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健康推進部会

認知症は、誰もがかかるかもしれない「病気」です。病気のことについてよく理解
して、認知症になっても安心して暮らせる町を作りましょう！特にこれからご両親
が高齢になられる世代の方々に参加していただきたい内容です。
日時：７月１６日（土） １４時〜（１時間半程度）
認知症とは？
場所：富田地区市民センター ２階 ホール
認知症を地域で支えるには･･･
第１部･･･芝 居 「 こ こ ろ の 旅 」
薬による症状の緩和って？
参加費無料
浜っこ劇団
相談はどこにしたらいいの？
申込み不要
第２部･･･認 知 症 講 座
講師 斎藤孝仁 先生（富田浜病院 内科部長）
問合せ：地区社協事務局 ℡３６６−１５１３

８月６日（土）１７時より、富田中公園において『富田地区納涼祭』
が開催されます。
富田中学校 PTA では今年も 輪投げの店 を出します。つきましては、
輪投げの景品として、ご家庭で不要になりました未使用のおもちゃ
やギフト用品等がありましたら、ご提供をお願いします。
ご提供いただけるものは、８月６日（土）午前中までに、地区社協事
務局（地区市民センター２階）へ、お持ちください。

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、あやまちに陥った人たちの更正
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」への皆さまのご協力をお願いします。
また、犯罪や非行から更正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。
問合せ：福祉総務課 ℡３５４−８１０９

全盲の逆境を乗り越え、平和を祈る魂のテノール歌手、新垣勉さんによる「人権講
演会＋コンサート」を開催します。参加費は無料ですが、入場整理券が必要です。
日 時：８月１６日（火） １４時
会 場：四日市市文化会館 第１ホール
演 題：「一つの命 ささえることば」
申込み：８月５日（金）までに、名前・住所・電話番号を明記の上、次のアドレス
まで、メールでお申込みください。 kouenkai@town.kawagoe.mie.jp
※メールを受理後、先着順で入場整理券を添付したメールを返送します。
※メールをご利用いただけない方は、下記までお問合せください。
問合せ：北勢地域広域人権教育調査研究協議会 三重郡担当
川越町教育委員会事務局 学校教育課 ℡３６６−７１２１

“はもりあ週間”の企画として、手作り作品を展示・販売する“チャレンジショップ”
を開催します。出店にチャレンジしてみたい方のご応募をお待ちしています。
日 時：８月２８日（日）または、９月３日（土） １０時〜１６時
会 場：本町プラザ １階 ホール
内 容：手作り品の販売（パッチワーク・アクセサリー・袋物）
ネイルアートやマッサージ等のサービスの提供
ランチタイムの食事・喫茶の提供 など
申込み：７月２０日（水）までに、下記の E‐mail・FAX でお申込みください。
※ 募集人数：各日２８人【応募多数の場合は抽選（市内在住・在勤・在学
の方を優先します）
※ 出店の可否は７月２３日（土）までに連絡させていただきます。
出展者説明会：７月３０日（土） ９時３０分 本町プラザ １階ホール
申込み・問合せ：四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」
℡３５４−８３３１ FAX３５４−８３３９
E‐mail kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

みんなで楽しく料理をつくりましょう！
日時：７月１５日（金） ９時３０分〜１３時
材料費：５００円
場所：富田地区市民センター２階調理室
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

楽しい夏休み、『夏休み子ども教室』にみんな
で参加しましょう！
木片や木の枝を使って工作をしましょう！クギ・金づ
ち・のこぎり等を使って貯金箱や本立てなど好きなも
申込みはそれぞれの締切日までに、
のを作りましょう！お父さんやお母さんも一緒に参
富田地区市民センター ℡３６５－１１４１へ
加できます。お子さんと一緒に作ってみませんか。
日 時：７月２４日（日） ９時〜１２時
（応募多数の場合は抽選になります）
場 所：富田地区市民センター ２階 ホール
持ち物：ものさし・えんぴつ、
『木工教室』で金づちやのこぎりに
（あれば、金づち・のこぎり）
不慣れな子どもたちのお手伝いをし
参加費：２００円
ていただける方を募集します。
定 員：２５名
ご協力いただける方はセンターまで
申込み締切：７月１９日（火）
ご連絡ください。

竹を使ってよくなくセミと、ペットボトルを使った不
思議なおもちゃを作りましょう！
日 時：７月２８日（木） ９時〜１２時
場 所：富田地区市民センター ２階 ホール
持ち物：えのぐ、はさみ、２リットルのペットボトル
１個（キャップの付いた物）
参加費：２００円
定 員：２０名
申込み締切：７月２１日（木）

