
今井　愛子 霞南・霞北・白須賀町各自治会 大森　正美 羽津山町1～2番、11～22番

森　洋子 富士町・金場町 夛賀　節子 羽津山町3～10番

久志本　忠典 八田一丁目 北出　賢博 別名一丁目1～4番、7～17番

内田　かをり 八田二・三丁目 森　朱美 別名一丁目5.6.18.19別名二丁目

山下　洋子 羽津町1～12番 藤本　悠紀子 別名第三自治会

能登　智津子 羽津町13～23番 森　三千代 別名第四自治会

藤井　久子 城山町 旭　哲也 別名五・六丁目

木村　明美 大宮町1～13番 佐藤　敏明 山手町

須藤　啓一 大宮町14～27番 森　和行

井上　キヨ子 大宮西町 寺村　剛

樋口　京子 羽津中一・二・三丁目 相松　正則 南いかるが町

平野　信幸 羽津小学校区 波戸　洋子 羽津北小学校区

　　担当地区（町名・自治会名）

益田　一明 別名一丁目1～4番、7～17番 眞榮城　元博 別名五・六丁目

伊藤　米吉 別名第四自治会 西脇　良孝

別所　健治 羽津北小学校区

回
覧

担当地区（町名・自治会名） 担当地区（町名・自治会名）

氏　　　　名

氏　　　　名

担　当　地　区 氏　　　　名 担　当　地　区

氏　　　　名 担　当　地　区

氏　　　　名 担　当　地　区

氏　　　　名 氏　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　介護予防介護予防介護予防介護予防のためののためののためののための基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識をををを学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう

★　日　時　　１２月２６日（木）　１３：３０～１４：３０
★　場　所　　羽津地区市民センター　２階ホール
★　対象者　　おおむね６５歳以上
★　内　容　　「低栄養について」
★　持ち物　　筆記用具、タオル、飲み物など
　　　　　　　動きやすい服装

　※参加される際、緊急連絡先をお伺いしております。あらかじめ、連絡先が
　　分かる物をお持ち下さい。

問い合わせ先
　　　　四日市市北地域包括支援センター　　ＴＥＬ　３６５－６２１５
　　　  羽津在宅介護支援センター　　　　　ＴＥＬ　３３４－３３８７

お お お お 知 知 知 知 ら せら せら せら せ 平成２５年１２月５日（№１７）

羽津地区市民センタ－
 ℡ 331－4465
羽津地区まちづくり推進協議会
 ℡ 331－5333 （事務局）
 ホームページ
　http://hazu.org/

　　　民生委員・児童委員・主任児童委員のご紹介

 ３３３３年間年間年間年間おおおお世話世話世話世話になりますになりますになりますになります。　。　。　。　よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
　

緑丘町、大字羽津（別名第二自治会）

羽津いかるが町自治会（南いかるが町を除く）

 民生委員 民生委員 民生委員 民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                      　（敬称略）

主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    　　（敬称略）

　なおなおなおなお、、、、今回退任今回退任今回退任今回退任されましたされましたされましたされました下記下記下記下記のののの方方方方々々々々にはにはにはには、、、、地区地区地区地区のためごのためごのためごのためご尽力尽力尽力尽力いただきいただきいただきいただき
ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。

羽津いかるが町自治会（南いかるが町を除く）

主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員　　　　　　　（敬称略）

民生委員民生委員民生委員民生委員・・・・児童委員児童委員児童委員児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　（敬称略）

　　「　　「　　「　　「自分自分自分自分のののの身身身身はははは自分自分自分自分でででで守守守守ろうろうろうろう」」」」実践講習会実践講習会実践講習会実践講習会
◎日　時　　１２月１５日（日）　１０：００～１２：００
◎場　所　　羽津中学校　体育館
◎対　象　　羽津地区住民（特に女子中学生）
◎講　師　　四日市北警察署員
◎申込み　　不要（直接、会場にお越しください）

＊護身術の実技指導がありますので、運動ができる服装と上履きをご用意ください。
＊駐車場に限りがありますので、近隣の方は徒歩・自転車でお越しください。

＜問い合わせ先＞
　　　　　　羽津地区まちづくり推進協議会事務局　　ＴＥＬ　３３１－５３３３

再掲再掲再掲再掲

参加費無料
申込み不要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜子育て支援講座＞

　　みんなでにこにこミュージックの音楽を聞いて楽しい時間を過ごしましょう♪♪
　　　　　　　　　よいこのおともだちにプレゼントがあります♪

　◆日　時　　１２月１４日（土）　　１０：００～１１：３０
　◆場　所　　羽津地区市民センター　　２階ホール
　◆定　員　　４０組（定員になり次第、締め切ります）
　◆対　象　　地区内に在住で幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者
　◆参加費　　無料
　◆申込み　　１２月３日（火）８：３０より市民センターの窓口で受付します。
　　　　　　　電話での申し込みは受付けません。直接本人が申し込んで下さい。
　
　＜問い合わせ先＞　　羽津地区市民センター　　ＴＥＬ　３３１－４４６５

