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表彰おめでとうございます
７月３０日（日）に市政施行 120 周年記念式典が開催され、
市政功労者表彰が行われました。
市政の振興、公共の福祉の増進、産業文化の振興などで

ひざから下をマッサージします。動きやすい服装でお越しください。
日

時：９月 25 日（月）

９：30～11：00

場 所：富田地区市民センター 2 階ホール
講 師：古川 香織さん（セルフ・ケアリスト）
定 員：30 人（定員になり次第締め切ります）
参加費：無料
持ち物：水分補給用のお茶又は水

本市の発展に貢献された５５人が表彰されました。
富田地区では以下の方が表彰されました。
○教育、文化の振興
富山 邦彦さん
○産業の発展
伊藤 澄夫さん
山下
晃さん
○治安維持、災害防護
稲垣
貢さん

申込み：９月１日（金）以降に、富田地区市民センター
365-1141 までお申込みください

ワードの初心者編（ワードを使ったことがない方が対象です）
ワードを使って会議資料や簡単なチラシを作ってみよう！
日

９月４日(月) １３：３０～１５：００
富田地区市民センター ２階ホール

時：９月 21 日（木） ９：30～11：30

場 所：富田地区市民センター
参加費：無料

♪富田保育園 あそぼう会

２階ホール

※ 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
７日(木)・14 日(木)・21 日(木)・28 日(木)

講 師：和田 孝宣さん
定 員：10 名（定員になり次第締め切ります）
その他：パソコンは各自でご用意ください
お持ちでない方はセンターでもご用意いたします
申込み：９月１日（金）以降に、富田地区市民センター
365-1141 までお申込みください

♪富田幼稚園 遊び会
カンガルー未就園児 10：00～11：30
６日(水)・13 日(水)・20 日(水)
パンダ
３歳児 10：00～11：30
４日(月)・11 日(月)・25 日(水)

♪富田文化幼稚園 プレイランド

自動車文庫
の日程

富田浜会館

９月１日（金） 10：50～11：20

富田地区市民センター

９月５日（火） 10：10～11：10

写真左は森市長、右が稲垣貢さん（檀上
に上られた表彰者）

未

１

就 園
５日(火)

児

10：00～11：30

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

あさけプラザ

ワークショップ

久留倍官衙遺跡講座
今年も、市内大矢知町で史跡整備中の国指定史
跡久来倍官衙遺跡についての連続講座を開催しま
す。
１．日 時 １０月 ７日（土） １０:００～１２:００
「国指定史跡久留倍官衙遺跡の整備」
１０月２８日（土） １０:００～１２:００
「壬申の乱と聖武天皇の行幸」
２．場 所 あさけプラザ ２階 第 2 小ホール
３．講 師 社会教育課 職員
４．定 員
５．受講料

３０人
無料

古代の四日市名物
「黒鯛」を食べよう

子育てを地域で支えあう

平城京から出土した木簡に「三重郡黒鯛廿二口」という
文字が書かれていることから、奈良時代には、四日市から
奈良の都へ黒鯛が運ばれていたことが分かっています。
貴族の食料として当時運ばれていた黒鯛など地元の
食材を味わってみましょう。
１．日 時 １０月１４日（土） １０:００～１３:００
２．場 所 あさけプラザ ２階 料理室
３．講 師 料理： 松山 千奈美さん
４．定

員

５．受講料

解説：社会教育課 職員
小学校３年生～中学生の
子ども１２人と保護者
１，５００円

四日市市ファミリー･サポート・センター

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただ
くために、平成２８年度より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方は受講してください。また講習会の後、新規登
録会を行います。
日

時：平成 29 年 9 月 10 日（日）
講習会 13：00～14：30
登録会 14：30～
会 場：橋北交流会館（四日市市東新町 26 番 32 号）
参加費：無料
申込方法：電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
／FAX323-0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市 内）

※保育あり。事前にお申し込みください。（定員 35 人）

主 催：あさけプラザ
共 催：四日市市教育委員会 社会教育課
申込み：いずれも、９月 28 日（必着）までに、往復はがきに
住所・名前・電話番号を書いて 〒510-8028 下之宮町 296 番地 1 あさけプラザ（３６３-０１２３）へ

読書推進講座

「となりの文豪」

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう !!