ケーキやドーナッツなど、お菓子の形のかわいい
キーホルダーを、ふわふわねんどで作りましょう！
①②どちらか選んで申込んでね。
日 時：７月２６日（火）
① ９時〜１０時３０分
② １０時３０分〜１２時
場 所：富田地区市民センター ２階ホール
参加費：２００円
持ち物：持帰り用の箱
定 員：各回２０名
申込み締切：７月２０日（水）

桜の木の枝や、枝の輪切りなどを組合わせて、か
わいいクマやペンギンのストラップやマスコット
を作りましょう！組合わせ次第でいろいろなもの
ができますよ。
貼り合せて作るのでので低学年のお子さんでも
ＯＫ！見本がセンターにありますよ！
日 時：８月３日（水） ９時〜１２時
場 所：富田地区市民センター ２階 ホール
参加費：２００円
持ち物：なし
定 員：３５名
申込み締切：７月２８日（木）

地区別懇談会への多数のご参加、ありがとうございました！
6 月２４日（金）１９時から、青少年を守る部会主催の地区別懇談会が富

■分散会２

浜地区「東富田全町・富田浜元町・富田浜町」（特別校舎２階被服室）

・ 変なサイトに迷い込んだら助けることが出来な
い。基本的には持たせないほうがよい。

田中学校で行われました。今年のテーマは「子どもと携帯電話」です。富田

・ 塾から帰りの連絡のために持たせている。

中学校では７〜８割の生徒が携帯電話を持っているとのこと。全体会の後、

・ 居場所を連絡してくれ、安心できるので良い。

各教室で地区別に分散会が行われました。

・ 皆が持っているからほしいというのは別。親の
権利で決める。

１．全体会（19：00〜19：30）（南校舎 2 階視聴覚教室）

・ もの・お金・時間の管理をしなくてはいけない。

今回の懇談会には大勢の皆様に集まっていた

[参加者２６名（うち小中学校教師 8 名）]

だき、全体会では教室に入りきらず、廊下からお

■分散会３

話を聴いていただいた方もいました。富田中学校

・ 食事のときは携帯を使わないことと、寝る時間

の向井先生からは携帯電話周辺の事例として以下

が遅くならないという約束のもと持たせた。

のようなお話がありました。

北村地区「北村町」（南校舎３階図書室）

・ 高校によっては携帯を持っているという前提で

・ チェーンメール（連鎖的に不特定多数への配布を

スケジュールなどが送られてくるそうなので、

求める手紙）が他校から回り、面白半分で転送し

高校生になったら持たせたい。

た生徒がいたので、学年全体に指導を行った。

・ CM の携帯ゲームなど、携帯を持たせていない

・ 「富田中学校の生徒からネット攻撃を受けてい

子どもでも親より詳しいので逆に不安。

る」というクレームが届いた。調査したところ携帯ゲームの掲示板の情報を基に、たく
さんの生徒が個人のページをのぞきに殺到したためと判明。

[参加者１９名（うち小中学校教師 8 名）]
■分散会４

茂福地区「茂福町・東茂福町」（南校舎 3 階美術室）

・ 「ネットは公共の場。その中での発言や行動には責任が伴う。」「不特定多数に自分の情

・ 中学校には携帯電話を持ってきてはいけない。

報が見られていることを意識すること。」「メールや掲示板は互いの顔も声の調子もわか

見つけた場合には学校が預かり、親に取りに来

らないので、相手の捉え方によっては傷つくこともある。」等の指導を行った。

てもらうことになっている。
・ メールの返信が遅いと翌日トラブルになること

２．分散会（19：30〜20：45）

がある。些細なことでけんか、仲間はずれなど。

※以下の記事は各分散会での意見を抜粋し、まとめたものです。
■分散会１

・ 欲しいというだけでは与えられない。連絡が必

高地区「西町・中央（中町・南町・古川町・宮町・代官町）」
（特別校舎３階音楽室）

・ 電磁波により、体に悪影響があると言われている。

要な時は、親の携帯を渡している。
[参加者２９名（うち小中学校教師７名）]
■分散会５

鵤地区「北鵤町・四五六町・丸の内町・富田栄町・西富田町」

・ 携帯サイトなどで知り合った友達など、親の知ら
ない友達がどんどん増えている。
・ メールのやり取りが多く、パケット代が７千円ほ
どになり、しかったことがある。

（南校舎 2 階視聴覚室）
・ 家族割で持たせている。所在がはっきりするの
が良い。制限をかけて細かくチェックしている。
・ ゲームを暗いところでやって視力が低下した。

