お 知 ら せ

平成２７年 ８月 ５日（№９）
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/

今年も、１０月３１日（土）・１１月１日（日）に羽津小学校にて羽津地区文化祭が開催
されます。日頃の成果や腕前を披露してみませんか？
★募集対象
★展示期間
★申込締切

作品の出展 １人１部門につき１点 (大きさに制限あり）
１０月３１日（土）午後のみ
１１月 １日（日）終日
８月３１日（月） ※申し込み用紙は事務局にあります

★★ 申し込み・問い合わせ先 ★★
羽津地区まちづくり推進協議会事務局
（羽津地区市民センター 2階
平日１０：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ E-mail : jimukyoku＠hazu.org

８月２６日（水） １０：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール

はづ子育て支援

ぴよぴよ

主催：手話サークルはばたき/羽津地区市民センター

『羽津絵本の会』のみなさんと一緒に、手遊びをしたり絵本を読んでもらいましょう
０歳～未就学児とその保護者の方が対象です.
申込不要です。お気軽にご参加ください。

主催行事

手話って何？聞こえないってどんなこと？

≪参加費無料≫

簡単な手話を覚えましょう！
参加費無料。どなたでも参加できます。

８月１９日（水） １３：３０～１５：００
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
第１回

９月９日（水） １０：３０～１２：００
羽津地区市民センター ２階ホール
講 師：四日市市北消防署 署員
内 容：①新生児、乳児に対する異物除去や止血法
②乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順

定 員：４０組

場所：羽津地区市民センター ２階ホール
≪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

８月２６日（水）８：３０より市民センター窓口にて受付開始

【問い合わせ先】

羽津地区市民センタ―

伊勢型紙講座

（２回シリーズ）

ＴＥＬ ３３１－４４６５

講師：八田郁子さん

図案は初心者～上級者用までいろいろあります。人気講座です。お早目にお申し込みください。

① ９月１７日 （木）
② ９月２９日 （火）

９：３０～１１：３０
９：３０～１１：３０

場
所：羽津地区市民センター ２階ホール
定
員：１７名 （羽津地区在住で①②ともに参加できる方）
材 料 費：１枚６００円（当日徴収します）
申し込み: ８月２５日（火）８：３０より窓口・電話にて受付（先着順）
【申し込み・問い合わせ先】
羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５
来年の干支を作って
新年を迎えましょう！

羽津地区の見どころ満載の 『羽津ふれあいマップ』 を作成いたしました。
広報８月上旬号といっしょに各ご家庭に ２部ずつ配布 いたします。
回
覧

四日市市では、各地域でＰＴＡや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるいえ」の
設置を推進しています。これは、子どもの登下校や放課後において「痴漢」、「連れ去り」、「付
きまとい」などの行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保護し、警察や学校などへ通報
していただくことを目的としています。そしてステッカーを家の前に貼っていただくことで、地域
の犯罪を未然に防ぐという抑止効果も考えられます。
現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが、新たにご協力いただけるかた、事情によりご
協力いただけなくなったかたがございましたら、各地域の設置推進団体までご連絡願います。

羽 津

地区の設置推進団体

羽津地区子どもを守るための連絡会（羽津中学校ＰＴＡ）
（連絡先：羽津中学校

ＴＥＬ ３３０－００４８）

四日市市ＰＴＡ連絡協議会
四日市市・四日市市教育委員会（青少年育成室 ＴＥＬ ３５４－８２４７）

補助金申請の事前申し込みを追加募集します！
防犯カメラの設置にかかる補助金について、募集（６月３０日締切）を行いましたが、７月
２４日～８月２４日の期間において追加募集を実施します
事前申し込み期限 ：８月２４日（月）まで
事前申し込み提出先：羽津地区市民センター窓口
【問い合わせ先】

市民協働安全課 ＴＥＬ ３５４－８１７９

あいさつが 世代をつなぎ 広がる輪
声かけて 声かけ合って 地域の輪

「戦没者を追悼し平和を祈念する日」８月１５日に黙祷を
８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で政府主催の
「全国戦没者追悼式」が行われます。
市民、事業者の皆様も当日正午から１分間の黙祷をお願いします。黙祷の時間にあわ
せて、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。
平成２７年度
四日市市社会福祉協議会 福祉教育大学

四社協福祉ゼミナール受講生募集（参加費無料）

福祉の基礎知識や専門知識を勉強できる様々な講座を通じ、「ふだんのくらしのしあわせ」について
考える『福市民』を養成しています

№
1
2
3
4
5
6
場
講
定

日 時
９/１７（木）
１０/１５（木）
１１/１９（木）
１２/１７（木）
１/２１（木）
２/４（木）

＊開催時間はすべて１４：００からです
内
容
福市民について
新しい福祉課題に対応するコミュニティソーシャルワーカーの役割
地域包括ケアに向けての四日市での取り組み
今地域で求められている活動（ボランティア、市民活動）とは
地域での助け合い活動・実践報告
福市民のつどい

