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羽津地区市民センタ－

ＴＥＬ３３１－４４６５

羽津地区まちづくり推進協議会

ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局）

ホームページ

ｈｔｔｐ：//ｈａｚｕ．ｏｒｇ/

謹んで新春のお慶びを申し上げます
本年もどうぞよろしくお願いいたします

羽津地区市民センター・まちづくり推進協議会 職員一同

主催：羽津地区まちづくり推進協議会

共催：民生委員児童委員協議会

羽津障がい児友の会 つばさ

<<<<雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行>>>>

≪≪≪≪内内内内 容容容容≫≫≫≫ ・もちつき（つきたてのもち食べ放題）・もちつき（つきたてのもち食べ放題）・もちつき（つきたてのもち食べ放題）・もちつき（つきたてのもち食べ放題）

・和太鼓・和太鼓・和太鼓・和太鼓 “翔”による太鼓演奏“翔”による太鼓演奏“翔”による太鼓演奏“翔”による太鼓演奏

※※※※“翔”は障がいをもつ子供たちで構成する和太鼓チームです“翔”は障がいをもつ子供たちで構成する和太鼓チームです“翔”は障がいをもつ子供たちで構成する和太鼓チームです“翔”は障がいをもつ子供たちで構成する和太鼓チームです

・豪華景品が当たるビンゴゲーム・豪華景品が当たるビンゴゲーム・豪華景品が当たるビンゴゲーム・豪華景品が当たるビンゴゲーム

・バルーンアート・バルーンアート・バルーンアート・バルーンアート

※ 小学校３年生以下の方は保護者同伴でご参加ください

<<<<問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先>>>> 羽津地区まちづくり推進協議会羽津地区まちづくり推進協議会羽津地区まちづくり推進協議会羽津地区まちづくり推進協議会 事務局事務局事務局事務局 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３

