お知らせ NO.６
富田地区市民センター

☎３６５－１１４１

富田地区公式ホームページ

平成２９年６月２０日号
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◆ 新しい本が入りました ◆
お皿、カップ、動物、アニメのキャラクターなど自分だけのオリジナル
作品を作りましょう。
日 時：１日目（形作り）７月 21 日（金）10：00～12：00
２日目（絵付け）８月 9 日（水）10：00～12：00
※原則２日とも参加してください。7 月 21 日のみの参加でも
可能ですが、色は白１色になります。

【一般図書】

【児童書】

・東海の山車とからくり
・素敵な日本人
・騎士団長殺し 第１部・第２部
・この嘘がばれないうちに
・日本人のしきたり

・おやすみ、エレン
・だいすき ぎゅっ ぎゅっ
・シロナガスクジラより 大きいものって いるの？
・しりとりのだいすきなおうさま
・くいしんぼうのクジラ
・いっさいはん

・ビジネスエリートの新論語
・仕事が速いのにミスしない人は、何をしているのか？
・アキラとあきら

焼き上がり後（８月末頃）に取りに来ていただきます。

場 所：富田地区市民センター ２階 ホール
講 師：荻内善晴さん
参加料：500 円
持ち物：エプロン、手ふき用タオル、新聞紙、絵筆（２日目のみ）
定 員：30 名
対 象：小学生以上（小学３年生以下の参加は保護者同伴）
申込み：富田地区市民センター 365－1141
締 切：７月 18 日（火）

・続･よっかいち歴史浪漫紀行

【ＤＶＤ】
・ユネスコ無形文化遺産

鳥出神社の鯨船行事

・しょうてんがいくん
・これはすいへいせん
・しろがくろのパンダです。
・もしも地球がひとつのリンゴだったら
・おしりたんてい かいとう vs たんてい
・王さま ABC

【本を借りるとき】
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。

７月８月は三重県「愛の血液助け合い運動」月間です
三重県では７・８月に三重県「愛の血液助け合い運動」を実施しています。
四日市市においても、このキャンペーンの一環として、献血を呼びかける街頭啓発
を実施しますので、市民の皆様のご協力をお願いします。

７月３日(月) １３：３０～１５：００
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：タオル・飲み物
ヘルスリーダーと一緒に、運動とレク
リエーションで楽しく！ 笑って！
介護予防を目指しましょう！
運動しやすい服装でお越しください。

申込み・
参加費不要

♪富田保育園 あそぼう会
※ 園庭は、平日はいつでも開放しています。
０歳児～未就園児 10：00～12：00
６日(木)・13 日(木)・20 日(木) ・27 日(木)

場
日

♪富田幼稚園 遊び会

献血会場

献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階 献血ルームサンセリテで受け
付けます。サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。
骨髄バンクへの登録も受け付けています。
そ の 他 街頭啓発は高校生ボランティア・社会人ボランティアの皆様のご協力を得て、献
血へのご理解とご協力を呼びかける活動です。三重県は１０代から３０代の若年
層の献血率が全国最下位です。真夏は献血者数が減少しますので、皆様のご
協力をぜひお願いします。

カンガルー未就園児 10：00～11：30
５日(水)・12 日(水)
パンダ
３歳児 10：00～11：30
３日(月)・10 日(月)
♪富田文化幼稚園 プレイランド
未

就 園
11 日(火)

児

－第６６回 四日市市献血推進の日－
所 近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近
時 平成２９年７月２８日（金）
１０：００～１１：３０・１３：００～１４：３０

10：00～11：30

問 合 せ

１

四日市市保健所 保健予防課 管理医療係 ３５２－０５９０

四日市市議会 議会報告会のお知らせ

四日市市子育て交流プラザへ 遊びに行こう！

６月定例月議会の議会報告会を、７月３日、４日に開催します。常任委員会ごとに２日に分けて１８時
３０分から１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します（詳細は下記参照）。定例月議会でどのような議

４月にオープンした『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。
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。
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や、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実し
た施設で雨の日も遊べます。また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。
ぜひ、ご来館ください！！

論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意
見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要で
すので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

