参加費無料・申し込み不要

平成２７年 ５月２０日（№４）

お 知 ら せ

羽津地区市民センタ－
ＴＥＬ ３３１－４４６５
羽津地区まちづくり推進協議会
ＴＥＬ ３３１－５３３３（事務局）
ホームページ
ｈｔｔｐ：//ｈａｚｕ．ｏｒｇ/

６月２日（火） １３：３０ ～ １４：３０

八田第三 集会所

＊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。

❋対 象 者
❋内 容
❋持 ち 物

おおむね６５歳以上の方
「ひざ痛予防」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。

≪問い合わせ先≫

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

✿ひとりで悩まずにご相談ください ✿
今年は、先の大戦が終わって７０周年になります。戦争末期には多くの都市が空襲を受け、四日市市も
昭和２０年６月１８日に大空襲を受けて、市街の大半が焼け落ちました。ここ羽津地区にも焼夷弾が落
ち、犠牲者も出ました。今や、当時を知る方も少なくなっていますが、戦争の惨禍を二度と繰り返さないよ
うに、当時の体験を語り継いで行かねばなりません。
そこで、今年の羽津学では戦争を体験した方たちのお話を２回にわたってお聞きすることを企画しまし
た。また、参加していただいた方の体験談をご披露していただくことも予定しています。できるだけ多くの
方（特に子供さん）のご参加をお待ちしています。

第１講

『 四日市空襲を語る 』

『 戦時中の思い出 』

人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で地域や町のみなさんのため
日々人権相談・人権啓発活動などに取り組んでいます。
人権についてお困りやお悩みの際は私たちの町の人権擁護委員にご相談ください。

✿ 羽津地区担当の人権擁護委員は、

井上 キヨ子（いのうえ

服部八州宏 氏

６月１７日（水） １９：００～
第２講

みなさんは「人権擁護委員」をご存じですか

羽津地区市民センター

２階ホール

岩田英郎 氏 ・喜多隆之 氏 ・ 大泉義明 氏 他

８月８日（土） １３：３０～

羽津地区市民センター

きよこ）さんです。

○特設人権相談の実施案内○
６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。
この「人権擁護委員の日」に合わせ、毎年、特設人権相談を実施します。
予約の必要はありませんのでお気軽にお越しください。

２階ホール

＊第３講・第４講は、羽津城趾・赤堀三家について、第５講に「文化財巡り」を予定しています。

✿日にち
✿時 間
✿場 所

６月１日(月)
１０：００～１２：００，１３：００～１６：００
イオン四日市尾平店１階 東側エスカレーター付近

参加費無料・申し込み不要です。お気軽にご参加ください。
＜問い合わせ先＞ 人権センター ＴＥＬ ３５４－８６０９

ＦＡＸ ３５４－８６１１

『のりもの今昔物語』開催のお知らせ
にこにこ
ミュージックボックス
がやってくる

６/２４（水）
１０：３０～１１：３０
羽津地区市民センター
２階 ホール

対 象

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

定 員

４０組
（定員になり次第締め切ります）

申し込み
受 付

６月１０日（水） ８：３０～
羽津地区市民センター窓口にて受
付いたします。電話や代理での申し
込みは受付できません

問い合わせ先

市民のみなさんに、公共交通の大切さを認識していただき、その歴史や文化に触れることにより
公共交通に対する関心を高めていただくために、『のりもの今昔物語』と題した展示会を開催し
ます！みなさま、どうぞお越しください。

６月６日（土）～６月３０日（火） ８：３０～１７：００
四日市市総合会館 １階ロビー
◆催し物の内容（予定）
（１）内部・八王子線の紹介（沿線写真、記念切符、パンフレット等の展示）
（２）鉄道やバスなど公共交通機関の今・昔を物語る歴史的資料の展示
（３）プラレール運転会（６月２８日（日）のみの開催）
＜問い合わせ先＞ 都市計画課 公共交通推進室
ＴＥＬ ３５４－８０９５ E-mail:koutsuu@city.yokkaichi.mie.jp

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５
回
覧

『おはよう』で笑顔がいっぱいの羽津のまち
あいさつが 絆を深める まちづくり

職員(指導員・事務員)を募集しています!

