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平成２６年 ９月 ５日号
８月 24 日（日）四日市ドームで「第 7 回四日市市少年少女球

富田地区市民センター
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技大会 CTY カップ」が開催され、男子・女子・ミックスの各部門
で競技が行われました。ドッジボールの女子部門で、富田地区の中
央が準優勝されました。おめでとうございます。

主催：富田地区体育祭実行委員会

手芸品・工芸品・水墨画・絵画・写真・書道など、皆さんの自慢の作品をぜひ出品
してください。

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２８日（日） ８時４５分～ 【雨天１０月５日（日）】
場所：富田小学校 校庭
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。

文化祭 日時：１１月２日（日）９時～１５時 場所：富田地区市民センター
展示申込み：１０月２２日（水） １７時までに、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）までお願いします。
※申込み時に、作品の種類と大きさをお聞かせください。
作品の搬入など詳しくは、後日ご連絡します。
富田地区社会福祉協議会 電話３６６－１５１３

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

富田地区社会福祉協議会 人権教育推進部会
人権啓発活動の一環として実施しました人権標語について、昨年度の出品点数を
１００以上上回る作品（小学校１７２点、中学校３１３点の計４８５点）が集まり
ました。応募された作品のレベルも高く優劣をつけ難いところでしたので、部員の
投票の多い順に選出させていただきました。
○小学校の部
特選
つらいとき まわりをみれば 仲間いる
６年２組 澤田 佳奈

※ 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：富田地区社会福祉協議会事務局 ℡３６６－１５１３

入選
主催：富田地区社会福祉協議会 文化事業実行委員会
日 時：１０月１８日（土）１３時３０分開場 １４時開演
場 所：富田小学校体育館
※入場は無料ですが、入場整理券が必要となります。
９月１６日（火）より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）にてお渡しします。
✿ＫＵＮＩ－ＫＥＮ（津軽三味線）【曲目】津軽じょんがら節曲弾き他
✿安田 未央（ソプラノ）【曲目】からたちの花 叱られて ある晴れた日に他
✿富田中学校吹奏楽部
【問合せ】富田地区社会福祉協議会 電話３６６－１５１３
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言葉には 心をかよわす 力がある
ぼくたちの 命の重さ みな同じ
自分から みんなにあげよう 思いやり
いじめゼロ 一人一人の 心がけ

６年１組
６年２組
６年２組
６年３組

月野 琉恩
谷口 稜真
宮田有里子
臼井 絢香

○中学校の部
特選
「大丈夫？」 その一言で 救われる
入選
思いやり いじめも差別も なくなるよ
守るべき 命の尊さ みなおなじ

３年Ａ組
１年Ａ組
２年Ａ組

田中 美夢
岩谷 彩未
榊 あかね

２年Ｂ組
２年Ｃ組
３年Ｂ組

服部
伊藤
遠藤

あいさつで つながる広がる みんなの輪
ありがとう その一言で 縮む距離
手をつなごう 心と心を 挨拶で

千夏
もなみ
唯斗

日

時：平成２６年８月８日（金）～１０月１０日（金）
午前９時～午後４時３０分
場 所：防災教育センター（北消防署併設）
※祝日・年末年始・毎週月曜日は休館。
月曜日が祝日の場合は火曜日も休館。
【企画展】伊勢湾台風にかかる企画

八風道は、早くから京都と伊勢及び東国を結ぶ間道(抜け
道）として人々が多く往来し、特に近江商人の交易の道と
して栄えました。江戸期には、富洲原一色湊が八風道の起
点となり、伊勢海産物と近江の特産物等の商取引が多くな
りました。

① 災害写真パネル展示
④四日市市の被災状況記録写真
② 四日市市における被害映像
⑤語り部による被災体験の語り
③ 三重県ニュース映像
（ＤＶＤにて上映）
【常設展】防災教育センターをプチリニューアル！
① セミナールームを新設！災害記録用書籍、写
真集などを一般公開！
② 防災展示をパワーアップ！
③ 防災教育センターホームページを

日

リニューアル！
問合せ：防災教育センター

歩く速さで見えてくるものがあります。歩くからこそ出会
うものがあります。古（いにしえ）の旅人の速さで、視点で
歴史の道をたどってみませんか。

機関をご利用ください。
コース：(近鉄川越富洲原駅)～<富田一色町>①海運橋～②飛鳥
神社～③観浄寺～<松原町>④阿弥陀堂～<西富田２丁
目>⑤田村寺～<大矢知町>⑥街道分岐道標～⑦市神社
～⑧常夜燈～<山分町>⑨覚王寺～<平津町>⑩地蔵堂～
⑪平津町郷土資料館～三岐鉄道平津駅 約７㎞
１２時ごろ終了予定
講 師：北勢地域インタープリター協会 川合延雄氏

電話３６５－３１１９
日 時：９月２６日（金）１０時～
場 所：富田地区市民センター １階和室
問合せ：稲垣 克子 電話３６５－４４８７

日 時：９月３０日（火）１０時～１１時３０分
場 所：総合会館（市役所西隣）７階 第１研修室
講 師：名古屋デリカフーズ株式会社 管理栄養士
参加料：無料
申込み：予約不要。直接会場へお出かけください。

