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※詳しくは、広報よっかいち５月下旬号別冊の
「検診のお知らせ<保存版>」をご覧ください。
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【問合せ】健康づくり課 電話３５４－８２８２

せ NO. ４

平成２６年 ５月２０日号
富田地区市民センター
３６５－１１４１

富田地区公式ホームページ
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胃がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん（マンモグラフィ）
日程
７／２８（月）

検診内容と時間

場所

申込締切

乳がん（マンモグラフィ）
・・・午前・午後
胃がん・・・午前

７／２９（火）

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。ぜひご参加ください。
日 時：６月２日（月） １３時３０分～１４時３０分
場 所：富田地区市民センター ２階ホール

子宮頸がん・・・午後

申込不要・参加無料

※お話が中心の
教室です

大腸がん・・・午前・午後

７／３０（水）

富田地区
市民センター

乳がん（マンモグラフィ）

７月３日（木）

・・・午前・午後
胃がん・・・午前

７／３１（木）

大腸がん・・・午前・午後
子宮頸がん・・・午後

初夏のバランス料理を作ります！

胸部検診（肺がん・結核）

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：６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

胸部検診（肺がん・結核）
８／２２（金）

９時～１１時３０分

富田地区

７月１６日（水）

市民センター
１０／２２（水） ９時～１１時３０分
１０／２８（火） ９時～９時３０分

１０月１日（水）
北鵤公会所

１０月１日（水）

富田中学校新校舎の見学会
６月の遊ぼう会・プレイランドの日程をお知らせします。
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
５日（木）１２日（木）１９日（木）２６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
４日（水）１１日（水）１８日（水）２５日（水）
【パンダ ３歳児】
１０時～１１時３０分
２日（月）９日（月）１６日（月）２３日（月）３０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】 １０（火）１７日（火）

富田中学校の新しい校舎（教室棟）が完成しました。
この校舎は、災害時の住民の皆さんの指定避難所となっています。
このたび、授業参観と学年別懇談会の開催に併せて、見学会を下記のとおり開催
します。この機会に、特に指定避難所となっている地域の方はぜひご覧ください。
日 時 平成２６年６月７日（土）１４：３０～１５：３０
場 所 富田中学校
持ち物 スリッパと靴を入れる袋をご持参ください。
その他・見学にあたっては、学校側の指示に従ってお願いします。
・当日は授業参観と学年別懇談会が開催されていますので、できるだけ
自転車・徒歩での来訪にご協力ください。

✿ひとりで悩まずにご相談ください✿
松澤白楊子

選（四日市市文化協会・俳人協会三重支部顧問）

【俳句 一般 大人の部】
《特選》 花筏 流れ流れて 伊勢の海
《入選》 十八歳 桜の頃に 発ちし君
電車より 眺めし桜 十四川
古木とて さいてみせよう 桜花
十四川 川面に映える 花筏
いつもより 少し早目の 花見かな
【川柳 一般 大人の部】
《入選》 開花待つ 祭提灯 出揃いぬ
夜桜を うっとり見る 満ちた月
【子どもの部】
《入選》 とりたちが

（敬称略）

樋口
荒木
堀田
伊藤

勝典
実紀
君代
美枝子

堀
米田

丈夫
重信

今村
加藤

はな
國男

○みなさんは「人権擁護委員」をご存じですか○
人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で地域や町のみなさんのため日々、
人権相談・人権啓発活動などに取り組んでいます。人権についてお困りやお悩みの
際は私たちの町の人権擁護委員にご相談ください。
✿富田地区担当の人権擁護委員は、
萩野 茂男（はぎの しげお）さんです。電話番号（３６４－９３９３）
〇特設人権相談の実施案内○
６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。この「人権擁護委員の日」に合わ
せ、毎年、特設人権相談を実施します。予約の必要はありませんのでお気軽にお越し
ください。
日 時：６月１日(日) １０：００～１２：００，１３：００～１６：００
場 所：イオン四日市尾平店１階 東側エスカレーター付近
問合せ：人権センター ℡３５４－８６０９・FAX ３５４－８６１１

