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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２６年１０月２０日（№１４）
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/

１３日（木）１３日（木）１３日（木）１３日（木） 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

１８日（火）１８日（火）１８日（火）１８日（火） 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

１１月の自動車文庫１１月の自動車文庫１１月の自動車文庫１１月の自動車文庫

「歴史講座」「歴史講座」「歴史講座」「歴史講座」 ～羽津を丸ごと知ろう～

第１０回第１０回第１０回第１０回『『『『羽津学羽津学羽津学羽津学』』』』 第４講「寺院建築の見方」第４講「寺院建築の見方」第４講「寺院建築の見方」第４講「寺院建築の見方」
日 時 １１月２２日（土） １３：００～

場 所 羽津地区市民センター ２階ホール その後現地へ（光明寺本堂）

講 師 広島大学大学院 三浦 正幸 教授

参加費 無料（資料をご入用の方は１００円負担となります）

申込み 不要

<主催> 羽津郷土史と民俗研究会

羽津地区まちづくり推進協議会

羽津地区市民センター

受付終了日が近づいています。お早目に

子育て世帯臨時特例給付金 受付終了日 平成２６年１１月２８日

臨時福祉給付金 受付終了日 平成２７年 １月３０日

四日市四日市四日市四日市

大会大会大会大会

日日日日 時時時時 １１月２日（日）１１月２日（日）１１月２日（日）１１月２日（日） ９：００～１５：００（雨天決行）９：００～１５：００（雨天決行）９：００～１５：００（雨天決行）９：００～１５：００（雨天決行）

場場場場 所所所所 羽津小学校羽津小学校羽津小学校羽津小学校

薬物乱用防止啓発パネル展示

麻薬探知犬カスタム君と税関密輸薬物の展示

薬物乱用防止キャラバンカーで学ぼう 等

よっかいち福祉の店 が参加しています。時間 ９：００～１５：００

よっかいち福祉の店は、市内の障害者施設の利用者が作成した作品等を

イオン四日市尾平店と四日市市総合会館で販売しています。

主な出品（予定）主な出品（予定）主な出品（予定）主な出品（予定）

・袋物 ・ブローチ ・座いす

・根付け ・さをり織り など

値段 １００円～３０００円程度

<問い合わせ先>

四日市市社会福祉協議会

ＴＥＬ ３５４－８２６５

<<<<主催主催主催主催>>>> 薬物乱用防止啓発キャンペーン実行委員会薬物乱用防止啓発キャンペーン実行委員会薬物乱用防止啓発キャンペーン実行委員会薬物乱用防止啓発キャンペーン実行委員会 他他他他

１１月 １日（土）１３：００～１８：００ 作品展示
１５：００～２０：００ 前夜祭カラオケ

１１月 ２日（日） ９：００頃～１５：００ 舞台発表
作品展示

９：００頃～１５：００（なくなり次第終了）

模擬店・コーナー

＜場 所＞ 羽津小学校 体育館と周辺

＊詳しくは、「広報よっかいち」１０月下旬号といっしょに

お届けするプログラムをご覧ください

日 時 １２月８日 (月）１３：３０～１５：３０

場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

講 師 葛山 雅代さん

定 員 ２０名（先着順）

参加費 １，０８０円（来年の干支 未）

持ち物 はさみ、筆（のり塗用）、目打ち、鉛筆、ぬれ手ぬぐい

申込み １１月５日（水）

８：３０から窓口にて代金を添えて申し込みください

締切り １１月１４日（金）

＜申し込み・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

羽津地区文化祭と同時開催します



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 （水） （金）

（金） （金） （金）

１２日 ２８日

（水） （水）

７日 １４日 ２１日

（木） （木） （木） （木）

１２日 ２６日

４日・５日・６日・１１日・１２日・１３日・１８日
１９日・２０日・２５日・２６日・２７日（火・水・木）

６日 １３日 ２０日 ２７日

お休み
（水）

お休み お休み お休み
２６日

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）

～信じて待つ～

福井県にて親子の駆け込み寺として「はぐるまの家」を開設し、カウンセラーとしての

役割を果たされている坂岡嘉代子さんを招き、講演会を開催します。

これは、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を

深め、明るい社会を築こうとする「社会を明るくする運動」の一環で行います。

日 時 １１月１２日（水） １４：００～１５：３０

（開場１３：３０）

場 所 四日市市文化会館 第２ホール

講 師 坂岡 嘉代子さん

定 員 ５９３人

参加費 無料

<問い合わせ先> 健康福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１０９

申込み申込み申込み申込み

不不不不 要要要要

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）

◆日にち◆日にち◆日にち◆日にち １１月１１月１１月１１月 ５日（水）５日（水）５日（水）５日（水） 聞こえないとは？単語を表現してみよう！聞こえないとは？単語を表現してみよう！聞こえないとは？単語を表現してみよう！聞こえないとは？単語を表現してみよう！

