮川 清 

西町第三西  伊藤 保 

８ 

北村町第一 八島 信 

西町第四  小山 晃 北村町第二 福井 淑夫 

西町第五 石田 義行 北村町第三  安藤 左近 

 

２ 

中町  福田 修 北村町第四  高尾 信一郎 

南町  加藤 規朗 北村町第五  中尾 隆司 

西古川町 栗原 茂郎 

９ 

茂福北ノ町  赤尾 信昭 

東古川町 伊藤 実利 茂福西ノ町 伊藤 健司 

宮町 水谷 美紀 茂福中ノ町 金森 章 

代官町 水谷 春三 茂福東ノ町 渡辺 浩 

３ 

丸の内町一区  伊藤 勉 

10 

茂福南ノ町第一 川合 正美 

丸の内町二区  樋口 順一 茂福南ノ町第二  岩谷 邦由 

丸の内町三区 荒木 理孝 東茂福町第一 渡辺 直雄 

富田栄町第一 毛利 義巳 東茂福町第二  森川 俊秀 

富田栄町第二 廣田 尚亮 

11 

北鵤町第一 荒木 一也 

４ 

旭町 岡田 拓也 北鵤町第二  荒木 隆美 

南納屋町 平田 一哉 北鵤町第三 福島 宏康 

中納屋町  永田 久雄 北鵤町第四 荒木 宣光 

北納屋町 伊藤 忠和 四五六町 野井 祐希 

５ 

片町  廣田 積 

12 

富田浜元町北部 村越 加奈 

城町 森谷 正 富田浜元町南部 廣瀬 圭一郎 

南魚町 二宮 誠 富田浜町北部  水谷 武則 

寺町  伊藤 直行 富田浜町中部  廣瀬 建三 

6 

本町 地主 大介 富田浜町南部  成田 英司 

北魚町 山下 良行 

中川町 樋口 千晃 

天神町 鈴木 貴博 

 

今年度の連合自主防災隊役員と各町防災隊長が決まりました。 

富田地区の防災活動のために、いろいろお世話になります。よろしくお願いします。 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 役 職 氏 名 

隊 長 渡部 悟 連合副会長 北本 博康 消防分団長 加藤 丈夫 

副隊長 太田 昌平 高地区 生川 哲郎 消防副分団長 金森 輝 

副隊長 加藤 弘直 浜地区 伊藤 則一 減災ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 北河 勝彦 

副隊長 能勢 芳夫 茂福地区 橋本 清美  

 

※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ので、ご了承ください。 

６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 

介護予防 !! 動きやすい服装でお越しください。 
 

●対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方 ●申込み・参加費不要 

●持ち物：マスク・タオル・飲み物 ●問合せ：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。感染症拡大の状況により内容の変更や中止になることがありますのでご了承ください。 

 
 

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権にかかわる活動をしている民間の 

ボランティアです。全国的に約14000人、四日市市には18人の委員がいます。地域の 
皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して 
人権侵害から被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえる 
ような啓発活動を行ったりしています。 
人権についてお困りやお悩みの際は、以下の人権相談電話をご利用ください。 

新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見や差別、いじめ等の人権相談も 
受け付けています。 

 
みんなの人権１１０番（全国共通） ０５７０－００３－１１０ 

※おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります（平日 8:30～17:15） 
 
インターネット人権相談窓口  https://www.jinken.go.jp/ 

（パソコン・スマートフォン共通） 
 
※相談フォームに必要事項を記入して送信すると、 

最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談で回答があります。 

毎年 6 月 1 日は「人権擁護委員の日」です 

 

 

 

◇募集職種  小学校給食調理員（給食パート）１名 

◇業務内容  給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

 ◇勤 務 日  給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間  午前８時３０分～午後３時００分（労働時間５時間４５分） 

◇時 間 給   １０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他   他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することがあり 

       ます。 

 ◇申し込み  応募を希望される方は、教育総務課（３５４－８２３６）に電話のうえ、 

履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間  ５月３０日（月）～６月１０日（金） 

 

羽津小学校 給食パートを募集します。（７月上旬からの勤務です） 

 

（敬称略） 

https://www.jinken.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 富田浜会館     ６月  １日（水）１０：５０～１１：２０ 

富田地区市民センター ６月  ３日（金）１０：１０～１１：１０ 

自動車文庫 
の日程 

 

 

 

 

 

♪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)・30 日(木) 

♪富田幼稚園 遊び会 

カンガルー 0～1 歳児 10:00～11:30 

1 日(水)・8(水)・15 日(水)・22 日(水)・29 日(水) 

