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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）

３６５−１１４１
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毎年、大好評のプロに学ぶ和菓子教室を開催します。
今回のテーマは、ういろうで あさがお を作ろう！です。
和菓子作りのプロのコツを覚えて、おいしい和菓子を作りましょう！
日 時：６月２４日（月） １０時〜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１９日（水）までに、地区市民センターへ（℡３６５−１１４１）
材料費：３００円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、持帰り用容器（タッパー、カップ）
問合せ：富田地区市民センター ℡３６５−１１４１

主催：富田地区社会福祉協議会 福祉部会

参加費は無料で、申込みも不要です。お誘いあわせて、ぜひご参加ください。
日 時：６月２７日（木） １９時〜
場 所：富田地区市民センター ２階 ホール
講 師：芳野 仙さん（元富田保育園園長）
小田 悦子さん（三重県学童保育連絡協議会事務局長）

富田地区社会福祉協議会の役員
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敬老行事の実施にあたって
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。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。
名簿の取り扱いについては、個人情報への配慮から、この敬老事業のみに使用するこ
となど適正な管理、秘密保持の厳守を徹底しております。
なお、名簿への掲載に同意されない方は、誠にお手数ですが、介護・高齢福祉課（℡
３５４−８４２５）へ、６月２８日（金）までにご連絡をお願いいたします。その場合、
お名前等を閲覧用名簿に掲載いたしません。
（この名簿に載らない方には、敬老行事の案
内や敬老記念品をお届けできませんのでご了承ください） なお、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。

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）は、システム改修作業のため、
下記の日程で臨時休業いたします。皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。
あさけプラザ図書館
市立図書館
楠公民館図書館

６月 ９日（日）〜６月１４日（金）
６月 ３日（月）〜６月１３日（木）
６月１０日（月）〜６月１４日（金）
１

【四日市市役所 市民課 市民窓口サービスセンター 電話３５４−８１５２】

受講者募集

四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講し
ていただける講座です。1,000 円〜3,500 円の受講料でテーマ別に５つのコースがあり、
複数コースの受講も可能です。
コース・講座名

日程

会場

郷土文学探訪ゼミナール【明治期】
〜江戸期からの交通の要衝地、四日市
を描いた作家たち〜

土曜 14:00〜16:00
10/19 は文学散歩
8/24〜11/23
全６回

総合会館

四日市市民が担う人権のまちづくり

土曜 14:00〜16:00
8/31〜9/28
全５回

なやプラザ

地域カレッジ２０１３

木曜 10:00〜12:00
8/22〜11/28
全７回

総合会館

Ｄ
○

「癒し」こころとからだのケア

火曜 18:00〜20:00
10/26 のみ
土曜 14:00〜16:00
9/１０〜10/26
全４回

総合会館

Ｅ
○

「音」で紡ぐ世界の文化・芸術
〜音の情景を訪ねて〜

木曜 10:30〜12:00
11/7〜11/28
全４回

四日市大学

２１世紀ゼミナール
〜デフレ脱却の道筋をたどる〜

水曜 18:30〜20:30
9/4〜1/15
全５回

じばさん三重

Ａ
○

Ｂ
○
Ｃ
○

Ｆ
○

「資格を取って働きたい」
「仕事を探している」そんなひとり親家庭を応援する
自立支援給付金事業・自立支援プログラム策定事業の対象者に父子家庭の父が追
加されました。【問合せ先 家庭児童相談室 電話３５４−８２７６】
自立支援教育訓練給付金

申込期間：６月２０日（木）〜７月１９日（金）必着
お問い合わせは、
市民文化部文化国際課（３５４−８２３９）まで

プログラム策定事業

対
象

児童扶養手当の支給を受けているか、
同様の所得水準にある人

児童扶養手当の支給
を受けている人

内

パソコン、ホームヘルパー
など指定された教育訓練
を受講したひとり親家庭
の父または母に対して、受
講料の２０％に相当する
額（上限１０万円、下限４,
０００円）を支給します

母子家庭自立支援プ
ログラム策定員がハ
ローワークと連携を
とりながら就労支援
をします。

容

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号または
ホームページ（http://www5.city.yokkaichi.mie.jp）でご案内しています。
申し込みはがき付の講座案内は、文化国際課（市役所５Ｆ）、各地区市民ｾﾝﾀｰ、楠総合支
所などにあります。多くの方の受講をお待ちしています！

