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お 知 ら せ

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/

再掲載
６/２４（水）
１０：３０～１１：３０

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対象(４０組)

６月１０日（水）
８：３０～

♪ 問い合わせ先

羽津地区市民センター

無理のないストレッチ・筋トレとレクリエーションなどで楽しく体を動かしましょう

＊雨天の場合は６月１４日(日)に順延

６月１１日（木） １３：３０～１５：００
羽津地区市民センター ２階ホール

垂坂公園・羽津山緑地全域
□受 付

垂坂公園・羽津山緑地管理棟バルコニー
当日 ８：３０～ （先着１００名）

□ 参加費

無料

＊動きやすい服装でお越しください

羽津地区の女性の皆様へ

□ 参加資格 どなたでも参加できます
歩きやすい靴（ウォーキングシューズ等）・長袖・長ズボンを着用してください
参加者にペットボトル（５００ｍｌ）1本 プレゼント！
ご希望の方には、蚊やり草・ハナモモの苗も差し上げます
□ 問い合わせ先

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。

『 四日市空襲を語る 』

服部八州宏 氏

６月１７日（水） １９：００～
『 戦時中の思い出 』

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

参加費無料・申し込み不要です。お気軽にご参加ください。

回
覧

～貴女の声をまちづくりに届けませんか？～

❉日 時❉

７月４日（土） １３：３０～

❉託 児❉

臨時託児所（無料）を開設します

❉場 所❉

羽津地区市民センター ２階ホール

ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所 ＴＥＬ ３３３－５５９７ （９：００～１６：００）

再掲載

第２講

＊タオル・飲み物等、各自でご用意ください

昨年度開催し、ご好評をいただきました 『 女性の、女性による、女性のためのまちづくり会議 』 を今年
も開催します。女性の皆様からご意見・ご提言をいただき、まちづくりに生かすための会議です。
お気軽にお越しください。

【問い合わせ先】

第１講

ＴＥＬ ３３１－４４６５

対象：おおむね６５歳以上の市民の方
申し込み不要・参加費無料

公園内の植物観察をしながら 健康ウォーキングを楽しもう!!

６月１３日（土）９：００～１２：００

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。

♪ 申し込み受付
<主催> ＮＰＯ法人 緑の会羽津・羽津地区市民センター

あずまや

羽津地区市民センター ２階ホール

２階ホール

羽津地区まちづくり推進協議会事務局長
藤井 ゆか
ＴＥＬ ０９０－１６２５－６５１７ Ｅメール ｆｕｊｉｉｙｕｋａ＠ｈａｚｕ．ｏｒｇ

毎年、羽津地区では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、羽津地区社会福祉協
議会により、敬老行事を実施しています。行事の実施にあたっては、四日市市から７０歳以上
の方の名簿（住所、氏名、生年月日、性別を記載）を閲覧させていただいております。
名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持の厳守を徹底いたしますの
で、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、

６月２６日（金）までに 介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へ
介護・高齢福祉課（電話３５４－８４２５）へ
ご連絡をいただきますようお願いします。その場合、お名前等が名簿に載りませんので、敬老
記念品をお届けできませんのでご了承ください。
また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

みんなであいさつ つながる輪
あいさつから 広がる笑顔と みんなの声

四日市市独自の☆

健康体操音楽

地域包括ケア病棟が皆さんを支えます

市民のみなさまに地域包括ケアシステム及び認知症について一層の知識を持っていただき、健やかな毎
日を送っていただくため、以下のような市民公開講座を開催することになりました。ぜひ、ご参加ください。

６月１３日（土）

１２：００～１６：００

あさけプラザ １階 ホール

１）相談コーナー １２：００～１３：３０
※高齢者の介護方法や在宅医療等についてご相談ください。
２）特別講演 １３：３０～１６：００
◇特別講演 １ 「地域包括ケアシステムとはなに？ ～上手に病院を利用しよう～」
四日市羽津医療センター
地域包括ケア病棟担当部長兼緩和ケア科部長 石井 雅昭 氏
「訪問看護の現状報告」
四日市羽津医療センター
訪問看護ステーション副看護師長 松下 容子 氏
申し込み不要
◇特別講演 ２
参加費無料
「笑ってこころもからだも健康に」
（定員３２６名）
山中胃腸科病院 理事長
日本笑い学会 三重支部長 淵田 科 氏
＜問い合わせ先＞

