お 知 ら せ

平成２７年１２月２０日（№１８）
＜主催＞
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/

＜共催＞

羽津地区まちづくり推進協議会
障害者福祉部会
民生委員・児童委員協議会

＜雨天決行＞
再 掲

年末・年始の窓口業務のご案内
羽津地区市民センター
１２月２９日（火）～１月３日（日）まで休ませていただきます
１２月２９日（火）～１月３日（日）
羽津地区まちづくり推進協議会（市民センター ２階）
１２月２８日（月）１３：００～１月４日（月）まで休ませていただきます
１２月２８日（月）１３：００～１月４日（月）
※戸籍についての届出（出生・婚姻・死亡等）の受付と埋火葬許可証の交付は、
市役所地下１階宿直室で行います（ＴＥＬ ３５４－８１７７）
詳しくは「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください

１００歳おめでとうございます

＜申し込み先・問い合わせ先＞

羽津を丸ごと知ろう～「歴史講座」

中世、関東より知行安堵でやって来た赤堀氏は、羽津・浜田・赤堀の三地域を治め、それぞれに
羽津氏・浜田氏・赤堀氏と呼ばれました。この三氏について話していただきます。

１００歳のお誕生日おめでとう
ございます。
１２月にお誕生日をお迎えにな
られました。
いつまでもお元気でお過ごしく
ださい。

講 師 ： 石谷 英子氏（郷土史家・四日市市在住）
場 所 ： 羽津地区市民センター ２階ホール

再 掲
＜主催＞

＜主催＞ＮＰＯ法人 緑の会羽津
羽津地区市民センター

（９：００～受付開始）

回
覧

１月１６日（土）１３：３０～

第４講 「赤堀三氏」

寺村 ゆわゑ 様

垂坂公園・羽津山緑地 公園管理棟バルコニー
５０名（定員になり次第締切）
緑の会羽津 公園事務所
１月１７日（日）
１００円（当日徴収）

＜申し込み先・問い合わせ先＞
ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所（９：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３３－５５９７

（小学３年生以下の方は、
保護者同伴でご参加下さい）

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）

第１１回『
第１１回『羽津学』
羽津学』

☆場 所
☆定 員
☆申込み
☆締 切
☆材料費

１月１５日（金）までに代表者氏名
住所・連絡先・参加人数をご連絡く
ださい

● 内 容 ●
・もちつき（つきたてのおもち食べ放題）
・とん汁
・ビンゴゲーム
・バルーンアート
・和太鼓“翔”による太鼓演奏

羽津郷土史と民族研究会
羽津地区まちづくり推進協議会
羽津地区市民センター

「第５回郷土が誇る芸能大会」を開催します
各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じあう市民の芸能の祭典を行います
◆日 時
１月１６日（土）１０：００～１２：３０・１４：００～１６：３０
◆会 場
四日市市文化会館 第２ホール
◆主 催
四日市市
羽津地区の「御璃刃」さん
◆協 力
四日市市自治会連合会
（和太鼓演奏）は、
◆観覧料
無料（自由席）
１５：３５頃の出演予定です
＜問い合わせ先＞
文化振興課
ＴＥＬ ３５４－８２３９

暖かく、動きや
すい服装でおこ
しください

１月１５日（金） 別名３丁目 東ソー社宅
大宮町
志氐神社
八田２丁目「エステート羽津」前
１月２０日（水） 緑丘町
集会所駐車場

１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：４０
１４：５０～１５：２０
１４：２０～１５：００

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
ＴＥＬ ３３１－４４６５
みのり保育所
ＴＥＬ ３３２－２３９２
羽津保育園
ＴＥＬ ３３１－６９８７
羽津文化幼稚園
ＴＥＬ ３３１－３６１５
羽津幼稚園
ＴＥＬ ３３１－４７１２
（３歳児対象）

６日
（水）

１０：００～１１：３０
９：３０～１４：３０

１３日
（水）

２０日
（水）

２７日
（水）

５日・６日・７日・１２日・１３日・１４日・１９日
２０日・２１日・２６日・２７日・２８日（火・水・木）

７日
（木）

９：３０～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：３０～１１：３０

１４日
（木）
１３日
（水）
１５日
（金）
１３日
（水）

２１日
（木）

２８日
（木）

２２日
（金）
２９日

（金）

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
１１月定例月議会の議会報告会を、常任委員会ごとに分かれて、平成２８年１月７日、８日、９日に
開催いたします。今回は、２つの常任委員会が９日の土曜日に、午前と午後に開催します（詳細は下記
参照）。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。
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）

１月７日(木)

１月８日(金)

18:30～20:45

18:30～20:45

9:45～12:00

13:00～15:15

常任委員会

都市・環境

総 務

教育民生

産業生活

所管事項

道路、住宅、上下
水道、区画整理、
環境衛生など

市政の企画、財
務、危機管理、
消防など

総合会館
７階第１研修室

下野地区
市民センター
２階大会議室

川島地区
市民センター
２階大会議室

水沢地区
市民センター
２階大会議室

諏訪町２－２

朝明町９１４－３

川島新町１

水沢町２１０９－２

日

会

※
※
※

１月９日(土)

時

場

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

都市・環境常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に
駐車してください
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

【プレミアム付商品券利用期限が近づいています】
プレミアム付商品券の利用期限は１月１２日（火）です。
利用期限を過ぎたプレミアム付商品券は、利用することも、払い戻しをすることもできませんので、
期限までにご利用ください。プレミアム付商品券が利用できる加盟店舗は各地区市民センターまた
はホームページ（http://www.y-pken.com/）などで確認することができます。
＜問い合わせ先＞ プレミアム付商品券実行委員会
ＴＥＬ ３５０－３１６０

☆募集人数 １２名
☆職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
☆任期
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（再任用する場合もあります）
☆勤務地
各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
☆主な受験資格
次の要件を全て満たす人
①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、
３年以上経過していること。
④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。
⑤四日市市に在住する人。
☆募集期間 平成２８年１月６日～１月２１日（必着）
☆応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を
添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合
は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１５までにお願い
します。
＜問い合わせ先＞
問い合わせ先＞

市民生活課

ＴＥＬ ３５４－８１４６

平成２８年度四日市市民大学一般クラスの
講座を企画運営する団体・グループの募集
四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を
提供するもので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。
その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。
【募集の締め切りは、２月５日（金）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお
問い合わせください。
＜問い合わせ先＞

文化振興課

ＴＥＬ ３５４－８２３９
E-mail：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

はもりあ四日市では平成２８年２月５日(金)～７日(日)にかけて「はもりあフェスタ」を
開催します。５日(金)はオープニング企画として演奏会や寸劇、ワークショップ紹介、
６日(土)は手作り品販売等のショップが２０以上出店します。３階のは
もりあ四日市のミーティングフロアではランチサービスもあります。
７日(日)はエンディング講演会、５日～７日の期間中通して１４のワーク
ショップやはもりあ登録グループの活動の様子をパネルで紹介！！
さらにスタンプラリーも開催します。シールを集めたら粗品をプレゼント♪♪
２月５日からの「はもりあフェスタ」へぜひお越しください。
詳細は１２月下旬号の広報よっかいちをご覧ください。
＜問い合わせ先＞ 四日市市男女共同参画センター はもりあ四日市
ＴＥＬ ３５４－８３３１ (日・月・祝休館)