第１部：議会報告会
日 時
常 任
委員会
所 管
事 項
会 場

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

平成２９年７月３日（月）

平成２９年７月４日（火）

日

１８：３０ ～ ２０：４５

１８：３０ ～ ２０：４５

時

総

務

産業生活

教育民生

都市・環境

富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ

総合会館

川島地区市民ｾﾝﾀｰ

別館２階大ホール

２階大会議室

７階第１研修室

２階大会議室

采女町８５７－１

富州原町３１―４６

諏訪町 2-2

川島新町１

事前申込 不要
事前申込 必要
内 対 象 幼児・小学生
電話もしくはプラザ
容
（未就学児は保護者同伴）
事務所にて申込
定 員 なし
対 象 ６歳から１５歳まで
持ち物 水鉄砲・濡れてもいい 定 員 ３０名 （要予約）
服装・着替え・タオル・
水筒

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います
※全会場、手話通訳いたします
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あ
らかじめご了承ください
※教育民生常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐
車場に駐車してください
問合せ

四日市市議会事務局

議事課

７月２４日（月曜日）
１０：００～１２：３０

ウォーターバトル！
こどもハローワーク
暑い夏を乗り切ろう！ 大きな広
～モデル・美容師体験～
場で水遊びだ！

市政の企画、財務、 商工業、農林水産業、市 教育、こども、健康福 道路、住宅、上下水道、
危機管理、消防など 民文化、市立病院など
祉など
環境衛生など
内部地区市民ｾﾝﾀｰ

７月１７日（月曜日）
①１１：００～１２：００
②１３：００～１４：００

料

金

７月２７日（木曜日）
①１１：００～１１：４５
②１３：００～１３：４５
③１４：００～１４：４５
科学工作「スライムづくり」
夏休み特別工作！ 科学の力
でスライムを作ろう！
事前申込 不要
対 象 幼児・小学生
（未就学児は保護者同伴）
定

員 なし

四日市市こども子育て交流プラザ
☎３３０-５０２０ FAX ３３４-０６０６
四日市市東新町２６番３２号 橋北交流会館４階

無料

０５９－３５４－８３４０
親子で学ぼう「夏のこども教室」
（消費講座）
ゲームでチャレンジ！

めざせ！おこづかいマスター！！

わくわく！ 真夏のカブトムシ列車！
「四日市あすなろう鉄道１day フリーきっぷ」を購入して指定場所に行く
と、先着１００名様にカブトムシ（オス１匹・メス１匹）をプレゼントします。

自動車文庫
の日程

日

時：７月２３日（日）午前の部１０:００～１１:３０／午後の部１３:００～１４:３０

場

所：橋北交流会館 ３階 第６会議室 （四日市市東新町２６－３２）

内

容：￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、

かしこい使い方について学びます。
￥参加者には、おこづかい帳などの記念品をお渡しします。

日永駅でメス、南部丘陵公園でオスをゲット！

◇日 時 平成２９年７月１５日（土） ９：００～１５：００
◇内 容 ①あすなろう鉄道線の各駅で 1day フリー切符を購入（小古
曽駅では購入不可） ⇒②あすなろう鉄道に乗車し、指定場
所２か所を目指す ⇒③指定場所でカブトムシゲット!!
◇注 意 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。
※問合せ 都市計画課公共交通推進室 ３５４－８０９５

富田浜会館
７月４日（火）
10：50～11：20
富田地区市民センター
７月５日（水）
10：10～11：10

２

夏休みの自由研究に！
参加無料！！

￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えます。
対

象：市内在住の小学４～６年生とその保護者（２人１組）

定

員：各回２０組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）

申込み：７月７日（金）（必着）までに、往復はがきにて、

①希望教室名 ②希望時間（午前・午後） ③住所 ④こどもの名前（ふりがな） ⑤学
年 ⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名 を書いて、下記申込み先まで。
申込み・問合せ先：〒510-8601 市民生活課 市民・消費生活相談室
３５４-８１４７
FAX ３５４-８４５２

