
羽津中第二 藤井　清 緑丘町 小林　巧

子宮頸がん検診 午後

八田第三 内田　寛 別名第四 伊藤　米吉 大腸がん検診 午前・午後

回
覧

１３：００～１５：００

羽津町第三 廣瀬　達士 山手町 佐藤　敏明

羽津中第一 大川　喜美男 羽津いかるが町 西脇　良孝

羽津町第二 伊原　清治 別名第六 山本　光友 ８月２８日（金） 肺がん・結核検診

時　　　　間

八田第一 久志本　良勝 別名第二 正岡　茂 胃がん検診 午前

八田第二 木村　昌弘

城山町 森　幸一 別名第一 伊藤　光博 　日　　　　　　程 検診内容

羽津町第一 藤井　義明 別名第五 後藤　正 乳がん検診（マンモグラフィ） 午前・午後

別名第三 長井　恒巳

金場町 渡辺　彰男 大宮西町 武藤　裕孝

霞ヶ浦町北部 水谷　哲 　大宮第二　 味香　祥平

白須賀町 野呂　照哉 大宮第三 須藤　啓一

自治会名 自治会長名 自治会名 自治会長名

霞ヶ浦町南部 吉見　明博 大宮第一 藤井　哲夫

富士町 森　松男 羽津山町 近藤　明

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２７年 ４月２０日（№ ２）

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
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住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりま

すので、住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

<連合自治会役員> （敬称略）

◎ 会 長 味香 祥平

◎ 副会長 西脇 良孝 内田 寛

◎ 会 計 久志本良勝

◎ 監 査 伊原 清治 廣瀬 達士

５月１５日（金）
別名３丁目 東ソー社宅 １３：２０～１４：００
大宮町 志氐神社 １４：１０～１４：４０

八田２丁目「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０

５月２０日（水）
緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００

◆日 時 ５月１２日（火） １３：３０～（１時間程度）

◆場 所 羽津地区市民センター ２階 ホール

◆対象者 おおむね６５才以上の方

◆内 容 「介護予防について」

◆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、連絡先がわかるものをお持ちください

◆参加費 無料

◆申込み 不要 当日、直接会場にお越しください

<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

◎ 検診を受診するためには申し込みが必要です
◎ 詳細は広報よっかいち４月下旬号別冊「平成２７年度検診のお知らせ（保存版）」

でご案内します

＜問い合わせ先＞
健康づくり課 成人健診係 ＴＥＬ ３５４－８２８２

ＦＡＸ ３５３－６３８５

１１月 ４日（水）

１１月 ５日（木）

１１月 ６日（金）

５月１０日（日）１０：００～１６：００

詳細については「四日市港管理組合」のホームページまたは回覧チラシをご覧ください

（後援：四日市港管理組合）（後援：四日市港管理組合）（後援：四日市港管理組合）（後援：四日市港管理組合）

よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！



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）

TEL　３３１－４４６５

TEL　３３２－２３９２

TEL　３３１－６９８７

TEL　３３１－３６１５

TEL　３３１－４７１２

（水） （金）
３歳児対象 １０：３０～１１：３０

１３日 ２９日

（金） （金） （金）

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

８日 １５日 ２２日

（水） （水）

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

１３日 ２７日

（木） （木） （木） （木）

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

７日 １４日

（水） （水）

２１日 ２８日

 はづ子育て支援　ぴよぴよ
１０：００～１１：３０

１３日 ２０日 ２７日

（水）

◆日 時 ５月２０日（水） １４：００～１５：００

◆場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

◆定 員 ６０名 ※定員になり次第、締め切ります

※地区内在住の方

◆内 容 ・省エネ講座（２０分）

・グリーンカーテンの説明（２０分）

・ゴーヤの苗の配布（おひとり２苗）

◆参加費 無料

◆申込み ４月２１日（火）８：３０から受け付けます

市民センターの窓口、または電話にてお申込み下さい

<申し込み・問い合わせ先>

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

７日、１２日、１３日、１４日、１９日

（木）（火） （水） （木） （火）

２０日、２１日、２６日、２７日、２８日

（水） （木） （火） （水） （木）

再 掲

地域包括ケアシステムの構築に向けて地域包括ケアシステムの構築に向けて地域包括ケアシステムの構築に向けて地域包括ケアシステムの構築に向けて

「地域福祉講演会～支えあい、暮らし続けられる地域社会の実現を目指して～」「地域福祉講演会～支えあい、暮らし続けられる地域社会の実現を目指して～」「地域福祉講演会～支えあい、暮らし続けられる地域社会の実現を目指して～」「地域福祉講演会～支えあい、暮らし続けられる地域社会の実現を目指して～」

◆日 時 ５月９日（土）１４：００～１５：３０（開場１３：３０）

◆場 所 四日市市総合会館８階 視聴覚室

◆定 員 ２００名（事前申し込み不要）

◆料 金 無料

◆コーディネーター 放送大学教授 大曽根寛 氏

◆内 容 来るべき超高齢社会を迎えるにあたり、今後、地域での支えあい

はますます重要となってきます。「支え合い、暮らし続けられる

地域社会の実現を目指して」をテーマにパネルディスカッション

等を開催します。現在、地域で活動してみえる橋北地区と高花平

地区での取り組み事例も紹介する予定です。ぜひ、ご参加下さい。

<問い合わせ先>

健康福祉課 ＴＥＬ ３５４－８２８１ ＦＡＸ ３５９－０２８８

防災行政無線の誤操作について（お詫び）防災行政無線の誤操作について（お詫び）防災行政無線の誤操作について（お詫び）防災行政無線の誤操作について（お詫び）

４月６日（月）１６時１７分から１５秒間、防災行政無線工事中の誤操作により、屋外拡

声子局６２か所（各地区市民センター、消防署・分署等）、個別受信機６２か所から「緊急

地震速報を受診しました」の放送が流れました。

市民の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

また、二度と同様の事態が発生しないよう対策を講じるとともに、市民の皆様の生命・財

産を守るため一層努力いたしますので今後とも防災行政へのご協力を賜りますようお願いい

たします。

危機管理室 ＴＥＬ ３５４－８１１９ ＦＡＸ ３５０－３０２２

【講師プロフィール】【講師プロフィール】【講師プロフィール】【講師プロフィール】
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長
生産性の高い組織を作るワーク・ライフバランス
コンサルティングを多くの企業に提供している。

◆ 日 時 ５月１７日（日）１３：３０～１５：３０

◆ 場 所 四日市市文化会館 第３ホール

◆ 講 師 小室 淑恵（こむろ よしえ）さん

（株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長）

◆ 内 容 「なぜワーク・ライフバランスが必要とされるのか」。日本の現状を紹介

したうえで、夫婦で働き、夫婦で家事育児をするという、新しいスタイル

を確立する必要性をお話しいただきます。

また、男女ともになぜ働き方の見直しが必要なのかを、コツも踏まえて分

かりやすくお話しいただきます。

◆ 対 象 四日市市に在住、通勤、通学している方

◆ 受講料 無料

◆ 託 児 無料

６ヶ月～小学３年生程度（申込みは５月２日（土）までに）

<申し込み・問い合わせ先> 男女共同参画センター「はもりあ四日市」

ＴＥＬ ３５４－８３３１ ＦＡＸ ３５４－８３３９

羽津地区を笑顔のあいさつでいっぱいに