✿困ったら
さくらのみつを すっている

上平

紫央里

十四川 はるのひざしが きらきらと
たんぽぽは わたげきれいに とんでるよ
十四川 どこまでつづく さくら道
ちょうちんと さくらのコンビ きれいだな
桜さき ピンクにそまる 十四川
ゆっくりと 桜の花が ながれてる
モンキチョウ 仲良くみんな 遊んでる
小学校 前には花が いっぱいだ

林
生川
加藤
藤田
上平
上平
冬賀
渡邉

もも子
真人
里織
真生
翔太郎
翔太郎
妃那
美咲

なの花と さくらの花が きれいだな
満開は 待ち遠しいと 人の声
あめふるな はなびらちるな かなしいな
十四川 さくらの神様 すてきだな
十四川 さくらの花と おに合いだ
夜桜を 見ていて 笑顔ふえるかな

浜谷
知念
山本
竹本
小宮
山口

彩菜
春来
そうま
好花
唯加
りか

富田浜会館
富田地区市民センター

１０：５０～１１：２０
１０：１０～１１：１０

行政相談✿

「行政相談」とは、国やＮＴＴなどの特殊法人等の仕事について、みなさんから
苦情や意見、要望をお聞きし、その解決の促進を図る制度です。
毎月第３火曜日に市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、
今月は羽津地区市民センターで実施します。
年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談
ください。
日 時：６月１７日（火）午後１時～４時
場 所：羽津地区市民センター
１階 和室
（※羽津地区以外の方のご相談にも応じます）
問合せ：市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７
※「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な
相談相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。

農業委員会委員選挙立候補予定者説明会
日
場

６月３日〔火〕
６月４日（水）

一人で悩まず

時：６月１２日（木） 午後１時３０分～
所：四日市市総合会館７階 第１研修室

※立候補の届出の手続など詳しいことは、選挙管理委員会事務局（℡０５９―３５４－
８２６９）または各地区市民センター、楠総合支所にお問い合わせください。

平成 2６年度

富田地区で行われる主な年間行事
※紙面に掲載されていない行事や、日程を変更する場合もあります。回覧にてご確認ください。

6月
１(日)
３(火)
７(土)
10(火)
14(土)
17(火)
20(金)
22(日)
23(月)
24(火)
26(木)

地区一斉町内清掃
おたのしみ会（鵤公会所）
十四川・フラワーロード花壇整備
おたのしみ会（富田浜会館）
十四川・フラワーロード花苗植え
おたのしみ会（東富田会館）
青少年地区別懇談会（小学校）
小学校 PTA 古紙回収
小学校授業参観(高学年・なかよし)
おたのしみ会（市民センター）
小学校授業公開(低学年)

７月
１(火) 第 1 回福祉研修会（ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 市民ｾﾝﾀｰ）
３(木) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱねたきり(認知症)訪問事業
５(土) 松明作り・虫送り行事
７(月) プロに学ぶ和菓子作り（市民ｾﾝﾀｰ）
13(日) 山の神行事（西町ほか）
19(土)～ 育成会夏期街頭補導始まる
24(木) 夏休み子ども教室（玩具つくり 市民ｾﾝﾀｰ）
27(日) 育成会ドッジボール大会

８月

１０月

１(金) 夏休み子ども教室（木工 市民ｾﾝﾀｰ）
２(土) 納涼祭（富田中公園）
３(日) 無縁仏法要（富田霊園）
６(水) 夏休み子ども教室（絵本の料理 市民ｾﾝﾀｰ）
８(金) 夏休み子ども教室（桜の枝 市民ｾﾝﾀｰ）
11(月) 夏休み子ども教室（海外の話 市民ｾﾝﾀｰ）
13(水)～15(金) 鯨船行事・石取祭
19(火) 夏休み子ども教室（顕微鏡 市民ｾﾝﾀｰ）
19(火) 学童保育所バス旅行
23(土) 十四川堤防通学路草刈
23(土) 育成会夏期街頭補導終わる
24(日) 四日市花火大会
30(土) JAXA 講演会・イベント（市民ｾﾝﾀｰ・小学校）