平成 29 年度四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します

安心
消費生活ナビ

１．募集対象
長年（概ね 20 年以上）にわたり学術、芸術、その他文化の振興に
寄与し、その功績が顕著である個人（60 歳以上）または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または、
活動拠点が市内にある個人、団体。
（２）市民文化奨励賞
市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与が、
将来においてさらに期待される個人または団体。
ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがあるかまたは、
活動拠点が市内にある個人、団体。
２．候補者の推薦 上記（１）または（２）に該当する個人または団体があるときは、関係機関およ
び関係団体からの推薦による。候補者の推薦にあたっては、募集要項に従って推
薦書および候補者調書を提出。

市民・消費生活相談室に寄せられた相談から、安全･安心な消費
生活を送るために役立つ情報をお知らせします。

（１）文 化 功 労 者

３．審査方法
４．募集期間

民事訴訟の通達？！～架空請求にご注意を～
［相談事例］
突然、「民事訴訟の通達」というハガキが届いた。料金の未払い、
最終確認書などと書いてあり、至急連絡をするようにという内容だ。
何かを未払いにした記憶は全くない。「連絡がない場合、給料や財産
が差し押さえられる」と書かれていて不安だ。連絡した方がいいか。

［アドバイス]
この事例で届いたハガキは、「架空請求」ハガキと思われます。
これは、
「訴訟」
「財産の差し押さえ」など不安をあおる文面を不特定多数の人に送り付け、本人
から連絡させた上で、何かと理由をつけて多額のお金を請求するというものです。
「架空請求」の相談は、手口の周知が進み、一旦は減少しましたが、再び増加傾向にあります。
ハガキの他にも、携帯電話やパソコンに届く事もよくあります。
対処法は、①心当たりのない請求は無視する、②自分から絶対に連絡しないことです。不安な場
合は、まず、市民・消費生活相談室にご相談ください。

（１）、（２）とも書類による審査
平成２９年７月３日（月）から７月３１日（月）（消印有効）

詳しくは・・・文化振興課（３５４－８２３９）へお問い合わせください。

■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室(３５４－８１４７ FAX３５４-８４５２)

＜７月は「社会を明るくする運動」強調月間です＞
この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を深め、
明るい社会を築こうとするものです。
この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまのご協力をお願いします。

受付日時

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。
犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。
この運動の一環として街頭啓発を行います。
○日時 ７月３日（月）１４：１５～
○場所 近鉄四日市駅周辺
健康福祉課（354－8109）(FAX359－0288)

めざすは
元気で
長生き！

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

９:００～１２:００ 、１３:００～１６:００

食事編２

☆見直そう！野菜のちから！！（高血圧編）
野菜に多く含まれるカリウムは、高血圧の原因であるナトリウムを体外に排出
する働きがあります。
カリウムを上手に摂って高血圧を予防しましょう。

～野菜のカリウムを上手に摂る方法～
※生か炒め物、またはさっと茹でるか蒸すのがコツ。
※煮て食べる場合は煮汁も一緒に食べる料理（みそ汁、スープ、
野菜の煮込み料理）がおすすめ。

カリウムの特徴
①熱に弱い。
②水に流れやすい。

四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領
で指導員登録説明会を開催いたします。登録を行うと、指導員を募集す

■架空請求などに関するご相談は
相談専用電話 ３５４-８２６４

こにゅうどうくんの☆ちょこっと健康情報

高血圧予防と
カリウムの関係

市内学童保育所の指導員を募集しています
る学童保育所の紹介を市から受けることができます。
年度ごとの登録になりますので、平成 28 年度に登録をされた人も改
めて登録をしてください。
◇指導員登録説明会
再募集いたします！
・日
時 ７月１日（土）18:00 から
・場
所 総合会館 ７階 第１研修室
・申込方法 ６月 29 日（木）までに、住所、名前、電話番号(あればファクス、Ｅメール
アドレス)を電話かファクス、Ｅメールで、こども未来課まで
354-8069 FAX354-8061
E ﾒｰﾙ：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

民事訴訟

＜野菜のカリウム量比較～調理前・後～＞
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詳しくは、四日市市公式サイトにて･･･トップページ[ライフメニュー]健康・
医療→健康・医療・保健所→成人の健康づくり→必見！健康情報 へ

