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〜いばら餅を作ってみませんか〜
毎年、大好評のプロに学ぶ和菓子教室を開催します。
今回は富田地区で昔からこの季節に食されている「いばら餅」を作ります。
サルトリイバラの葉を使った昔ながらの和菓子です。
和菓子作りのコツを覚えて、おいしい和菓子を作りましょう！
日 時：７月４日（月） １０時３０分〜１２時
場 所：富田地区市民センター ２階 調理室
講 師：生川 弘章 さん（清華堂）
定 員：１５名（申込み多数の場合は抽選になります）
申込み：６月２２日（水）までに、地区市民センター（℡３６５−１１４１）へ
材料費：３００円（１人５個ほど作ります）
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、持帰り用容器
問合せ：富田地区市民センター ℡３６５−１１４１

人気の「布ぞうり教室」を行います。
夏のピッタリの肌触りの良い布ぞうりを作りましょう！
日 時：７月１２日（火） ９時〜
場 所：富田地区市民センター ２階 ホール
持ち物：布【使わなくなったシーツ（１枚分）や、着なくなった T シャツ（２〜３
枚分）、布用裁ちばさみ】
参加費：１００円
定 員：１５名（申込み多数の場合は抽選）
申込み：６月２４日（金）までに、富田地区市民センター ℡３６５−１１４１

毎年、９月の敬老の日前後に、高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的に自治会
や地区社会福祉協議会により敬老行事が実施されております。行事の実施にあたっ
ては、実施団体が行事の対象となる方へ案内等を配布する必要があるために、本市
では、実施団体に該当地区にお住まいの７０歳以上の方の名簿（住所・名前・生年
月日・性別を記載）を閲覧していただいております。
個人情報への配慮から、名簿の取り扱いについては、この敬老事業にのみ使用す
ることなど適正な管理、秘密厳守を徹底いたします。つきましては、敬老行事の円
滑な実施のため、みなさまのご理解をお願いいたします。
なお、名簿への掲載に同意されない方は、誠に勝手ですが、介護・高齢福祉課（℡
３５４−８４２５）へご連絡を７月６日（水）までにお願いいたします。その場合、
お名前等を閲覧名簿に掲載いたしません。
（この名簿に載らない方には、行事の案内
等をお届けできません。また、これまでに同意されない旨のご連絡をいただいた方
については、改めて連絡していただく必要はありません。
※ 問合せ：介護・高齢福祉課 ℡３５４−８４２５

◇ 立候補予定者説明会
日時：６月１７日（金） １３時３０分〜
場所：四日市市役所 ９階 大会議室
◇ 選挙期日の告示日（立候補の受付）
日時：７月３日（日） ８時３０分〜１７時まで
場所：四日市市総合会館 ７階 第１研修室
◇ 選挙期日（投票日）：７月１０日（日）
◇ 選 挙 会（開 票）：四日市市役所 ９階 大会議室 ２１時２０分〜
◇ 立候補の届出の手続きなど詳しいことは、
市選挙管理委員会事務局（℡３５４−８２６９）または、各地区市民センター、
楠総合支所にお問合せください。

≪ お 詫 び と 訂 正 ≫
前号の「お知らせ とみだ」に掲載しました『平成 23 年度 体育委員・体育指
導員』のお名前を間違えてしまいました。お詫びして訂正させていただきます。
体育委員名 北村町第四 ＜誤＞ 山崎久枝さん ⇒ ＜正＞ 山崎真砂志さん

今年度の地区社会福祉協議会の役員が決まりました。よろしくお願いします。
（敬称略）
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みんなで楽しく料理をつくりましょう！
日 時：６月１７日（金） ９時３０分〜１３時
場 所：富田地区市民センター ２階 調理室
材料費：５００円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、
申込み：富田地区市民センター ℡３６５−１１４１
主 催：食生活改善推進協議会

短期間集中！運動習慣の定着・食習慣の改善！！
あなたをステキに！かっこよく！導く講座です。
対象者：市内在住または在勤、２０歳以上の人
（心臓病・不整脈・運動制限のある人は相談が必要です）
日 時：７月２日、９日、１６日、２３日（土曜開催／４回シリーズ）
９：３０〜１１：３０
場 所：ヘルスプラザ（塩浜１−１１）
定 員：６０人（応募多数の場合は抽選）
申込み：６月２４日（金）までに電話、ファクス、はがきにて、名前、生年月日、
住所、電話番号、心臓病・不整脈の有無、これまでにかかったことのある
病気、現在治療中の病気、服用している薬、運動制限の有無を添えて申込
みください。 〒５１０−００８５ 諏訪町２−２（総合会館４階）
四日市市保健所 健康づくり課 健康づくり係
℡ ３５４−８２９１、FAX ３５３−６３８５