のご案内

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

～女性の視点から読み解く 田村泰次郎～

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

四日市市の郷土作家「田村泰次郎」について、女性研究者の河原
徳子先生の解説による、女性の視点から読み解く読書推進講座を開
催します。
ぜひご参加ください。
開催日
9月

内容

3 日(日) 田村泰次郎を知る

9 月 17 日(日) 田村泰次郎を読む①
10 月
★場 所
★申込み
★その他

1 日(日) 田村泰次郎を読む②

講師 日本文学研究家
河原徳子さん

いずれも 13:30～15:00
四日市市立図書館 2 階視聴覚ホール
★定員 50 人（先着順）
住所、名前、電話番号を、ファクスかメール、または直接、市立図書館まで。
手話通訳が必要な人は、申し込みの際にその旨をお知らせください。
託児はありません。

◇問い合わせ

市立図書館

９月 ９日（土曜日）
９月１０日（日曜日）

９月１９日（火曜日）

９月３０日（土曜日）

①１１：００～１２：００
②１３：００～１６：００

１０：３０～１１：３０

①１１：００～１２：００
②１３：００～１５：３０

創作活動「星空をつくろう！」

親子クラフト「でんでんだいこ」

メモ帳づくり工作

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：０歳～５歳まで
対
象：小学生
（未就学児は保護者同伴）
（保護者同伴） 定
員：なし
定
員：なし
定
員：なし

 352-5108
fax 352-9897
ﾒｰﾙ：tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

２

四日市市立博物館

博物館ボランティア
博物館では、常設展示「時空街道」の案内人（博物館
ボランティア）を募集しています。
観覧者とコミュニケーションを取りながら、気づき・
想いを広げるサポートをします。
・人と話すのが好きな方
・博物館の活動に興味がある方
時空街道の案内人になりませんか？

募集中！！
子育てに関心のある男性を「父親の子育てマイスター」に認定する「父親の子育てマイスター
養成講座」を下記の日程で開催します。また、第 1 回(9/3)は公開講座となっており、どなたでも
参加申込みができます。子育て中のパパだけでなく、これからパパになる方もふるってご参加く
ださい。

平成 30・31 年度に
活動できる方を募集しています！

◇講座日程

細かな知識の有無は問いません！ 今年 10 月から来年
3 月まで、全 8 回の研修があります。
詳しくは、博物館ほか各地区市民センターなどに配置
の「博物館ボランティア募集要項」をご覧ください。お
待ちしています！
募集期間
9 月 20 日（水）まで＜必着＞
募集要項をお読みのうえ、所定の様式に記入したものを郵送・FAX・メールいずれかの方法
で四日市市立博物館「博物館ボランティア係」までお申込みください！
★お問い合わせ（月曜休館）
四日市市立博物館「博物館ボランティア係」 〒510-0075 四日市市安島一丁目 3 番 16 号
 355-2700（代）
メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

＊1 本講座と併せて、ママ向け講座を開催します。パパだけでなく家族で気軽に講座に参加し
ていただくことができます。
＊2 すべての講座で託児をご利用できます。
（託児対象は満６か月～就学前まで。要事前申込）
◇申込について
・対 象 者 市内在住又は在勤の１８歳以上の男性

自分自身の健康はもちろん、家族や地域の人の健康づくりのために介護予防の
知識と運動について学び、ボランティアとして活動しませんか？
◆ 日
◆
◆
◆
◆
◆
◆

＊第１回は公開講座です。男性に限らず、どなたでも参加することができます。
・定
員 ２０名程度 （第１回公開講座は１００名）
・申込期間 平成２９年７月２０日～平成２９年８月２５日
※申込状況により、申込期間を延長することがあります。
・申込方法 ①～⑥の必要事項を電話、はがき、ファックス又は E メールで、こども未来課まで
①申込講座（「連続講座」または「公開講座（9/3 のみ）」） ②郵便番号、住所
③氏名 ④連絡先（電話番号、E メールアドレス等） ⑤託児の有無 ⑥ママ向
け講座の受講の有無
・参 加 費 無料

