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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２６年 ６月 ２０日（№６）
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/

夏休みこども講座
「貝がらで風鈴を作ろう」

■■■■ 日日日日 時時時時 ７月２３日（水）７月２３日（水）７月２３日（水）７月２３日（水） １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

■■■■ 場場場場 所所所所 羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール

■■■■ 定定定定 員員員員 小学４年生～６年生小学４年生～６年生小学４年生～６年生小学４年生～６年生 ２０名（先着順）２０名（先着順）２０名（先着順）２０名（先着順）

■■■■ 参加費参加費参加費参加費 無料無料無料無料

■■■■ 申込み申込み申込み申込み ７月９日（水）８：３０から受付（電話または窓口にて）７月９日（水）８：３０から受付（電話または窓口にて）７月９日（水）８：３０から受付（電話または窓口にて）７月９日（水）８：３０から受付（電話または窓口にて）

<<<<申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先>>>> 羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５

おいしいね！ 夏休み クッキング教室
★ 日 時 ７月３０日（水） １０：００～１３：００

★ 場 所 羽津地区市民センター ３階 調理室

★ 定 員 小学生と保護者 １２組 ＊先着順

★ 講 師 羽津ヘルスメイトのみなさん

★ 参加費 おとな ５００円 ＊当日集金します

こども ３００円

★ 持ち物 エプロン・三角巾・ふきん・台ふき

★ 申込み ７月１日（火） ８：３０より受付

（電話または窓口でお申し込みください）

<申し込み・問い合わせ先 >

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

メニューは

お楽しみに

「社会を明るくする運動」 推進

グラウンドゴルフ大会
ナイター

in 四日市ドーム
・日 時 ７月２６日（土） 受付開始 １７：１０～

（終了予定 ２０：００）

・場 所 四日市ドーム

・参加費 ３００円（当日徴収します）

・試合方法 スタート （ショットガン方式）

２ラウンド（８ホール×２）

・申込み ７月１８日（金）までに下記へお申し込みください

<申し込み・問い合わせ先>

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）

記念品・参加賞

ホールインワン賞

他 あります

＊老人クラブ＊老人クラブ＊老人クラブ＊老人クラブ
「春風会」協賛「春風会」協賛「春風会」協賛「春風会」協賛

みんなで歌って

心も体も健康に
★日★日★日★日 時時時時 ７月８日（火）７月８日（火）７月８日（火）７月８日（火） １３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００

★場★場★場★場 所所所所 羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール

★講★講★講★講 師師師師 リズムメイトのみなさんリズムメイトのみなさんリズムメイトのみなさんリズムメイトのみなさん

★参加費★参加費★参加費★参加費 無料無料無料無料

※※※※申し込みはいりませんので、お気軽にお越しください申し込みはいりませんので、お気軽にお越しください申し込みはいりませんので、お気軽にお越しください申し込みはいりませんので、お気軽にお越しください

<<<<問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先>>>> 羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５

