お 知 ら せ

平成２６年１月１０日（№１９）

＜福祉レクリエーション＞

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/

簡単な体操や手遊びゲームをしたり、童謡や唱歌を歌います
□日 時
□場 所
□講 師
□持ち物

＜協賛＞
老人クラブ
「春風会」

本年もどうぞよろしくお願いいたします
羽津地区市民センター・まちづくり推進協議会

１月２４日（金） １３：３０～１５：００
羽津地区市民センター ２階 ホール
参加費無料
片岡 久美子さん（健康体育指導員）
申込み不要
タオル・水分補給の飲み物
＊動きやすい服装でお越しください
＊どなたでも参加できます
□問い合わせ先 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

職員一同
参加費無料・申込み不要

毎年
恒例

つきたてのお餅をいただきます！
「羽津障がい児友の会つばさ」が、羽津地区民生委員児童委員の協力の下、
もちつき大会を開催します。みなさまの参加をお待ちしています。

✿日 時
✿場 所
✿参加費
✿内 容
✿その他
✿申込み

１月２６日（日）１０：００～ なくなり次第終了します ＊雨天決行
羽津会館 駐車場
無 料
つきたて餅とトン汁・ビンゴゲーム・バルーンアート
小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴で参加してください
１月１３日（月）までに、参加者氏名・住所・連絡先を
電話（３３３－３０８８ 服部）または、
メール（tsubasanokai2013@yahoo.co.jp）でご連絡ください

✥日 時
✥場 所
✥対象者
✥内 容
✥持ち物

問い合わせ先

☆場 所
☆参加費
☆申込み

２月８日（土）１８：００～１９：３０（受付１７：３０～）
＊悪天候の場合は、市民センターで天文教室を開催します
羽津小学校グラウンド
無 料
当日、会場にて受け付けます
＊小学生以下は、保護者同伴でお願いします
＊あたたかい服装でお越しください

☆問い合わせ先

NPO法人緑の会羽津 公園事務所
TEL ３３３－５５９７（９：００～１６：００）

あいさつで
回
覧

笑顔広がる

羽津のまち

四日市市北地域包括支援センター ＴＥＬ
羽津在宅介護支援センター
ＴＥＬ

～羽津を丸ごと知ろう～

■日 程

☆日 時

１月３０日（木）
１３：３０～１４：３０
羽津地区市民センター ２階 ホール
おおむね６５歳以上の方
「転倒予防」についてのお話
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの
＊動きやすい服装でお越しください
＊参加される際、緊急連絡先をお伺いしています
あらかじめ、連絡先がわかる物をお持ちください

歴史講座

第９回

３６５－６２１５
３３４－３３８７

「羽津学」

２月９日（日）＊雨天・雪天決行
再掲載
・出 発
８：００ 羽津地区市民センター駐車場
・行き先
忠盛塚（津市）、能褒野（のぼの）王塚古墳（亀山市）
峯城跡（亀山市）、桃林寺（鈴鹿市）
＊往路で御在所SAにて休憩、亀山安全文化村にて昼食
・帰 着
１７：３０頃予定
■定 員
４５名
■参加費
３，０００円（当日徴収します。バス代、保険代、昼食代）
■持ち物
飲み物、雨具、筆記用具
＊歩きなれた靴、温かい服装でご参加ください
＊坂などを少し歩きますので、必要な方は杖をお持ちください
■申込み
２月６日（木）まで ＊満席になり次第締め切ります
■問い合わせ・申し込み先
羽津地区まちづくり推進協議会事務局（市民センター２階）
TEL・FAX ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

再掲載
“考えよう
話題の飾り巻き寿司を、節分やひな祭りに作ってみませんか！
○日 時
○場 所
○講 師
○定 員
○材料費
○持ち物
○申込み

１月２７日（月） １０：３０～１２：００
羽津地区市民センター ３階 調理室
花村 明日香さん（飾り巻き寿司インストラクター）
１０名 ＊定員になり次第締め切ります
１，０００円
＊当日集金します
エプロン・三角巾・ふきん・持ち帰り用の容器
１月１０日（金）から、
市民センターの窓口、または電話で受け付けします
○問い合わせ・申し込み先
羽津地区市民センター
TEL ３３１－４４６５

新刊が入りました

市民センター

・ホテルローヤル
・正妻（上・下）
・夢を売る男
・ロスジェネの逆襲
・小さいおうち
・まほろ駅前狂騒曲
・富士山 うたごよみ
・からすのおそばやさん
・からすのやおやさん

３階

図書室

平日

「桃の花」

８：３０～１７：００

・人生は面白い
・９９歳ちりつもばあちゃんの
幸せになるふりかけ
・６０歳から脳を鍛える健康法
・戦場から女優へ
・ゆるすということ
貸し出し・・・１人５冊まで
（新刊は２冊まで）
期
間・・・２週間

地球と人への思いやり”

◆日 時 １月２４日（金）～１月２６日（日） １０：００～１７：００
◆場 所 近鉄百貨店 四日市店11階 近鉄アートホール
◆内 容 【展示】①環境コーナー ②食コーナー
③防災・防犯・住コーナー ④金融・相談コーナー
※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります
【ステージイベント】
お茶のお話、消費生活ワンポイント講座、寸劇（悪質商法）など
＊詳しくは「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください
◆問い合わせ先

子育てを
地域で支えあう

◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日

日
２月 ８日（土）
２月 ９日（日）
２月１５日（土）

◇勤務時間
◇時 間 給
◇申 込 み

給食パートを募集します

小学校給食調理員補助（給食パート）
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
◇問い合わせ先
四日市市教育委員会
※平成２６年２月中旬から勤務
教育総務課
８：２５～１６：５５（労働時間７時間４５分）
〒５１０－８６０１
８８１円（通勤費は別途支給）
諏訪町１ー５
応募を希望される方は教育総務課に電話のうえで
ＴＥＬ
履歴書を提出して下さい（郵送可）
３５４－８２３６

冬場の献血量不足を解消するため、
献血へのご理解と協力をお願いいたします

市民生活課 市民・消費生活相談室
四日市消費者協会

TEL ３５４－８１４７
TEL ３５７－５０６９

四日市市ファミリー・サポート・センター

新規援助会員講習会のお知らせ

子育てのお手伝いをする人（援助会員）に特別な資格は必要ありません
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？

２月１６日（日）

富洲原小学校

～聞き・見て・学び すぐ行動～

２月２２日（土）
２月２３日（日）

時
１０：００～１２：００
１３：００～１５：３０
１０：００～１２：００
１３：００～１５：３０
１０：００～１２：００
１３：００～１５：００
１０：００～１３：００
１４：００～１６：００
１０：００～１２：００
１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

内

容

相互援助活動の趣旨
発達障害とその子どもとの接し方
子どもの病気
子どもの世話（あそび）
子どもの心に寄り添う
安全で快適な環境づくり
子どもの栄養と食生活
子どもの安全と事故・救急法
小児看護
子どもの心と身体の発達
援助活動を円滑に進めるために
講習のまとめ

◇場 所 勤労者・市民交流センター 東館 ３階
◇教材費 ２，０５０円
◇託 児 無料ですが、事前に申し込みが必要です（先着１０名）
◇申込み ２月７日(金)までに、電話、ＦＡＸにてお申し込みください
◇問い合わせ・申し込み先
四日市市ファミリー・サポート・センター
（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３２３－００２３