時

10 月 2 日、16 日、23 日、30 日、11 月 6 日
（いずれも月曜日 14:00～16:00）
場
所 八郷地区市民センター【千代田町 267 番地 1】
対
象 受講後、ヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる人
定
員 20 人程度
内
容 介護予防に関する講義や運動実習など
参 加 料 無料
申し込み 9 月 20 日までに、お名前（ふりがな）、性別、生年月日（年齢）
、
郵便番号・住所・地区、電話番号、受講会場、
「ヘルスリーダー養
成講座」希望と明記の上、はがきかファクス、または電話で健康
づくり課へ
（〒510-8601 諏訪町１-５  354-8291 Fax 353-6385）

・申 込 先

こども未来課

〒510-0085

四日市市諏訪町 2－2

Fax 354-8061

３

E-mail

☎ 354-8069

kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

８月 1５日（月）
鯨船 町練り・本練り・宮参り
鳥出神社の本練りには今年は２艘が出場しました。午前 10 時 45 分から南

富田のお盆を盛り上げた「とみだの夏祭り
今年の「とみだの夏祭り」は「鳥出神社の鯨船行事」がユネスコ無形文化遺産に登録された
ことから、祭りについての問い合わせ等も多く、祭りの期間中は県外からの観光客や海外留学生も多く
賑わいを見せていました。

島組感應丸に続き古川町権現丸が鳥居を突いて入場しました。今年は四艘の鯨
船が予定されていましたが、悪天候の為、予定時間を変更し 2 艘の出場となり
ました。鯨を仕留めると、観客からは拍手が上がりました。長時間の演技に疲
れた顔を見せず鯨を担ぐ青年の笑顔がとても印象的でたくさんの方に喜んでいただ
きました。

８月 1３日（日） 茂福町・西町・北村町石取祭車 町内巡行
13 日（日）午後 6 時 30 分より茂福町、西町、北村町では、青年の
見事な叩出しが行われ、提灯に灯が点りました。

富田三車連合 石取祭車巡行
鳥出神社で予定していたこども演技・揃い叩きは雨天のため午後 3 時 30 分から国
土交通省前となりました。その後、花車の茂福町石取祭車を先頭に鳥出神社へと向か

８月 1４日（月）
西町子ども会獅子町廻り
西町子ども会の獅子６頭が朝８時より町廻りを行い、各家庭を廻りご祝儀
をいただきました。１年間無病息災であることを願い、頭を噛んでもらう方
もいました。
鯨船

い鳥居前で青年部の総叩きが行われました。近鉄富田駅西での総叩きの後、東海道中
央通り交差点で曳き分かれがあり、次年度の花車の西町に提灯が引き継がれました。

鎮火祭・町練り

朝 8 時 30 分から鳥出神社で鎮火祭が行われました。各町で竹の松明を持
ち寄り、火災防止や祭りの安全などを祈願しました。その後、それぞれ町練
りを行いました。
西町 大鉦・町練りと鎮火祭
午後 1 時 45 分から西町大鉦の練りが始まりました。
松明を先頭に、子どもたちが叩く締め太鼓、青年が担ぐ大鉦の順
に大きな音を響かせながら練り歩き鳥出神社へ向かいました。
鳥出神社では鎮火祭を行い祭りの安全などを祈願しました。
茂福町石取祭車 町内巡行
午後 6 時からファミリーマートの駐車場にて叩き出しが行われ
ました。茂福町の祭車は大きな太鼓が特徴で力強い太鼓の音が町
内に響き渡っていました。
西町石取祭車

町内巡行

午後 5 時 45 分から八幡神社にて子どもと青年による叩出しが行われました。子どもたちが叩いた後、
青年へと続き八幡神社を出発しました。町内を廻り 10 時頃に公民館へ戻りました。子どもたちには疲
れた様子もなく元気いっぱいでした。
北村町石取祭車 町内巡行
午後 6 時 30 分から若宮八幡神社にて叩出しが行われました。子どもが
叩出しを行い青年へと続きました。中老や役員、氏子が続いて叩き神社を
出発しました。自治会長さんも力強く太鼓を叩きました。
北村町と茂福町の石取祭車が国土交通省前で曳き別れ
午後 7 時 50 分頃から国土交通省の前で北村町と茂福町の総叩きがありました。二つの祭車が叩く太
鼓と鐘の音が一段と響き、熱さも吹き飛ぶほど魅了されました。15 分の叩出しの後、祭車はそれぞれ
の町へと戻りました。
４