第１０回 「羽津学」 ～羽津をまるごと知ろう～

私たちの「はづ」を自由研究しませんか！

日 時 ７月 ５日（土） ９：００～１１：３０

・自由研究の仕方を知る

・研究テーマを決め、研究の進め方を考える

８月２３日（土） ９：００～１１：３０

・発表をする

場 所 羽津地区市民センター ２階 ホール

対 象 小学５年生～中学２年生

ひとりで、親子で、友達同士で（５人以内） ＊両日とも参加できる方

参加費 １人 ５００円（資料代）＊当日（７月５日）徴収します

申込み 窓口でお申し込みください

（応募用紙は、市民センター入り口のパンフレット置き場にあります）

締切り ６月３０日（月）

主 催 羽津郷土史と民族研究会・羽津地区まちづくり推進協議会

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

８月７日（木）9:00～11:30 進め方、まとめ方など困っていることの相談日

羽津地区一斉清掃

７月６日（日）

再再再再 掲掲掲掲



はづ子育て支援ぴよぴよ

TEL　３３１－４４６５

みのり保育所

TEL　３３２－２３９２

羽津保育園

TEL　３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

TEL　３３１－３６１５

羽津幼稚園

TEL　３３１－４７１２

　　　（３歳児対象）

１０：３０～１１：３０

前田町１８－１７ 赤水町９５７ 諏訪町２－２ 朝明町９１４－３

南中学校 総合会館
下野地区

市民センター

１階多目的
会議室

２階
大会議室

７階
第１研修室

２階
大会議室

県地区
市民センター

日　　時
７月８日（火）

１８：３０～２０：４５
７月９日（水）

１８：３０～２０：４５

常任委員会 総　　務 都市・環境 教育民生 産業生活

９日

（水）

４日 １１日

（金） （金）

９日

（水）

３日 １０日 １７日 ２４日 ３１日

（木） （木） （木） （木） （木）

　１日、　２日、　３日、　８日　、９日、１０日
１５日、１６日、１７日、２２日、２３日、２４日
２９日、３０日、３１日（火・水・木）

２日 ９日 １６日 ２３日 ３０日

（水） （水） （水） （水） （水）

の予定

幼稚園・保育園にまだ入園されていないお子さんと保護者の方に遊び場を提供して

います。（参加費は無料で、予約はいりません）

<場 所> 羽津地区市民センター 1階 和室（線路側入り口よりお入りください）

時 間 １０：００～１１：３０ （みのり保育所 ９：３０～１４：３０）

（羽津保育園 ９：３０～１１：３０）

１１日（金）１１日（金）１１日（金）１１日（金） 別名３丁目別名３丁目別名３丁目別名３丁目 東ソー社宅東ソー社宅東ソー社宅東ソー社宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００
大宮町大宮町大宮町大宮町 志氐神社志氐神社志氐神社志氐神社 １４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０
八田２丁目八田２丁目八田２丁目八田２丁目 「エステート羽津」前「エステート羽津」前「エステート羽津」前「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０

１６日（水）１６日（水）１６日（水）１６日（水） 緑丘町緑丘町緑丘町緑丘町 集会所駐車場集会所駐車場集会所駐車場集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

四日市市市民活動総合保険について
市民よる自主的、自発的な公益活動を支援するため、市民団体等による活動中

の事故による傷害等に対する補償を行っています。

市民活動中の死亡や怪我などへの補償をはじめ、これからの時期に多くなる熱中症

や食中毒も補償の対象になります。

【補償の概要】 ①賠償責任事故補償 【下記いずれも限度額】

身体賠償 １名 ５，０００万円 １事故 １億円

財物賠償 １事故 ２，０００万円など

②傷害事故補償 【（ ）内は熱中症、食中毒が原因の場合】

死亡 ５００万円（３００万円）

後遺障害 １５万円～５００万円（９万円～３００万円）

入院 １日につき３，０００円

通院 １日につき２，０００円

③疾病事故補償

死亡 １名５０万円

【補償の事例】（下記のような事故等が生じ、死亡又は治療を受けた場合）

・自治会の清掃活動で、樹木の剪定中、脚立が倒れて落下した

・町内運動会に借物競争に出場したが、転倒して手首を骨折した

・学童保育の最中に足を滑らせ机に頭をぶつけた

<問い合わせ先> 市民生活課 市民活動安全係 ＴＥＬ ３５４－８１７９

市民窓口サービスセンターが火曜日も開館に
７月１日から、近鉄四日市駅高架下にある市民窓口サービスセンターと観光案内所が、

年末年始以外は年中無休になります。ぜひご活用ください。

■営業時間 １０：００～１９：００（いずれも）

【市民窓口サービスセンター】

内 容 住民票、戸籍、税証明書の発行や住民異動届、戸籍届の受け付けなど

問い合わせ先 市民窓口サービスセンター ＴＥＬ ３５９－６５２１

【観光案内所「お休み処四十三茶屋】

内 容 観光パンフレットなどがあるほか、四日市産のお茶の試飲ができます。

問い合わせ先 四日市観光協会 ＴＥＬ ３５７－０３８１

所 管

事 項

市政の企画、

財務、危機管理、

消防など

道路、住宅、

上下水道、

区画整理、

環境衛生など

教育、こども、

健康福祉など

商工業、

農林水産業、

市民文化、

市立病院など

会 場

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

６月定例月議会の議会報告会を、７月８日、９日に開催します。

定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。

報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤

通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞ

お気軽にお越しください。

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等で

お知らせいたします。

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティミーティング（意見交換会）第２部：シティミーティング（意見交換会）第２部：シティミーティング（意見交換会）第２部：シティミーティング（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、あらかじめご了承願います

７月の自動車文庫


