お 知 ら せ

平成２６年

９月２０日（№１２）

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/

羽津地区運動会のおしらせ

参加費無料
申込不要
❋日 時
❋場 所
❋対 象 者
❋内 容
❋持 ち 物

１０月２１日（火） １３：３０ ～ １４：３０
ラポール ブルーミング（ブルーミングハウス向い）
おおむね６５歳以上の方
「介護予防」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おります。連絡先がわかる物をお持ちください。

≪問い合わせ先≫

１０月１９日（日）

羽津小学校

９：３０～

運動場

四日市市北地域包括支援センター
羽津在宅介護支援センター

ＴＥＬ ３６５－６２１５
ＴＥＬ ３３４－３３８７

集団検診の申し込みはお済みですか？

１０月上旬に配布するプログラムをご覧ください。

再掲載

講 師：青沼洋子さん
さん （津おはなしの会 『マザー・グース』 会員）

１０月１６日（木） １０：００～１２：００
羽津地区市民センター 2階 ホール
◇申し込み方法

申込用紙に必要事項を記入の上
センター窓口にお持ちいただくか、
下記郵送先にお送りください。

〒５１０－０００３ 四日市市大宮町１３－１２
羽津地区市民センター 『 絵本の講座申し込み 』係あて
◇締め切り
◇託 児
◇定 員
≪問い合わせ先≫

回
覧

１０月３日（金）必着
無 料 (申し込みが必要）
申込用紙は
羽津地区市民センター
３０名
にも置いてあります
羽津絵本の会
田 中 ＴＥＬ ３３１－３３７５
森
ＴＥＬ ３３１－５０５０

羽津地区市民センターで実施する『集団がん検診』の締切日が近づいております。
検診をご希望の方は、お早めにお申し込みください。
検診日
・・・・・ １１月１２日（水）・１３日（木）・１４日（金）
検診内容 ・・・・・ 胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診
乳がん検診（マンモグラフィ）
≪申し込み受付≫ 羽津地区市民センター 窓口
≪問い合わせ先≫ 健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２８２

全国ファミリー音楽コンクール
in
１０月１９日（日）１３：００～１７：００ 四日市市文化会館 第１ホール
♪♪♪ 入場料は無料ですが、

入場整理券

が必要です ♪♪♪

◎入場整理券配布について （お一人につき４枚まで）
９月２２日（月）から、文化振興課、文化会館、あさけプラザ、
◇９月２２日（月）
９月２２日（月）
各地区市民センター、楠総合支所、男女共同参画センターで配布します。
◇往復はがきでの申し込みもできます。
「往復はがき」の往信用裏面に音楽コンクール入場整理券希望と明記し、
①郵便番号 ②住所 ③名前（グループの場合は代表者名）
④電話番号 ⑤希望枚数（ハガキ1
⑤希望枚数（ハガキ1枚につき４枚まで）を記入のうえ
枚につき４枚まで
１０月３日(
１０月３日(必着)
必着) までに下記宛先へお送りください。
＜問い合わせ先・申込み先＞
〒５１０ー８６０１ 諏訪町１－５

文化振興課

ＴＥＬ ３５４－８２３９

あいさつは 羽津のまちから 私から

10月

★ 行政書士による無料相談会
遺言、相続、契約、離婚、示談等での書面作成、内容証明、クーリングオフ、成年後見、会社設立、

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）
はづ子育て支援ぴよぴよ
１０：００～１１：３０

TEL ３３１－４４６５

各種許認可申請などについての相談

１日

８日

１５日

２２日

２９日

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

1日・ ２日・ ７日・ ８日・ ９日・１４日・１５日
（水） （木） （火） （水） （木） （火） （水）
９：３０～１４：３０ １６日・２１日・２２日・２３日・２８日・２９日・３０日
（木） （火） （水） （木） （火） （水） （木）