再 掲

ストレッチ体操をしたり、歌をうたったり、

みんなでワイワイガヤガヤ楽しく体をうごかしましょう

●日 時 １月２２日（木）１３：３０～１５：００

●場 所 羽津地区市民センター ２階 ホール

●持ち物 タオル・水分補給の飲み物

※動きやすい服装でお越しください

<問い合わせ先> 健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

参加費無料

申込み不要

対象 ： 市内の道路沿いなど公共の空地で

緑化に取り組むボランティア団体

など

補助限度額： １５万円まで（ただし予算の範囲

内のため、減額となることがあり

ます）

補助率 ： ９／１０以内（１割以上が自己負

担）

申込み ： ２月２０日までに、所定の用紙に

記入の上、必要書類を添えて、市

役所４階都市計画課へ

その他 ： そのほか条件あり。

募集要項、必要書類などは、都市

計画課、各地区市民センター、楠

総合支所にあります。また、市の

ホームページからも入手できます。

<問い合わせ先>

都市計画課 ＴＥＬ ３５４－８２１４

市立図書館からのお知らせ市立図書館からのお知らせ市立図書館からのお知らせ市立図書館からのお知らせ
おとなのためのストーリーテリング

～世界の昔話を語る～

おはなしの世界に耳を傾け、静か

なひとときを過ごしませんか。

日時 １月１８日（日）

１４:００～

場所 市立図書館 ２階ホール

対象 一般 託児無し

申込 当日参加自由

料金 無料

講師 おはなし「銀の櫂」

内容 ストーリーテリングとは、本

や道具などを使わずに行う、

語り聞かせのことです。今回

は、日本やイギリスなど世界

の昔話を聞きます。

<問い合わせ先>

市立図書館

ＴＥＬ ３５２－５１０８

☆日 時 ２月７日（土）１８：００～１９：３０（受付１７：３０～）

※悪天候の場合は、市民センターで天文教室を開催します

☆場 所 羽津小学校グラウンド

☆参加費 無料

☆申込み 当日会場で受け付けます

※小学生以下は、保護者同伴でお願いします

※あたたかい服装でお越しください（カイロ配布有）

<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）

参加自由！参加自由！参加自由！参加自由！

☆参加費 ３，０００円 （バス代・高速料金・保険料等）

参加費は当日徴収します。 昼食代は含まれません。各自でお願いします。

☆人 数 ４５名（定員になり次第締め切ります）

<申込み・問い合わせ先>

羽津地区まちづくり推進協議会 事務局 ＴＥＬ ３３１－５３３３

【行 程】 ※ 帰着時刻は、交通事情により変わります

羽津地区市民センター（午前８時出発）→ 外宮（正宮・別宮３社）

→ 内宮（昼食・正宮・別宮２社）→ 羽津地区市民センター（午後６時帰着）

再 掲

あいさつが 絆を深める まちづくり



　日にち　　 　時　　間 　内　　　容
２／７（土） １０：００～１２：００ 相互援助活動の趣旨

１３：００～１５：００ 子どもの病気
２／８（日） １０：００～１２：００ 子どもの心に寄り添う

１３：００～１５：００ 安全で快適な環境づくり
２／１４（土） １０：００～１２：００ 子どもの心と身体の発達

１３：００～１５：３０ 発達障害について・
その子どもとの接し方

２／１５（日） １０：００～１２：００ 小児看護
１３：００～１５：３０ 子どもの世話（遊び）

２／２１（土） １０：００～１２：００ 子どもの安全と事故・救急法
１３：００～１６：００ 子どもの栄養と食生活

２／２２（日） １０：００～１２：００ 援助活動を円滑に進めるために・
講習のまとめ

ｒｉｎｎｊｉｍ

平成２６年４月からの消費税率

の引き上げに伴い、平成２６年度

分市民税（均等割）が課税されな

い人を対象に、「臨時福祉給付金」

を支給しています。

ただし、課税されている人に扶

養されている場合、生活保護の受

給者である場合などは対象外です。

受付期限は、平成２７年１月３

０日（金）です。期限までに受付

がお済みになりませんと、支給対

象であっても臨時福祉給付金が支

給されませんのでご注意ください。

支給対象と思われる人で、まだ

申請されていない人は、下記まで

ご連絡をお願いします。

<問い合わせ先>

臨時福祉給付金室

ＴＥＬ ３５４－８０９２

各連合自治会から推薦された団体が、一

堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。

・日時 １月１７日（土）

第Ⅰ部 １０：００～１２：５５

第Ⅱ部 １４：００～１６：５５

・場所 四日市市文化会館 第２ホール

・料金 無料（全席自由）

<問い合わせ先>

文化振興課 ＴＥＬ ３５４－８２３９

四日市市と楠町が合併して１０周年を迎えることを記念し、合併の成果であるこの１０年を

振り返るとともに、今後のまちづくりに向けての講演会を開催します。

・日時 ２月７日（土） １３：３０～１６：００（１３：００開場）

第Ⅰ部 記念式典

第Ⅱ部 記念講演会 講師 森末慎二さん

「あくなき挑戦 ～未来に向けてのまちづくり～」

ロサンゼルスオリンピックの体操競技金メダリストである

森末さんの、競技人生におけるさまざまな経験を通じて得

た人生観をお話しいただきます。

・場所 四日市市文化会館 第１ホール

・料金 無料

・定員 １，２００名（先着順）

<問い合わせ先> 政策推進課 ＴＥＬ ３５４－８１１２

「道路の穴ぼこ」や「側溝のふたの跳ね上

げ」などが原因の自動車事故（タイヤパン

クなど）が多く起こっています。

道路上の危ない場所を見つけたら、すぐに

連絡をお願いいたします。

≪連絡先≫

道路整備課 ＴＥＬ ３５４－８２１５

ＦＡＸ ３５４－８０５７

道路管理課 ＴＥＬ ３５４－８２１０

ＦＡＸ ３５４－８３０２

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員

組織です。１０月末現在、総会員数は１，４００名を超え、毎月約３

００件前後の援助活動が行われています。

子育てのお手伝いをする人（援助会員）に特別な資格は必要ありま

せん。あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？受講開始から

１年以内に全て講座を受講すれば、援助会員として登録できます。ま

た、子育て、孫育て中の人も日常生活の中で役立つことが多い講習

内容です。１講座からでも受講できます。

場 所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階

申込方法 ：電話・ＦＡＸにて１月３１日（土）までにお申

し込みください

テキスト代：２，０５０円

そ の 他：保育あり（無料 先着１０名）

<申込み・問い合わせ先>

四日市市ファミリー・サポート・センター

ＴＥＬ／ＦＡＸ ３２３－００２３

臨時福祉給付金の

申請はお済みですか！

日 時 １月２０日（火）１０：００～１２：００

場 所 本町プラザ ２階第１会議室

定 員 ５０名（定員になり次第締切）

料 金 無料

そ の 他 託児有り 無料 ６ヶ月～未就学児（定員になり次第終了）

内 容 ①就職・仕事探しに関する情報／マザーズコーナー

②女性の就労支援の取り組み等紹介

／四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

③子育てをしながら働くためのパートタイム労働法

／三重県労働局雇用均等室

申込方法 申込書または電話・ＦＡＸ等でお申込み下さい

（申込書は、はもりあ四日市・ハローワーク四日市・

マザーズコーナー四日市にあります）

<申込み・問い合わせ先>

ハローワーク四日市 職業相談部門 担当：下田

ＴＥＬ ３５３－５５６７ ＦＡＸ ３５３－７７４４

マザーズコーナー四日市

ＴＥＬ ３５９－１７１０ ＦＡＸ ３５５－６７３６

育児と仕事を両立させるためのお仕事探しセミナー育児と仕事を両立させるためのお仕事探しセミナー育児と仕事を両立させるためのお仕事探しセミナー育児と仕事を両立させるためのお仕事探しセミナー

「第４７回みんなの消費生活展」「第４７回みんなの消費生活展」「第４７回みんなの消費生活展」「第４７回みんなの消費生活展」
“考えよう 地球と人への思いやり”

～聞き・見て・学び・すぐ行動～

日 時 １月２３日(金）～

１月２５日（日）

１０：００～１７：００

場 所 近鉄百貨店四日市店 １１階

近鉄アートホール

内 容

<展示> ①環境コーナー

②食コーナー

③防災・防犯・住コーナー

④金融・相談コーナー

<ステージイベント>

お茶のお話など

※ 詳しくは広報１２月下旬号を

ご覧ください

<問い合わせ先>

市民生活課

市民・消費生活相談室

ＴＥＬ ３５４－８１４７

四日市消費者協会

ＴＥＬ ３５７－５０６９

人権と聞いてどんなことを思い浮かべますか？誰もが人権について理解を深めれば、世界は

一層輝くでしょう。ひとりひとりの思いやりでしあわせな社会を作っていくための、心温まる

トークとコンサートをお楽しみください。

日 時 １月２５日（日）

１３：３０～１５：３０（１３：００開場）

場 所 四日市羽津医療センター内 健康管理センター４階多目的ホール

（ 四日市市羽津山町１０－８ ）

内 容 人権コンサート

出演者 花れん ヴォーカル 武藤良明 ギター

<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

主催 羽津地区まちづくり推進協議会

人権まちづくりの会

入場無料


