
　　　避難場所 　　　　　　　　　　　　　　対　象　自　治　会

羽津北小学校　　　　　霞ヶ浦町北部・霞ヶ浦町南部・白須賀町・八田第一・八田第二

八田第三・羽津中第二

羽津小学校 富士町・金場町・城山町・羽津町第一・羽津町第二・羽津町第三

大宮第一・大宮第二・大宮第三・羽津中第一・羽津山町

羽津中学校 大宮西町・別名第一・別名第二・別名第三・別名第四・別名第五

別名第六・山手町・緑丘町・羽津いかるが町

回
覧

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２６年 ８月２０日（№１０）
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/

日 時 １０月 ２日（木） ９：３０～１１：３０

１０月 ９日（木） ９：３０～１１：３０

場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

講 師 八田 郁子さん

定 員 １５名 ＊羽津地区在住で２回とも参加できる方

材料費 １枚 ６００円（当日徴収します）

持ち物 なし

申込み ９月５日（金）８：３０より受付 （先着順）

（窓口・電話にて）

<申し込み・問い合わせ先>

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

（２回シリーズ）

来年の干支（未）を作って新しい年を迎えませんか！

図案は、初級者から上級者までいろいろあります。

乳幼児の応急処置の大切さを一緒に学びませんか

＊日 時 ９月１７日（水） １０：３０～１２：００

＊場 所 羽津地区市民センター ２階 ホール

＊講 師 四日市市北消防署 署員

＊内 容 １．新生児、乳児に対する異物除去や止血法

２．乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順

＊定 員 ４０組

＊申込み ９月３日（水）８：３０より受付

市民センター窓口にて受付いたします市民センター窓口にて受付いたします市民センター窓口にて受付いたします市民センター窓口にて受付いたします

＊当日の子育て支援「ぴよぴよ」 はお休みです

<問い合わせ先> 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

「新体力テスト」のお知らせ

日 時 ９月１４日（日）９：００～１２：００（所要時間５０分）

場 所 羽津北小学校体育館

参加費 無料

対 象 ２０歳から７９歳

持ち物 運動のできる服装・上靴・飲み物など

主催 四日市市スポーツ推進委員・まちづくり推進協議会健康推進部会

＊あなたは片足でどのくらい立てますか？瞬発力はどのくらい？

どのくらい歩くことができますか？今の体力を知り、次回テストまで何か

体にいいことを見つける機会に、一度参加してください。

＜問い合わせ先＞ スポーツ推進委員 西澤 ＴＥＬ ０８０－４２２５－２３９５

☆日 時 ９月７日（日） ８：００～１２：００
※ 雨天決行

☆内 容 避難訓練・避難所設営訓練 当日は午前８時にサイレンが鳴ります。

羽津地区市民センター、羽津ポンプ場、白須賀ポンプ場の三ヶ所の

サイレンが鳴ります。
近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い
します。

☆避難場所

問い合わせ先 羽津地区まちづくり推進協議会
羽津地区連合自主防災会 担当 齋藤
ＴＥＬ ３３１－５３３３ 携帯 ０９０－６０９１－８０５３

申し込み申し込み申し込み申し込み

不不不不 要要要要

９/１０(水)は

各戸配布する使用済乾電池・水銀体温計収集袋（赤色）か透明の袋または

半透明の袋で自治会の指定場所に出してください。

＊ 各戸配布する袋は広報９月上旬号と同時配布します

乾電池・水銀体温計の収集日です

～あなたは避難所がどのような所かを知っていますか～

参加費

無 料



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

１０：３０～１１：３０ (水） （金）

（３歳児対象） １０日 ２６日

１０：００～１１：３０ （金） （金） （金）

５日 １２日 １９日

３日 １７日

１０：００～１１：３０ （水） (水）

（木） (木） （木）

２日・３日・４日・９日・１０日・１１日
(火)　 (水)  (木)　(火)  (水)  (木)

９：３０～１４：３０ １６日・１７日・１８日・２４日・２５日・３０日
 (火)   (水)    (木)　　(水）　（木）　（火）

４日 １１日 １８日 ２５日

３日 １０日 ２４日

１０：００～１１：３０ （水） （水） （水）

９：３０～１１：３０ （木）

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）

市立四日市病院市立四日市病院市立四日市病院市立四日市病院 臨時職員（病棟介護職員）募集臨時職員（病棟介護職員）募集臨時職員（病棟介護職員）募集臨時職員（病棟介護職員）募集