みのり保育所
TEL ３３２－２３９２
羽津保育園

９：３０～１１：３０

TEL ３３１－６９８７

２日

９日

（木）

（木）

羽津文化幼稚園

１６日

２３日

（木）

（木）

３０日
（木）

８日

TEL ３３１－３６１５
羽津幼稚園
TEL ３３１－４７１２

１０：００～１１：３０

（水）

１０：００～１１：３０

１０日
（金）

日時及び場所

●

１０月 ５日（日） １０：００～１６：００

日永カヨー １階 中央広場横

１０月１１日（土） １０：００～１６：００

ララスクエア（アピタ四日市店） １階 「徳兵衛」店横

１０月１８日（土） １０：００～１６：００ イオン四日市尾平店 １階 エスカレーター横
問い合わせ先： 三重県行政書士会四日市支部 山本（ＴＥＬ ３４９－６５２０）
市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７）

☆ 司法書士による「法の日」無料相談会
相続・贈与・売買などの登記、担保権設定・抹消等の登記、債務整理手続き、簡易裁判所の訴訟・
民事調停手続き、成年後見手続きやその他一般的な法律に関する相談
日時及び場所

●

１７日
（金）

２４日
（金）

１０月１８日（土） １０：００～１５：００
じばさん三重 ５階 情報交換室２
問い合わせ先： 三重県司法書士会 四日市支部 舘（ＴＥＬ ３５１－５３３０）

３歳児対象

８日

３１日

１０：３０～１１：３０

（水）

（金）

市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７）
■申 込 どちらも予約不要。直接会場へお出かけください。 (会場へのお問い合わせはご遠慮ください)
■その他 市役所１階の市民相談コーナーで無料相談（予約制）を行っています。
ご希望の方は、平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００に電話（３５４－８１５３）か
面談（市民相談コーナー）が必要です。
行政書士相談 ・・・・
毎月 １・３ 火曜日（祝・休日を除く）

＜対 象＞

市内在住の２歳６ヶ月～３歳頃のお子様とその家族

＜講 師＞

三重県地域活動栄養士連絡協議会四日市支部 （協力：四日市市食生活改善推進協議会）
日 時・会 場
内 容
受 講 料

１０月１１日（土） ９：４５～１１：３０ １１月１日（土） ９：４５～１１：３０

司法書士相談 ・・・・

塩浜子育て支援センター

わんぱくチヂミ

申込締切 １０月２日（木）

申込締切 １０月２２日（水）

おかかのちびころおにぎり

◇申し込み方法

大 人 ３００円
こども １５０円

参加希望者全員の名前と年齢、住所、電話番号、希望会場名（希望日）、講座名『みんなで
食べて元気アップ！受講希望』を明記して電話・はがき・ＦＡＸのいずれかで下記宛先へ
お申し込みください（食物アレルギーのある方は事前にお問い合わせください）

◇申し込み・問い合わせ先

〒５１０－８６０１
健康づくり課

四日市市議会 議会報告会のお知らせ

おはなし と クッキング

橋北子育て支援センター

四日市市諏訪町１－５

ＴＥＬ ３５４－８２９１ ＦＡＸ ３５３－６３８５

８月定例月議会の議会報告会を、１０月６日、７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。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
日 時
常任委員会

１０月１０日（金）
別名三丁目 東ソー住宅
大宮町 志氐神社
八田二丁目「エステート羽津」前
１０月１６日（木）
緑丘町 集会所駐車場

所管事項

１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：４０
１４：５０～１５：２０
１４：２０～１５：００

毎週 月曜日（祝・休日を除く）

会 場

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

１０月６日（月）
１８：３０ ～ ２０：４５
教育民生
教育、こども、健康福祉
など

都市・環境

１０月７日（火）
１８：３０ ～ ２０：４５
総

務

産業生活

道路、住宅、上下水道、 市政の企画、財務、危機 商工業、農林水産業、市
区画整理、環境衛生など 管理、消防など
民文化、市立病院など

河原田小学校

保々地区市民ｾﾝﾀｰ

常磐地区市民ｾﾝﾀｰ

総合会館

１階ランチルーム

２階会議室

２階大会議室

７階第１研修室

河原田町７０

市場町３０３９－５

城西町８－１１

諏訪町２－２

※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

