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℡ 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/

～羽津をまるごと知ろう～ 第１０回 「羽津学」

テーマ 第２講 「社叢林の景観と保存活用」

講 師 桐生 定巳さん（四日市市文化財保護審議会委員）

日 時 ７月２０日（日） ９：００～１１：３０

場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

＊センター２階ホールから志氐神社へ向かい社叢の観察などを

行います

※長袖、長ズボン、帽子を着用。歩きやすい靴でお越し下さい。

暑い時期です。飲み物を各自ご持参下さい。

今後の予定 ・・・・詳細は後日お知らせします

◎１１月２２日（土）「寺院建築の見方」 広島大学大学院教授 三浦 正幸さん

◎平成２７年２月 「バスで行く文化財巡り」

<問い合わせ先> 羽津郷土史と民俗研究会 森さん ＴＥＬ ３３１－５０７１

岩田さん ＴＥＬ ３３１－４２０１

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から受付

（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

◆ 日 時 ７月１５日（火）１３：３０～１４：３０
◆ 場 所 羽津中公会所
◆ 内 容 「介護予防について」
◆ 対 象 おおむね６５歳以上の方

◆ 参加料 無料

◆ 持ち物 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

お越し下さい.。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。

◆ 申込み 不要 当日、直接会場へお越し下さい

< 問い合わせ先>>>>

四日市市北地域包括支援センター四日市市北地域包括支援センター四日市市北地域包括支援センター四日市市北地域包括支援センター ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３６５－６２１５３６５－６２１５３６５－６２１５３６５－６２１５

羽津在宅介護支援センター羽津在宅介護支援センター羽津在宅介護支援センター羽津在宅介護支援センター ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３４－３３８７３３４－３３８７３３４－３３８７３３４－３３８７

再再再再 掲掲掲掲

再再再再 掲掲掲掲

自分で作った紙飛行機を緑の芝生の上で青空に飛ばそう！

よく飛ぶ紙飛行機の作り方、飛ばし方を専門家が指導！！
<主 催>

ＮＰＯ法人 緑の会羽津

羽津地区市民センター
☆日 時 ７月２６日（土） ９：００～１２：００

受付９：００～ ＊悪天候の場合は２７日（日）に順延

☆場 所 垂坂公園・羽津山緑地 交流広場

☆対 象 どなたでも参加できます

☆参加費 無料（材料は準備します）

☆定 員 ５０名（先着順）

☆内 容 紙飛行機の滞空時間コンテスト

（上位入賞者に記念品あり）

手作りの竹ボックリで遊ぼう

<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）

空飛ぶヘリウム風船！！
小学生の方に

お１人１個限りプレゼント

（羽津の木）

申込み 不要

参加費 無料



四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも

受講していただける講座です。「人生観」「地域活動」「高齢社会」「音楽」「経済」

などのテーマ別に五つのコースがあり、複数コースの受講も可能です。

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 またはまたはまたはまたは

ホームページ（ホームページ（ホームページ（ホームページ（http://www5.city.yokkaichi.mie.jphttp://www5.city.yokkaichi.mie.jphttp://www5.city.yokkaichi.mie.jphttp://www5.city.yokkaichi.mie.jp）でご案内しています。）でご案内しています。）でご案内しています。）でご案内しています。

申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センター、

楠総合支所などにあります。多くの方のお申し込みをお待ちしています！！！！

申込期間：６月２０日（金）～７月１８日（金）必着申込期間：６月２０日（金）～７月１８日（金）必着申込期間：６月２０日（金）～７月１８日（金）必着申込期間：６月２０日（金）～７月１８日（金）必着

<問い合わせ先>

文化振興課（ＴＥＬ ３５４－８２３９）

受講者募集受講者募集受講者募集受講者募集

～～～～ハンセン病問題のいまとこれからハンセン病問題のいまとこれからハンセン病問題のいまとこれからハンセン病問題のいまとこれから～～～～

日時日時日時日時 ７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日((((土土土土) ) ) ) １３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０

場所場所場所場所 四日市市総合会館四日市市総合会館四日市市総合会館四日市市総合会館 ８階８階８階８階 視聴覚室視聴覚室視聴覚室視聴覚室

☆ 入場無料入場無料入場無料入場無料

☆ 手話通訳・字幕付手話通訳・字幕付手話通訳・字幕付手話通訳・字幕付

☆ 託児は７月１７日託児は７月１７日託児は７月１７日託児は７月１７日((((木木木木))))までに予約必要までに予約必要までに予約必要までに予約必要

【問い合わせ先】四日市市人権センター【問い合わせ先】四日市市人権センター【問い合わせ先】四日市市人権センター【問い合わせ先】四日市市人権センター
ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５４－８６０９３５４－８６０９３５４－８６０９３５４－８６０９ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ３５４－８６１１３５４－８６１１３５４－８６１１３５４－８６１１

ＥメールＥメールＥメールＥメール jinkencenter@city.yokkaichi.mjinkencenter@city.yokkaichi.mjinkencenter@city.yokkaichi.mjinkencenter@city.yokkaichi.miiiie.jpe.jpe.jpe.jp

よっかいち人権大学あすてっぷよっかいち人権大学あすてっぷよっかいち人権大学あすてっぷよっかいち人権大学あすてっぷ2014201420142014
よっかいち人権大学あすてっぷ２０１４よっかいち人権大学あすてっぷ２０１４よっかいち人権大学あすてっぷ２０１４よっかいち人権大学あすてっぷ２０１４ 公開講座公開講座公開講座公開講座

申し込み不要申し込み不要申し込み不要申し込み不要

ニッケン学園

「多文化共生フェスタ」のご案内

テーマ：出会う ふれあう わかりあう

羽津地区内にある、市内唯一のブラジル人学校「ニッケン学園」が、創立10周年を

記念して多文化共生・交流イベント「多文化共生フェスタ」を行います。

皆さま、ぜひご来場ください！！

日 時 ７月２６日(土)１４：３０～１６：００ 多文化共生を学ぶセミナー

１６：００～２１：３０ ステージショー、屋台など

場 所 ニッケン学園（四日市市富士町８－６６）

内 容

◆ステージ：南米の民族音楽やダンス、カポエイラ（音楽に合わせて演じる格闘技）

の実演、羽津地区のサークルによる和太鼓の演奏など

◆日本と南米の交流の歴史から多文化共生を学ぶセミナー（参加自由）とパネル展示

◆南米の料理などの屋台、ゲームなど

後 援 四日市市 四日市市四日市市四日市市四日市市教育委員会 三重県

<問い合せ先> ニッケン学園 ＴＥＬ ３３３－３０００

あいさつがあいさつがあいさつがあいさつが 笑顔で作る笑顔で作る笑顔で作る笑顔で作る 羽津のまち羽津のまち羽津のまち羽津のまち

あいさつがあいさつがあいさつがあいさつが 世代をつなぎ広がる輪世代をつなぎ広がる輪世代をつなぎ広がる輪世代をつなぎ広がる輪

平成２６年度

固定資産税・都市計画税

納期のお知らせ

納期限 ７月３１日（木）

納期限までに納付してください

収納推進課

ＴＥＬ ３５４－８１４１

胸部検診（結核・肺がん検診）
締切りせまる

申込み締切り ７月１６日（水）

<場所>羽津地区市民センター

<日時>８月２２日（金）

１３：００～１５：００

上記の期限が過ぎても他の会場・日程

でおこなっています。詳細は５月下旬号

別冊をご覧ください。