１１月１９日（水）１１月１９日（水）１１月１９日（水）１１月１９日（水） 自分の名前を表現してみよう！自分の名前を表現してみよう！自分の名前を表現してみよう！自分の名前を表現してみよう！

あいさつの手話を覚えよう！あいさつの手話を覚えよう！あいさつの手話を覚えよう！あいさつの手話を覚えよう！

１１月２６日（水）１１月２６日（水）１１月２６日（水）１１月２６日（水） 手話を使ってゲームをしよう！手話を使ってゲームをしよう！手話を使ってゲームをしよう！手話を使ってゲームをしよう！

◆時◆時◆時◆時 間間間間 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２階ホール羽津地区市民センター２階ホール羽津地区市民センター２階ホール羽津地区市民センター２階ホール

<<<<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>>>>

羽津地区手話サークル羽津地区手話サークル羽津地区手話サークル羽津地区手話サークル『『『『はばたきはばたきはばたきはばたき』』』』 松永（ＴＥＬ松永（ＴＥＬ松永（ＴＥＬ松永（ＴＥＬ ３３２－３４９２）３３２－３４９２）３３２－３４９２）３３２－３４９２）

※※※※羽津地区市民センター窓口でも受け付けています羽津地区市民センター窓口でも受け付けています羽津地区市民センター窓口でも受け付けています羽津地区市民センター窓口でも受け付けています

手話講座のご案内手話講座のご案内手話講座のご案内手話講座のご案内 ～簡単な手話を覚えよう～～簡単な手話を覚えよう～～簡単な手話を覚えよう～～簡単な手話を覚えよう～
<<<<主催主催主催主催>>>> 手話サークルはばたき手話サークルはばたき手話サークルはばたき手話サークルはばたき

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

参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料

どなたでも参加可能どなたでも参加可能どなたでも参加可能どなたでも参加可能

再再再再 掲掲掲掲

１１月 ８日（土） 終日

１１月１５日（土） 終日

臨 時 休 業 の お 知 ら せ

<問い合わせ先> 市民課 ＴＥＬ ３５４-８１５２・３５９－６５２１

市民窓口サービスセンター

（近鉄四日市駅高架下）は

電気設備点検作業のため、

臨時休業いたします。

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。

おおおお 知知知知 らららら せせせせ
１１月より、センターの和室の改修工事が始まります。１１月より、センターの和室の改修工事が始まります。１１月より、センターの和室の改修工事が始まります。１１月より、センターの和室の改修工事が始まります。

工事が完了するまでの間、ぴよぴよの遊ぼう会は２階の工事が完了するまでの間、ぴよぴよの遊ぼう会は２階の工事が完了するまでの間、ぴよぴよの遊ぼう会は２階の工事が完了するまでの間、ぴよぴよの遊ぼう会は２階の

ホールにて月１回の開催になります。お間違えのないよう、ホールにて月１回の開催になります。お間違えのないよう、ホールにて月１回の開催になります。お間違えのないよう、ホールにて月１回の開催になります。お間違えのないよう、

宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。

◆ 日 時 １１月１８日（火）１３：３０～１４：３０
◆ 場 所 羽津いかるが町集会所
◆ 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 ＴＥＬ ３６５－６２１５

羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３４－３３８７

よっかいち・はつらつ健康塾！

◆◆◆◆◆◆ 今今今今 後後後後 のののの 予予予予 定定定定 ◆◆◆◆◆◆

１０月１０月１０月１０月 和室にて今まで通り和室にて今まで通り和室にて今まで通り和室にて今まで通り ２２日・２９日（水）２２日・２９日（水）２２日・２９日（水）２２日・２９日（水）

１１月１１月１１月１１月 ２階２階２階２階 ホールホールホールホール ２６日（水）２６日（水）２６日（水）２６日（水）((((上記表のとおり）上記表のとおり）上記表のとおり）上記表のとおり）

１２月１２月１２月１２月 ２階２階２階２階 ホール（クリスマス会）ホール（クリスマス会）ホール（クリスマス会）ホール（クリスマス会） １７日（水）１７日（水）１７日（水）１７日（水）

１月１月１月１月 ２階２階２階２階 ホールホールホールホール ２８日（水）２８日（水）２８日（水）２８日（水）

２月２月２月２月 お休みお休みお休みお休み

３月３月３月３月 １階にて毎週水曜日１階にて毎週水曜日１階にて毎週水曜日１階にて毎週水曜日 ４日・１１日・１８日・２５日４日・１１日・１８日・２５日４日・１１日・１８日・２５日４日・１１日・１８日・２５日


