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１００歳おめでとうございます
今年、満１００歳の誕生日を迎えられたご長寿をお祝いし、市長から祝状が
贈られました。
いつまでもお元気でお過ごしください。おめでとうございます。
いとう

つな
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さん

（富田一丁目）

参加するにあたっては、以下のことにご理解いただきますようお願いします。
※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染リスク
を心配される方は参加を控えていただくようお願いします。

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：タオル・飲み物
●問合せ：高齢福祉課 354-8170
※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。

♪富田保育園 あそぼう会

未就園児 10：00～12：00
１日(木)・８日(木)・1５日(木)・２２日(木)・２９日(木)

♪富田幼稚園 遊び会

10：00～11：30
カンガルー 0～1 歳児 1４日(水)
パンダ
2～3 歳児 ５日(月)・1２日(月)

♪富田文化幼稚園 プレイランド

未就園児
1２日(月)・2６日(月)

自動車文庫
の 日 程

富田浜会館

10：30～11：30

９月 １日（木） １０：５０～１１：２０

富田地区市民センター ９月 ２日（金） １０：１０～１１：１０
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♪食生活改善推進員 養成講座 「栄養教室」

受講生募集♪

「食」を通じた健康づくりのボランティア『食生活改善推進員』を養成するため、
栄養教室を開講します。
食生活改善推進員は、自分自身や家族、地域の健康づくりのため「日頃
の食生活の大切さ」を伝える活動をしています。

対象者受講後に、四日市市食生活改善推進協議
会の会員としてボランティア活動ができる、市
内在住の18歳以上の人
（※過去に受講したことのない人）
日時①９月2８日、②１０月１９日、③１１月
１６日、④1２月７日、⑤1２月２１日、⑥1月
1１日、⑦1月２５日（全７回）
いずれも水曜日 ９：３0～1２：３0
場所四日市市総合会館（８階 第４会議室）
内容健康づくりや食生活、調理等に関する講義
（※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、調理実習は行いません。）

定員１５人（４人以上の申し込みで開催。
申込多数の場合は抽選。）
料金１,000円
申し込み９月１２日(必着)までに、
健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクス
で、名前(ふりがな)、年齢、住所、電話番号、
「栄養教室受講希望」と明記の上、お申し込
み下さい。参加の可否は全員へ通知します。
<申し込み先>
〒510-8601 諏訪町 1-5 健康づくり課
電話：354-8291 FAX：353-6385
※災害・感染症等により、内容の変更や教室
を中止する場合があります。

羽津小学校・下野小学校
給食パートを募集（１０月上旬からの勤務です）
募集職種
業務内容
勤 務 日
勤務時間

時 間 給
そ の 他

申し込み
応募期間

小学校給食調理員補助（給食パート）各１名
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
羽津小学校 午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間）
下野小学校 午前８時４５分～午後３時３０分（労働時間６時間）
※変更の可能性あり
１０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
羽津小学校勤務の場合、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。
社会保険加入してもらいます。
募希望される方は、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。
８月２９日（月）～９月９日（金）

２

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号

橋北交流会館 4 階

☎ 330-5020
FAX 334-0606 HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
【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】
9 月 4 日（日） 10：00～
なかよし広場
対象/子育て中の保護者
11：00 保護者、地域の人、みんなで交流し 定員/当日先着 10 組
ましょう。今月は 3B 体操の用具を
使って、楽しく体を動かします。

協力/（公社）日本 3B
体操協会三重県支部三
重北勢グループ

9 月 10 日（土） 16：00～
17：00

お月見どろぼう
十五夜のお供え物をあつめよう。

対象/子ども（概ね 3 歳
以上）
定員/当日先着 50 名

9 月 19 日（月） 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。
おもしろ運動会
少し変わった競技を楽しもう。

