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平成２７年

２月５日号

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｍｉｄａ．ｎｅｔ
参加費無料

日
場
内
講
主

時：２月１４日（土）１３時３０分～
所：富田地区市民センター ２階ホール
容：「世界の国からみた日本
～旅をして考える教育・福祉～」
師：大野 章 さん
催：富田地区社会福祉協議会福祉部会
※入場無料、事前申込不要

日

時：２月２２日（日）（雨天決行）
受付９時、開始９時３０分
場 所：富田小学校 体育館・グラウンド
対 象：６歳～７９歳までの健康な男女で富田地
区在住または、通勤・通学の方
持ち物：タオル・運動しやすい服装・上靴（体育
館で使用します。上靴がない方は、綺麗
な運動靴をお持ちください）
申込先：富田地区社会福祉協議会事務局
電話３６６－１５１３
申込締切：２月１３日（金）

日 時：２月２７（金）１０時～１１時３０分
場 所：富田地区市民センター １階 和室
内 容：絵本よみかたり、ふれあいあそび
参加費：無料

～地産物を使用した減塩料理～
日 時：２月２０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 申込先：富田地区市民セン
ター 電話３６５－１１４１

日
内

販売価格：１個５００円
販売場所：富田地区市民センター
２階 富田地区社会福祉協議会
販売開始：２月１６日（月）９時～
※電話での受付・予約はできません。
【問合せ】
富田地区社会福祉協議会
電話３６６－１５１３

日
内

時：３月８日（日）１３時３０分～１５時３０分
容：認定補聴器技能者 山田 幸 さん
場 所：四日市市総合会館
「補聴器はどこで相談したらいい？－どこで買っても同じじゃないよー」
時：３月２１日（土）１３時３０分～１５時３０分
容：（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 要約筆記部副部長
三重県難聴・中途失聴者協会 副会長 藤谷 弘晃 さん

「自分の聴こえやコミュニケーションを上手に説明しましょう！―便利な筆談グッズ、筆談アプリも紹介―」

申込・問合せ：２月２６日（木）までに電話、ＦＡＸ、メールでお願いします。
【四日市市障害者福祉センター】
電話３５４－８２７５、ＦＡＸ３５４－８４２６、メール y-with@m3.cty-net.ne.jp

【

一般

】

児童

】

わたしはマララ

英国一家、ますます日本を食べる

あかちゃん社長がやってきた

日本邦楽まつり
※無料
日時：２月２１日（土）１３時～１６時

虚ろな十字架

アイネクライネナハトムジーク

うんこ！

銀翼のイカロス

死ぬまでに行きたい！世界の絶景

うみの１００かいだてのいえ

２月２２日（日）１０時～１６時
場所：四日市市文化会館 第２ホール
内容：日本で生まれ育った伝統の音楽、邦楽の
世界をお楽しみください
キッズ・ドリーム・コンサート
～第２５回記念 年にいちどのこんさーと～
日時：２月２２日（日）１４時～
場所：四日市市文化会館 第１ホール
内容：第１部「アナと雪の女王」など子どもの

鹿の王

ふくらはぎをもんで健康長寿！

１００かいだてのいえ

男のええ加減料理

ぼくのおふろ

一生作り続けたいおかず

ぼくのトイレ

奏でる楽しいアンサンブル 第２部東日
本大震災で亡くなった方に思いを伝える
「風の電話」をモチーフに創作された子
どもミュージカル「緑の風の中で」
料金：前売り指定席９００円（当日１０００円）
文化会館にて販売中
【問合せ】文化振興課 電話３５４－８２３９

親鸞

上・下
完結編

上・下

アクアマリンの神殿
昭和の犬
破門
３時のアッコちゃん
嫌われる勇気

放送チャンネル 地上デジタル１１ＣＨ
✿１１ＣＨの視聴・録画にはチャンネル再
スキャンが必要です。
【問合せ】文化振興課 電話３５４－８２３９

※新刊書は、センター おやすみ、はたらくくるまたち
事務所のカウンター
おかしなおかし
にあります。
おやおや、おやさい
だめよ、デイビッド！
三洋堂書店

施
工
約 延
７ 長
７
ｍ

市道ご利用の皆様には工事中大変ご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願 県道上海老茂福線
い申し上げます。
（富田山城道路）
工事は夜間２０時～翌朝６時までに行います。
・規制方法 片側交互通行
四日市
・工事期間 ２月中旬に１週間程度
東ＩＣ
（詳細な日時は予告看板にてお知らせします）

「第４回郷土が誇る芸能大会」のもようがケーブルテレビで放送されます。【富田の石取祭は第１部】
放送日時：２月１８日・２０日・２５日・２７日
１０時～芸能大会 第１部の放送
１３時～芸能大会 第２部の放送
※ただし、放送日が変更となる場合があります。

