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富田地区市民センター

地産物を使用した料理を作ります！
みんなで楽しく料理を作りましょう！
どなたでも参加いただけます。
日 時：９月２０日（金） ９時３０分～１３時
場 所：富田地区市民センター 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

３６５−１１４１

富田地区公式ホームページ
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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２９日（日） ８時４５分～ 【雨天１０月６日（日）】
場所：富田小学校 グラウンド
旧浜元町自治会館≪８:１５≫・富田浜≪８：１５≫
市中パレード
東富田≪８:２０≫・北鵤町≪８:００≫・西町公会所≪８:２０≫
出発時間
富田文化幼稚園鼓笛隊は場内パレードに参加します。
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、炭火くし焼き、うどん、おでん、フランクフルト

市民生活課では、これからの地域づくりを担うために必要となる情報等の習得を目的
としたマイスター養成講座を開催します。地域のまちづくりに興味のある方はぜひご受
講ください。特に女性や若年者の応募をお待ちしています。
開催予定日：１０月１２日（土）・１９日（土）・２６日（土）
１１月 ９日（土）・１６日（土）・２３日（土）
１２月１４日（土）※日程は変更になる場合があります。
《全７回》時間は９：３０〜１２：００
※ ただし、１０月１９日のみ１３：３０〜１６：００
場所：四日市市総合会館 ７階研修室ほか
定員：１５名
内容：住民自治や地域づくりに関する講義や事例紹介、グループ討議、レポート作成等
修了：全７回中、４回以上の出席とレポート提出で修了証を交付
【問合せ、申込み先】９月２５日までに、四日市市役所 市民生活課（担当：堤、伊藤）
電話 ３５４−８１７９、ＦＡＸ３５４−８３１６

※ 体育祭開催の場合、午前６時に花火があがります。
※ ラッキーナンバー付きプログラムを各戸にお配りしています。当日ご持参ください。
※ 問合せ：地区社会福祉協議会事務局 ℡３６６−１５１３

医療費の還付

があります

８月２０日以降、富田地区内で社会保険庁の職員を
名乗る不審な電話が何件もかかってきています。医療
費の還付金の手続きをＡＴＭでするようなことはあり
ません。ダマされないようにしてください。不審な電
話がかかってきたら周りの誰かに相談してください。
【問合せ先】四日市北警察署 電話３６６−０１１０

ごみ収集日程表（10 月～3 月分）が「広報

かいち」9 月上旬号と一緒に配布されていますので、
大切に保管してご確認ください。
日程表の裏面に、粗大ごみ個別有料収集についてや、家庭
ごみなどの直接搬入先などが掲載されています。
大切にご活用ください。

小学校ＰＴＡ古紙回収にご協力ありがとうございました
６月２３日（日）に行われた小学校ＰＴＡの古紙回収で、１５９，８７２円の
収益がありました。ご協力ありがとうございました。（小学校ＰＴＡ）

よっ

１

今年、満１００歳の誕生日を迎えられた
ご長寿をお祝いし、祝状が贈られました。
祝状をお届けした時、お一人ですっと起立さ
れるなど、大変お元気でした。
いつまでもお元気でお過ごしください。
おめでとうございます。

渡部

番組では四郷地区での親子ロケット工作教室の様子を中心に、中部地区
（共同、同和、中央、港、浜田地区）と川島地区の地域マネージャーの
インタビューを通じて、地域マネージャーとまちづくりについて紹介さ
れます。ぜひ、ご覧ください。
ＣＴＹ地デジ１２チャンネル
放送日：９月２１日（土）～３０日（月）
月～金 ６：４０と２０：３０、土日 ９：００と２０：３０

肇さん（北村町第五）

四日市市人権研修リーダー養成講座

大人の風しんの予防接種の補助をしています
全国的な風しんの流行に伴い、風しんにかかったことがなく、予防接種を受け
ていない方は注意が必要です。特に、免疫のない女性が、妊娠初期に風しんにか
かると、赤ちゃんに難聴や心疾患などの障害がでる「先天性風しん症候群」に
なる可能性があります。生まれてくる赤ちゃんを守るためには、妊婦さんの感染
予防に心がけることが大切です。
《補助期間》平成 26 年 3 月 31 日(月)まで
《対象者》 四日市市内に住民登録があり、以下の(1)(2)にあてはまる人
(1)妊娠を予定または希望している女性
(2)妊婦の夫(児の父親) 、妊婦の同居家族 〈妊婦の抗体陽性者除く〉
《接種場所》三重県内各医療機関 (事前に医療機関へお問い合わせください)
《補助金額》風しんワクチン等 5,000 円(上限)

申し込み方法など、詳細のお問合せ
四日市市 健康づくり課 成人健診係
電話 059-354-8282
FAX 059-353-6385

〜企業での人権教育・啓発を考える〜
日常生活や生活に根ざした人権教育・啓発活動に生かしていただける講座を下記のと
おり開催します。人権研修担当者や広く人権問題を学び、正しい理解と認識を深めた
い方にお勧めです。ぜひご参加ください。
講座内容