【業務内容】 病棟における介助業務など

【勤務日時】 １６：００～２２：００（週３～５日程度）曜日、時間は相談に応じます。

【勤務場所】 四日市市芝田二丁目２－３７ 市立四日市病院

【応募資格】 介護職員初任者研修修了または旧ホームヘルパー養成研修

（旧訪問介護員養成研修）１級もしくは２級課程修了

【時 給】 １，２５３円

【その他】 通勤手当支給、自動車通勤可

【応募方法】 月曜日～金曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１５の間に

市立四日市病院総務課 総務係（３５４－１１１１）まで

電話をしてください。

夏休みこども科学教室夏休みこども科学教室夏休みこども科学教室夏休みこども科学教室

バブル入浴剤を作ろう！！バブル入浴剤を作ろう！！バブル入浴剤を作ろう！！バブル入浴剤を作ろう！！

好評につき追加開催します

日日日日 時時時時 ８月２８日（木）８月２８日（木）８月２８日（木）８月２８日（木） ９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０

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 羽津地区小学生羽津地区小学生羽津地区小学生羽津地区小学生 ２５名（保護者の方も一緒に参加できます）２５名（保護者の方も一緒に参加できます）２５名（保護者の方も一緒に参加できます）２５名（保護者の方も一緒に参加できます）

講講講講 師師師師 「コンビナート語り部」東ソー（株）ＯＢのみなさん「コンビナート語り部」東ソー（株）ＯＢのみなさん「コンビナート語り部」東ソー（株）ＯＢのみなさん「コンビナート語り部」東ソー（株）ＯＢのみなさん

申込み申込み申込み申込み ８月２０日（水）８：３０より受付開始８月２０日（水）８：３０より受付開始８月２０日（水）８：３０より受付開始８月２０日（水）８：３０より受付開始

電話または窓口にてお申し込み下さい電話または窓口にてお申し込み下さい電話または窓口にてお申し込み下さい電話または窓口にてお申し込み下さい

<<<<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

参加費参加費参加費参加費

無無無無 料料料料

１２日（金）１２日（金）１２日（金）１２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

１７日（水）１７日（水）１７日（水）１７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

９月の自動車文庫９月の自動車文庫９月の自動車文庫９月の自動車文庫

「自分の身は自分で守ろう」実践講習会「自分の身は自分で守ろう」実践講習会「自分の身は自分で守ろう」実践講習会「自分の身は自分で守ろう」実践講習会

悲惨な事件が連日のように発生しています。自分もいつ巻き込まれるか分かりません。
「いざ！というときに自分の身をどう守ればいいか」を実技を交えながら、楽しく学
んで頂けます。
◎日 時 ９月１４日（日） １４：００～
◎場 所 羽津中学校 体育館

◎対 象 羽津地区住民
◎講 師 伊藤英明さん（日中武道研究会東海支部）
◎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

あいさつで 笑顔広がる 羽津のまち

““““危険ドラッグ危険ドラッグ危険ドラッグ危険ドラッグ””””
非常事態非常事態非常事態非常事態 ３３３３（（（（スリースリースリースリー）））） 宣言宣言宣言宣言

（（（（脱法ハーブ脱法ハーブ脱法ハーブ脱法ハーブ・・・・脱法ドラッグ脱法ドラッグ脱法ドラッグ脱法ドラッグ））））

～～～～ 薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用 ダメダメダメダメ ゼッタイゼッタイゼッタイゼッタイ！！！！ ～～～～

１１１１、、、、買わない買わない買わない買わない。。。。

２２２２、、、、持たない持たない持たない持たない。。。。

３３３３、、、、使わない使わない使わない使わない。。。。

四日市薬物乱用防止対策協議会四日市薬物乱用防止対策協議会四日市薬物乱用防止対策協議会四日市薬物乱用防止対策協議会

四日市地区薬物乱用防止指導者協議会四日市地区薬物乱用防止指導者協議会四日市地区薬物乱用防止指導者協議会四日市地区薬物乱用防止指導者協議会

<<<<問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先>>>>

四日市市保健所四日市市保健所四日市市保健所四日市市保健所 衛生指導課衛生指導課衛生指導課衛生指導課

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５２－０５９２３５２－０５９２３５２－０５９２３５２－０５９２

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ３５１－３３０４３５１－３３０４３５１－３３０４３５１－３３０４

１７日は

お休み

です


