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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２７年 ６月２０日（№ ６）

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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◆日 時 ７月７日（火） １３：３０～（１時間程度）

◆場 所 東ソークラブ（羽津文化幼稚園の向かい側）

◆対象者 おおむね６５才以上の方

◆内 容 「認知症予防について」

◆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

<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

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！

羽津地区の女性の皆様羽津地区の女性の皆様羽津地区の女性の皆様羽津地区の女性の皆様 貴方の声をまちづくりに届けませんか貴方の声をまちづくりに届けませんか貴方の声をまちづくりに届けませんか貴方の声をまちづくりに届けませんか

「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。

■ 日 時 ７月４日（土）１３：３０～

■ 場 所 羽津地区市民センター ２階ホール （託児あり 無料）

<問い合わせ先> 羽津地区まちづくり推進協議会事務局長 藤井ゆか

再 掲

７月１０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
７月１６日（木） 緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００

７月２２日（水） １０：００～１３：００

★ 場 所 羽津地区市民センター ３階 調理室

★ 定 員 小学生と保護者 １２組 ※先着順

★ 参加費 おとな ５００円 ※当日集金します

こども ３００円

★ 講 師 羽津ヘルスメイトのみなさん

★ 持ち物 エプロン・三角巾・ふきん・台ふき

メニューは

お楽しみに

◎ 日 時 ７月１４日（火） １３：３０～１５：００

◎ 場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

◎ 講 師 リズムメイトのみなさん

◎ 参加費 無料

※申し込みはいりませんので、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 ＴＥＬ ３３１－４４６５

＊老人クラブ

「春風会」協賛

こども科学教室
バブル入浴剤を作ろう!!

★ 場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

★ 定 員 羽津地区の小学生 各回２５名
（保護者の方も一緒に参加できます）

★ 講 師 東ソー（株）四日市事業所のみなさん

参加費

無料

７月２９日（水） ９：３０～１１：３０

★ 場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

★ 定 員 こどもと保護者 １０組 ※当日集金します

★ 参加費 １作品 ６００円 （申し込み時に作品数をお教えください）

★ 講 師 キルトレガーロ 武居美智子さん

★ 持ち物 針、糸、まち針（６本程度）、糸きりはさみなど

～プレスキルトでりんご形のキュートなコースターを作ろう～プレスキルトでりんご形のキュートなコースターを作ろう～プレスキルトでりんご形のキュートなコースターを作ろう～プレスキルトでりんご形のキュートなコースターを作ろう!!!!!!!!～～～～

グリーン系・ピンク系

どちらか選んでください

参加費 無料

申込み 不要

夏
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内

申し込み いずれの講座も７日７日（火）８：３０より受付開始

（電話または窓口でお申し込みください）

※ 当日は、駐車場が込み合いますので、なるべく徒歩か自転車で

お越し下さい

<申し込み・問い合わせ先>

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

７月２２日（水） １３：３０～１５：３０

８月２０日（木） ９：３０～１１：３０
※ いずれか１日をお選びください

< グリーン系> < ピンク系 >

かわいい見本を

センターに展示

しています。



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

 はづ子育て支援　ぴよぴよ
１０：００～１１：３０

１日 ８日 ２２日

（水） （水） （水） （水）

１５日

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

２日 １６日 ２３日 ３０日

（木） （木） （木） （木） （木）

９日

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

８日

（水）

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

３日 １０日

（金） （金）

３歳児対象 １０：３０～１１：３０
８日

（水）

日　　時
７月６日（月）

１８：３０～２０：４５
７月７日（火）

１８：３０～２０：４５

常任委員会 総　　務 都市・環境 教育民生 産業生活

塩浜本町一丁目1-2 高角町2977 諏訪町2-2 下之宮町296-1

所管事項
　市政の企画、財、
　務、危機管理、
　消防など

 道路、住宅、上下
 水道、区画整理、
 環境衛生など

教育、こども、
健康福祉など

 商工業、農林水産
 業、市民文化、市
 立病院など

会　　場

塩浜地区
市民センター
２階大会議室

神前地区
市民センター
２階大会議室

総合会館
８階第４会議室

あさけプラザ
２階第４・５会議室

1日、2日、 7日、 8日、9日、14日、15日、

（水）（木）（火）（水）（木）（火）（水）

16日、21日、22日、23日、28日、29日、30日

（木）（火）（水）（木）（火）（水）（木）

親子で学ぼう「夏のこども教室」（消費講座）

ゲームでチャレンジ！

めざせ、おこづかいマスター！！

■日 時 ７月１９日（日） 午前の部 １０：００～１１：３０

午後の部 １３：００～１４：３０

■場 所 四日市市総合会館 ７階 第１研修室

■内 容 ￥「おこづかいゲーム」を楽しみながら、お金の大切さや役割、かしこい使い方

について学びます。

￥参加者には、おこづかい帳、ちえふくろうグッズなどの記念品をお渡しします。

￥ゲームと先生の話を通じて、おこづかいについて子どもと大人で一緒に考えま

す。

■対 象 市内在住の小学４～６年生とその保護者（２人１組）

■定 員 各回２０組（応募多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）

■申込み ７月３日（金）（必着）までに、往復はがきにて、

①希望教室名 ②希望時間（午前・午後）③住所 ④こどもの名前

（ふりがな）⑤学年 ⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名

を書いて、下記申し込み先まで

<申し込み・問い合わせ先>

〒５１０－８６０１ 四日市市役所 市民生活課 市民・消費生活相談室

（住所がなくても、郵便番号だけで届きます）

ＴＥＬ ３５４－８１４７ ＦＡＸ ３５４－８４５２

羽津地区一斉清掃

７月５日（日）

６月定例月議会の議会報告会を、７月６日、７日に開催します。定例月議会でどのような議論が

されたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング

（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは

不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

※全会場、手話通訳いたします

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います

四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講

していただける講座です。今年度は「地域活動」「音楽」「高齢社会」「防災」「経済」

について五つのコースを開催します。複数コースの受講も可能です。

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 またはまたはまたはまたは

ホームページ（ホームページ（ホームページ（ホームページ（http://www5.city.yokkaichi.mie.jphttp://www5.city.yokkaichi.mie.jphttp://www5.city.yokkaichi.mie.jphttp://www5.city.yokkaichi.mie.jp）でご案内しています。）でご案内しています。）でご案内しています。）でご案内しています。

申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどに

あります。多くの方のお申し込みをお待ちしています！！！！

申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着申込期間：６月２２日（月）～７月１７日（金）必着

<問い合わせ先>

文化振興課 ＴＥＬ ３５４－８２３９

受講者募集

７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生につい

て理解を深め、明るい社会を築こうとするものです。

この運動を支える募金「愛の資金」へ皆様のご協力をお願いします。また、犯罪や

非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。犯罪

や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。この運動の一環と

して街頭啓発を行います。

・日・日・日・日 時時時時 ７月１日（水）７月１日（水）７月１日（水）７月１日（水） １４：１５～１４：１５～１４：１５～１４：１５～

・場・場・場・場 所所所所 近鉄四日市駅周辺近鉄四日市駅周辺近鉄四日市駅周辺近鉄四日市駅周辺

<問い合わせ先>

健康福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１０９ ＦＡＸ ３５９－０２８８

あいさつで広がる笑顔 羽津のまち

７月
夏休みの自由研究に！

参加費無料!!