所
師
員

・・・・・ じばさん三重・四日市市文化会館（予定）
・・・・・ 大阪教育大学 新崎国広 氏 ほか
・・・・・ ５０名（応募多数の場合は抽選になります。後日、決定通知を送付いたします。）
＊１回のみでも受講可能ですが、全６回受講いただける参加希望者を優先します。
申し込み方法
８月２８日（金）までに電話・ＦＡＸ・メール等で
①住所 ②氏名 ③電話番号 ④志望動機 を明記し下記宛先へお申し込みください
【問い合わせ・申し込み先】
四日市市社会福祉協議会 地域福祉課
ＴＥＬ：３５４－８１４４
ＦＡＸ：３５４－６４８６ メール：hideko-n@yokkaichi-shakyo.or.jp

平成２８年度 保育所（保育施設）・公立幼稚園の入園の申込について
９月１日から各保育所（保育施設）・公立幼稚園にて申込書をお渡しします。

申し込み受付期間：９月１１日～９月３０日まで
ＴＥＬ ３５４－８１７２

対 象：会場と駐車場の確保ができ、参加者がおおむね６５歳以上で１０人以上の団体
日 時：平成２７年１０月～平成２８年３月のうち最高5回
月～金曜日の午前または午後に１時間程度（実施月は相談に応じます）
内 容：皆さんで介護予防に取り組んでいけるよう、パンフレットやカセットテープ・
CD・DVDなども使用し、体操を覚えていただきます
申込み：8月20日（必着）までに、団体名、代表者の名前・郵便番号・住所・ 電話番号、
「地域でお達者クラブ」希望と明記して下記申し込み先まで
＊事前に、実施日時等について、代表者と健康づくり課の打ち合わせが必要です

みなさん、この秋から“キレイに！カッコよく！”変身してみませんか？
運動のプロ、食事のプロがみなさんの健康づくりをお手伝いします。
対 象：市内に在住する20歳以上75歳未満の人
（心臓病・不整脈、運動制限のある人は要相談。
主治医が運動不可と判断された場合は、参加できません）

日 時：9月4日～10月30日のおおむね毎週金曜日13:30～15:30
場 所：四日市市勤労者・市民交流センター（日永東１丁目2-25）
内 容：生活習慣チェック・筋力トレーニング・調理実習など、8回シリーズの教室
定 員：50人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知）
参加料：1,600円（調理実習費等）
申込み：8月20日（必着）までに、教室名、お名前（ふりがな）、郵便番号、住所、
生年月日、電話番号、今までにかかった病気・現在治療中の病気の有無（有
の場合はその病名）、服用中の薬の有無（有の場合はその名前）、心臓病・
不整脈の有無、運動制限の有無を記入して下記申し込み先まで
その他：調理実習は10月7日（水）または9日（金）10:00～13:00
四日市市総合会館（諏訪町2番2号）で実施

【 地域でお達者クラブ・カラダスッキリ塾 申し込み先 】

昨年より１か月早くなりました。ご注意ください。
【問い合わせ先】 保育幼稚園課

いつまでも元気で過ごすために、地域の皆さんと一緒に介護予防を始めませんか？
簡単なストレッチ・筋力トレーニングの紹介をします。

※詳しくは、「広報よっかいち」７月下旬号、
８月下旬号をご覧ください

健康づくり課

〒510510-8601 諏訪町１－５
ＴＥＬ 354354-8291 ＦＡＸ 353353-6385

電話・ＦＡＸ・はがきまたは、直接市役所３階健康づくり課窓口にてお申し込みください

四日市市では、行政上の課題や市民生活上の問題点などについて、市民の皆様の
ご意見やご要望を幅広くお聴きしながら、その結果を市政に反映させることを目的
として、毎年、市政アンケート調査を実施しています。
この調査は、満20歳以上の方から無作為に抽出した5,000人の方々に
お願いするものです。
調査の趣旨をご理解いただき、市政アンケートにご協力ください。
■アンケート実施期間

8月20日
20日(木)～9月10日
10日(木)

【問い合わせ先】 広報広聴課 TEL 354-8244 ／ FAX 354-3974

広聴イメージキャラクター
「きくゾー」

鳥獣被害防止用電気柵の安全確認を
先般、静岡県にて電気柵による死亡事故が発生しました。電気柵は設置の仕方や使用方法を誤ると、
重大な事故を引き起こす危険があります。特に３０Ｖ以上の電源を供給する場合は、漏洩遮断器の設置
が必要です。 事故を防ぐための安全確認と、危険を表示する看板の設置を行ってください。
◇◇◇◇◇
農水振興課
ＴＥＬ ３５４－８１８１
◇◇◇◇◇

❂❂❂ プレミアム付商品券 当選ハガキ引換（購入）期限が近づいています ❂❂❂
プレミアム付商品券の当選ハガキの引換（購入）期限は、８
８月１２日（水）までとなっておりま
月１２日（水）
すので、当選された方は、必ず期限までに各金融機関にて引換（購入）をお願いします。
期限後は、引換（購入）できなくなります。
期限後は、引換（購入）できなくなります