・ 親も含めて食事中は携帯を使用しないなどルール

・ いずれは与えることになる。マナーを教える。

を設けている。親が手本になることが大切。

・ 「教えることは希望を語ること。学ぶことは誠

・ 本人の同意の上で、子どもの携帯のチェックをた
まにしてあげるとよい。
[参加者 32 名（うち小中学校教師 8 名）]

実を胸に刻むこと。」（アラゴンの言葉）

子ど

もは原石、親として責任を持って磨かなければ。
[参加者３５名（うち小中学校教師７名）]

東富田浜広場で放水・水防訓練を実施
6 月 26 日（日）午前 9 時から、連合自主防災隊による放水・水防訓練が東富田浜広場
富田地区のマスコットキャラクター「くうちゃん」のぬいぐる
みを７月 21 日（木）から販売します。夏休みが始まったら富田地
区市民センター2 階まで買いに来てね！

で行われました。四日市市消防団富田分団の皆さんの指導のもと、自主防災隊長・消火隊、
自治会長の皆さんなど、総勢 100 人以上の住民の方が訓練に参加しました。
水防訓練では土のう作りからブルーシートを使った積み土のう工までの訓練をしました。

・発売日：7 月 21 日（木）〜

土のう作りの手順は①土のうに適量の土を入れる②口を絞り、紐で２〜３回巻く③最後は上

・価 格：1,500 円（税込）

から下に紐を挟んで留める。また積み土のう工は①土のうの結び口を川下側にして置き、川

・数 量：８０個（先着順、おひとり３個まで）

上から並べていく。②土のうは半分づつずらしながら前面３段、背面２段に積む。③ブルー

・販売場所：富田地区市民センター2 階

シートを折り返し、土のうで押さえて完成。（写真参照）

富田地区社会福祉協議会事務局にて
（問い合わせ：富田まつり連絡協議会・社協ホームページ委員会 TEL３６６−１５１３）

西町山の神祭礼のご案内

※雨天中止

７月１０日（日）に西町の山の神祭礼が行われます。石取祭車の巡行コースは下記のと
おりです。きらびやかな石取祭車と、鉦と太鼓が奏でる山の神祭礼に是非お出かけください。
（石取祭車 山の神巡行コース）

放水訓練は第１・２消火隊が各々軽可搬式ポンプを操作

八幡神社より西回り（18：00 出発）→ふかつ眼科前（18：15 通過）→四日市高校北

し、放水を行いました。消防分団から防火水槽のマンホール

側（18：40）→近鉄富田駅東側（19：05）→富田中公園（小休止後 19：30 出発）→

蓋の開け方、ホースの延ばし方・巻き方、放水の合図、ポン

八幡神社北側（19：50 通過）→JR 富田駅西口（小休止後 20：15 出発）→伊勢昆布前

プの管理などについて指導を受けました。

（20：35 通過）→山倉納車（小休止後 22：00）

非常時に十分な活動するためには日頃の訓練が欠かせま
せん。お忙しいとは存じますが、命を守る活動・訓練に是非

訪問販売の屋根工事にご用心！
6 月になって四日市市内で下記のような相談が増えています。
「近くで道路工事をやっている。大型トラックが通るので挨拶に来た」と言って業者が来て、
「瓦止めのワイヤーが垂れている」
「鬼瓦の漆喰が取れている」などを見つけ、
「１箇所千円

ご参加ください。

第 24 回四日市市民タスポニー大会にて準優勝
タスポニー男子の部

準優勝

富田地区参加選手

（６/26（日）楠緑地体育館にて）

渡辺保仁様・渡辺

孝様

おめでとうございました！

で修理する」と言われ、修理を依頼した。修理の際に、屋根に上がり「雨漏りがする」「塗
装をした方がいい」と、さらに 55 万円の高額な屋根の修理を勧誘された。高いので、断っ
たが「今日なら 25 万円にする」と値引きしてもらえたので、書類に署名した。
後で、近隣で工事をしているのがウソであることが判明した為、解約したい。
契約した後でも、訪問販売の場合には法律で定められた契約書面を受け取ってから８日
以内であれば、クーリング・オフが可能です。訪問販売で工事などを勧められてもその場で
は契約せず、本当に必要な工事かよく考え、複数の業者から見積書をとる等の比較検討をす
ることが大切です。
（四日市市役所

市民・消費生活相談室 相談専用電話：３５４−８２６４）

空き巣被害が多発しています！
被害に遭わないためにも
必ず寝る前に
戸締り確認の習慣を!!
大切な財産を自分で
守りましょう !!
（四日市北警察署
TEL３６６−０１１０）