高等技能訓練促進費

看護師や介護福祉士、
保育士、理学療法士、
作業療法士などの専門
的な資格取得を容易に
するため、ひとり親家
庭の父または母が２年
以上養成機関で修業す
る場合に、生活費とし
て月額１０万円
（課税世帯は、７０,
５００円）の奨励金を
支給します。

対象の人で脳ドックを受診される人は、受診前に申請し、決定通知を受けた後
に受診してください。受診前の申請がないと補助金を受けられません。
対象：次の条件を全て満たす人
① 四日市市国民健康保険に加入している人
② 申請日の前月分までの１年間の保険料を完納している世帯員
③ ＭＲＩを含む脳ドックを受診する人（保険診療によるものは除く）
内容：補助金額は、ＭＲＩ検査にかかる費用とし、１０,０００円を限度とする。
申請：脳ドック受診前に、印鑑と国民健康保険証を持って、保険年金課（市役
所３階）、各地区市民センター（中部を除く）、楠総合支所または市民窓
口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）で申請してください。
【問合せ先】保険年金課 電話３５４−８１５８

２

富双緑地でグラウンドゴルフ大会

連合自主防災隊の救出・救護
研修会が行なわれました

５月１９日（日）午前９時３０分から、富双緑地
公園で連合自治会主催のグラウンドゴルフ大会が開

５月 26 日（日）午前９時から、四日市北消

催されました。体育委員会のコース設定やスコア集計

防署の東側駐車場及び、四日市市防災教育セン

などの運営協力の下、117 名が競技に参加しました。

ターで、救出・救護訓練が行われました。この

自治会長さんたちも地域の方や子どもたちと一緒に

研修会では四日市北消防署職員と消防団富田分

グラウンドゴルフを楽しみました。

団が講師を務め、各自治会の自主防災隊長と救出救護班長など約 100 名が研修に参加しま
した。２班に分かれて、駐車場横で「倒壊家屋等からの救出」、防災教育センターで「搬送
法・応急手当」の研修を行ないました。
○「倒壊家屋等からの救出」研修
重量物の持ち上げと安定化

を学びました。作業手順は、①バールを使い、重量物を

てこの原理 で上げる、②上げた分のスペースを材木で埋める、③①②を繰り返して角材
を 井の字 に組み、下敷きになった要救助者を助けられるまで重量物を持ち上げる、です。
自治会長さんも競技参加

体育委員会の運営協力

表彰式で飛び賞授与

消防署員からは、バールを握らない（バールが外れて手を地面との間に挟む恐れから）、

○競技の結果（大人 96 名・子ども 21 名参加） ※敬称略
大人の部
優 勝

河辺

道幸

準優勝

荒木

秀夫

３ 位

富山

健一

B B

大野

章

材木を入れる人の後ろの空間は空けておく（逃げ場の確保）、重量物の下に手を入れない、
子どもの部

などの注意がありました。また救助後、圧迫症候群（クラッシュ症候群）で心不全に至る恐

加藤

れがあるので大量の水分補給や圧迫箇所付近をタオルでしばるなどの対策を話されました。

孝太

山口 りか ・青木 伶真
植村

真由

山口 達也 ・九渡 ひなた

川越富洲原交番とくうちゃんが防犯啓発活動
５月 23 日（木）午後２時頃から、イオンモール四日市北ショッ
ピングセンターにおいて川越富洲原交番と富田地区のマスコットキ

