平成２７年 ７月 ２０日（№８）

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/

申し込み不要・参加費無料

紙ひこうき教室開催！
７月２５日（土） ９：００～１２：００

(８：３０より受付）

垂坂公園・羽津山緑地 交流広場
自分で作った紙ひこうきを、芝生の上で青空に飛ばそう！
よく飛ぶ紙ひこうきの作り方・飛ばし方を専門家が指導いたします。
悪天候の場合は、８月１日（土）に延期いたします。

主催：手話サークルはばたき/羽津地区市民センター
参加費無料。どなたでも参加できます
簡単な手話を覚えましょう！

第１回 ８月１９日（水）１３：３０～１５：００

第２回

９月３０日（水） １３：３０～
あいさつの手話を覚えよう！

第３回

１０月７日（水） １３：３０～
自分の名前を表してみよう！

羽津地区市民センター ２階 ホール
手話って何？聞こえないってどんなこと？
聞こえない人のことを知ろう！ゲームを通して楽しく学ぼう

*当日参加 ・ １日だけの参加もＯＫです*

【主催 ・ 問い合わせ先】

平成２７年度

当日受付
先着５０名

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

人権講演会

申し込み不要・参加費無料

身近な出来事から考える私たちの“人権”

８月４日（火） １９：００～ 羽津地区市民センター ２階ホール
講 師 ： 四日市市人権センター 中島久恵さん

≪申し込み・問い合わせ先≫羽津地区手話サークル 『 はばたき 』 代表 松永（ＴＥＬ ３３２－３４９２）
羽津地区市民センター窓口でも受け付けています

主 催 ： 羽津地区人権教育部会（人権まちづくりの会）
【問い合わせ先】 羽津地区市民センター

ＴＥＬ ３３１－４４６５

地域の絆を広めたいと ２０年ぶりに復活しました！

第１回 羽津地区 盆踊り大会
志氐神社境内 （小雨決行・雨天中止）
主催：羽津地区盆踊り実行委員会

スタンプラリーで羽津を知ろう！

共催：羽津地区まちづくり推進協議会

８月８日（土） 志氐
志氐神社

参加費無料

（７：４５集合 ８：００出発 １０：００終了）

＊ 参加者全員に萬古焼のマグカップをプレゼント！ ＊
盆踊り練習会のお知らせ
７月２６日（日） １７：００～１９：００
７月２９日（水） １９：００～２０：００
問い合わせ先 ： 羽津地区まちづくり推進協議会事務局

志氐神社
羽津会館

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ３３１－５３３３

肺がん・結核検診のお申し込みはおすみですか？
羽津地区市民センターで行われる肺がん・結核検診日は

８月２８日（金） １３：００～１５：００

ご存じですか？あなたの地域のひとり親家庭福祉協力員
ひろせ みちこ

羽津北小学校区には 廣瀬 道子 さん

相談等のご希望があれば、羽津地区市民センター 館長 までご連絡ください。
【連絡先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５

回
覧

【主催 ・ 問い合わせ先】 羽津地区まちづくり推進協議会
ＦＡＸ：３３１－５３３３
Ｅメール：ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ＠ｈａｚｕ．ｏｒｇ

先着200名

「歴史講座」 第１１回 「羽津学」

申し込み不要・参加費無料

羽津を丸ごと知ろう

羽津地区には『ひとり親家庭福祉協力員さん』が２名みえます

羽津小学校区には 長崎 ヱミ子 さん

申し込み ： ７月１５日（水）１０：００より受付開始。
ＦＡＸ・Ｅメール・専用申込用紙にてお申し込みください

です

羽津地区市民センター窓口 にてお申し込みください。
受診希望の方は、８月１３日（木）
８月１３日（木）までに
８月１３日（木）

ながさき えみこ

対 象 ： 羽津地区在住の方（小学３年生以下は保護者同伴でお願いいたします）

８月８日（土） １３：３０～ 羽津地区市民センター ２階ホール
第２講 『 戦時中の思い出 』

岩田英郎 氏 ・喜多隆之 氏 ・ 大泉義明 氏 他

今年の羽津学では、戦争を体験した方たちのお話を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。

あいさつが 笑顔が作る 羽津のまち

８月

市制施行１２０周年記念「キャッチコピー」募集！
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

５日

１２日

１９日

（水）

（水）

（水）

四日市市は、明治３０年８月１日に全国で４５番目に市制が施行され、平成２９年８月１日に市
制施行１２０周年を迎えます。四日市市が歩んできた歴史や育んできた文化を継承するととも
に、これからのますますの発展を願い、皆さんで１２０周年を祝いましょう！
そこで、市制施行１２０周年を広く効果的にＰＲするための「キャッチコピー」を募集します。

