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表彰おめでとうございます
６月３０日（金）に四日市北地区防犯協会定期
総会が開催され、防犯功労団体の部で、『富田育
成会』が四日市北地区防犯協会 会長 栗田康昭
氏（朝日町長）と四日市北警察署 署長 廣田清

今年はもっと熱い夏がやって来る！!
ユネスコ無形文化遺産

８月１４日(月)・１５日(火)
（町練り）

志の連名で表彰されました。
これは、長年にわたり児童の登下校の見守り活
動や地域パトロール活動に積極的に取り組まれ
安全安心なまちづくりに多大な貢献をされたことが
認められたものです。

(本練り・鳥出神社)

８月１３日(日)・１４日(月)・１５日(火)
（町練り）

（町練り）

（富田地区巡行⇔鳥出神社）

なお、表彰状と記念品は富田小学校に飾って
いただいています。

※鎮火祭・町練り・本練り・揃い叩きなどの予定時間は、７月２４日以降の富田
地区公式ホームページでもご確認いただけます。

※
８月１５日 鳥出神社 ９：３０～１４：００
クイズ解答者の先着１５０名に「鯨船缶バッチ」をプレゼント！

左から、
平成 28 年度 富田育成会会長 荒木恵子さん、
平成 29 年度 富田育成会会長 伊藤智子さん、
富田地区連合自治会長 田中久幸さん

富田育成会 様

羽津小学校給食パートを募集（９月上旬からの勤務です）
戦没者を追悼し平和を祈念する日

◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日
◇勤務時間
◇時 間 給
◇申 込 み

８月１５日に黙とうを
８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念
する日」に、日本武道館で政府主催の「全
国戦没者追悼式」が行われます。市民・事
業者の皆さんも当日正午から１分間の黙と
うをお願いします。黙とうの時間にあわせ
て、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされる
ことがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和
と命の尊さについて考えてみましょう。
健康福祉課
 ３５４-８１０９ FAX ３５９-０２８８

♪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
３日(木)・10 日(木)・24 日(木)・31 日(木)

＝
＝
＝
＝
＝
＝

小学校給食調理員補助（給食パート）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）
８：30～15：30（労働時間６時間）
910 円（通勤距離が片道 2ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
応募を希望される方は、教育総務課（３５４－８２３６）へ電話後に履歴書
を提出してください。書類選考の上、合格者に対して面接を実施します。

◇応募期間 ＝ ７月 20 日（木）～７月 28 日（金）

♪富田幼稚園 遊び会

新･増築の家屋調査にご協力を

お休みです
♪富田文化幼稚園 プレイランド
未

就 園
29 日(火)

児

平成 29 年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査
に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職
員は、顔写真付きで市長印が押印された「固定資産評価補助員証」を持っていますので、ご確認
のうえ、調査にご協力をお願いします。

10：00～11：30

8 月の自動車文庫はお休みです

１

また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、
「家屋補充課税台帳
登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。
問合せ先：資産税課家屋係 354-8135 FAX354-8309

スターウォッチング
「ペルセウス座流星群と夏の星空観望会」

対象者：市内在住の小学６年生以下のお子様及び保護者
場 所：四日市市総合会館 8 階
第 2・3 会議室
日 時：8 月 18 日(金) ①10：00～11：30
②13：30～15：00
8 月 22 日(火) ③10：00～11：30
④13：30～15：00
定 員：各回 40 名 ※応募多数の場合は先着順
内 容：とみまつ隊による交通安全教室、他
※内容が変更となる場合があります
参加費：無料

三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群」の流れ星を観察します。
★日 時 8 月 12 日(土) 19:00～21:00
★場 所 伊坂ダムサイクルパーク管理事務所付近
★参加費 無料
★その他 当日自由参加、天候不順時は中止
きらら号は出動しません、レジャーシート等をご持参ください
★問合せ 四日市市立博物館 355-2700

申込み：８月８日までに、参加希望日時、氏名（保護者様、お子様）、
学校名、学年、電話番号を FAX059-354-8302 もしくは、
メール（E-mail：dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp）にて、
道路管理課 交通安全係へ

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
①通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだお受け取りいただいていない場合に
は、市民課までご連絡ください。
②マイナンバーカードを申請してから数カ月以上経過しているにもかかわらず、市役所から受け取り
の案内文書が届いていない場合は、市民課・地区市民センター（中部を除く）・市民窓口サービス
センターまでお問い合わせください。
※マイナンバーカードを申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の
名前・住所などに変更があると、申請は受け付けされません。

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう !!

