平成２７年１１月２０日（№１６）

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/

羽津北小学校
例年、本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を行っております。
本年度も下記の日程で試走および記録会を計画しております。
地域の皆様には通行等でご迷惑をおかけしますが、子どもたちのためにご理解いただきますよう、
お願い致します。
＜実施日・時間＞
試走日：１１月２６日（木） ９：００～１２：３０ 及び １３：４０～１５：００
※予備日 １１月３０日（月）
記録会：１２月２日（水） ９：００～１２：００
※予備日 １２月３日（木）

マイナンバーの通知が開始されました
マイナンバーをお知らせする通知カードが、世帯別に簡易書留で送付されます。
お手元に届いた通知カードは
通知カードはなくさないよう大切に保管
なくさないよう大切に保管してください。
してください
通知カードはなくさないよう大切に保管してください
* 詳しくは 『広報よっかいち

再掲載

11月下旬号』 をご覧ください
― 老人クラブ【春風会】協賛 ―

『よっかいち・はつらつ健康塾！』のご案内
参加費無料
申込不要

１２月１日（火） １３：３０～１４：３０

１１月２７日（金） １３：３０～１５：００

かすみの里

羽津地区市民センター ２階ホール

＊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。
お気軽に
ご参加ください

❋対 象 者
❋内 容
❋持 ち 物
≪問い合わせ先≫

羽津を丸ごと知ろう

『歴史講座』第１１回『羽津学』

第５講 『文化財巡り』 員弁のお寺さん

平成２８年２月１１日（木・祝）

＜参加費＞
＜持ち物＞

８：３０集合・出発（羽津地区市民センター） → 覚通寺 → 通念寺 →
イオン大安店（各自昼食） → 照光寺 → １６：００頃帰着（羽津地区市民センター）
＊帰着時刻は、交通事情等により前後します
３０００円
３０００円（バス代・保険料等）
＊参加費は当日徴収します。昼食代は含みませんので、各自でお願いいたします。
お茶・筆記用具・薬や杖など各自必要なもの。天候により雨具のご用意もお願いします。

＜募集人数＞
＜申込受付場所＞
＜申込受付時間＞
＜問い合わせ先＞

４５名
４５名（定員になり次第締め切ります。お早目に）
羽津地区まちづくり
まちづくり推進協議会事務局
羽津地区
まちづくり推進協議会事務局（
推進協議会事務局（羽津地区市民センター
羽津地区市民センター ２階）
月曜～金曜 １０：００～１６：００
０９０－１７８２－５０７１（森）
または ０５９－３３１－４２０１（岩田）

１２月
１２月１日（火）より受付開始
より受付開始！
受付開始！皆様のご
皆様のご参加
のご参加をお
参加をお待
をお待ちしています。
ちしています。

師♪

参加費♪
問い合わせ先♪

再掲載

員弁の天智天皇の子孫や、平氏や、蓮如上人ゆかりのお寺を訪ねます。
＜行 程＞

講

おおむね６５歳以上の方
「ウォーキング」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。
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

リズムメイトのみなさん
無 料

＜申込不要です。お気軽にお越しください。＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

手作りしめ縄飾り講座
世界に一つだけの手作りしめ縄を飾って、新年を迎えませんか？
参加費・材料費不要です。

１２月１７日（木） ９：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
講師：下田正由さん・四日市公害と環境未来館のみなさん
定員：２０名
持ち物：持ち帰り用の袋・剪定ばさみ（ある方のみ）
服 装：汚れてもよい作業のしやすい服装
申込方法：１１月２０日（金）８：３０より
羽津地区市民センター窓口・電話（３３１－４４６５）にて受付致します
＊申込締切１２月２日（水）但し、定員になり次第締め切ります

『女性の・
女性の・女性
の・女性による・
女性による・女性
による・女性のための・
女性のための・女性会議
のための・女性会議』
女性会議』のご案内
のご案内
防災講演会とグループディスカッション

１２月１０日（木）
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

１２月１５日（火）
緑丘町 集会所駐車場
回
覧

１４：２０～１５：００

大人も子どもも楽しく学べる防災講座
１１月
１１月２９日
２９日（日）

１３：
１３：００受付
００受付 １３：
１３：３０開演
３０開演

【講師】あんどう

りすさん

託児あります。（当日受付いたします）

羽津地区市民センター
羽津地区市民センター ２階ホール
【主催】
羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会
【問い合わせ先】 羽津地区まちづくり推進協議会事務局 ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）
＊＊＊ 市民センターでの講座・イベント等に参加される皆様へ ＊＊＊
消防分団車庫工事に伴い、駐車スペースが限られています。なるべく徒歩か、自転車等でご来館ください。

『男女共同参画センター』
男女共同参画センター』 からの ご案内
育児と仕事を両立させるためのお仕事探しセミナー
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

