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今年も３月２９日（土）〜４月７日（月）に『十四川 桜まつり』を開催します。
十四川の桜に親しむ気持ちを五・七・五の川柳にして桜まつりを楽しみましょう！
作品は桜まつり期間中、短冊にして十四川の桜の木に掲示します。ぜひご応募ください。
お
題：春げしき、春景色、はるげしき
受付期間：２月２０日（木）～３月７日（金）
対 象 者：お子さんから大人までどなたでも応募できます
受付場所：富田地区社会福祉協議会事務局
（地区市民センター２階 電話３６６−１５１３）
『十四川 桜まつり』では川柳募集のほかに、スタンプラリー・小田巻実演販売・
写生大会・写生教室・路上ライブ・俳句募集などいろいろなイベントを予定しています。
ぜひお楽しみください。詳しくは後日ご案内します。

日 時：３月９日（日）
午前９時開会（小雨決行）
場 所：富双緑地公園

日 時：３月１日（土） 午後 6 時半～８時
場 所：富田小学校グラウンド
・四日市市立博物館移動天文車「きらら号」
・天文ボランティアによる星空案内
参加無料！
※ 観望会中止（雨天・曇天等）の時
申込不要！
博物館天文係による「星のはなし」（午後 6 時半〜7 時半）
みんなで来てね!
場所：富田地区市民センター1 階和室
※お車でのご来場はご遠慮ください。

日 時：３月３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：「認知症予防」
問合せ：四日市市北地域包括支援センター ℡３６５−６２１５

３月の予定
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
６日（木）・１３日（木）・２０日（木）・２７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
５日（水）
【パンダ ３歳児】
１０時〜１１時３０分
３日（月）・１０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】１１日（火）

応援よろしく
お願いします

2 月 9 日（日）に富田育成会により、古紙回収が行われました。みなさんの
ご協力により、５３，５９０円になりました。ありがとうございました。

３月４日（火） 富田浜会館
３月５日（水） 富田地区市民センター
１

１０：５０〜１１：２０
１０：１０〜１１：１０

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のために、妊婦さんの感染予防に心がけましょう。
《補助期間》平成 25 年６月 1 日(土)〜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

日 時：３月１５日（土）・２２日（土） １３時３０分〜１５時３０分
場 所：１５日 総合会館７階第 ３研修室
２２日 総合会館３階 社会適応訓練室
内 容：１５日 「難聴でも大丈夫 コミュニケーションのコツ」
講師：藤谷弘晃さん
２２日 難聴・中途失聴の人の体験談、タブレットなどの
コミュニケーションツールの体験
参加費：無料
対象者：市内在住の難聴者・中途失聴者及び家族、または関わりのある方
申込み：３月６日（木）までに、障害者福祉センターまでお申込みください。

5,000 円(上限)

※ 補助の対象となるのは平成 26 年 3 月 31 日までに接種される方に限ります。

※ 会場には、要約筆記（筆記通訳）などの聴こえを補う準備をしています。

※ 地区市民ｾﾝﾀｰでの補助券のお申し込みは 3 月 14 日（金）までです。
（市役所健康づくり課での受付は３月 31 日まで行います。）
※

【問合せ先】障害者福祉センター
電話 ３５４−８２７５、ＦＡＸ３５４−８４２６
Ｅメール y-with@m3.cty-net.ne.jp

予防接種を希望される方は、急ぎお申し込み下さい。
（4 月以降の受付はできません）

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

霞コンビナートよりお知らせ・・・
霞コンビナートでは、工場操業の安全を確保するため、法の定めにより定期修理
を行います。それに伴い、フレアースタック（燃焼装置）の炎や音が、３月１４日（金）

【消防本部からのお知らせ】

と４月２０日（日）に大きくなる予定ですのでお知らせします。
定期修理ならびに燃焼作業は、万全の注意を払いながら実施していただくよう

春の火災予防運動 ３月１日（土）～７日（金）

申し入れてあります。
みなさま方のご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
まだまだ寒い日が続き、暖房器具などの火を使用する機会があると思いますが、この
時期は空気が乾燥しており、ちょっとした不注意で火災が発生することがありますので、
火の取扱いには十分注意してください。
２

定期修理期間（予定）・・・ ３月 4 日（火）から４月 25 日（金）の間

北部ブロック人権ひろばの講演会が開催されました
人権作文・人権標語の表彰

2 月９日（日）午後１時半から、あさけプラザで佐野有美（あみ）さんの講演会「私が
「あきらめない心」を語るなら〜マイナスをプラスにして努力する〜」が開催されました。

2 月１日（土）の地区社協人権教育推進部会主催の「人権のつどい」において

佐野有美さんは 23 歳。先天性四肢欠損症で生まれ、あるのは短い左足と３本の指のみ。家

以下の方が表彰を受けられました。おめでとうございます。
○人権作文発表

族の助けもあり、足の指を使って食べること、字を書くこと、縄跳び大会で 77 回の記録（お

受賞者

富田小学校 6 年生
都筑

佑里菜

伊藤

千紗

さん

三苫

雄平

さん

○人権標語

しりで跳ぶ）を作り、全身を使った泳ぎで 100ｍ泳げるようになりました。高校の恩師か

富田中学校
さん

浅井

みゆき

さん

ら「手足はもう生えてこない。でも口がある、声がある。自分の考えを伝えられる。」と助

藤山

かんな

さん

言を受け、声を使った仕事をするきっかけをいただいたそうです。現在は歌手としてアルバ
ムをリリース。講演会では最後に「キミがいてボクがいる」
「歩き続きよう」、アンコールで
「風の応援（エール）」を歌い、有美さんの明るい笑顔と歌声に盛んな拍手が送られました。