４(土) 富田幼稚園運動会
４(土) 人権教育推進部会 委員研修会
11(土) 富田保育園運動会
11(土) 十四川・フラワーロード花壇整備
13(月祝) 文化幼稚園運動会
18(土) 十四川・フラワーロード花苗植え
18(土) 音楽の夕べ（小学校体育館）
19(日) 北鵤町大太鼓・大鉦 秋の大祭
25(土) せせらぎ公園球根植え
26(日) 地区総合防災訓練

２(日)
９(日)
9(日)
11(火)
18(火)
21(金)
22(土)
30(日)
25(火)

９月
４(木)
７(日)
11(木)
11(木)
17(水)
18(木)
21(日)
28(日)

１１月

パソコン教室第 1 回（市民ｾﾝﾀｰ）
人権教育推進部会 視察研修
富田中学校体育祭（四日市ドーム）
パソコン教室第２回（市民ｾﾝﾀｰ）
プロに学ぶ焼き菓子作り（リスドール2F）
パソコン教室第３・４回（市民ｾﾝﾀｰ）
敬老会（小学校体育館）
地区総合体育祭（小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）

地区文化祭（市民ｾﾝﾀｰ）
中学校 PTA 古紙回収
福祉バザー回収日
秋の食事会(高地区)(市民ｾﾝﾀｰ)
秋の食事会(浜地区)(市民ｾﾝﾀｰ)
小学校ふれあい集会
とみだ楽市(中公園)
北鵤町いのこ祭り
秋の食事会(茂福地区)(市民ｾﾝﾀｰ)

１２月
4(木)
６(土)
７(日)
14(日)
24(水)
25(木)

平成 27 年

１月
12(月祝) 新春凧作り教室（市民ｾﾝﾀｰ）
14(水) どんど祭り
17(土) どんど祭り（東富田）
18(日) 新春凧揚げ大会（富双緑地）
25(日) 防災講演会（市民ｾﾝﾀｰ）

２月
１(日) 育成会古紙回収
７(土) 人権のつどい（市民ｾﾝﾀｰ）
８(日) 連合自主防災隊視察研修
10(火)・11(水祝) 北鵤町日待ち
14(土) 第 3 回福祉研修会（報告会 市民ｾﾝﾀｰ）
21(土) 和菓子教室(市民ｾﾝﾀｰ)

３月
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱねたきり(認知症)訪問事業
男の料理教室（市民ｾﾝﾀｰ）
ふれあいｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（浜園運動広場）
第 2 回福祉研修会（講演会 市民ｾﾝﾀｰ）
学童保育所もちつき大会
ミニ門松作り（市民ｾﾝﾀｰ）

１(日) 福祉ふれあい広場（市民ｾﾝﾀｰ）
４(木) ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱねたきり(認知症)訪問事業
８(日) 北部ブロック駅伝大会

富田墓地で六地蔵の法要
５月 11 日（日）
、薬師寺住職により六地蔵の法要
が富田墓地にて行われ、約 60 人が参列しました。
地蔵菩薩は「六道（地獄・餓鬼・畜生・修羅・人
間・天上）の巷（ちまた）に立ち、縁なき衆生を救
いたまう尊い仏様」だそうです。六地蔵は昭和初期、
地元の有志により富田墓地に寄進されました。現在
は「富田地蔵を守る会」により管理されています。（社協文化財保存会）

十四川を守る会

草刈り清掃

５月 1７日（土）午前 9 時から十四川を守る会に
よる草刈り清掃が行われました。今回は近鉄線路から
十四橋、アミカン橋付近まで清掃を行いました。
会員は草刈り機に近づかないように注意しながら
熊手で草を集め、袋に詰めました。さわやかな朝でし
たので、気持ちよく作業できました。

連合自治会主催ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
が開催されました
５月 18 日（日）午前 9 時半から富双緑地で連
合自治会主催のグラウンドゴルフ大会が開催され
ました。暑いくらいの天気となりましたが、青空の
下、約 120 名がグラウンドゴルフを楽しみました。

開会式の様子

注目の第一打

○競技の結果（大人 100 名・子ども 19 名参加）
優 勝
準優勝
３ 位
B B

連合自治会長もナイスショット！

※敬称略

大人の部

子どもの部

林

伊藤 睦人

渥美

宮城島 留男
冨山
荒木

井岡 亜優

健一

青木 伶真

かねを

松田 七虹