２日

９日

（水）

（水）

1日・２日・３日・８日・９日・１０日
みのり保育所

９：３０～１４：３０

１２月８日（火） １０：００～１１：３０

≪応募書類の作り方、面接どう答えるの？≫

本町プラザ２階 第２会議室

求人情報の検索方法やポイント注意点等の説明・応募書類の作成方法・面接時によく聞
かれる質問や答え方についてのグループ討議
■対象
子育て中の方や、ひとり親家庭の母等で早期再就職を考えている方
■定員
２０名（先着順）
■料金
無料
■託児
あり（無料ですが事前予約必要。６ヶ月～未就学児の子ども。先着５名まで。）
■申し込み方法 下記窓口で直接。または、電話・ＦＡＸにてお申し込みください。
ハローワーク四日市
ＴＥＬ ３５３－５５６７ ・ ＦＡＸ ３５３－７７４４
マザーズコーナー四日市
ＴＥＬ ３５９－１７１０ ・ ＦＡＸ ３５５－６７３６
■内容

１５日・１６日・１７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

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

１０日

１７日

２４日

（木）

（木）

（木）

（木）

２日

１６日

（水）

（水）

４日

１１日

１７日

（金）

（金）

（木）

９日

１０：３０～１１：３０

（水）

下記講座も参加者募集中です。（詳しくは、広報よっかいち１１月下旬号をご覧ください）
◎ デートＤＶ予防教育指導者養成講座受講生募集
◎ 父子でお掃除大作戦
手作り掃除グッズで家じゅうぴかぴか ＆ ちょこっとさんかく教室

アイデアオリンピック

～まちづくりのアイデア募集～

中心市街地活性化策、文化振興策、観光・シティプロモーション施策など、“四日市のまちづくり”につい
て、市民の皆さんからのアイデアを募集します。自由で斬新なアイデアをお待ちしています。
■対 象
■応募方法

市内に在住、または通勤・通学する人
１１月２７日（必着）までに、広報広聴課（市役所８階）、各地区市民センターにある
所定の応募用紙に記入して郵送かファクス、またはＥメールにてご応募ください。

【応募先】 〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号
四日市市役所 広報広聴課
ＦＡＸ： ３５４－３９７４
Ｅメール：kouhoukouchou@city.yokkaichi.mie.jp
■問い合わせ先

１２月１６日（水）
１０：００～
志氐神社 参集殿

ＴＥＬ ３５４－８２４４

優秀なアイデアを提案していただいた方には、記念品を差し上げます

１１月２５日（水）１０：３０～１２：００
羽津地区市民センター ２階ホール

羽津地区在住で、幼稚園・保育園に
行ってない乳幼児と保護者対象

＊＊＊ 講座内容 ＊＊＊
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
講 師：四日市市北消防署 署員
参加費：無料
定 員：４０組（先着順）

参加費：無
料
定員：４０組（先着順）

１２月４日（金）８：３０より受付開始
【問い合わせ先】

広報広聴課

１１月１３日より受付中

羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５

どちらも羽津地区市民センター窓口での受付です。ご来館ください。
１０月１８日(日)四日市市文化会館で「第4回全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち」が開催されました。
予選を勝ち抜いた１５家族の個性輝くバラエティ豊かな演奏の様子をケーブルテレビで放送いたします。
■ 放送チャンネル
■ 放送日時

地上デジタル１１ＣＨ
１２月５日（土）１４：００～１８：００ / １２月６日（日）１７：００～２１：００

■ 問い合わせ先

文化振興課

＊ただし、放送日が変更となる場合があります。

ＴＥＬ ３５４－８２３９

モータサイレン 橋北地区 におきまして、防災訓練に伴うモーターサイレンの吹鳴を行い
ます。訓練ですので、本番と間違われないようお願い申し上げます。
吹鳴の
お知らせ
１１月２９日（日） ８：３０～

✲✲✲✲ 市内学童保育所の指導員を募集しています ✲✲✲✲
学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
２０歳以上６５歳くらいまでの、子どもが好きな人であれば指導員登録ができます。
障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定の働き方を希望する人
（週に１日だけ、夏休みだけ、ボランティアなど）も募集しています。登録を希望する人を
対象に下記の要領で指導員登録説明会を開催いたしますので、ふるってご参加ください。
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。
注意：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。

◇指導員登録説明会
■日 時
１２月１９日（土）１８：００から
■場 所
四日市市文化会館 第４ホール
■申込方法
１２月１６日（水）までに、住所、名前、電話番号(あればＦＡＸ、
Ｅメールアドレス)を、電話かＦＡＸ、Ｅメールでご応募ください
■問い合わせ・申し込み先
ＴＥＬ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１
こども未来課
Ｅメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