四日市羽津医療センター 総務企画課 ＴＥＬ ３３１－６３３１

市民が楽しみながら健康づくりに取り組めるよう、小さなお子さんから高齢者まで、幅広い世代
がからだを動かせる“四日市市独自の健康体操”の作成に先立ち、あなたのセンスが光る体操音
楽を募集します。

募集期間：６月１日（月）～７月２２日（水）必着

【問い合わせ先】

種

目

ラージボール卓球
夏休み水泳
かけっこ(ナイター)

対象(※1)

申込(※2)

開催期間

料金(※3)

16歳以上

～６/２８

７/２～８/６の間で全５回

3,000円

中央緑地第2体育館

～７/１６

７/２２～２６（５日間）

3,000円

市営温水プール

～７/２２

７/２７～３１（５日間）

2,500円

中央緑地陸上競技場

～７/２９

８/３～７（５日間）

2,500円

中央緑地陸上競技場

小学３年
～６年
小学１年
～３年
小学４年
～６年

※１ 市内に在住、在学、在勤の人のみ

市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)はシステム停止のため、臨時休業いたします。

６月１３日(土) ・６月１４日(日)

健康づくり課
ＴＥＬ：３５４－８２９１ ＦＡＸ：３５３－６３８５
ホームページ：http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu87679.html

四日市市体育協会 夏のスポーツ教室

小学生陸上(ナイター)

臨時休業のお知らせ
終 日

最優秀賞
副賞 ２０万円

＊ 詳しくは、『広報 ６月下旬号』をご覧ください

※2 受付開始は６/９ ９：００～

場

所

（昌栄町）

※3 傷害保険を含む

四日市市体育協会のホームページ(http://www.y-sports.jp)にある用紙でお申込みください。（電話申込み不可）
詳細は四日市市体育協会（ＴＥＬ ３４５－４１１１・ＦＡＸ ３４６－７７６７）までお問い合わせください。

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
【問い合わせ先】 市民課

ＴＥＬ ３５４－８１5２・３５９－６５２１

地域づくりマイスター養成講座

受講生募集

期限：６月３０日（火）

市内の学童保育所の指導員を募集

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした
地域づくりマイスター養成講座を開催します。地域のまちづくりに興味のある方はぜひご受講下
さい。特に女性や若年者の応募をお待ちしています。奮ってご参加ください。

学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか？

開催予定日（全９回）
９：３０～１２：００ 土曜日開催（ただし、９／２７のみ日曜日）

対 象

20歳以上65歳くらいまでの、子どもが好きな人。障害のある子どもの対応ができ
る人（保育士などの有資格者）、週に1日だけ、夏休みだけ、ボランティアとして
など、希望される人も募集しています

内 容

市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など

その他

各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。
応募する人は、指導員登録説明会に参加してください。年度ごとの登録になります
ので、平成26年度に登録をされた人も改めて登録をしてください

◇指導員登録説明会
６月２０日（土） １８：００～
四日市市文化会館 第４ホール
６月１７日（水）までに、
住所、名前、電話番号(あればＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス)を、電
話かＦＡＸまたはＥメールで下記宛先まで
【問い合わせ先】 こども未来課
ＴＥＬ ３５４－８０６９ ＦＡＸ３５４－８０６１
Ｅメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

７／１８・２５、８／２２、９／１２・２６・２７、１０／３１、１１／７、１２／５
＊９／２６(土)は１３：００～１６：３０、９／２７(日)は９：３０～１６：３０

◆場 所
◆内 容

四日市市総合会館 ７階研修室ほか
住民自治や地域づくりに関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、
地域資源のマッピング演習、グループ討議、レポート作成など
◆修 了
全９回中、５回以上の出席とレポート提出で修了証を交付
◆定 員
４０名（応募者多数の場合抽選）
問い合わせ・申し込み先
市民協働安全課 ＴＥＬ ３５４－８１７９・ＦＡＸ ３５４－８３１６

盆踊りを復活してみませんか
羽津地区まちづくり推進協議会では、今夏、盆踊りの復活を計画しています。盆踊り
の練習なども含め、計画から実行までいろいろな準備がありますので、実行委員会を
組織します。第１回の委員会を下記のとおり開催いたします。お手伝いいただける
方、ご興味のある方は是非ともご参加ください。

６月９日（火） １９：００～

羽津地区市民センター １階和室
羽津地区まちづくり推進協議会事務局
ＴＥＬ＆ＦＡＸ ３３１－５３３３

