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平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴い、平成２６年度分市民税（均等割）が課税されな
い人を対象に、「臨時福祉給付金」を支給しています。ただし、課税されている人に扶養されている
場合、生活保護の受給者である場合などは対象外です。
受付期限は、平成２７年 1 月３０日（金）です。期限までに受付がお済みになりませんと、支給
対象であっても臨時福祉給付金が支給されませんのでご注意ください。支給対象と思われる人で、ま
だ申請されていない人は、臨時福祉給付金室電話３５４－８０９２までご連絡をお願いします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします
富田地区市民センター職員一同
今年も地区の有志の方々に門松・ミニ門松を作っていただき、センター入
口玄関と事務所内に飾らせていただきました。ありがとうございました。

～防災と地域と男女共同参画～
日

時：1 月２５日(日)

10 時～
日 時：２月７日（土）１３時３０分～１６時
場 所：四日市市文化会館 第１ホール
※入場無料・定員１,２００人(先着順)
第１部 記念式典
第２部 記念講演会 講師：森末 慎二さん

場 所：富田地区市民センター 2 階ホール
講 師：坂倉 加代子さん（ＮＰＯ法人四日市男女共同参画研修所代表理事）
同時開催：虫送り行事感想文の表彰式 （主催 賑わいのある文化の香るまちづくり委員会）
☆炊出し きね餅、報恩講汁（講演終了後、センター前駐車場にて、炊出しを振る舞います）
主催：富田地区連合自治会、富田地区自主防災隊

「あくなき挑戦～未来に向けてのまちづくり～」
【ロサンゼルスオリンピック
体操競技金メダリスト】
問合せ：四日市市政策推進課
電話３５４－８１１２

～カルシウムアップ料理～
日 時：１月２３日（金） ９時３０分～
場 所：富田地区市民センター 調理室
材料費：６００円
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん等
申込み：１月２０日（火）までに、富田地区市民センター（電話 ３６５－１１４１）へ

日
２/７（土）
２/８（日）
２/１４（土）

２/１５（日）
２/２１（土）
２/２２（日）

時

内 容

日

時：１月２３日(金)～１月２５日(日)
１０時～１７時

場

所：近鉄百貨店

場所：四日市市勤労者・市民交流

10:00～12:00

相互援助活動の趣旨

センター 東館３階

13:00～15:00

子どもの病気

申込方法：電話、ＦＡＸにて１月

10:00～12:00

子どもの心に寄り添う

３１日（土）までにお申込みくだ

13:00～15:00

安全で快適な環境づくり

さい。

10:00～12:00

子どもの心と身体の発達

テキスト代：２,０５０円

13:00～15:30

発達障害について・

その他：保育あり(無料、先着

その子どもとの接し方

１０名）

10:00～12:00

小児看護

※１講座からでも受講できます。

13:00～15:30

子どもの世話（あそび）

【申込み・問合せ】

10:00～12:00

子どもの安全と事故・救急法

四日市市ファミリー・サポート・

13:00～16:00

子どもの栄養と食生活

センター ＴＥＬ／ＦＡＸ

10:00～12:00

援助活動を円滑に進めるために・講習

四日市店１１階
近鉄アートホール

展示内容
① 環境コーナー（電気とガス器具の上手な使い方）
② 食コーナー（食の安心・安全について）
③ 防災・防犯・住コーナー（防災関連展示等）
④ 金融・相談コーナー（くらしと金融等の展示）
※行政相談委員による無料相談もあります。
※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。
（材料費３００円～７００円程度が必要）
問合せ： 市民生活課 電話３５４－８１４７

３２３－００２３

のまとめ

１

日
場
内

時：1 月２０日（火） 10 時～12 時
所：本町プラザ 2 階第 1 会議室
容：①就職・仕事探しに関する情報/
マザーズコーナー
②女性の就労支援の取り組み等紹介/

四日市市男女共同参画センター「は
もりあ四日市」
③子育てをしながら働くためのパート
タイム労働法/三重県労働局雇用均
等室
定 員：５０人（定員になり次第締切）
料 金：無料
その他：託児あり、６カ月～未就学児
（無料、定員になり次第終了）
申込方法：ハローワーク四日市、マザーズコー
ナー四日市、はもりあ四日市に置か
れている申込書をハローワーク四日
市またはマザーズコーナー四日市へ
ご提出ください。この他にも、電話・
ＦＡＸでお申込み出来ます。
問合せ先：ハローワーク四日市
電話３５３－５５６７
ＦＡＸ３５３－７７４４
マザーズコーナー四日市
電話３５９－１７１０
ＦＡＸ３５５－６７３６