パンダ 2～3 歳児    10:00～11:30 

6 日(月)・１3 日(月)・20 日(月)・27(月) 

♪富田文化幼稚園 プレイランド 

未就園児 10：30～11：30 

13 日(月)・27 日(月) 

 

※コロナの感染状況により人数・時間制限をする場合があります。 

 
 

   ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている 

状況等を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。 

新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されてる人で未受講の人も 

受講してください。 
 
◆日 時  ６月２５日（土） 13:00～16:00（講習のみの人は 14:30 終了） 

       ※講習終了後希望される人は、依頼会員の登録手続きをいたします 

◆場 所  三浜文化会館 ２階 視聴覚室 

◆定 員  会場の都合により、２０名程度といたします。（先着順に受け付けます） 

◆申込方法  電話にてお申込みください 

◆保 育  あり/無料 ※事前にお申込みください 

◆申込み・問合せ 四日市市ファミリー・サポート・センター  059-323-0023 

          （NPO 法人体験ひろば＆こどもスペース四日市内） 
ファミリー・サポート・センターの利用料等が変わります 

  ７月１日（金）利用分からファミリー・サポート・センター利用料を改定します。 

また、新たに多子世帯・多胎児世帯・ひとり親等世帯等を対象として利用料を補助する制度が 

始まるほか、事前打ち合わせを行っていただいた援助会員のみなさんに、謝礼として図書カード 

（５００円／回）をお渡しします。（※依頼会員の負担はありません。） 

 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

利用形態 利用時間帯 
利用料 

改定前(～6/30) 改定後(7/1～) 

通常利用 

※日・祝・年末年始も同様 

7:00～19:00  700 円/時  800 円/時 

19:00～翌 7:00  800 円/時  900 円/時 

 

■多子世帯等へ利用料の半額を補助 

補助対象：多子世帯・多胎児世帯・ひとり親世帯・生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 

補 助 額：利用料×１／２ 

※交通費、食事代、キャンセル料等実費負担分は対象外。 

※これまでのきょうだい割引については、引き続き適用します。 

申請手順：①補助登録申請書をこども未来課へ提出 

②補助対象と認められた人は、７月利用分より４半期ごとに交付申請書兼請求書を 

こども未来課へ提出 

■そ の 他 

詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、こども未来課へお問い合わせください。 
 

問 合 せこども未来課 子育て支援係 

  ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１ 

E-mail：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

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   

＜第 3 部＞15：00～18：00 
 
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 

 

6 月 5 日

（日） 

10：00～11：15 

 

よかパパひろば 

みんなで一緒に楽しく遊ぼう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10 組 

6 月 14 日

（火） 

9：30～11：00 

（受付終了時間

10：30） 

赤ちゃん広場 

体重測定や助産師に発育相談ができます。 

対象/0 歳～18 か月、 

出産予定の人 

定員/当日先着 10 組  

持ち物/母子手帳、 

バスタオル 

6 月 19 日

（日） 

 

15：30～16：30 手形カードをつくろう 

家族で手の大きさくらべをしよう。 

お子さんの成長記録にもなります。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 15 組 

（1 家族 1 枚） 

6 月 29 日

（水） 

15：30～16：30 

 

ヘビじゃんけん 

ヘビじゃんけんに勝ってこここポイントを

集めよう。 

対象/小学生 

定員/当日先着 16 名 

 

市ホームページ 
２ 

 

 
 
 

★日 時：6 月 9 日（木）9：30～ 

          ★場 所：富田地区市民センター  ２階 調理室 
          ★持ち物：材料費 600 円、エプロン、三角巾、ふきん 

★申込み：富田地区市民センター  365－1141 
★〆 切：6 月３日（金） 
★主 催：食生活改善推進協議会 

 

ふれあい 
料理教室 
 

お鍋一つで簡単クッキング！ 災害の時にも使える料理方法 



  

 

 

 

（フラワーロードの芝桜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

く  う  ち  ゃ  ん  だより 
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 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、「地域とともにある学校」づくりをすすめるため、学校、地域、家庭の代表者で構成す