日時

第
１
回

大人の発達障害の現状と支援（障害者雇用）
講師：ＮＰＯ法人 発達障害をもつ大人の会
代表：広野 ゆいさん

第
２
回

人生で最も大切なことは何ですか？（コーチング）
１０月１７日（木）
講師：米国ＣＴＩ認定プロフェッショナル
１４：００〜１６：００
コーアクティブコーチ 山本 茂美さん

第
３
回

現代の同和問題と企業の関わり（ＣＳＲ）
講師：東急リバブル株式会社関西支社ＣＳ推進課
課長：坂本 政博さん

１０月９日（水）
１４：００〜１６：００

１０月３０日（水）
１４：００〜１６：００

✿会 場 四日市市総合会館７階 第１研修室
✿定 員 １００名（先着順）✿参加費 無料（１講座のみの受講も可）
✿申込み １０月４日までにＦＡＸまたはＥメールにて四日市市人権センターへ
✿主 催 四日市市・四日市人権啓発企業連絡会 ✿後 援 三重労働局
【問合せ先】四日市市人権センター 担当 森本・川北
電話３５４−８６０９、ＦＡＸ３５４−８６１１
２
Ｅメール：jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp

四日市人権・同和教育研究大会分科会で発表

十四川堤防の草刈り・清掃

８月 18 日（日）に四日市市文化会館他の会場で、

８月 24 日（土）に十四川を守る会、社協環境

第 35 回四日市人権・同和教育研究大会が開催され、

部による十四川堤防の草刈り・清掃が行われました。

午後１時 10 分からの分科会では、富田地区社会福

この堤防の草刈り・清掃は小学校の新学期にあわせ

祉協議会人権教育推進部会の橋本部長が「より良い

て通学路となっている堤防をきれいにするために、

地域づくりを目指して〜お互いの人権を尊重し合う

毎年行なわれているものです。この日は時折雨が降

明るい街に〜」をテーマに発表されました。人権教

るあいにくの天気でしたが、たくさんの参加者があ

育推進部会ではこの日の発表のために数年前から人

り、1 時間程度で作業が終りました。

権研修会や「人権のつどい」の実施など、活動の充

四日市花火大会に富田地区各団体が協力

実を図ってきました。市内では地区内に一つずつ 人権教育推進協議会 として独立した団
体組織であることが一般的ですが、富田地区では社協の中の一部会であることに特色があり

前日から当日（８月２5 日（日））昼頃まで雨模様で開催が危ぶ

ます。橋本部長は富田地区の豊かな歴史文化の紹介、気軽に参加していただける人権学習活

まれましたが、夕方には晴間が拡がり、予定どおり花火大会が開催

動の推進について発表されました。

されました。富田地区連合自治会が管理する浜園運動広場にたくさ
んの人が集まり、花火を楽しんでいただきました。浜園運動広場及

“アフリカを食べよう！”を開催 ガーナについて学びました

び周辺においては、花火大会にあわせ、NPO 法人セイフティサポ

８月 23 日（金）午前 10 時から地区市民セ

ート三重による草刈、当日の消防団による警備、体育委員会本部に

ンター主催の「アフリカを食べよう！〜ガーナ

よるゴミ回収・見回り、翌日早朝からの老人クラブ連合会によるゴ

ってどんなトコ?＆アフリカ料理教室」が行な

ミ清掃などを行っていただきました。関係者の皆様に御礼を申し上げます。

われました。講師は 2 年間青年海外協力隊員と

星空コンサート 美しい歌声を堪能

してガーナに滞在された伊藤 妙さんです。
伊藤さんはガーナの民族衣装を着て現地の

８月３１日（土）午後６時半から、富田地区連合自治会・

衣食住について講演されました。ガーナと日本

富田地区市民センター共催の星空コンサートが富田小学校東

の関わりベスト３は①カカオ（チョコレートの

校舎三階の音楽室で開催されました。演奏は東富田町出身の

原料）②野口英世（黄熱病の研究のため滞在、

安田未央さんのソプラノ、作曲家太田伊都子さんのピアノ伴

ガーナで死去）③オクラ（オクラの語源はガーナのトウィ語）だそうです。

奏で行われました。お二人はオペラやリサイタルで活躍され

後半はガーナ料理のオクラシチューを作りました。シチューの材料はオクラ・トマト・

ている他、現在県立四郷高校の同僚で、音楽の授業を担当さ

玉ねぎ・サバの缶詰などで、刻んだ材料をパーム油で炒めます。現地の主食はとうもろこし

れているそうです。

の粉を発酵させた バンクウ ですが今回は白米に里芋を添えていただきます。ガーナでは

コンサートではオペラのアリアや「ジュピター」、宮澤賢

右手で直接食べるそうです。参加者の中には手で食べることに挑戦した方もいました。

治の「星めぐりの歌」など星にちなんだ曲のほか、
「浜辺の歌」
「赤とんぼ」など懐かしい唱歌も演奏。アンコールはＣ
Ｍなどでおなじみのプッチーニの歌劇｢ジャンニ・スキ
ッキ｣から「私のお父さん」、最後はディズニー映画｢ピ
ノッキオ｣から「星に願いを」で締めくくりました。
あいにく当日は曇り空のため後半の観望会は中止に