角材の組み方

ャラクター

○「搬送法・応急手当」研修

くうちゃん

が防犯啓発活動を行いました。店舗西側

バールは握らない

重量物の下に手を入れない

防災教育センターで主に消防団員が講師になり搬送法・応急手当の研修が行なわれまし

の入口では川越富洲原交番の職員がお客さんに啓発ちらしを配り、

た。要救護者を道具なしで搬送する方法や、毛布を使った搬送法、竹と毛布を組合わせ、担

くうちゃんは親子連れに愛嬌をふりまきました。

架を作る方法など実技を行い習得しました。また応急手当ではダンボールを副木とする固定
法を学びました。 救助される人の気持ちになって

とのアドバイスがありました。

平成 25 年度 四日市市民タスポニー大会 出場者募集
○開催日時：平成 2５年６月 30 日（日）
○会

受付：午前８時 30 分〜

場：中央緑地体育館

○参加資格：小学生以上の四日市市民。申し込みは地区単位で。
○種

目：（１）タスポニー（ダブルス）

（２）ソフトタスポニー

○申込締切：平成 25 年６月 17 日（月） 申込み・お問合せはスポーツ推進委員、または

後ろから抱え、両手で左手を握る 毛布で包めば一人でも搬送可能

富田地区団体事務局（TEL366-1513）まで

３

ダンボールで副木

消防分団が小・中学校で防災訓練指導
○富田小学校消防クラブ

茂福北ノ町と丸の内・富田栄全町が防災訓練

５月 2７日（月）午後２時 40 分〜

○茂福北ノ町

６月 2 日（日）午前９時 30 分〜

消防クラブは消防団富田分団が指導するクラブ活動で、

地区一斉清掃のあと茂福公会所で防災訓練が行われまし

子どもたちに最も人気のあるクラブの一つです。今年度の

た。茂福北ノ町からは 25 名が参加、消防団富田分団の 7 名

第一回は みえ防災すごろく で防災知識に親しみました。

が訓練を指導しました。訓練のメニューは消火器の使い方と

６人ずつで参加し、分団員の指導の下、スタートから地震

消火栓のつなぎ方です。茂福北ノ町の皆さんは実技を通じて

や津波から身を守りながらゴールの避難所を目指します。

消火器・消火栓の使い方を身に付けていました。

ゲームの要領がつかみにくく苦労しましたが時間内に半数

○丸の内・富田栄全町

以上の子がゴールしました。
○富田中学校防災訓練

６月 2 日（日）午前 10 時〜

丸の内公会所ではみえ防災コーディネーターの北河勝彦

５月 29 日（水）午前９時〜

さんによる防災講習が行なわれました。公会所には約 60 名

富田中学校２年生１０２人を対象とし、ＡＥＤ操作と講

が訪れ、会場からあふれて窓の外から聴講する方もいました。

座（座学）の２部構成で行なわれました。ＡＥＤ操作訓練

講習のテーマは「家庭で備えるべき非常時持出品、およ

は体育館で行われ、人形を使って各自が体験しました。ま

び備蓄品」「三角巾による応急手当」です。現実に即した食

た講座は「地震に対してどう備えるか」との内容で四日市

糧備蓄の話、三角巾を汚さず包帯にする方法、会場の全員参

市を襲う自然災害にどのように対処していくかを学習しま

加での三角巾での本結びの習得など、とても有意義な講習でした。

した。中学生はいずれも真剣に学んでいました。

表彰おめでとうございます
富田小学校の運動会が行われました
６月１日（土）午前９時から、富田小学校校庭で運動

社協青少年を守る部会長・中央補導委員の佐々木省蔵さんが 永年

会が行われました。今年はうす曇で運動にも観覧にもよ

にわたり防犯思想の普及高揚と地域安全活動を献身的に推進し防犯上

いコンディションとなりました。1 年生は入学して２ヶ

多大な成果を収められた

月で運動会を迎えることになりましたが 50ｍ走、「とみ

長の連名で表彰を受けられました。おめでとうございます。

として三重県防犯連合会、三重県警察本部

だにんじゃさんじょう」（表現）、「大玉ころりん」（大玉
ころがし）に元気に挑戦しました。「THE TUNATORI

協力者（ボランティア）の募集

（ザ・つなとり）
」は数本の短い綱を自陣に引き込むミニ綱引きのようなものですが体の大
きい 6 年生の攻防は迫力がありました。３・4 年生による恒例の「富田っ子ソーラン」は

住みよいまちづくりの一環として年間を通して実施して

衣装も演技も格好良く、また５・6 年生による組体操は身体表現が見事でした。応援アナウ

いる十四川の清掃・管理に協力していただけるボランティア

ンス、スターターなどの裏方の運営面でも子どもたちは一生懸命に取り組んでいました。

を募集しています。現在 40 名程の方にご協力いただいてい
ますが、住みよいまちづくり活動に多くの方々のご理解とご
協力をいただきたく募集を行なっています。ご協力いただけ
る方は下記の実施日、開始時刻までにお集まりください。
・６月 15 日（土）午前８時〜

（EM だんごづくり）

・６月 22 日（土）午前８時〜 （堤防草刈り等）
かわいい一年生のお遊戯(表現)

6 年生の「THE TUNATORI」

地区市民センター前駐車場
水防倉庫前（四高同窓会館北側）

見事な大ピラミッド

（十四川を守る会事務局長

４

橋本禮次郎）

