子

再 掲

お 知 ら せ

平成２７年

親

２月２０日（№２２）

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/
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び

主催：はづ子育て支援 ぴよぴよ
日 時
場 所
対 象
定 員
申込み

３月４日（水）
１０:３０～１１:３０
羽津地区市民センター ２階ホール
地区内在住で幼稚園・保育園へ行っていない乳幼児と保護者
４０組（定員になり次第締め切ります）
２月１７日（火）８:３０より受付中
受付場所は、羽津地区市民センター窓口です

参加費
無料

※ お手数ですが、参加者ご本人がご来館ください。
電話や代理での申し込みは受付できません。
老人クラブ
「春風会」協賛
♪日 時
♪場 所
♪講 師
♪参加費

３月９日（月） １３：３０～１５：００
羽津地区市民センター ２階ホール
リズムメイトのみなさん
無料

<問い合わせ先>

ＴＥＬ ３３１－４４６５

ＴＥＬ ３３１－４４６５

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 健康推進部会

再 掲

３月８日（日）９：００～
但し、受付は８：３０までにすませてください

※申し込みは不要です。お気軽にお越しください。

<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

羽津北小学校 校庭
◆申し込み方法◆

申込締切：２月２７日（金）

所定の申込用紙にご記入のうえ、まちづくり推進協議会事務局へお申込みください
（申込用紙は、事務局または羽津地区市民センター１階パンフレット置き場に置いてあります）
※雨天の場合は、３月２２日（日）に延期いたします
※詳しくは、所定の申込用紙をご覧ください
◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆参加費
◆持ち物

３月１７日（火） １３：３０～１４：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
おおむね６５歳以上の方
無料
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
◆申込み 当日、直接会場へお越しください
※ 参加される際、緊急連絡先をお伺いしております。あらかじめ、連絡先が
分かるものをお持ちください。
<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

あいさつが

世代をつなぎ広がる輪

<申し込み・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（１０：００～１６：００）

三重北小学校給食パートを募集（４月上旬からの勤務です）
◇募集職種
◇業務内容
◇勤務日
◇勤務時間
◇時間給
◇申込み
◇応募期間

＝
＝
＝
＝
＝
＝

小学校給食調理員補助（給食パート）
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
年間９５日（春・夏・冬休みは勤務なし）
８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
８８１円（通勤費は別途支給）
応募を希望される方は教育総務課に電話のうえで履歴書を提出してください。
書類選考の上、合格者に対して面接を実施します。
＝ ２月２３日（月）～３月６日（金）
教育総務課

ＴＥＬ ３５４－８２３６

３月１２日（木）
回
覧
３月１７日（火）

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
緑丘町 集会所駐車場

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

四日市市嘱託職員（障害支援区分認定調査員）募集
◆採用人数
◆試験日
◆試験会場
◆応募期間
◆採用予定日
◆受験資格

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

みのり保育所

９：３０～１４：３０

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０

TEL ３３１－４７１２

３歳児対象

１１日

１８日

２５日

（水）

（水）

（水）

（水）

３日 ・ ４日 ・ ５日 ・ １０日 ・ １１日
（火） （水） （木）
（火）
（水）
１２日 ・ １７日 ・ １８日 ・ １９日
（木）
（火）
（水）
（木）
５日

１２日

１９日

（木）

（木）

（木）

４日

１０：３０～１１：３０

１人
３月１５日（日）
四日市市総合会館（市役所西隣）
２月１８日（水）～３月５日（木） １７：１５ 必着
４月１日（水）
次の要件をすべて満たす方
①昭和３０年４月２日以降生まれの方で、以下のいずれかに該当する方
１、介護支援専門員証の交付を受けている方
２、社会福祉士の資格を有する方
３、精神保健福祉士の資格を有する方
②普通自動車運転免許証を有する方
③地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない方
④外国籍の方は、永住者又は特別永住者の在留資格を有する方

※ 業務内容、試験内容、提出書類等は、採用試験要項を用意しておりますので、
お問い合わせください。
<問い合わせ先>

（水）

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園

４日

２日

６日

１３日

（月）

（金）

（金）

１１日
（水）

３階図書室に 新しい本が入りました

のお知らせ

障害福祉課

ＴＥＬ ３５４－８１７１

健康に関する相談・体験ができる健康フェスティバルを開催します。この機会に健康づくりを
始めませんか！
◆日 時 ３月８日（日） １０：００～１５：００
◆場 所 三重北勢健康増進センター（四日市市塩浜町１番地１１）
◆内 容
・体験コーナー（血圧・骨強度・血管年齢・体脂肪測定・子ども向け歯科の職業体験など）
・相談コーナー（薬、禁煙、鍼灸、マッサージ、歯、姿勢など）
・「小児はり」の紹介
・健康ボランティアコーナー（健康体操教室、高齢者の食事、味噌汁の塩分測定コーナーなど）
・ふれあいのお店コーナー（パン、毛糸製品、手芸品、洋菓子などの販売）
＊詳しくは下記にお問い合わせください

≪児童書≫
<問い合わせ先> 三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ） ＴＥＬ ３４９－３３１１

しゅわしゅわむらのどうぶつたち
かいけつゾロリのクイズ王
かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！
うみの１００かいだてのいえ
みつけてかぞえて どこどこどうぶつ
ライオンのすてきないえ
となりのトトロ

貸出は、１人５冊 ２週間まで借りれます
但し、新刊は２冊まででお願いします

≪一般書≫
幸転力
台所防災術
ナオミとカナコ
サラバ！（上・下）
本当に旨いサンドウィッチの作り方１００

～霞ヶ浦地区コンビナートにおいて一斉定期修理が行われます～

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。
期間中は延べ６０，０００人が構内に入り、ピーク時（３月１５日～４月１０日）
には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞
周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。
周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞
交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変更、時差出勤等を実施します。
皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。
定期修理期間
<問い合わせ先>

３月１日（日）～４月２２日（水） ５３日間
東ソー（株）四日市事業所 総務課
ＴＥＬ
３６４－１１１１

