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表彰おめでとうございます

富田地区市民センター
３６５−１１４１

富田地区公式ホームページ

『第３１回更生保護大会』において次の方が表彰されました。
★中部地方更生保護委員会委員長表彰
馬嶋 弘子さん
★中部地方更生保護委員会委員長感謝状
金森 志津さん
早川 美重子さん
★中部地方更生保護女性連盟会長表彰
植村 桂子さん
★津保護観察所長感謝状

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｍｉｄａ．ｎｅｔ

１２月２８日（土）～１月５日（日）まで休ませていただきます。
※ 会議室の貸し館は、１２月２９日（日）〜１月３日（金）まで休みです。
※ 戸籍関係の届出（出生・死亡・婚姻など）の受付、埋火葬許可証の交付は、
休み中も『市役所地下１階 宿直室』で受付けます。
夜間・休日受付 ℡３５４−８１７７

荒木

森谷

ふみ子さん

多年にわたり民生委員児童委員として地域の福祉向上に貢献されたとして、
全国民生委員児童委員連合会長より表彰されました。
相馬 弘德さん

自分の凧を持ってきて、みんなで揚げましょう！凧をご持参の方、どなたでも
参加できます。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
参加賞と、温かい豚汁があります。
また、今年も歴代の富田小学校１年生が絵を描いた連凧を揚げます。
ぜひ見に来てください。
日時：1 月１９日（日）【雨天の場合１月２６日（日）】 １３時３０分～１５時
場所：富双緑地公園（受付１３時〜富双緑地側、歩道橋付近のあずま屋にて）

１月の予定です
富田保育園 遊ぼう会※ 園庭は平日はいつでも開放しています。
【０歳児〜未就園児対象】 １０時〜１２時
９日（木）・１６日（木）・２３日（木）・３０日（木）
富田幼稚園 遊ぼう会
【カンガルー ０歳〜３歳児対象】 １０時〜１１時３０分
１５日（水）・２２日（水）・２９日（水）
【パンダ ３歳児】
１０時〜１１時３０分
１４日（火）・２０日（月）・２７日（月）
富田文化幼稚園 プレイランド １０時〜１１時３０分
【未就園児対象】２１日（火）

【問い合わせ】地区社会福祉協議会事務局（電話３６６−１５１３）

介護予防のための健康知識を学んでいただく「よっかいち・はつらつ健康塾！」
を開催します。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
日 時：１月６日（月） １３時３０分～１４時３０分
申込不要・参加無料
場 所：富田地区市民センター ２階ホール
※お話が中心の
対 象：おおむね６５歳以上の方
教室です
講義内容：「転倒防止」
問合せ：四日市市北地域包括支援センター ℡３６５−６２１５

露子さん

１

１月８日（水） 富田浜会館
１月９日（木） 富田地区市民センター

１０：５０〜１１：２０
１０：１０〜１１：１０

地域マネージャーの募集
日 時：平成２６年１月１２日（日） ９時～１１時３０分
場 所：四日市ドームと周辺海域（小雨、小雪決行）
内 容：一斉放水訓練、消防団員によるはしご登り演技など
【問合せ先】市消防本部 消防救急課 電話３５６−２００４

四郷地区市民センター嘱託職員を募集します
（ポルトガル語・スペイン語による生活相談員）
◆ 職務内容
・四郷地区市民センター窓口におけるポルトガル語・スペイン語の生活相談業務
通訳・翻訳業務及び地域社会づくりの補助業務等
・笹川地区における多文化共生のための事業の企画、運営
◆ 採用予定人数：１人

◆

採用予定日：平成２６年４月１日

◆ 受験資格：次の条件をすべて満たす人

★
★
★
★
★

募集人数：７人
職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
任期：平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日（再任用する場合もあります）
勤務地：富洲原・県・下野・大矢知・海蔵・橋北・中部の各地区市民センター
主な受験資格：次の要件を全て満たす人
① これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
② 地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
③ 民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、
３年以上経過していること。
④ 夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑤ 四日市市に在住する人。
★ 募集期間：平成２６年１月８日（水）～１月２３日（木）（必着）
★ 応募方法：市民生活課、地区市民センター、楠総合支所にある募集要項の所定の
用紙に必要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持
ちください。
【問合せ先】市民生活課 電話３５４−８１４６