対象/どなたでも
定員/当日先着 10 組

9 月 28 日（水） 15：30～
16：15

対象/小学生
定員/当日先着 16 名

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。

マイナンバーカードを作りたいけど、作り方がわからない」ということはありませんか？そんな
方のために、商業施設などに出張してマイナンバーカードの申請サポートを実施します！
サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！
この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！
サポート内容 ・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い
・インターネットでの申請のお手伝い
・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け
・交付申請書送付用封筒（切手不要）のお渡し
・マイナンバーカードに関する相談・案内など
イオンモール四日市北
1 階専門店通路
10 時～18 時
問合せ先

９月
１０月
１１月

3 日(土)・4 日(日)・23 日(金・祝)・２４日(土)・25 日(日)
8 日(土)・9 日(日)・10 日(月・祝)
１９日(土)・２０日(日)

マイナンバーカードサービスセンター

３

☎３４０－８３７１

人権擁護委員による特設相談を

９月８日（木）10 時から 15 時に４つの人権プラザで行います。
人権擁護委員は、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。地域の皆さんから人
権相談を受け、問題解決のお手伝いなど、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済に向
けた取り組みをしています。人権相談にも様々なものがあります。セクハラやパワハラ、家庭内暴
力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、お困りやお悩みの際は、９月８日（木）
10 時から 15 時にお近くの人権プラザへご相談にお越しください。人権擁護委員の活動も紹介し
ています。
人権プラザは、人権プラザ天白（日永２丁目５−１５）、人権プラザ赤堀（赤堀３丁目１−２１）、
人権プラザ神前（寺方町２２８１）、人権プラザ小牧（市場町１０４１−２４）の４か所があります。
問合せ 四日市市人権センター
☎354-8609、Mail：jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp）

人権プラザ神前

人権プラザ小牧

人権プラザ赤堀

人権プラザ天白

上下水道局職員を装った訪問販売などにご注意ください！
最近四日市市内において、上下水道局職員や委託業者を装い、
「水道の切替工事」と称して住宅や
敷地内に立ち入り、浄水器の購入を迫る訪問販売が発生しています。
上下水道局職員や水道メーターの検針員は職員証を携帯していますので、ご不審に思われたとき
は、職員証の提示を求めるか、お客様センター、業務窓口までご連絡いただくとともに、四日市市
消費生活相談室にもご相談ください。
四日市市上下水道局 お客様センター ☎354-8355 業務窓口 ☎354-8372
四日市市役所 市民・消費生活相談室 ☎354-8147

※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。
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/
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く う ち ゃ ん だより
令和 4 年 8 月２０日発行 Vol.46

🐳🐋🐳とみだの夏まつりが行われました🐋🐳🐋
富田っ子が待ちに待った「とみだの夏まつり」が 8 月 14 日（日）
、15 日（月）に行われました。た
だ、
「行われた」と言っても、伝統継承のための開催で、遠来からの観覧は遠慮いただき、規模も内容も、
時間も短縮して行われました。皆さんがワクワク、楽しみにしていた夏まつりとは違ったかもしれません
が、それでも鉦や太鼓の音に元気をもらえたのではないでしょうか。
鯨船、祭車の飾りつけ、踊りに唄、太鼓、鉦の叩き方、節等を確認し、教え合い、来年以降、皆さんに楽
しんでいただくことを思いながら練習から本番まで取り組まれたそうです。行事の中で大きな役割を果た
す子どもたちの参加には、保護者の方のご理解とご協力が不可欠で、地域の方々の思いと協力があってこそ
の技の伝承と言えます。
一時、落ち着いていた新型コロナウイルス感
染症の感染が拡大し、各保存会では感染対策に
万全のうえにも万全を期して、参加者の体調管
理から、手指消毒、器材等の消毒を徹底して実
施していただきました。
今年のまつりは、中島組神徳丸の幕新調と
らでん
うるしぬ
北村石取祭車の復元、螺鈿・漆塗りの完成披露の場でもありました。一般の方には来年以降となりましたが、
地元の方には一足先に新調なった鯨船、祭車が登場し、その素晴らしさに感嘆の声が上がっていました。
ということで、久しぶりの開催に感染対策実施済みのリストバンドをつけた若者が鯨を担いで大暴れし、
代わる代わるバチを大きく振って太鼓を叩く姿に、多くの方がまつりの醍醐味を思いだされたのではないで
しょうか。やっぱりいいものですね。
PS．開催にあたっての主催者、関係者の方々のご努力とご苦労に、敬意と感謝を申し上げたいと思います。