６月

職 員

１０：００～１１：３０

TEL ３３１－４４６５

３日

１０日

１７日

（水）

（水）

（水）

（放課後のこども達の保育等）

事務員

週３日～
１３：００～１９：００頃 勤務時間等は相談

勤務時間

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

指導員

◆時
◆条

（簡単な書類作成、会計処理等）

週３日
１日３時間くらい 勤務時間等は相談

給：８５０円（指導員の有資格者には資格手当てあり）ただし、３ヶ月間は８００円
件：指導員・事務員とも簡単なパソコン操作ができる方

【問い合わせ先】 羽津地区学童保育所(１４：００～１９：００) ＴＥＬ ３３２－０７８９ 携帯０８０－６９１５－９４６９

２日・３日・４日・９日・１０日・１１日

みのり保育所

９：３０～１４：３０

高齢者の雇用を支援するための

（火）・（水）・（木）・（火）・（水） ・ （木）

— 受講料無料 —

１６日・１７日・１８日・２３日・２４日・２５日・３０日
（火） ・（水） ・（木） ・（火） ・（水） ・ （木） ・ （火）

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

４日

１１日

１８日

２５日

（木）

（木）

（木）

（木）

―

１０：００～１１：３０

５日

１０：３０～１１：３０

―

―

（水）

１９日

―

（金）

TEL ３３１－４７１２

３歳児対象

２４日

―

（水）

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園

１０日

―

―
２６日

―

（水）

講習名
場

所

期

間

―

（金）

１０日

この講習（シニアワークプログラム）は、厚生労働省の委託を受けて、55歳以
上の高齢求職者の方を対象に、雇用を支援するために、（公益社団法人）三重
県シルバー人材センター連合会が実施するものです。
＊受講にはハローワークでの求職登録が必要です。
受講にはハローワークでの求職登録が必要です。

―

（金）

定

総務・労務事務講習
四日市市勤労者市民交流センター
（四日市市日永東１丁目２−２５ ）
６月１０日（水）～６月１９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

１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：４０
１４：５０～１５：２０

なやプラザ
（四日市市蔵町4-17）
７月２２日（水）～８月１１日（火）

（6/10、11、12、15、17、18、19）

員

申込期間

６月１１日（木）

調理スタッフ講習

２０名
６月１日（月）まで

＜主催・問い合わせ・申し込み先＞
公益社団法人 四日市市シルバー人材センター
四日市市十七軒町９－１０ ＴＥＬ ３５４－３６７０

（7/22、24、31、8/3、5、7、11)

２５名
５月２０日（水）～６月２５日（木）
＜協
力＞
ハローワーク四日市

６月１６日（火）
緑丘町 集会所駐車場

１４：２０～１５：００

今年度、四日市市が北地域包括支援センターに設置した認知症初期集中支援チーム（認知症の早期診
断・早期対応や相談支援を行う専門職のチーム）の担当医師が中心となって本教室を実施します。医師
や理学療法士による運動指導や栄養士による栄養指導がありますので、認知症予防などのため、ぜひ
お申し込みください。
対象 ： 市内在住の６５～７５歳の高齢者（事前アンケートで教室参加の効果が見込まれる方）
日時 ： ６月１２日～９月４日の毎週金曜日 １３：３０～１５：３０

定員 ： ２５名（先着順）

会場 ： 四日市羽津医療センター

料金 ： 無料

担当医師 ： 山脇胃腸科内科神経内科 山脇崇先生

申込締切 ： ６月５日（必着）

申し込み方法：はがきに教室参加希望と明記し、住所・名前・電話番号・生年月日をご記入のうえ、
〒５１０－８００８ 四日市市富田浜町２６－１４ 四日市市北地域包括支援センター迄
＜問い合わせ先＞

四日市市北地域包括支援センター ＴＥＬ ３６５－６２１５

市内の個人消費喚起による地域経済の活性化を目的に、「四日市市プレミアム付商品券」を発行します。
＜内容＞
・発行部数：１冊
冊 １０，０００円（１枚１，０００円×１２枚綴り）を７万冊（発行総額８億４千万円）
１０，０００円
※全店舗共通券７枚（７，０００円分）＋売場面積１，０００㎡以下の中小店舗専用券５枚（５，０００円分）
・利用期間：７月１３日（月）
７月１３日（月）から平成２８年１月１２日（火）
平成２８年１月１２日（火）まで
７月１３日（月）
平成２８年１月１２日（火）
・購入方法：１人５冊まで購入可能
①事前予約 ６月１日～６月１５日（対象：市内在住の方
申込方法：往復はがき）
６月１日～６月１５日
②引換期間 ７月１３日～８月１２日
※応募者多数の場合は抽選となります。詳細は下記ホームページにてご確認ください。
◆ 往復はがき記載例 ◆
◇往信 （表面）
〒５１０－８５０１ 四日市市諏訪町２番５号
四日市商工会議所内四日市市プレミアム付商品券実行委員会事務局宛
◇返信 （裏面）
①希望冊数（5冊以内）②住所 ③名前 ④電話番号 ⑤引換希望金融機関（１ヵ所）
(三重銀行、百五銀行、北伊勢上野信用金庫の市内本支店)
・利用店舗：市内に店舗のある小売店、飲食店、建設業、サービス業などで取扱店として加盟した店舗
※加盟店舗は、ステッカー等で明示し、チラシ、ホームページでも店舗名を紹介します。
発行団体・問い合わせ先

四日市市プレミアム付商品券実行委員会：ホームページ http://www.y-pken.com
（四日市市、四日市商工会議所、楠町商工会、四日市商店連合会、四日市観光協会）
四日市市 商業勤労課
ＴＥＬ ３５４－８１７５
四日市商工会議所 商工振興課 ＴＥＬ ３５０－３１６０（実行委員会事務局）

