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主催：富田地区体育祭実行委員会
今年も地区をあげての体育祭を開催します。皆さまが参加していただける競技もたくさんあり
ます。ご家族・ご近所お誘い合わせてご来場ご参加いただき、秋の一日を楽しくお過ごしくださ
い。富田文化幼稚園鼓笛隊や富田中学校吹奏楽部も参加します。
日時：９月２４日（日） ８時４５分～

是非ご出席ください。楽しいひとときをお過ごしください。

【雨天のとき１０月１日（日）】

場所：富田小学校 校庭
市中パレード出発時間
中公園≪８:３５≫・東富田≪８:２５≫北鵤町≪８:０５≫

日
会
内

旧浜元町自治会館≪８:２０≫・富田浜≪８:２０≫
５コースにわかれて富田小学校まで行進します。
競技：玉入れ、二人三脚、パン喰い競争など楽しい競技がいっぱい！
バザー：みたらし、飲み物、とりくし焼き、うどん、おでん、フランクフルトなど

※ 体育祭開催の場合、午前６時に花火があがります。

時：９月１８日（月・祝） ９：００～１２：００
（受付８：３０～）
場：富田小学校 体育館
容：式典
演芸 富田文化幼稚園『お遊戯』他
吹奏楽
四日市高等学校吹奏楽部
お楽しみビンゴゲーム

問合せ：富田地区社会福祉協議会

※ ラッキーナンバー付きプログラムを９月５日の組回覧で各戸にお配りしています。
当日ご持参ください。
【問合せ先】富田地区まちづくり協議会事務局
電話３６６－１５１３

電話３６６－１５１３

Yokkaichi City

四日市市
タウンミーティング

手芸品・工芸品・水墨画・絵画・写真・書道など、皆さんの自慢の作品をぜひ出品
してください。
文化祭

富田地区社会福祉協議会と富田地区連合自治会では、７０歳以上の皆様を対象に、
ご健勝とご長寿をお祝いする『富田地区敬老会』を開催します。お誘いあわせの上、

市長自らが直接地域に赴き、地域の皆さんの声を積極的
にお聴きして意見交換を行うことで施策に反映し、もって

日
場

時：１１月５日（日）
所：富田地区市民センター

地域力の向上を図ることを目的としてタウンミーティング
を開催します。
市から提示する「子育て・教育」のテーマのほか、地区

【展示】

問合せ

申込み：富田地区まちづくり協議会事務局
締切り：１０月２０日（金）１２：００まで
※申込み時に、作品の種類と大きさをお聞かせください。
作品の搬入など詳しくは、後日ご連絡します。
富田地区社会福祉協議会

から提示された２つのテーマについて、地域の代表の皆さ
んと意見交換を行います。また、会場の皆さんとのフリー
トークの時間もあります。

日時

10 月 18 日（水）
１９：００～２０：３０
場所 富田地区市民センター
対象 富田地区にお住まいの人

（手話通訳・要約筆記あり）

ぜひ、ご参加ください。

電話３６６－１５１３

※会場および駐車場のスペースには限りが
ありますのでご了承ください

１

問い合わせ
広報広聴課（TEL３５４－８２４４ FAX３５４－３９７４）

園芸クラブへ

よってこ家

プランターで野菜を育てよう！

空き家無料相談会を開催します！
空き家についてお困りのことや心配なことはありませんか？
空き家に関する境界、耐震、リフォーム、取壊し、税金、売却、賃貸、管理等の
様々なご相談に専門家がお答えします。お困りごとをお気軽にご相談ください。

ようこそ！
第２弾

日時：9 月 23 日(土) 10:00～16:00
主催：空き家ネットワーク協議会※

８月のボランティアカフェ“まなびや”で聞いていただいたこと、９月に実践です！

場所：じばさん三重
後援：四日市市

5階

研修室 5

※三重県建築士事務所協会、三重県建設業協会、三重県不動産鑑定士協会、三重県司法書士会、

よってこ家のプランターでおいしい野菜づくりを、ぜひご一緒に！

三重県土地家屋調査士会、三重県宅地建物取引業協会、東海税理士会三重県支部連合会の 7

マイプランターを持ってきていただいて、お持ち帰りもＯＫです。

団体による空き家対策推進のための協議会

８月参加できなかった方の参加もお待ちしています。みなさんぜひお気軽にご参加ください！

問合せ先：（公社）三重県宅地建物取引業協会
四日市市役所

都市計画課

059-227-5018
059-354-8272

点訳・音訳基礎講座のご案内
日

時：９月２６日（火）10:00 ～ 12:00

場

所：サロン

内

容：プランターで野菜づくり

１．日時

よってこ家（富田３丁目１４－１４）

【カブ、スティックセニョール、ナバナ、キャベツを予定しています。】
講

師：菜園せんせい

小林

定

員：15 人（定員になり次第締切）

２．対象

俊二 様

10 月 7 日、14 日、21 日（いずれも土曜日、3 日間で 1 コース）
◎点訳基礎講座…10：00～12：00
◎音訳基礎講座…13：30～15：30
☆午前だけ、午後だけ、両方受講いずれも可
15 歳以上の人