① 昭和２９年４月２日以降生まれ
② ポルトガル語・スペイン語と日本語の日常会話・簡単な読み書きができること
③ 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しないこと
④ 外国籍の人は、住民基本台帳法に基づく登録があり、職務の履行に際し、出入国管理
及び難民認定法等に基づく就労可能な在留資格・期間を有すること

第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
月 日

平成２６年１月７日（火）

平成２６年１月８日（水）

◆ 試験日と場所：平成２６年２月８日（土） 四日市市総合会館

時 間

１８：３０〜２０：４５

１８：３０〜２０：４５

◆ 応募期間：平成２５年１２月２０日（金）～平成２６年１月２０日（月）必着

常任
委員会

◆ 問い合わせ・応募先：四日市市
〒５１０−８６０１

市民文化部 市民生活課

四日市市諏訪町 1 番 5 号

TEL

０５９−３５４−８１４６

※ 持参の場合は、月〜金曜日（祝日及び年末年始（12 月 29 日〜1 月 3 日）を除く）

総務

産業生活

教育民生

都市・環境

所管
事項

市政の企画、財務、

商工業、農林水産業、

教育、こども、

道路、住宅、上下水道、

危機管理、消防など

市民文化、市立病院など

健康福祉など

区画整理、環境衛生など

テーマ

四日市の農業政策

子ども子育てに

防災対策について
事業について

ついて

あさけプラザ２階

小山田地区市民セン

中消防署中央分署

総合会館７階

第４・第５会議室

ター

３階多目的ホール

第１研修室

の午前８時３０分〜午後５時１５分
※募集要項（受験申込書）は市民生活課（市役所５階）、各地区市民センターにあります

会場

２階大会議室

交通施策について

◇ 対象者 市内に在住または通勤・通学する人
◇ 参加方法 参加を希望する会場へ直接お起しください。
【問合せ先】四日市市議会事務局 議事課 広報広聴課 電話３５４−８３４０
２

十四川を守る会の活動
○12 月７日（土）午前 9 時〜

年末・年始特別警戒取締り等に伴う出動式

堤防草刈・清掃と落ち葉回収

四日市北警察署管内の「年末・年始特別警戒取締り等

近鉄鉄橋から東側の堤防草刈りと JR 鉄橋付近までの落ち葉回収が行なわれました。冬季

に伴う出動式」が 12 月 10 日（火）午後 3 時半からイ

のため雑草の繁茂はそれほどでもなく、この日は落ち葉回収を主とした作業となりました。

オンモール四日市北の南側駐車場で行なわれました。北
警察署からは署員のほか、白バイ隊・パトカーが集合。
富田地区からはミーポパトロール隊や地域安全すみれ会
などの団体も参加しました。年末・年始に向けて犯罪取
締り・交通安全パトロールなど、よろしくお願いします。