さんかくカレッジ 2014 特別市民企画講座

「女性による四日市防災会議」

地区市民センター玄関に立派な門松

「ミニ門松を作りましょう！」を開催
12 月 25 日（木）午前９時から、富田地区市民センター主催の
「ミニ門松を作りましょう！」が 2 階ホールで開催されました。

第１回 「男女共同参画みえネット」と「ＮＰＯ法人四日市男
女共同参画研究所」の合同会議
日 時：１月１７日（土）１３時３０分～１５時
場 所：本町プラザ３階会議室
内 容：「女性による四日市防災会議」の具体的なテーマとす
定

りました。竹はすでに地域の方により加工していただいています。
作業は三本の竹を立てたの鉢の中に、少な目の砂を入れた後、ウメ
やマツ、ナンテン、クマザサやハボタンなどの植物材料をバランス
よく活けていきます。例年に比べ、ナンテンの実がたくさんついて

すめ方を話し合います。
員：３０人

第２回 「防災のまちづくり地域懇談会」と「防災・減災女性
セミナー」の報告会
日 時：１月３１日（土）１３時３０分～１５時
場 所：本町プラザ２階第１会議室
講 師：各地域代表・セミナー受講生・四日市市
内 容：「防災のまちづくり地域懇談会」と「防災・減災女性
定

今年も 15 名の定員のところ、25 名の申込者があり、抽選とな

セミナー」の報告会
員：５０人

第３回 「女性による四日市防災会議」
日 時：２月２８日（土）１３時３０分～１５時
場 所：本町プラザ１階ホール
講 師：三重大学大学院工学研究科准教授 川口 淳さん
ＮＰＯ法人ウィメンズネット・こうべ代表
正井 礼子さん
四日市大学総合政策学部教授 松井 真理子さん
内 容：まちづくりへの女性の視点・女性の参画の必要性を考
えていただくための公開会議を傍聴していただきま
す。公開会議には、地域、防災、ＮＰＯ、行政関係
者も出席します。
定 員：１００人
参加料：無料
対 象：市内に在住、在勤、在学の方
その他：託児あり無料（６カ月～小学校３年生程度、無料です
が１/１０までに申込みが必要です）
申込み：住所、名前、電話番号、講座名、託児の有無（託児希
望の場合は、お子さんの名前と年齢）を電話・ＦＡ
Ｘ・メールで、はもりあ四日市へ
電話３５４－８３３１

おりボリュームのあるミニ門松が出来ました。（１ページ参照）
地域の方の協力あっての催しです。今後もよろしくお願いします。

地域の方が地区市民センターの玄関に大きな門松を立ててくれ
ました。大きな竹を使った立派な門松です。松や竹などの材料も地
域の方が調達してくれました。年明け“松の内”まで職員や来館者
にお正月気分を楽しませてくれます。

学童保育所で地域の皆さんによるお餅つき！
12 月 24 日（水）午前 9

ふれあいいきいきサロン訪問 ～子育てサロン「みどりの芝生」～
「みどりの芝生」は母子連れを対象にした月１回のサロンです。

時から富田学童保育所で地

民生児童委員・読み語りの会の関係者など、7 名がスタッフとして

域の皆さんの協力による恒

参加しています。12 月 26 日（金）のクリスマス会を取材させて

例の餅つきが行なわれまし

いただきました。スタッフによる「大きなかぶ」の演劇、サンタさ

た。今年も北村第一自治会

んの歌もありました。この日は 10 組以上の母子が参加。子どもだ

長の俵さんの教え子の高校

けでなく、お母さんもサンタさんからプレゼントをもらいました。

生が 4 人も来てくれて、餅
をついてくれました。また
子どもたちも小さな杵（きね）で順番に餅つき体験をしました。
出来上がったお餅は地域の皆さん、指導員や保護者が食べやすい
よう小さくちぎって、ネギ餅やきな粉餅、海苔巻き、大根おろしや
餡子（あんこ）餅などにしてくれました。子どもたちは自分のお椀
に好きなお餅を取り、美味しそうに食べていました。
ふれあい遊び「ぞうきん」

サンタさんからプレゼント

○名称：子育てサロン「みどりの芝生」
○場所：富田地区市民センター
○開催日時：毎月１回
・最終金曜日

１階和室

※開催日時は変更となる場合があります。

午前 10:00～11:30

○内容：絵本の読み語り・子育て情報公開・ふれあい遊び・カレン
ダー作りなど
小さな杵で、子どもの餅つき体験 小さくちぎっていただいた餅

２