★マイナンバーカード１枚でできること

：330-5020
FAX：334-0606
四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館４階

①マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
②マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な時に、これ１枚で済む唯一のカードとして活用でき
ます。
③平成２９年度後半開始予定のマイナポータルへのログインや、e-Tax などの申請に利用できます。
④四日市市においても、平成３１年初めごろに、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの取得
ができる見通しです。

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！！
【主なイベント日時・内容】 参加費 無料

★本人通知制度についてのご案内
本人通知制度とは、事前登録者の住民票・戸籍の証明などを第三者に交付した場合に、交付があっ
たことを登録者本人にお知らせする制度です。
①証明書の交付年月日 ②交付した証明書の種別と部数 ③交付請求者の種別（代理人、第三者
等）といった内容が通知されます。※ただし、交付請求者の氏名・住所等は通知されません。
本人通知制度は、①四日市市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人 ②四日市市
の戸籍に記載されている人（①、②ともに除かれた人を含む）が登録できます。登録を申請される場合
は、本人確認書類（運転免許証等）をご持参の上、市役所 1 階市民課までお越しください。登録期間は

８月５日（土曜日）

登録日から３年です。
※代理人が申請される場合の必要な書類については、市民課までお問い合わせください。
★市民課 354-8152 FAX359-0282

２

８月１３日（日曜日）
①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：３０

８月１４日（月曜日）
①１１：００～１２：００
１３：３０～１４：３０
②１３：００～１５：３０
みんなでプラザを飾ろう
夏休み工作企画
プラザ de ドッチボール大会
夏のおばけとお月見ウサギを
「とうろうをつくろう」
作るよ！
事前申込：不要
事前申込：不要
事前申込：不要
対
象：幼児・小学生
対
象：幼児・小学生
対
象：幼児・小学生
（未就学児は保護者同伴）
（未就学児は保護者同伴）
（未就学児は保護者同伴）
定
員：なし
定
員：なし
定
員：なし

行燈まつり実行委員会による
～行燈まつりが開催されました～

虫送り行事が行われました
7 月 2 日（日）に虫送り行事が行われました。この虫送り行事は、地区全体の災いを取り除く
とともに豊作物の害虫を駆除し、五穀豊穂を祈願するもので 60 年ほど前に途絶えていましたが平
成 21 年に復活しました。
午後 1 時から富田山城線高架下で北村町、茂福町、北鵤町の
参加者が松明作りを行いました。当日までに竹や麦わら・菜種が
らの手配、竹の穴あけなどを実行委員や地域の方で準備していた
だきました。松明の作り方の説明の後、子どもたちは保護者や各
町の地域の方と一緒に松明を作りました。
夕刻午後６時に茂福神社、北村若宮八幡神社、伊賀留我神社を順次出発し、田んぼに出たところ
で松明に火が点けられそれぞれの行列は富田霊園を目指しました。松明が燃えだすと火の勢いを増

6 月 23 日（金）、行燈つくりが行われました。地域の子
どもさんに描いてもらった絵を組立てられた行燈に貼ってい
ただきました。
７月 9（日）夕方からは、旧東海道沿いと近鉄富田駅踏切
から JR 踏切までの中央通り沿いに行燈を灯す“行燈まつり”
が実行委員会により開催されました。午後 1 時から取付け準
備を開始し、午後 4 時からは地区市民センター前テントで子どもに参加賞が渡されました。子どもの
絵が貼られた行燈には俳句や川柳が取付けられ、通り過ぎ行く
地域の方は手に取り俳句や川柳を読まれていました。

し、行列は火の粉を撒きながら田んぼの道を歩きました。
三町が富田霊園に到着した後、虫送り法要がありました。
保護者や子ども達が順に焼香し、『賑わいのある文化の香る
まちづくり委員会』の北島代表から「人は米作りなどで虫
の命を犠牲にしている。虫送りは虫たちや生き物への供養」
と行事の意味を説明していただきました。

午後 4 時から 5 時までは正泉寺、長興寺、善教寺を巡る三寺
参りも行われ、たくさんの親子がお寺の本堂で手を合わせてい
ました。日も落ちる午後 6 時頃になると、旧東海道と中央通り
の交差点から順次行燈のろうそくに点灯し、通りに橙色の灯が
入りました。照明が暗く、車の通行も少ない旧東海道沿いでは、
行燈は幻想的な演出となりました。

「子育てサロン」みどりの芝生 による「歯の講座」が開催されました

西町山の神祭礼

7 月 7 日（金）午前 10 時から、地区市民センター2 階和室で「歯

石取祭車が町内を巡行しました
7 月 9 日（日）午後 6 時から、西町の山の神行事で西町

の講座」～乳歯は永久歯のおかあさん～が開催されました。講師は歯科
医師の根来道恵さんと歯科衛生士の吉川怜子さんをお招きし乳幼児の「
歯ブラシの仕方」や「虫歯予防について」などのお話をいただきました。
乳歯はとても柔らかく虫歯になりやすいので歯磨きにも慣れる様に努
力することも必要であり、フッ素加工予防を行うことで虫歯になりにく
いこともアドバイスをいただきました。参加するママは真剣に話を聞き、個別指導も受けていまし
た。ママ同士の情報交換も積極的に行ってもらいました。

