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お世話になりました
【館長】

久志本

啓一（健康福祉部へ）

今年、満１００歳の誕生日を迎えられた
ご長寿をお祝いし、祝状が贈られました。

よろしくお願いします
【館長】

伊藤

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。

恒幸（四日市港管理組合）

森下

みつ さん（北村町第三）

受賞者のお知らせ
平成 29 年 3 月 19 日（日）、四日市市文化会館にて「平成 28 年度四日市母子寡婦福祉大会」
が開催され、富田地区では次の方が表彰されました。
【四日市母子寡婦福祉大会

会長表彰（優良母子家庭）】

廣瀬

加代子 さん
～涼しく、楽しく、おいしいエコ生活～
ベランダや庭でゴーヤを育てて、みどりのカーテンを作ってみませんか？
日 時：５月９日（火）1４時～1５時
場 所：富田地区市民センター ２階ホール
定 員：15 名（申込み多数の場合は、抽選になります。）
ゴーヤの苗を２苗
講 師：三重県地球温暖化防止活動推進員
無料配布します！
参加費：無料
申込み：富田地区市民センター 電話３６５－１１４１

３月１２日（日）富双緑地で駅伝大会が開催され富田地区の代表が健闘しました。応援あり
がとうございました。
【成績】富田Ａチーム 準優勝、富田Ｂチーム １１位
【区間賞】１区：富田Ａ 伊藤
弓さん
９区：富田Ａ 橋本 洋孝さん

締切り：４月２８日（金）
ひとり暮らし老人の方を対象に昼食懇親会を行います。

★日 時：４月２８日（金）１０時～１１時３０分 （毎月第４金曜日）
★場 所：富田地区市民センター
１階 和室
★内 容：絵本よみかたり、ふれあい遊び、おしゃべりなど
★参加費：無料
※幼児とママの交流の場です。ご興味のある方、お気軽にお問合せください。
問合せ先：稲垣 克子 電話３６５－４４８７

該当する方には、案内状をお届けします。ぜひご参加ください。

日時：４月１３日（木）・・・浜地区
９時～１５時
２０日（木）・・・高地区
９時～１５時
２７日（木）・・・茂福地区
９時～１５時
場所：富田地区市民センター ２階ホール
主催：地区社会福祉協議会 ボランティア委員会
電話：３６６－１５１３
１

第６回

全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち

出場ファミリー募集
地域での自主防犯活動を支援します！！

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。

（平成 29 年度

本選
：10 月 15 日（日） 文化会館第１ホール
司会・進行：青島広志さん
応募資格 ：家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません。
参加料
：１グループにつき 2,000 円
応募方法 ：応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を下
記実行委員会まで送付してください。
締切…7 月 20 日（木）（必着）

地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品の購入
などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。
■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等
■補助額 補助対象経費の９／10 （上限 10 万円）
■応募締切 平成 29 年５月１日（月）
■申請方法 お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出

※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、
各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。
◇問合せ先
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会

四日市市地域防犯活動支援事業補助金）

問合せ先 四日市市 市民協働安全課
電話 354－8179

はじめなきゃ！介護予防の新しい取り組み～

（四日市市 文化振興課内）
〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
電話 354-8239 FAX354-4873
ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/

平成 29 年度第１回ボランティアカフェ“まなびや”では、４月から始まる介護
予防の住民主体サービスを、実際に体験していただく機会をつくりました。
関心のある人は、お気軽にご参加ください！

メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

キャリアコンサルタントがお聞きしま
す。（１回５０分までの個別相談）
【対 象】市内在住、通勤、通学して
いる女性
【場 所】四日市市男女共同参画セン
ター「はもりあ四日市」
★予約優先です。
お電話またはメールにてお申込みください。
NPO 法人人材育成センター
電 話 ３４０‐３０１５（平日9時 ～12時 、13時 ～17時）
メール support@ji-center.com（終日）
※氏名、電話番号、希望日時をお伝えください。
★託児あり：希望される方は、申込み時にお伝えください。
★相談事業のお問合せは「はもりあ四日市」までお願いします。
★昨年度と電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽが変わっています。ご注意ください。
本事業は、四日市市から NPO 法人人材育成センターに委託し運営い
たします。

働くウーマンナビ
開催日は月２回土曜日
日によって開設時間が異な
ります。

【開設日時】
15 時～19 時
４/８
５/13
６/10
７/８
８/12
９/９
10/14
11/11
12/２
１/13
２/10
３/10

16 時～20 時
４/22
５/27
６/24
７/22
８/26
９/30
10/28
11/25
12/９
１/27
２/24
３/24

日

時：４月２５日（火）10 時 ～ 12 時

場

所：サロン

内

容：介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防体操、レクリエーション、交流など）の体験

進

行：四日市市社会福祉協議会

定

員：1５名（定員になり次第締切）

よってこ家（富田３丁目１４－１４）
生活支援コーディネーター

他
自分も元気！みんなも元気！

参加費：無料
持ち物：タオル、お茶やお水など水分がとれるもの
（動きやすい服装でお越しください！）
申込み：４月２１日（金）までに、住所、名前、電話番号を
下記までお申込みください。
四日市市社会福祉協議会四日市市ボランティアセンター
電話 354-8144 / FAX 354-6486
E ﾒｰﾙ