子どもたちは朝ごはん食べていますか？
「青少年を守る部会」と「人権教育推進協議会」の共催で小中学生の保護者の方を対象に地区懇談会があ
りました。猛暑の７月２日（土）の午後２時から富田地区市民センターの２階ホールで５０人ほどの方が参
加されていました。
「子どもの生活リズムの向上」をテーマに、四日市市青少年育成室長の森さんからお話を伺いました。
朝ごはんを食べているかどうかと学力・学習状況調査における正答率は正比例しており、小６、中３とも
にまったく食べない子が低く、時々食べる、たいてい食べる の順に高く、毎日食べている子が最も高くな
っています。毎日同じ時間に起きているかと、毎日同じ時間に寝ているかでも毎日同じ時間に寝て、起きて
いる子が高くなっています。
スマホの使用時間と自宅学習時間、正答率の関係では、学習時間が０でも使用時間が少ないほど正答率が
高く、学時間が 2 時間でスマホも 2 時間の子より高かったデータがあるそうです。
スマホの影響は学力だけでなく、犯罪などのトラブルに巻
き込まれる恐れもあるので、各家庭で使い方のルールを話し
合っておくことが大事。保護者がスマホのことは解らないか
らと諦めずに、子どもさんと一緒に勉強しながら話し合って
ほしいとおしゃっていました。
もうすぐ夏休みも終わりますが、2 学期に向けて「早寝・早起き・朝ごはん」で子どもの生活リズムを見
直してみませんか。

富田地区連合自治会 ８月定例会 概要
令和 4 年 8 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 8 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 四日市市から、来年度予算編成の参考とするため、各種事業予定の照会がありました。
計画表等を９月３０日までに市民センターへ提出してください。
防犯外灯のＬＥＤ化等
防犯カメラの設置
集会所の新設・修繕
子ども広場の整備計画
〇 地区別防災カルテができました。各世帯に配布しますので、参考に災害に備えてほしい。

災害対策本部開設訓練等が行われました
災害が発生したとき、あるいは発生する恐れがあるときに災害対策本部が開設されます。災害対策本
部は、連合自治会と連合自主防災隊で構成し、各自治会の被害状況の把握、市等関係機関への救助要請
等を行います。
７月１６日（土）に行われた災害対策本部開設訓練では、報告された被害情報を一覧掲示し、地図に
落とし込めるように、ホールの真ん中に地図を広げ、被害状況等を一覧掲示できるようにシートを壁に
並べたりして本部の配置を整えました。
本部の体制が整ったところで、デジタル簡易無線機を使った各町から被害報告の発信、本部で受信を
受けるという交信訓練を行いました。双方向で話せる携帯電話に慣れていると、送信と受信を交互に行
う無線機での交信に戸惑いなどがあり、つながらない、
途中で途切れるなどしていました。
無線機での交信は、繰り返し行い慣れていただく
ことが第一ということで、今後も機会あるごとに交
信訓練を行うとともに、各種行事でも活用していた
だくことを推奨しているそうです。

富田地区の災害リスクのカルテができました！
四日市市では、各地区と協働して災害の種別ごとに地区の特性等を整理した防災カルテを作っていま
す。今回、富田地区の防災カルテを富田地区連合自主防災隊で印刷・発行して、各戸配布させていただ
くことになりました。
カルテは、各種のハザードマップや地区内の避難施設の一覧、災害への心構えや準備物などの備え、
過去に発生した災害情報等を一冊にまとめています。
富田地区連合自主防災隊では、連合自治会と共同でこのカルテを分かりやすく解説する講演会を１０
月１日（土）に開催する予定です。後日案内があると思いますが、予定いただければと思います。
カルテには、知っていると役に立つ防災クイズと、家族で避難場所を考えたり、確認したりできるペ
ージもあります。ぜひ家族で楽しみながら備えていただければと思います。

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