定 員：８０名(参加無料。定員になり次第締め切り)
問合せ・申込み
１１月５日(水)までに、四日市市シルバー人材センター
（電話３５４－３６７０）へお電話でお申込みください。
当日の問合せは、７時１０分以降に、当センター(電話
０７０－１２０２－３７２５）までお願いします。

西野友美 先生

その他：託児あります（無料、協会に事前予約が必要）
【問合せ先】四日市消費者協会
電話３５７－５０６９
市民・消費生活相談室
電話３５４－８１４７

時：平成２６年１１月８日(土)雨天決行(荒天時は中止)
８時３０分 近鉄川越富洲原駅東口集合
または、８時４５分 富田一色海運橋前公園
※当日は駐車場を用意していませんので、公共交通

次回（第２回）平成２７年３月２８日(土)は、平津駅から保々まで
を予定しています。
２

新学期前の十四川堤防草刈り・清掃

JAXA 宇宙教室 水ロケットの作成、打上げ

８月 23 日（土）午前８時から、十四川を守る会と社

８月 30 日（土）午後１時 30 分から、地区市民センター2 階ホ

協環境部による十四川堤防の草刈り・清掃が行われまし

ール・富田小学校校庭で、連合自治会・市民センター共催の「JAXA

た。この草刈り・清掃は小学校の新学期にあわせて通学

宇宙教室 ～水ロケット製作と打上げ大会～」が開催されました。

路となっている堤防をきれいにするものです。近鉄線路

講師は JAXA （宇宙航空研究開発機構）でロケット開発などを担

から上流側はフラワーロードも含め、十四川を守る会に

当され、現在は広報部特任担当役の大嶋龍男先生です。前半は日本

より数日前から草刈り機で草を刈っていただいていま

のロケットのお話し。宇宙ステーションへ物資を運ぶ HTV と H-

した。近鉄線路から下流は十四川を守る会、上流側は環境部が担当しました。時折雨が降る

ⅡB ロケット、有人宇宙船を搭載する H３ロケットなどについて講

あいにくの天気でしたが、たくさんの参加者があり、２時間程度で作業が終りました。

演されました。後半は水ロケット作りと打上げ大会。1.5ℓのペットボトルと牛乳パックな
どを使って水ロケットを制作しました。打上げは小学校の正門付近からバックネットへ向け
て発射台を設置。空気入れで所定の空気圧にした後、カウントダウン、水しぶきを上げてロ
ケットは飛んでいきます。最長記録は 110ｍで、ネット手前まで飛びました。表彰式では
連合自治会長から JAXA オリジナル賞品が渡されました。

草刈り機による清掃

草がよく伸びており、量が多い 環境部によるﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ草取り

四日市花火大会に富田地区各団体が協力
四日市花火大会が８月２４日（日）午後７時１５分過ぎから
2023 年以降に有人ロケット 水ロケット製作の様子

行われました。夕方から降り出した雨は花火大会開始後には小雨

水ロケット打上げ大会

になりました。富田地区連合自治会が管理する浜園運動広場には

小さな庭やプランターでの野菜作りと堆肥利用

例年より少なめの人出でしたが、傘をさして花火を観覧されてい
ました。浜園運動広場及び周辺においては、花火大会にあわせ、

～農業や園芸分野での堆肥の効果的な活用を学びましょう～

NPO 法人セイフティサポート三重による草刈、当日の消防団に

日 時：平成 26 年９月 13 日（土）13：30～14：30
場 所：富田地区市民センター 2 階ホール
講 師：北川 圭一さん（四日市市農業センター）
主 催：富田地区社会福祉協議会 環境部会
※参加費無料、申込不要

よる警備、体育委員会本部によるゴミ回収・見回り、翌日早朝か
らの老人クラブ連合会によるゴミ清掃などが行われました。
また社協青少年を守る部会では、昨年の事件の反省を踏まえ、花火大会終了後、JR 富田
駅、JR 富田浜駅、近鉄富田駅周辺などで若者への声かけ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。

ダンボールを使った生ごみの堆肥化講座 新規募集

ホームページ委員募集中！！

日

時：①９月 13 日（土）1５：00～16：30 「ダンボールコンポストの使い方」
②9 月 26 日（金）13：30～14：30 「アフターフォロー」
※2 回とも参加できる方
場 所：富田地区市民センター 2 階ホール
主 催：四日市ダンボールコンポストの会
材料代：１セット 500 円
申込み：富田地区市民センターまで 電話３６５－１１４１ （９/11 締切）

富田地区社会福祉協議会のホームページ委員会では委員を募集してい
ます。主な取り組みは富田地区のマスコットキャラクターくうちゃんの
PR、ホームページの更新などです。毎月第３水曜日午後７時から地区社
協事務局で委員会を開いています。
ご興味のある方は、富田地区社協事務局

電話３６６－１５１３まで

３