４日・５日・６日・１８日・１９日・２０日
みのり保育所

（火）・（水）・（木）・（火）・（水）・（木）

９：３０～１４：３０

２５日・２６日・２７日
（火） ・ （水） ・ （木）

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

６日

２０日

２７日

（木）

（木）

（木）

今月はお休みです

１０：００～１１：３０

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４７１２

３歳児対象

３日

１７日

（月）

（月）

■応募方法
８月１４日（金）（当日消印有効）までに、キャッチコピー、住所、氏名、電話番号
キャッチコピー、住所、氏名、電話番号をはが
８月１４日（金）（当日消印有効）
キャッチコピー、住所、氏名、電話番号
き・ＦＡＸ・Ｅメールにて下記宛先へ。
直接、市役所８階 政策推進課へお持ちいただいても結構です。
■対象
市内に在住もしくは通勤、通学する方。市内で活動する団体に属している方。（プロ・アマ不問）
■注意事項
他で使用されていない、未発表のものに限ります。 受賞作品の使用に当たっては、若干の変
更・修正での使用等をする場合があります。
■結果
最優秀賞１点と優秀賞３点を選出し、市ホームページで発表 (平成２７年１０月頃予定)
■表彰
①最優秀賞１点 副賞５万円 ②優秀賞３点 副賞１万円
詳しくは、四日市市ホームページ掲載の募集要領、
または各地区市民センターにある募集チラシをご覧ください。

今月はお休みです

１０：３０～１１：３０

■問い合せ・申し込み先

政策推進課

ＴＥＬ３５４－８１１２

郵 送 ・・・ 〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号
Ｆ Ａ Ｘ ・・・ ３５４－３９７４
Ｅメール ・・・ seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

８月の自動車文庫はお休み
お休みです
８月
お休み
参加費：無料

おおむね６５歳以上の方が対象です
対象者
日 時

場 所
定 員
内 容

市内在住の小学６年生以下のお子様及び保護者

８月１９日(水) １０：００～１１：３０
８月２０日(木) １０：００～１１：３０
８月２０日(木) １４：００～１５：３０
四日市市総合会館８階 第４会議室
※応募多数の場合は先着順
各回３０名
※内容が変更となる場合があります
交通安全クイズ、他
【申し込み方法】

ＦＡＸ：３５４－８３０２

Ｅメール：dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp

新・増築の家屋調査にご協力を
平成２７年１月２日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査に
伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職員は、
固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。また、相
続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税台帳登録者の変更
申請書」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。
【問い合わせ先】 資産税課家屋係

城山町 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。

❋内 容
❋持 ち 物
≪問い合わせ先≫

「腰痛予防」についてのお話
参加費無料
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの 申し込み不要
動きやすい服装でお越しください。
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

締切：８月１０日

参加希望日時、氏名（保護者様、お子様）、学校名、学年、電話番号をＦＡＸまたは、
メールにてお申し込みください
【申し込み先】
道路管理課

８月４日（火） １３：３０ ～ １４：３０

ＴＥＬ３５４－８１３５ ・ ＦＡＸ３５４－８３０９

✤✤✤

羽津地区市民センターに新しい本が入りました

【課題図書】
・ クレヨンからのおねがい！
・ ぼくはうちゅうじん
・ ぼくの、ひかり色の絵の具
・ 夏の朝
・ 希望の海へ
・ マララ
- 教育のために立ち上がり、
世界を変えた少女-

【児童書】
・ グレッグのダメ日記
・ はだしのゲン
・ うちにかえったガラコ
・ はしれはやぶさ！
とうほくしんかんせん
・バムとケロのにちようび

✤✤✤

【一般書】
・ 火花
・ フランス人は
１０着しか服をもたない

＊ 貸出はひとり５冊まで 期間は２週間です