社協環境部会によるシバザクラの捕植
社協環境部会では花植えの他に、阿倉川西富田線（フ
○12 月 10 日（火）午前 9 時〜

落ち葉回収

ラワーロード）の三洋堂書店南側から富田山城線の間の

早朝の大雨で川の中の落

区間に植えられているシバザクラの管理も行なっていま

ち葉は下流に流れてしまい

す。14 日（土）午前に社協環境部会有志によるシバザ

ました。

クラの捕植が行なわれました。冷たい風が吹きつける中

この日は富田霊園から下

の作業、ありがとうございました。

流に向けて両岸の落ち葉回
収を行ないました。

富田地区ファミリー健康体力測定会が開催されました

○12 月 14 日（土）午前 9 時〜

12 月 15 日（日）午前 9 時半から富田小学校体育館で、四日市市スポーツ推進委員協

EM だんごづくり

議会・社協健康推進部会・富田地区体育委員会共催の富田地区ファミリー健康体力測定会が

今年最後の EM だんごづくりが行なわれました。市民セ

開催されました。四日市市内のスポーツ推進委員は裏方として富田地区に集結しました。

ンター前の駐車場は日陰になっており、だんごづくりの作

参加者は先ず健康状態のチェックを行い、血圧測定の結果、基準値より高い場合は参加

業をするにはとても寒い日でした。EM だんごはミキサー４

をご遠慮いただきます。また 65 歳以上の方は ADL（日常生活活動テスト）を行い、結果

回転分約 700 個の作成でしたので、約 1 時間で作業は終

は評価の対象になります。体力測定の項目は、全共通は①握力、②長座体前屈、③上体起こ

了しました。次回の十四川への EM だんご投入は 1 月 11

し、６歳〜64 歳のみの項目は④反復横とび、⑤立ち幅とび、⑥20ｍシャトルラン、65 歳

日（土）午前９時からの予定です。
○12 月 15 日（日）午前 9 時〜

〜79 歳のみの項目は⑦開眼片足立ち、⑧10ｍ障害物歩行、⑨６分間歩行です。
今回の参加者は 99 名。体力測定会記録表を提出するとその場で評価表がいただけます。

枯れ枝の剪定

各項目で全国平均を下回り、運動不足や体力の低下に気づいた方も多かったと思います。
「楽

十四川のサクラは寿命に近く、枯れ枝が目立って

しかった。次回はいつ?」などの声も寄せられ、体力測定会はおおむね好評でした。

きました。十四川を守る会では、毎年道路側の枯れ枝
を剪定し、落下による危険を防いでいます。今回は上
流へ向かって、あら
かじめ印を付けた枝
を中心に剪定を行い
ました。枝を切った
後は腐朽防止のため、切り口に防護剤を塗りました。河川

長座体前屈

側に伸びた枝や高い所は市へ剪定を要請する予定です。
３

20ｍシャトルラン

開眼片足立ち

「ふれあいいきいきサロン」で集いましょう！
わたしたちの住み慣れた地域の中にあって、 気のあう仲間と楽しい時間のすごせる場所
それが｢ふれあいきいきサロン｣です。富田地区内には現在、皆様のご近所で下の表のよう
なサロンが開催されています。気軽に参加しましょう。
またこれからサロンを立ち上げようと考えられている方は富田地区社会福祉協議会事務
局（富田地区市民センター２階 電話 366-1513）へご相談ください。立ち上げ備品購入、
講師料、会場代などに助成が受けられる場合があります。
☆富田地区内ふれあいいきいきサロン（一部除く） ※開催日時は変更になることがあります
名 称
宅老所 ひだまり

歌おう会
いきいき健康舞踊
体操クラブ
いこいのサロン
パソコン教室
伊勢音頭を楽しむ会
ラジオ体操クラブ
浜地区ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ
なかよしクラブ
すみれサロン
カラオケクラブ
富田ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ
愛好会

場所
宅老所ひだまり
（中町）

開催日時 ※
毎週水曜日
10 時〜16 時

主な内容
・在介センターによる血圧測定・健
康相談・栄養指導・映画上映
・手芸・折り紙・ゲーム・歌ほか
丸の内公会所
第２・４水曜日 ・みんなで歌う
（丸の内町一区） 13 時〜15 時
・お達者くらぶの体操・塗り絵
富田地区市民
第１・３月曜日 ・健康舞踊体操（日本舞踊系）
センター
10 時〜
願入寺
1 回/月（不定期） ・在介センターによる映画上
13 時〜15 時
映、体操など
（寺町）
蛭子町公会所
毎週月・水・金曜日 ・パソコンによるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、家
9 時〜10 時半
計簿・年賀状作りなど
（蛭子町）
蛭子町公会所
毎月第 1 日曜日 ・伊勢音頭を唄う
（蛭子町）
13 時半〜15 時
東富田浜広場
毎週月〜金曜日 ・ラジオ体操
６時半〜
富双緑地公園
毎週月・木曜日 ・グラウンドゴルフ
8 時 45 分〜
茂福公会所
第１・４水曜日 ・お達者くらぶの体操（出前）
9 時〜12 時
（茂福北ノ町）
富田霊園公会所
第３火曜日
・瀬戸内寂聴の法話 CD を聴く
13 時半〜16 時
北鵤公会所
毎週水曜日
・カラオケを楽しむ
（北鵤町第二）
17 時〜21 時
浜園運動広場
毎週火・金曜日 ・グラウンドゴルフ
8 時 45 分〜

年末特別警戒のお知らせ
火災予防のため、消防分団車両が富田地区内を巡回します。皆様も火の元に気を
つけて良い年をお迎えください。

日時：12 月 29 日（日）・30 日（月）

それぞれ 21 時〜2５時
（四日市市消防団富田分団）

４