石取祭車「天鈿女命」が八幡神社を出発し町内を巡行しま
した。八幡神社前には白やえんじ色の半被を着た子どもた
ちが集まり、祭車を待ち受けていました。
八幡神社から中央通りまでの鉦・太鼓は子どもが担当し
ました。叩出しも子どもが担当し、小さい子は祭車を綱で曳きました。

第 54 回 四日市市消防団 消防操法競技大会が開催されました
7 月 16 日（日）午前 8 時 30 分から、四日市市民公園で四日市市消

十四川と環境を守る会・沿線自治会および小学校 PTA による
十四川清掃が行われました

防団消防操法競技大会が開催されました。
この大会は、基本操法とは異なった実戦的な応用操法訓練であり、火災
現場において小隊長指揮のもと、様々な障害を克服して火点に至り、正確

7 月 8 日（土）午前 8 時から、十四川と環境を守る会による十四川の清掃が行われました。
沿線自治会および小学校 PTA の皆様には、担当区間の枯れ枝の撤去、土手の草抜きの他、長靴
を履いて川の中に入り、川底のゴミや護岸ブロックの草を取っていただきました。フラワーロー
ドは環境部門が担当しました。この日は、朝から道路も焼付く様な暑さで、思うように作業が進
まない中、皆さんのおかげで十四川堤防と、フラワーロードが綺麗になりました。

にかつ迅速に火災を防ぎょするものです。各隊員の厳正な規律の確保並びに
士気の高揚を図るなど災害現場における、あらゆる基本的要素が１～2 分
の競技内に凝縮されています。
今回は、実災害に即した内容で、車両下車から競技がスタートし、吸管
投入後に揚水、水損防止活動などが盛り
込まれていました。
富田分団は、上位を目標に連日夜遅
くまで練習やミーテイングを重ねてい
ました。当日は練習の成果を発揮して、
優れた技量によりひとつもミスがなく 4

３

位（敢闘賞）でした。

夏休みこどもさんかくカレッジ２０１７

キラキラクラッシュゼリーを作ろう
見た目もさわやか、ひんやり
スイーツ。簡単でおいしい“ク
ラッシュゼリー”を作って、
暑い夏を吹き飛ばそう！！

ハッピーメガネでしあわせになろう
みんなも一度は見たことのある“虹”につい
ての話と実験、そして、メガネを作って“光”
の不思議体験。みんなを「知らなかった世界」
へご案内します。

日時：８月１８日(金)１０:００～１２:００
場所：本町プラザ３階 はもりあ調理室
対象：市内在住の小学生
定員：10 人
料金：子ども 1 人につき 100 円
(当日ご持参ください)
講師：吉武奈穂子さん
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、上履き
その他：材料に果物、牛乳を使用します(アレ
ルギー対応はしていません)

場所：本町プラザ１階 ホール
対象：市内在住の小学生
定員：30 人
料金：子ども 1 人につき 100 円
(当日ご持参ください)
講師：科学サークル大黒屋
持ち物：はさみ

伊藤

じん

仁さん

男女共同参画について学ぶ、ちょこっとさんかく教室もあるよ！
申込みは、８月４日(必着)までに、往復はがきで、希望する講座名、参加する子どもの住所、名前、
学年、電話番号、保護者名をご記入のうえ、〒510－0093 本町９－８「はもりあ四日市」まで。
応募者多数の場合は抽選になります。ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」までお問い
合わせください。(354－8331)

この秋から “キレイに！カッコよく！”変身してみませんか？
運動のプロ、食事のプロがみなさんの健康づくりをお手伝いします！
対

象：市内に在住する 20 歳以上の人
心臓病・不整脈、運動制限のある人は要相談。主治医が運動不可と
判断された場合は、参加できません
日 時：８月２５日～1０月２０日の毎週金曜日 13:30～15:30
ただし 9 月 15 日及び 22 日は 10:00～13:00
場 所：あさけプラザ（四日市市下之宮町 296-1）
内 容：筋力トレーニング・調理実習など、全 8 回シリーズの教室
定 員：50 人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知）
参加料：1,600 円（調理実習費等）
申込み：8 月９日までに、現在治療中の病気や服薬中の薬の有無をご確認の上、健康づ
くり課窓口に直接お越しいただくか、お電話でお申し込みください。
（健康づくり課

〒510-8601 諏訪町１－５

 354-8291）

４