るコミュニティスクール運営協議会の今年度の第一回が4月27日（水）に開催されました。 

一回目の会議では、当日行われた「1年生を迎える会」の様子を参観させていただきました。会では、

６年生が進行する中、２年生が先輩として１年生に学校でのルールや登下校の注意事項等を教えてあげる

ような内容もあり、ほほえましく感じるとともに、２年生として逞しく成長されたなぁと感じました。 

校長先生がどんな学校を目指していくかという「学校づくりビジョン」が示されましたが、子どもを支

えるものとして、学校の組織・体制、教職員とともに、家庭・地域との連携が挙げられています。 

地域の方や色々な団体の方々と、防災教室や地域の伝統行事の学習、登下校の見守り活動等で触れ合う

ことによって、「富田っ子」としての意識が芽生え、仲間と心身ともに健やかに育っていくのかなと思い

ます。登下校の子どもたちにあったら、「おはよう」「お帰り」等声をかけてあげたら、きっと倍くらいの

大きな声で応えてくれるかなと思います。 

令和４年度の富田地区における主な行事予定 

納涼祭  ７月３０日（土）（７月３１日（日）） 文化祭  １１月６日（日） 

中公園草刈 ７月２３日（土）（７月２４日（日）） 敬老会  １１月１３日（日） 

とみだの夏祭り ８月１３日（土）～１５日（月）  総合防災訓練 １１月２７日（日） 

総合体育祭 ９月２５日（日）（１０月２日（日）） ふれあいグラウンドゴルフ １２月４日（日） 

※ 今後のコロナウィルス感染症の感染状況により中止になる場合があります。 

※ 日程の( )は予備日です。 

 

春は英語でスプリング（spring）。まさに色々なものが地面から、木の枝から、茎から飛び出してくる季節

です。春を代表する桜は、少し前まで何もつけていなかった枝から一気に花が咲き乱れ、花が散るのにあわせ

て葉っぱが一斉に芽吹きます。まさに“バネ”のごとく弾けるように！ 

富田幼稚園などで昨年１１月に、「青少年を守る部会」主催で、園児たちが植えたチューリップが、そんな

春の訪れに誘われ、忘れることなく土の中から茎をのばし、カラフルな花を咲かせていました。不安でいっぱ

いの新入園児を優しく迎えるようにあたたかな風に揺れていました。 

（記事と写真の時期がかなりズレてしまいましたが、寛大な御心でお許しください。） 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ５月定例会 概要 

富田地区連合自主防災隊総会の概要 

令和4年4月21日（木）午後7時から富田地区市民センターで、富田地区連合自主防災隊の令和

４年度総会が開催されましたが、その概要は次のとおりでした。 

〇 令和３年度の事業報告及び会計報告が承認されましたが、その中で、避難所運営、生活等に必要

な資機材等を整備したことが報告されました。カセットコンロや携帯電話用充電器・ケーブルのほ

か、「ひなた班」の方々に要配慮者の方々が避難所生活で必要となる物品等を検討していただき、

指定避難所に備蓄しました。 

〇 昨年度は感染対策を講じた避難所開設・運営訓練を中心とした総合防災訓練が行なわれました

が、令和４年度は、１月遅くなりますが１１月２７日（日）に富田小学校を中心に行うことが決め

られました。 

富田地区まつり連絡協議会 概要 

令和4 年５月12日（木）午後7時から富田地区市民センターで、２回目となる富田地区まつり連

絡協議会が開催されましたが、その概要は次のとおりでした。 

５月３日に行われた愛知県半田市「亀崎潮干祭り」の視察結果が報告されました。 

祭りの催行にあたり、主催者は感染対策の徹底、内容を縮小し時間短縮での実施、無観

客・非公開を大原則としていた。視察した感想としては、関係者はワクチン・検査パッケ

ージで確認済みのリストバンドをつけ、酒類は一切提供されておらず、関係者以外はまば

らで、３原則の徹底が図られていた。 

「とみだの夏祭り」としては、伝承、継承を目的に他の例も参考にしながら判断することとし、この

３原則を前提にした実施内容等について各保存会等で検討し、次回持ち寄ることとなりました。 

令和4年5月10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5月定

例会が開催されましたが、その概要は次のとおりでした。 

〇 令和４年度土木要望の道路維持課分の回答がありました。要望案件が多く、富田地区として優先

箇所を選定するため、土木要望対策委員会を開催することになりました。 

〇 町内清掃をされる場合、ごみ袋、土のう袋は市民センターで配布します。ごみ集積場のごみ散乱

防止用ネットは、必要な都度市民センターに申し込んでください。 

〇 自治会等が設置する防犯カメラの設置費用に補助金があります。令和４年度から、ごみ集積場に

向けての設置については補助率が2/3に改定されました。 

〇 各町で防災訓練の実施について検討してください。 