受賞者

富田小学校 6 年生
伊藤

暁

さん

佐藤

唯那

さん

次点「声かけよう まほうの言葉 あいさつを」

渡部

大虎

さん

次点「思いやり たすける気持ち 大切に」

伊賀留我神社の日待祭神事

入選「あいさつは人と人を結ぶ道」

2 月 10 日（月）の夕方から伊賀留我神社の日待祭神事が行なわれました。日待祭は神様
を日没から翌日の日の出までの間、氏子宅にお迎えし、宴を行なう祭りです。年番の組が接
待役となり、今年は北鵤公会所へお迎えしました。ご神体はお酒やブリ、お餅などの供え物

富田中学校
渡部

晴香

さん

入選「見ないふり 聞かないふりが 差別生む」

が並べられている祭壇に移され、年番の組は深夜まで来訪者を接待しました。日の出前に再

小寺

彩花

さん

次点「広げよう 笑顔でつなぐ こころの輪」

び伊賀留我神社へ。ご神体は境内の日が昇る方角に置かれ、日の出を迎えました。

伊藤

ねね

さん

次点「「やめよう」小さな勇気が命を救う」

市民センター主催 男の料理教室
2 月８日（土）午前９時半から、地区市民センター
日没後、神社を出発

主催「男の料理教室」が調理室で行われました。講師
は食生活改善推進協議会の皆さん。今回のメニューは

ご神体を公会所の祭壇へ

神社境内で日の出を迎える

ふれあいいきいきサロン訪問 ～カラオケクラブ～

「おからのコロッケ」「切り干し大根・ミズナのサラ

北鵤公会所のホールで演歌や歌謡曲を歌っています。

ダ」
「ポトフ」
「りんごとプルーンの赤ワイン煮」の四
品です。一般の参加者は 4 人でしたが、講師の皆さん

カラオケ機器は 2 種類あり、モニターに映る映像と字

と和気あいあいで料理を作りました。

幕にあわせて歌います。
大きな声を出すことは身体に良いそうです。カラオ
ケはストレス解消になりますし、歌詞を憶えることで
認知症予防になります。クラブには近隣の方が 10 人
ほど参加しています。
○名称：カラオケクラブ
○場所：北鵤公会所（北鵤町第二）

キャベツの切り方を伝授

コロッケの衣をつけて

○開催日時：毎週水曜日 16 時〜19 時頃まで

油で小麦色になるまで揚げる

３

※開催日時は変更となる場合があります。

十四川を守る会 EM だんご作り
２月 15 日（土）午前 9 時から今年度最後の EM だん
ご作りがセンター前の駐車場で行われました。雪が残る寒
い朝でしたので、参加者はだんごを握る手をお湯で温めな
がら作業しました。この日作った EM だんごの投入は 3
月 15 日（土）午前９時からの予定です。

「北淡震災記念公園」防災視察研修
連合自主防災隊による防災視察研修が２月 16 日（日）
に行なわれました。参加者は 76 名。2 台のバスに分乗し、
淡路島の北西にある北淡震災記念公園を訪れました。この
公園は平成 7 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分に発生した兵庫
県南部地震（阪神・淡路大震災）の震源となった野島断層
を保存する施設です。参加者は野島断層保存館で地面の上
下・水平方向のズレを見学。震災体験館では震度７を体験
しました。帰りは大きな被害のあった三ノ宮、高架が横倒
しになった阪神高速道路を通過し、運転手から当時の状況の解説がありました。
参加者からは災害に強い富田にするには、自主防の力が必要だなとの声がありました。

野島断層保存館へ入場

断層上道路のズレ・破壊状況

震災体験館で震度７の体験

２月下旬～４月上旬 主な地区行事のお知らせ
行事名称
文化講演会「寺内町か
ら学ぶまちづくり」
講師：北島義信氏
星空観望会
（移動天文車「きらら
号」で星空観望）
第 29 回
四日市市北部ブロック
駅伝大会
十四川堤防の草刈り・
清掃
十四川桜まつり

日時
会場
主催者
２月 23 日（日） 地区市民セ 賑わいのある文化
午後１時半〜
ン タ ー 2F の香るまちづくり
ホール
委員会
3 月 1 日（土） 富田小学校 富田地区市民セン
午後６時半〜
グラウンド ター
※駐車場なし
３月９日（日） 富双緑地
四日市市スポーツ
午前９時開会
公園
推進委員協議会
社協健康推進部会他
３月 16 日（日） 十四川沿線 十四川を守る会
午前９時〜
３月 29 日（土） 十四川沿線 十四川桜まつり実
〜４月７日（月）
行委員会

備考
参加無料
申込み不要
無料・申込不要
雨天等の場合
別メニュー
小雨決行
水防倉庫前に
集合
詳細後日掲載

４