【

【問合せ先】四日市市役所 道路整備課
電話３５４－８２１２
【施工業者】株式会社 伊藤興業
電話３３９－１０２２
１

阿
倉
川
西
富
田
線

国道１号
国道２３号
イセキ

四日市

新春ふれあい凧揚げ大会を開催

防災講演会～防災と地域と男女共同参画～

善教寺で消防訓練を実施

1 月 18 日（日）午

1 月 25 日（日）午前 10 時か

1 月 26 日（月）午前９

後１時半から、富双緑

ら、富田地区連合自治会・連合自

時半から、善教寺で消防訓

地で富田地区連合自治

主防災隊主催の「防災講演会～防

練が行われ、近隣の住民の

会主催の「第 9 回新春

災と地域と男女共同参画～」が地

方や、北消防署・富田分団

ふれあい凧揚げ大会」

区市民センター2 階ホールで行わ

が参加しました。26 日は全

が開催されました。

れました。講師は NPO 法人四日

国一斉の文化財防火デーに

市男女共同参画研究所 代表理事

あたり、訓練は防火意識の

月に富田小学校 1 年生

の坂倉加代子さんです。この防災講演会と同時に「虫送り作文の表

高揚及び消防技術の練磨向

へ連凧の絵を依頼。新

彰式」
（賑わいのある文化の香るまちづくり委員会主催）と炊出し訓

上を目的としています。訓練では１１９番通報から消防車が到着す

練を兼ねた餅つき、報恩講汁の振る舞いが恒例行事となっています。

るまで 10 分弱かかりました。サイレンを鳴らさない通常走行とい

この日のために 12

年早々、自治会長さんたちが骨組みを付け、糸を通して仕上げまし
た。当日午前中は地域の方の協力により豚汁を調理。現地では東富
田の方の協力で、豚汁とお茶の給仕もしていただきました。

防災講演会で講師は防災における“女性の
視点”の大切さを話されました。阪神淡路大

うことを差し引いても消防車はすぐには到着しないということで、
近隣の方の初期対応が文化財を守る上でカギとなります。

震災、東日本大震災では表面には出ませんが、
避難所でのセクハラ被害も多かったそうで
す。共同生活となりますので、女性でないと
わからないことがあり、配慮が足らないこと
がたくさんありました。男性が集まる場所の
近くにトイレがあり、我慢しすぎて膀胱炎に
なったり、衣料品を配るのが男性の場合、遠慮されたりしました。
豚汁の調理

受付で参加賞を配布

富双緑地は青空が広がり、絶好の凧揚げ日和になりました。青空
に数本の連凧が舞いました。凧揚げの後はあたたかい豚汁が配られ、
200 食分の豚汁は早めに“売切れ”となりました。

妊婦への配慮、粉ミルクの備蓄など、女性の視点がないと見落しが

寺の鐘を打ち鳴らし周知する「早鐘」

ちです。講師は女性であっても防災の話し合いに積極的に参加すべ
きだし、組織の側も受け入れるよう話されました。

地区社協のサロンで集いましょう！

講演会のあとは「虫送り」参

富田地区社会福祉協議会 宅老所運営委員会では以下のサロンを

加感想文の表彰式が行われまし

運営しています。交流や生きがいづくりの場として皆様に楽しんで

た。子どもたちは会場のたくさ

いただけるようスタッフが工夫しお待ちしています。お近くのサロ

んの方が見守る中で、北村町の

ンへ是非ご参加ください。

妹尾虫送り実行委員長から一人

名 称
ひだまり

ずつ表彰を受けました。
炊出しは前日から準備してい
ただき、賑わいのある文化の香るまちづくり委員会による報恩講汁、
自分の凧はもう揚がったかな?

青空に凧の競演

防災関係者によるお餅をセンター前駐車場でいただきました。

歌おう会

いこいの
サロン
なかよし
クラブ
すみれ
サロン
お茶と豚汁の給仕

親子で豚汁を賞味

初期消火の訓練

大きな大根が入った報恩講汁

センター前の賑わい

２

場所
宅老所
ひだまり
（中町）
丸の内公会所
（丸の内町一区）

開催日時※
主な内容
毎週水曜日
・在介センターによる血圧測定・
10 時～16 時
健康相談・栄養指導・映画上映
・手芸・折り紙・ゲーム・歌ほか
第２水曜日 ・お達者クラブの体操・塗
10 時～12 時
り絵など
最終水曜日 ・みんなで歌う。出前講座
13 時～15 時
など
願入寺
1 回/月（不定期） ・在介センターによる映
（寺町）
13 時～15 時
画上映、体操など
茂福公会所 第１・４水曜日 ・お達者くらぶの体操（出
（茂福北ノ町） 9 時～12 時
前）
富田霊園
第３火曜日
・瀬戸内寂聴の法話 CD
公会所
13 時半～16 時
を聴く

※開催日時は変更になることがあります

