
　　　　　自治会名 　　　　自治会長名 　　　　　自治会名 　　　　自治会長名

午前・午後

日　　　　　程 検　診　内　容 時間

霞ヶ浦町南部 吉見　明博 大宮第一 藤井　哲夫 ８月２９日（月） 肺がん・結核検診 １３：００～１５：００

金場町 渡辺　彰男 大宮西町 武藤　裕孝 乳がん検診（マンモグラフィ） 午前・午後

午前

白須賀町 野呂　照哉 大宮第三 須藤　啓一 子宮頸がん検診 午後

霞ヶ浦町北部 贄　友英 大宮第二 味香　祥平

１０月３１日（月）

１１月　１日（火）

１１月　２日（水）

胃がん検診

富士町 森　松男 羽津山町 平野　信幸 大腸がん検診

八田第二 木村　昌弘 別名第三 長井　恒巳

八田第三 内田　寛 別名第四 伊藤　米吉

城山町 森　幸一 別名第一 伊藤　光博

八田第一 久志本　良勝 別名第二 正岡　茂

羽津町第三 廣瀬　達士 山手町 佐藤　敏明

羽津中第一 大川　喜美男 羽津いかるが町 西脇　良孝

羽津町第一 藤井　義明 別名第五 後藤　正

羽津町第二 伊原　清治 別名第六 山本　光友

羽津中第二 藤井　清 緑丘町 井口　直

回
覧

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２８年 ４月２０日（№２）

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/

２８年度 連合自治会役員・各町自治会長紹介
住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、

住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます

＜連合自治会役員＞

○ 会 長 味香 祥平

○ 副会長 西脇 良孝 内田 寛

○ 会 計 久志本良勝

○ 監 査 伊原 清治 廣瀬 達士
（敬称略）

羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ

◎ 検診を受診するためには申し込みが必要です

◎ 詳細は広報よっかいち４月下旬号別冊「平成２８年度検診のお知らせ（保存版）」

でご案内します

平成２８年４月平成２８年４月平成２８年４月平成２８年４月 学校関係の人事異動学校関係の人事異動学校関係の人事異動学校関係の人事異動 （敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）

よろしくお願いします（着任）よろしくお願いします（着任）よろしくお願いします（着任）よろしくお願いします（着任） お世話になりました（離任）お世話になりました（離任）お世話になりました（離任）お世話になりました（離任）

【【【【羽津小学校羽津小学校羽津小学校羽津小学校】】】】 校長校長校長校長 武内武内武内武内 克彦克彦克彦克彦 校長校長校長校長 井川井川井川井川 和道和道和道和道

（中央小学校から）（中央小学校から）（中央小学校から）（中央小学校から） （退職）（退職）（退職）（退職）

【【【【羽津中学校羽津中学校羽津中学校羽津中学校】】】】 教頭教頭教頭教頭 小林小林小林小林 正英正英正英正英 教頭教頭教頭教頭 小林小林小林小林 正人正人正人正人

（大池中学校から）（大池中学校から）（大池中学校から）（大池中学校から） （四日市市役所（四日市市役所（四日市市役所（四日市市役所 こども未来課こども未来課こども未来課こども未来課 青少年育成室）青少年育成室）青少年育成室）青少年育成室）

☆ 日 時 ５月１３日（金） １４：００～１５：００

☆ 場 所 羽津地区市民センター ２階 ホール

☆ 定 員 ６０名 ※羽津地区在住の方

※定員になり次第、締め切ります

☆ 内 容 ・省エネ講座（２０分）

・グリーンカーテンの説明(２０分）

・ゴーヤの苗の配布（ひとり２苗）

☆ 受 付 ４月２１日（木）８：３０から受付を開始します

市民センターの窓口、または電話でお申し込みください

＜申し込み・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

＜問い合わせ先＞

健康づくり課 成人健診係 ＴＥＬ ３５４－８２８２

ＦＡＸ ３５３－６３８５

参加費 無料

再

掲



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

１１日 １８日

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

１２日

２５日

（水） （水） （水）

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

１１日 ２５日

１９日 ２６日

（木） （木） （木）

５月２１日（土） １０：００～１５：３０
相互援助活動の趣旨・発達障害について

～その子どもとの接し方～

（水） （水）
日　　　　　　　程 内　　　　　　　　容

（金） （金） （金）

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

６日 １３日 ２０日

（水） （金）
３歳児対象 １０：３０～１１：３０

１１日 ２７日

援助活動を円滑に進めるために・講習のまとめ

５月２８日（土）

子どもの心に寄り添う・安全で快適な環境づくり１０：００～１５：３０５月２２日（日）

６月  ５日（日） １０：００～１５：３０

６月１１日（土） １０：００～１２：００

１０：００～１５：００ 子どもの安全と事故、救急法・子どもの病気

６月  ４日（土） １０：００～１６：００
子どもの心と身体の発達
子どもの栄養と食生活

子どもの世話（あそび）・小児看護

５月１８日（水）５月１８日（水）５月１８日（水）５月１８日（水）

別名三丁目 東ソー住宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００

大宮町 志氐神社 １４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０

八田二丁目「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０

５月２０日（金）５月２０日（金）５月２０日（金）５月２０日（金）

緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

参加費 無料

申込み 不要

５５５５月３１日（月３１日（月３１日（月３１日（火火火火）））） １３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０
◇場 所 羽津地区市民センター

◇対 象 おおむね６５歳以上の方

◇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

緊急連絡先がわかるもの

※ 次回は６月７日（火） 八田第三集会所で行います

≪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

１０日・１１日・１２日・１７日・１８日・１９日

２４日・２５日・２６日・３１日 （火・水・木）

新規援助会員講習会のお知らせ

場 所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階

(日永東一丁目２－２５）

申込方法 ：電話・ＦＡＸにて５月１４日（土）までにお申し込み下さい。

テキスト代：２，０５０円

そ の 他 ：託児あり（無料 先着１０名）※事前にお申し込み下さい。

ファミリー・サポート・センターは、子育てを

地域で支えあう会員組織です。

あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？

受講開始から１年以内に受講を完了すれば、援助

会員として登録できます。１講座からでも受講で

きます。

＜申し込み・問い合わせ先＞＜申し込み・問い合わせ先＞＜申し込み・問い合わせ先＞＜申し込み・問い合わせ先＞

四日市市ファミリー・サポート・センター四日市市ファミリー・サポート・センター四日市市ファミリー・サポート・センター四日市市ファミリー・サポート・センター

（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

ＴＥＬ・ＦＡＸＴＥＬ・ＦＡＸＴＥＬ・ＦＡＸＴＥＬ・ＦＡＸ ３２３－００２３３２３－００２３３２３－００２３３２３－００２３

あいさつが世代をつなぎ広がる輪

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただく

ために、平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施いたします。

新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講

してください。

日 時 ６月１１日(土) １３：００～１５：００

＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。

場 所 四日市市勤労者・市民交流センター 東館３Ｆ

定 員 会場の都合により、３０名程度といたします。 (先着順に受け付けます)

申込方法 電話、ＦＡＸにてお申し込みください。

託 児 有り 無料 ※事前にお申し込みください。

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ


