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表彰おめでとうございます

平成 26 年度表彰を受けられた方々

7/10 平成 26 年度四日市市民生委員児童委員大会
9/27 第 52 回四日市市老人福祉大会

四日市市長表彰

四日市市老人クラブ連合会会長表彰

芋掘り＆焼き芋体験

三 世代交 流イベ ントとし て、
「緑ゆたかな北小松を守る会」
が主催。北小松町自治会・長寿
会・レディースクラブの皆さん
と、内部地区で活躍している 4
つの子育て支援団体およそ
120 人が参加しました。

加藤 勝さん
堀田正義さん
白井孝義さん

10/12 第 45 回四日市市民スポーツフェスタ

優良老人クラブ連合会会長表彰

波木が丘長寿会

スポーツ有功賞

水谷 渉さん
竹内 健さん

10/28 平成 26 年度四日市市自治会長大会

永年勤続自治会長表彰 5 年表彰

11/10 平成 26 年度四日市市社会福祉大会

市長表彰

11/21 平成 26 年度全国社会福祉大会

中央共同募金会会長表彰

12/18 四日市南警察署長感謝状

采女が丘自治会グリーンパトロール

1/11 消防出初式

小古曽町 堀 勝美さん

平成 26 年度内部地区福祉講座

ボランティア虹の会代表 田中英子さん

三重県消防協会表彰（精勤章）

田中英子さん
佐藤幸成さん
堀

泰三さん

馬場正徳さん

内部地区にすいせん花壇がひろがっています

11 月

NHK で内部線を紹介

「内部の花すいせんを育てる
会」の働きかけで内部地区内
に新しく 3 か所（内部小学校
前の県道沿い、内部交番横の
空き地、波木が丘中公園）に
すいせん花壇が生まれまし
た。会では百万本のすいせん
を目指しています。

第 46 回内部地区文化祭
内部小学校において行われた内
部地区文化祭では、特別出演の
内部中学校吹奏楽部が熱演。約
700 人の聴衆が詰めかけ、79
名の部員が織りなす生演奏の大
迫力に聞き入りました。

11 月 2 日

11 月 6 日

自然観察とクリスマスリース作り

夕方の番組ホットイブニン
グ三重で「日本一狭い鉄道一
日旅」と題して内部線を紹
介。午前 5 時 26 分の始発か
ら午後 11 時 16 分の終電ま
で、生活の足として親しまれ
ている内部線のさまざまな
表情を伝えました。

子育て支援講座「防災ピクニック報告会」
「災害時にあなたならどう逃
げる！」をテーマに子育て真最
中のお母さんを対象とした防
災講座。
「冒険広場をつくる会」
が実際に行った「防災ピクニッ
ク」での体験に基づいて報告と
議論が行われました。

11 月 21 日

ボランティア虹の会と内部地区
市民センターが主催する福祉講
座。3 回シリーズの最終回では、
NPO 法人四日市男女共同参画研
究所の坂倉加代子さんが“人生
100 年時代のよもやまばなし
“と題し、老後の課題について話
されました。

三重県消防協会北勢支会長表彰（表彰徽章・感謝状）橋本 剛さん
四日市市長感謝状

11 月 8 日

11 月 7 日

11 月 23 日

采女が丘町自治会と子ども
会が主催、子ども 35 名と保
護者 15 名が参加。講師の四
日市自然保護推進委員桐生
定巳先生の指導で材料の採
取からリース作りまで楽し
い里山教室となりました。

県道 8 号四日市鈴鹿環状線改良工事開始

11 月

今年度の工事は延長約 60m、
南部丘陵公園から波木南台へ
抜ける道路のクランク部でス
タート。10 月頃からブルドー
ザーが山に上り、土砂の掘削
が行われています。工事は来
年度から本格化する見込み。

①

平成 26 年度内部地区総合防災訓練

11 月 30 日

CTY で「独楽まわし祭り」を特集

内部地区 19 自治会から 648
人が参加。大筋では昨年とほぼ
同様の内容でしたが、今回は 8
月の台風 11 号来襲時の全市避
難指示に関連して、市危機管理
室による特別警報についての
説明が組入れられました。

年の瀬にお届けする温かいきもち

12 月 23 日

ちゃんねるよっかいちで内部を放送

１月 11 日

土砂災害危険区域の調査結果説明会

郷土が誇る芸能大会にココナッツが出場

四日市市文化会館で行われた
「第 4 回 郷土が誇る芸能大
会」に内部地区からダンスチ
ーム「Coconattu（ココナッ
ツ）」が、出場中唯一のキッズ
チームとして元気いっぱいに
ダンスを披露しました。

1 月 26 日～

1 月 17 日

2 月 15 日

内部中学校において「内部地
区人権啓発集会」が開催。女
性講談師一龍斎春水さんによ
る「金子みすゞの生涯」と題
する講談があり、子どもから
大人まで約１２０人もの人が
参加。１時間半に及ぶ熱演に
心打たれました。

ライオンズクラブが釆女城跡の整備

2 月 15 日

四日市中央ライオンズクラブ
の皆さんにより老朽化した木
道が前よりも良くなって生ま
れ変わりました。防腐処理し
た角材の手配から、搬入・運
搬、取り付け工事まで、ボラ
ンティアとは思えないプロ顔
負けの仕事ぶりでした。

郷土の歌を歌おう・・・歌謡教室

2 月 3 日～

うつべ町かど博物館が昨年発行
した郷土の歌の歌謡教室（3 月
末までに 4 回）が開かれていま
す。元歌手として活躍された采
女町の山口亮さんが指導し、小
古曾の四季・小古曾音頭・杖衝
坂情話・采女の歌を歌います

四日市市の市政情報番組「ち
ゃんねるよっかいち」で内部
地区を放送。北小松ラジオ体
操・うつべ町かど博物館・采
女城跡保存会・内部っ子はげ
まし隊・内部ほたるの里を育
てる会・内部の花すいせんを
育てる会・ボランティア虹の会の 7 団体が取り上げられま
した。

内部地区人権啓発集会

CTY の地域紹介コーナー「ケー
ブルナビゲーションおじゃまし
ます」において、昨年 12 月 5 日
内部小学校で行われた武ちゃん
の「独楽まわし祭り」と、これを
支援する内部っ子はげまし隊の
活動の様子が放送されました。

「土砂災害防止法」にかかる基
礎調査結果及び区域指定の住民
説明会が内部地区３か所で開
催。 急傾斜地や土石流などの危
険地域は三重県では 16,000 か
所、内部地区では急傾斜地 60
か所、土石流 4 か所が指定予定
地に設定されています。

ボランティア虹の会による
「あったか訪問」。クリスマ
スの時期に行う２回目は、虹
の会の 16 名、団体事務局職
員 2 名、内部中学校の生徒・
先生 9 名が 210 人分のお弁
当を作り、各町の民生委員が
届けました。

、ｋｍ

1 月 26 日

今回は 11 月～3 月上旬までのホームページかわら版
記事 29 本から 18 本を取り上げました。なお、3 月
中旬以降も以下の行事が予定されています。
3/28

スポーツチャレンジデー

3/27

認知症・介護予防講座
「みんなで学ぼう！コグニサイズ」

はげまし隊のおじさんありがとう

2 月 13 日

内部幼稚園では日頃お世話に
なっている内部っ子はげまし
隊を招いてお礼のおもてなし
をする「ありがとう会」を開
催。はげまし隊のメンバー18
人が参加し、孫の様な園児の
演技や、一緒の給食など楽し
い時間を過ごしました。

3/24

四日市市議会 議会報告会

3/20

防災講演会「防災・減災対策について」

3/17

お家でできる生ごみのリサイクル講座

3/11

第 3 回まちづくり講座

地域の話題をお届けする内部地区ホームページ
内部地区ホームページで検索又は http://www.utsube.jp/
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