６月２３日から２９日『男女共同参画週間』にあわせ、県内１６会場で映画祭を開催し
ます。四日市市は、「クララ・シューマン 愛の協奏曲」を上映します。
日
時：７月２日（土） １３：３０〜１５：３０（開場１３：００）
場
所：四日市市文化会館 第２ホール
チケット：５００円 全席自由席（文化会館、あさけプラザ、楠総合支所
はもりあ四日市等でチケット販売中
託
児:：無料（先着１５名程度、申込締切６月１８日）
問合わせ：四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
℡ ３５４−８３３１ fax ３５４−８３３９

日 時：７月９日（土）１４：００〜１６：００
内 容：インタビュー「私が考える地方議員」
元四日市市議会議員 市川 悦子/ 田中 紘美
場 所：本町プラザ５階 第３会議室
受講料：５００円
定 員：３０名（先着順）
その他：託児あり（無料ですが予約が必要です）
託老あり（応相談・有料。予約が必要です）
℡ ３５４−８３３１ fax ３５４−８３３９

東日本大震災義援金ご協力ありがとうございました
連合自治会・社会福祉協議会・連合自主防災隊連名による義援金募金（総額 306,665 円）
震災後の 3 月 17 日から 5 月 30 日まで市民センター窓口、団体事務局に募金箱を
置き、協力を呼びかけ、十四川桜まつりでは、「くうちゃんサブレ」「スタンプラリー」
受付、花コンサート会場にも募金箱を設置し来場者に募金をお願いしました。
義援金は 5 月 31 日(火)、連合自治会三役に中日新聞四日市支局へ納めていただきま
した。このお金は中日新聞社から日本赤十字を通じて被災者に届けられる予定です。
四日市市自治会連合会依頼による義援金募金（総額 1,611,460 円）
４月の連合自治会総会で各自治会へお願いした四自連依頼の義援金は 5 月 11 日
（水）に四自連へ納めました。四自連は四日市市全体分を 5 月 16 日(月)に日本赤十字
四日市支部へ納入しています。

幼稚園児とお年寄りによるお楽しみ会が開かれています
6 月１日(水) 13 時から地区社会福祉協議会ボランティア委員会によるお楽しみ
会が富田浜会館で行われました。前半は健康体操で体をほぐした後、野呂委員長に
よる紙芝居、富田文化幼稚園の園児が歌と踊りを披露し、園児からお年寄りへ首飾
りのプレゼントが渡されました。かわいい園児たちからの贈り物に皆、目を細めて
いました。
後半はゲスト出演者による踊りと大正琴で楽しみました。手拍子にのって日本各
地の民謡にあわせて踊りを披露、「富田音頭」「炭坑節」などには飛び入りで踊りに
加わっていただいた方もいました。大正琴の演奏ではおなじみの曲を琴の伴奏で歌
いました。

富田小学校の平成 23 年度運動会が開催されました
5 月 28 日（土）に予定されていた運動会は、台風と梅雨入りの
影響もあり 3 日間も順延されました。31 日（火）は久しぶりに青
空もみられるよい天気となり、子ども達は体操服で校庭に集まりま
した。子どもたちは３日間待たされたエネルギーを発散させるよう
に元気に演技や競技に取組んでいました。がんばれ富田っ子！

富田幼稚園園児が“田植え”体験をしました

お楽しみ会は、今年度はすでに 5 月 26 日(木)に北鵤公会所で行われております
が、6 月８日(水)に東富田会館、６月 16 日(木)に市民センターでもそれぞれ開催さ
れる予定です。ぜひご参加ください。
（ボランティア委員会）

5 月 20 日（金）朝 9 時から地元有志の方のご好意により、富田幼稚園園庭にお
いて、園児による 田植え が行われました。
前日に発泡スチロールの箱に田んぼの土と水をいれたため、当日の朝には表面の
水が澄んでいました。農家の方に植え方を教えていただいた後、箱ごとに六株ずつ
植えていきました。苗の持ち方を説明されましたがなかなかうまく持てず、苗が倒
れてしまう園児もいました。小さな手で感じる泥の感触が不思議そうでした。
後日、富田文化幼稚園でも同様のイベントが行われました。

平成 23 年度四日市市民タスポニー大会 参加者募集
○ 日程：平成 23 年６月 26 日（日）
受付：午前８時 30 分〜 開会式：午前９時〜
○ 会場：楠緑地体育館
○ 参加資格と構成：
小学生以上の市民で、小学校区単位のチームとする。
但し、小学生についてはソフトタスポニーへの参加とする。
○ 申込方法：
６月 16 日（木）17 時までに各地区体育指導委員を通じて四日市市教育委員
会スポーツ課まで申し込むこと。
（問合せ：富田地区社会福祉協議会事務局 電話３６６−１５１３）

※「平成 23 年度

富田地区で行われる主な年間行事」訂正のお願い

○６月 24 日（金）青少年地区別懇談会 は富田中学校で午後 7 時から行います。
今年のテーマは「子どもと携帯電話」です。是非ご参加ください！