四日市市
健康づくり課
354-8291

平成 29 年 6 月 9 日（金）午後 7 時より富田地区市民センターにて連合自治会定例会が
行われました。連絡・報告事項等は以下の通りです。

丸の内町・富田栄町の防災講演会が行われました
6 月 4 日（日）丸の内公会所で防災講演会「安全・安心な富田地区にするためには」が開催さ
れました。減災アドバイザーの北河さんから「富田地区の特徴」や「富田地区の津波避難ビル」
についてお話しをいただきました。その他、大地震が発生した場合の「自治会の役割」と「自主
防災隊長の役割」についてもお話をいただきました。
【参考】
平成 29 年 1 月 31 日に避難勧告等に関するガイドラインが
改定され避難準備情報等の名称が変更になりました。
・（旧）避難準備情報 ⇒ （新）避難準備・高齢者等避難開始
・（旧）避難指示
⇒ （新）避難指示（緊急）

６月連合自治会定例会
１．連合自治会長挨拶
２．二日会からの個別上程事項について
高地区 ―
浜地区 ―
茂福地区

３．連絡・報告事項
（１）連合自治会関係
・グラウンドゴルフ大会（5/14（日））実施報告（大人 75 人、子ども 9 人参加）
（２）市関係
・自治会集会所の実態調査について

北鵤町グラウンドゴルフ大会が行われました

・防犯外灯電灯料補助申請
提出書類： ①防犯外灯電灯料に関する報告書
②6 月分電灯料領収書（写し）及び請求書
提出期限：7 月 28 日（金）までに 団体事務局（富田地区まちづくり協議会内）

6 月 11 日（日）富双緑地で北鵤町自治会主催のグラウンドゴルフ大会が行われました。地
域の親睦を深めるために毎年行われ、大人 50 名、子ども 8 名が参加しました。グラウンドゴ
ルフに慣れない子どもは、同じチームの地域の方から教えてもらいプレーを楽しみました。

成

績

発

表

大人の部

子どもの部

ホールインワン賞

勝

荒木

忠光さん

荒木

光哉さん

荒木

忠光さん

準優勝

伊藤

忠

さん

中山

諒星さん

荒木

うめさん

３

位

荒木

秀夫さん

堀田

星那さん

田中

タカ子さん

BB 賞

稲垣

久美子さん

稲垣

翔也さん

優

―

・消火栓使用時の留意事項について
（３）地区社協関係
・地区社協会費納入について
6 月 26 日（月）締切

団体事務局（富田地区まちづくり協議会内）

４．その他（連絡・報告事項）

第１回東海道セミナーが開催されました

行燈まつりの俳句と川柳の募集をします

6 月 11 日(日)に富田地区市民センターで、
「賑わいのある文化の香るまちづくり委員会」の
活動 10 周年を記念して、
「伝統文化とまちづくり ～富田のまちづくりの具体的課題をさぐる」
をテーマに東海道セミナーが開催されました。

7 月 9 日（日）に開催される行燈まつりに飾る俳句と川柳を募集します。応募いただきまし
た作品は当日、行燈と共にご覧いただけます。
募集要領：作品の形式は自由、作品に氏名をお書きください。

セミナーでは、四日市のまちづくりに詳しい京都大学大学院経済学研究科の岡田知弘教授に
よる基調講演の後、4 名のパネリストの四日市大学総合政策
学部の松井眞理子教授、富田地区連合自治会長の田中久幸氏、
市立博物館の廣瀬毅学芸員、市都市計画課の野口淳平技師に、
それぞれの分野から問題提起をしていただき、参加者とも意
見交換していただきました。
第 2 回東海道セミナーは 11 月 11 日(土)に富田地区市民

応募方法：７月６日（木）までに富田地区まちづくり協議会内団体事務局まで
（FAX 番号 ３６６－１５１３）

訂正とお詫び 「回覧とみだ」NO.5 号（平成 29 年 6 月 5 日発行）3 ページの富田地区で行
われる主な年間行事に誤りがありましたので訂正致します。
・6 月 11 日（日）グラウンドゴルフ大会：（誤）浜園運動公園 ⇒（正）富双緑地
・山の神行事（西町ほか）：（誤）7 月 10 日（月）⇒（正）7 月 9 日（日）

センターで開催されます。富田のまちづくりにご関心のある
方はご気軽にご参加をお待ちしています。
４