再掲再掲再掲再掲



１２月 １月

２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

（木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

　　月・木

　収集区域

　　火・金 常任委員会

　収集区域

総合会館
　　　７階
　　第１研修室

道路、住宅、上下
水道、区画整理、
環境衛生など

シティ
ミーティング

テーマ
防災対策について

四日市の農業政策
事業について

子ども子育てに
ついて

交通施策について

所轄
事項

市政の企画、財
務、危機管理、
消防など

商工業、農林水産
業、市民文化、市
立病院など

教育、こども、
健康福祉など

日　　時
１月７日（火） １月８日（水）

１８：３０～２０：４５ １８：３０～２０：４５

総　務 産業生活 教育民生 都市・環境

会　　場
あさけプラザ
　２階
第４・第５会議室

小山田地区
　　　　市民センター
　２階　大会議室

中消防署中央分署
　　３階
　　多目的ホール

休 休 休 ーー ○ 休 休

休 休 休 ○○ ー 休 休休

○ 休 休

○

ー

ー 休

　★日　時　　１２月２４日（火）　　９：３０～１１：３０
　★場　所　　羽津地区市民センター　　２階ホール
　★講　師　　内田　美聰（みさと）　さん
　★定　員　　２０名  　（小学生以上）
                      ＊小学１・２・３年生は保護者が同伴してください
　　　　　　　　　　　＊定員になり次第締め切ります
　★材料費　　１セット　５００円　　＊当日集金します
　　　　　　　　初心者向け
　　　　　　　　　　３種類「拾餌」　（えひろい）・「花見車」（はなみぐるま）
　　　　　　　　　　　　　「妹背山」（いもせやま）
　　　　　　　　体験者向け
　　　　　　　　　　２種類「布晒」（ぬのざらし）・「呉竹」（くれたけ）
　★持ち物　　はさみ・筆記用具
　★申込み　　１２月６日（金）８：３０より市民センターの窓口、または電話にて
　　　　　　　受付を開始します

　＜問い合わせ先＞　　羽津地区市民センター　　ＴＥＬ　３３１－４４６５

伝承折伝承折伝承折伝承折りりりり紙紙紙紙

再掲再掲再掲再掲

年末・年始「ごみ・し尿」収集のお知らせ
１、もやすごみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印は収集日

２、もやさないごみ・資源・ペットボトル
　　「ごみ収集日程表」のとおり
　　　※粗大ごみ戸別有料収集の受付は、１２月２７日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月　６日（月）から

３、し尿
　　年末は１２月２８日（土）まで（楠地区は１２月２７日（金）まで）
　　年始は　１月　６日（月）から

　＜問い合わせ先＞　　生活環境課　　ＴＥＬ　３５４－８１９２

　　　　【　　　　【　　　　【　　　　【文化展望文化展望文化展望文化展望・・・・四日市四日市四日市四日市　　　　ララララ・・・・ソージュソージュソージュソージュ３１３１３１３１号号号号】】】】

　公益財団法人四日市市文化まちづくり財団では、「ふるさと四日市を知る本」
として１１月１日に【文化展望・四日市　ラ・ソージュ３１号】を発行しました。
　伊勢神宮式年遷宮を記念して、伊勢と四日市の関係を浮世絵や郷土芸能などをテーマに
特集を組みました。また、市内の小中学校を紹介する「「「「こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは母校母校母校母校ですよですよですよですよ」」」」はははは、、、、
「「「「羽津小学校羽津小学校羽津小学校羽津小学校」」」」の萬古焼や米づくりなどを紹介しています。その他、四日市が生んだ歌姫
Ｍｓ．ＯＯＪＡのインタビューや四日市にゆかりのある人々のエッセイなどを掲載してい
ます。

＜問い合わせ先＞
　公益財団法人四日市市文化まちづくり財団　四日市市文化会館　文化振興グループ
　　ＴＥＬ　　３５４－４５０１

            四日市市議会            四日市市議会            四日市市議会            四日市市議会　　　　議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

　１１月定例月議会の報告会を、下記のとおり常任委員会ごとに４会場で、開催いたします。
報告後は市民の皆さまとシティ・ミーティング（意見交換会）を開催いたします。
お聴きしたご意見は今後の参考とし、より活力のある四日市を目指します。どうぞお気軽に
お越しください。

◇日時・会場

第第第第１１１１部部部部：：：：議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会　　　　　　　　第第第第２２２２部部部部：：：：シティシティシティシティ・・・・ミーティングミーティングミーティングミーティング（（（（意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会））））

※全会場、手話通訳いたします。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめ了承願います。
※都市・環境常任委員会（総合会館）に参加ご希望で、お車でお越しになる方は、
　市営中央駐車場に駐車してください

◇対 象 者　　　　市内に在住または通勤・通学する人

◇問い合わせ先　　四日市市議会事務局　議事課　広報広聴係
　　　　　　  　　ＴＥＬ　３５４－８３４０　ＦＡＸ　３５４－８３０４

　　　　　　　　販売所
・北洞書店　　　　　・じばさん三重
・杉本書店　　　　　・白揚
・宮脇書店四日市本店・四日市新光堂書店
・四日市市文化会館　・四日市市博物館
・メリーゴーランド
　

　　　　定価定価定価定価
 ５００ ５００ ５００ ５００円円円円

　　　　　あなたのペット近所迷惑になっていませんか？

　犬や猫を飼う方の責任です。他人に危害をくわえたり、鳴き声、吠え声などで迷惑をかけた
りすることのないように努めましょう。スコップ、ビニール袋を持参してフンの始末をしまし
ょう。