２

y-vc@m3.cty-net.ne.jp

地域も元気！

そんな活動を

一緒に体験しましょう！

～

チャレンジ⑦！富田 ～

富田検定試験より
平成 28 年 11 月 6 日実施されました富田検定試験から毎回 2 問出題いたします。
是非チャレンジをして下さい。
（答えは右下）

ミーポパトロール隊・地域の方へ感謝の色紙が贈られました
３月１７日（金）小学校の控室で卒業式に先立ち、社協会長・
青少年を守る部会会長に卒業生からそれぞれ感謝状の色紙が贈ら
れました。
児童が安心して安全に学校へ登校できるように毎朝見守ってく
れていました。感謝の気持ちが込められたこの色紙は地区市民セ
ンター1 階の図書室に掲示してありますのでご覧ください。

１．悪性の伝染病が流行したとき、仏の慈悲によって住民を救おうとして弘法大師が薬師如来を彫
り開基したお寺は何というお寺でしょうか
①長興寺 ②薬師寺 ③常照寺
２．境内に会津藩士有賀新之助が切腹したと伝えられる石が安置されているお寺は何というお寺で
しょうか
①蓮光寺 ②正泉寺 ③善教寺
①浄土真宗

②曹洞宗

富田小学校の卒業式がありました

③臨済宗

３月１7 日（金）富田小学校の卒業式がありました。堀校長
から 124 名の卒業生ひとり一人に卒業証書が贈られました。
卒業生は、6 年間の思い出やたくさん学
んだ事、小学校生活で感じた事などを旅立ちの言葉の中で話してれまた。

東富田地区全域を守る防犯カメラが設置されました！

２．富田小学校は明治７年に開校しましたが、その前身となった寺子屋の１つはどこのお寺にあっ
東富田地区では、生活道路で歩行者らが安全に通行できるよ
たでしょうか
う区域内を走行する自動車等の制限速度が最高時速
30km に規
①願入寺 ②妙延寺 ③證圓寺
制されています（ゾーン 30）。
東富田地区連合自治会は、このゾーン 30 に加え、高齢者や子
供たちの安全や安心の確保、急増している空巣等に対する防犯
体制の強化、更には交通違反に対する監視機能の向上を図るた

卒業生と関わった地域の方も卒業式に出席し祝福するとともにたくさ
んの方からも祝電が寄せられていました。

富田文化幼稚園・富田幼稚園・富田保育園の卒園式がありました

め、平成 29 年 4 月 1 日から防犯カメラを設置しました。
防犯カメラは、市の補助制度を活用して、既に富田浜元町や代官町にも設置されていますが、
東富田地区にも 10 基整備されたことで、地区一円が網羅できるようになったとのことです。
この防犯カメラを運用していく上で、電気代等が必要になりますが、各家庭からの新聞・雑誌
等の資源ごみの売却代で賄っていく計画だそうです。

３月１５日（水）に富田文化幼稚園、３月２２日（水）に富田幼
稚園、３月２７日（月）には富田保育園の卒園式がありました。
担任の先生から名前を呼ばれると園児は大きな声で返事をして園
長先生から卒園証書や修了証書などをもらいました。
文化幼稚園では園長先生から「大きな声で元気よく挨拶ができた
みんなは立派な一年生になれます。小学校へ行ったらたくさん友達
を作ってください。」とお祝いの言葉が贈られました。
幼稚園では修了証書をもらった園児がお父さんお母さんのところ

「十四川桜まつり」の準備が行われました

へ行き、「毎日の送り迎えありがとう」や、
「美味しいお弁当を作ってくれてありがと
う」など感謝の気持ちを伝えました。
保育園では園長先生が保育証書を渡す際に、園児たちの保育園での
生活の様子や思い出などのお話をひとり一人にしてくれました。

３月２５日（土）十四川の桜まつりの準備が行われました。自治会や社
協、各団体が協力し毎年それぞれの担当を準備しています。桜の蕾も膨ら
み始め、本部テントが設置されたすぐ前の桜の木では、根元から踏まれそ
うな桜の開花が確認されました。十四川の桜の木は古いもので９０年近く
にもなります。かなり弱っている木が目立ち始める中、一足早く綺麗に咲いてくれました。

訂正とお詫び※「回覧とみだ」NO.24 号（平成 29 年 3 月 20 日発行）4 ページの「社協福祉
部によるイベント」の記事に誤りがありましたので訂正させていただきます。「餅つきを楽しん
でいただきました。」とありましたが、正しくは「白玉だんごを食べていただきました。」の間違
えでした。ご迷惑をお掛け致しました。
３

チャレンジ⑦答え とみだふれあいマップ参照

1.②薬師寺 2.①蓮光寺