パーム油の中に材料を入れる

オクラシチューの出来上がり

なりましたが、会場一杯のお客さまには美しい歌声で星

右手で直接食べてみた！

３

空に思いを馳せていただけたと思います。

地区別懇談会 分散会とアンケート結果の概要

○アンケート結果の概要
Ｑ１：分散会の参加地区について（単位：人）

６月 2８日（金）午後７時から富田中学校で行われた、社協「青少年を守る部会」主催
地区別懇談会の分散会とアンケート結果の概要をお知らせします。分散会では地区別に、5

高地区

浜地区

北村地区

茂福地区

北鵤地区

計

つの会場に分れ、今回のテーマ『地域での声かけとしつけ』について懇談が行われました。
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⇒小中学校教員を含む人数。分散会は全体で 102 人が参加。

○分散会の概要

Ｑ２：参加団体について（単位：人）
連 合

社協

地区

民生・

小・中

小学校

中学校

自治会

関係

住民

児童委員

学校教員

ＰＴＡ

ＰＴＡ

１

６

２

２

21

46

16

育成会

幼稚園・保

その他

育園ＰＴＡ
5

0

0

⇒小中学校 PTA、学校の教員を中心に参加いただいた。自治会長・地区住民など地域の方
の参加が少なかった。
高地区：西町・中央（中町・南町・古川町・宮町・代官町）

浜地区：東富田全町・富田浜元町・富田浜町

会 場：３階音楽室

会

Ｑ３：地区懇談会の参加について（単位：人）

場：２階被服室

はじめて参加

2 回目

3 回目

4 回以上

51

18

12

19

Ｑ４：今回のテーマ『地域での声かけとしつけ』について

お伺いします。（単位：人）

◎自分の子どもが地域の人から注意を受けるのに対してどう思いますか？ よい：96 いやだ：１
◎いやだと答えた方にお伺いします。それは、どのようなところがいやですか？ 回答なし
◎自分の子ども以外に注意できますか？

はい：７ いいえ：22

⇒地域の方から子どもを注意していただくのはありがたい。しかし自分が他人の子どもを注意
北村地区：北村町

茂福地区：茂福町・東茂福町

鵤地区：北鵤町・四五六町・

会 場：3 階図書室

会

丸の内町・富田栄町・西富田町

場：３階美術室

会

することは難しい。
Ｑ５：今回の懇談会のテーマ、何かご意見がありましたらご記入ください。
・声かけは知っている子どもにしか出来ないが、もっと近所の子どもとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとっ

場：２階視聴覚室

ていきたい。あいさつは地域のつながりの第一歩だと再確認できた。

<テーマについての意見（抜粋）>

・ゆとりをもってしつけをしたい。

・子どもが大きくなり思春期となるとあいさつをしてくれなくなるが、こちらからあいさつ

・地域の皆さんに子どもたちを育てていただいてると思った。
Ｑ６：今後、地区懇談会で話し合いたいことは、何ですか？（単位：人）

を続けたところ改善した。教室でも「ありがとう」
「お願いします」といったあいさつを
大切にしている。心のゆとりや気の持ちようが大切。（教職員）
・安全を確保するために「知らない人に声をかけられたら知らん顔しなさい。」と指導して
いる。顔見知りでないと声かけもしっかりできない。（教職員）

災害時のかかわりについて

37

放課後の過ごし方について

携帯電話・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝについて

18

友達について

7
8

ゲームについて

5

家庭でのしつけや育て方につい

・大人はあいさつをし続ける姿勢が大切だと思う。

テレビについて

2

て

・一般社会での他人を思いやる気持ち、マナー、ルールなどを声かけすると良いと思う。

いじめについて

18

・自分の子どもの頃にくらべると今の子どもは元気がない気がする。

−

⇒①災害時のかかわりについて、②携帯電話・スマートフォンについて、②いじめについて、

・子どもとのコミュニケーションが大切。

③放課後の過ごし方について

・子どもは親と学校の先生以外にかかわることが少ない。そのなかでなるべく地区の行事な

その他の内容：

どに積極的に参加することは礼儀を学ぶことにもつながる。（教職員）

友達の親・保護者同士のかかわりについて、どういう人間を育てようとしているのか?

・近所付き合いをもっと多くする環境を作り、ふれあう機会を多くする。（自治会行事を含
めて）

その他

15

地域の行事への参加について、自転車のマナーについて、生活習慣について

４