３．場所
４．定員
５．受講料
６．内容

四日市市立図書館 3 階 会議室
各 20 人（応募多数の場合は抽選）
無料
図書館での障害者サービスの基本的な考え方や、それぞれの図書製作の具体的な
ノウハウ（点字の仕組み・点字技術など、呼吸法・発声・読み方など）を学びま
す。
７．申込方法 9 月 21 日(必着)までに、希望講座名（両方受講も可）、郵便番号、住所、名前（フ
リガナ）、年齢、電話番号を、はがき、ファクス、メールで、または直接窓口にお
申込みください。

持ち物：タオル、飲み物、軍手（園芸用があれば）
参加費：無料
※マイプランター持参の方のみ、土・苗セット代金（３００円）をいただきます。
申込み：９月２２日（金）までに、住所、名前、電話番号、マイプランター持参の有無を
下記までお伝えください。
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/FAX354-6486

◇問合せ先

E ﾒｰﾙ y-vc@m3.cty-net.ne.jp

図書館

〒510－0821 四日市市久保田一丁目 2－42
電話 352-5108 FAX 352-9897 ﾒｰﾙ：yontenji@arion.ocn.ne.jp

日 時：９月１５日（金）９時３０分～
場 所：富田地区市民センター ２階 調理室
材料費：６００円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん等

日 時：９月２２日（金）１０時～１１時３０分
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、ふれあいあそび、
みんなでおしゃべりなど

主 催：食生活改善推進協議会
申込み：富田地区市民センター

参加費：無料
問合せ先：稲垣

電話３６５－１１４１
２

申込み不要
克子 電話３６５－４４８７

①ゆるキャラ（R）グランプリ２０１７

平成３０年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集

投票のお願い

平成２９年８月１日(火)より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が
全国のキャラクターの人気を競う「ゆるキャラ(R)グランプリ２０１７」に出場し、ベス
ト１０入りをめざしています。
ゆるキャラ（R）グランプリのホームページから毎日１メールアドレスにつき１票ずつ、
投票ができますので、パソコンや携帯電話から皆様の一票を投じて「こにゅう
応
どうくん」を応援してください。

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を
行っています。
平成３０年度の助成を希望するコミュニティ組織は、富田地区市民センターまでご連絡ください。
●助成対象団体 コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・自主
防災組織
●募集する事業 ①一般コミュニティ助成事業
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業

投票期間： 平成 29 年 8 月 1 日（火）～11 月 10 日（金）
公式サイト：http://www.yurugp.jp/index.php

④地域防災組織育成助成事業
●書類提出期限 ①②③については、平成２９年１０月４日（水）までに市民生活課へ
④については、平成２９年１０月４日（水）までに危機管理室へ
※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページ(http://www.jichi-sogo.jp/)をご覧
ください。

援
し
て
ね
！

（初回のみメールアドレスの登録が必要です）
問合せ先：観光・シティプロモーション課
電話 354－8286 FAX.354－8307
MAIL.kankou@city.yokkaichi.mie.jp

②１１月１８日（土）、１９日（日）ナガシマリゾートで
「こにゅうどうくん」を応援しよう！

第６７回市民芸術文化祭行事

平成２９年８月１日（火）より、本市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」
が、全国のキャラクターの人気を競うインターネット投票「ゆるキャラ(R)グランプリ
２０１７」に出場し、ベスト１０入りをめざしています。
本年は、決選投票の会場が桑名市ナガシマリゾートに開催が決まり、ご当地票が期待
されています。例年、決選会場にお越しいただいた来場者による投票はインターネット
投票よりも高倍率で計算されます。ぜひ「こにゅうどうくん」の応援に足をお運びくだ
さい。
ま
イベント：ゆるキャラ(R)グランプリ２０１７in 三重桑名・ﾅｶﾞｼﾏﾘｿﾞｰﾄ
っ
て
と
き：平成 29 年 11 月 18 日（土）・19 日（日）９:00～16:00
る
（予定）
よ

2017 秋！四日市市民社交舞踏会のお知らせ
2017 秋！四日市市民社交舞踏会
・日時
11 月 19 日（日） 12:30～16:00
・会場
中央緑地第 2 体育館
・料金
前売り 1,000 円（当日 1,500 円）
・チケット取り扱い
・その他

（12:00 開場）

ん

渡辺（電話：０９０－８３３３－３６９６）
女性は革製ヒールカバーを着用してください。
観覧は無料です（2 階席利用）

市民芸術文化祭行事全般についての問合せ
一般社団法人四日市市文化協会
電話/FAX：３５１－３７２９
（月～金曜日 １３：００～１７：００）

３

ところ：ナガシマリゾート 駐車場内特設会場
（三重県桑名市長島町浦安 333）
入場料：大人 前売り：500 円（当日 600 円）
小人 前売り：200 円（当日 300 円）
※未就学児は無料
公式サイト：http://www.yurugp.jp/
問合せ先：観光・シティプロモーション課
電話.354－8286 FAX.354－8307
MAIL.kankou@city.yokkaichi.mie.jp

