
対　象

定　員

４０組

問い合わせ先

羽津地区市民センター

ＴＥＬ　３３１－４４６５

　（受付は８：３０までに済ませてください）

　場　所　場　所　場　所　場　所 　垂坂公園・羽津山緑地全域 　参加費　参加費　参加費　参加費 　無料 ◎参加費 ３００円（後日、ご自宅へ集金にお伺いいたします）

　参加資格　参加資格　参加資格　参加資格 　どなたでも参加できます。ご家族または友人とお気軽にご参加ください。 ◎申込方法
　歩きやすい靴、長袖シャツ、長ズボンを着用ください。

　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先　問い合わせ先 ＊＊＊＊＊　　道具の貸し出しもあります。皆さまお誘い合わせのうえご参加ください　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　道具の貸し出しもあります。皆さまお誘い合わせのうえご参加ください　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　道具の貸し出しもあります。皆さまお誘い合わせのうえご参加ください　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　道具の貸し出しもあります。皆さまお誘い合わせのうえご参加ください　　＊＊＊＊＊

　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター ◎問い合わせ先◎ 羽津地区体育振興協議会　山本　ＴＥＬ　３３１－２５０５

地区内在住で幼稚園・
保育園へ行っていない
乳幼児と保護者

定員になり次第
締め切ります

申し込み
受　付 ５月２５日（水）　８：３０～

羽津地区市民センター窓口にて
受付いたします。電話や代理での
申し込みは受付できません

　　　グラウンドゴルフ大会　　　グラウンドゴルフ大会　　　グラウンドゴルフ大会　　　グラウンドゴルフ大会
　　　　　　　　　　　　　　のご案内　　　　　　　　　　　　　　のご案内　　　　　　　　　　　　　　のご案内　　　　　　　　　　　　　　のご案内

主
催 羽津地区体育振興協議会羽津地区体育振興協議会羽津地区体育振興協議会羽津地区体育振興協議会

公園内の植物観察をしながら、健康ウォーキングを楽しもう!!

６月２６日（日）　　６月２６日（日）　　６月２６日（日）　　６月２６日（日）　　雨天延期：７月１０日（日）雨天延期：７月１０日（日）雨天延期：７月１０日（日）雨天延期：７月１０日（日） 申込締切申込締切申込締切申込締切
６月１７日

（金）
６月１1日（土）　９時～１２時　　雨天の場合６月１８日（土）に延期

羽津小学校運動場　　９：００ 開始羽津小学校運動場　　９：００ 開始羽津小学校運動場　　９：００ 開始羽津小学校運動場　　９：００ 開始
当日　管理棟バルコニーにて　８時３０分より受付開始（先着１００名）当日　管理棟バルコニーにて　８時３０分より受付開始（先着１００名）当日　管理棟バルコニーにて　８時３０分より受付開始（先着１００名）当日　管理棟バルコニーにて　８時３０分より受付開始（先着１００名）

あずまや
参加者に
ペットボトル飲料（500ｍｌ）
１本プレゼント！ご希望の方に
は【羽津の花 マリーゴールド】
の苗も差し上げます

専用申込用紙が羽津地区市民センター１階パンフレット置き場に置いてあります。
ご記入後、２階まちづくり推進協議会事務局入口横の申込ＢＯＸに投函ください。

ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　公園事務所
ＴＥＬ　３３３－５５９７（９：００～１６：００） 小学生以下の参加者

（先着２０名）には
カブトムシの幼虫を
プレゼントします

回
覧 あいさつで絆つながる羽津のまち

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２８年 ５月２０日（№４）

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/

にこにこにこにこにこにこにこにこ

ミュージックボックスミュージックボックスミュージックボックスミュージックボックス

がやってくるがやってくるがやってくるがやってくる

６６６６////８（水）１０：３０～１１：３０８（水）１０：３０～１１：３０８（水）１０：３０～１１：３０８（水）１０：３０～１１：３０

羽津地区市民センター羽津地区市民センター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２階ホール２階ホール２階ホール

ひとりで悩まずにご相談くださいひとりで悩まずにご相談くださいひとりで悩まずにご相談くださいひとりで悩まずにご相談ください
---- みなさんは「人権擁護委員」をご存じですかみなさんは「人権擁護委員」をご存じですかみなさんは「人権擁護委員」をご存じですかみなさんは「人権擁護委員」をご存じですか ----

人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受け、地域や町のみなさんのため日々

人権相談・人権啓発活動などに取り組んでいます。 人権についてお困りや

お悩みのときは私たちの町の人権擁護委員にご相談ください。

羽津地区担当の人権擁護委員は、

井上 キヨ子（いのうえ きよこ） さんです。

相談はこちらへ → みんなの人権１１０番みんなの人権１１０番みんなの人権１１０番みんなの人権１１０番 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ０５７０－００３－１１００５７０－００３－１１００５７０－００３－１１００５７０－００３－１１０

******  特設人権相談の実施案内 ******

６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。 この「人権擁護委員の日」に

合わせ、毎年、特設人権相談を実施します。

予約の必要はありませんのでお気軽にお越しください。

日にち ６月１日 (水)

時 間 １０：００～１２：００ ・ １３：００～１６：００

場 所 イオン四日市尾平店１階 東側エスカレーター付近

＜問い合わせ先＞

人権センター ＴＥＬ ３５４－８６０９ ＦＡＸ ３５４－８６１１

第７回



■     募集人数募集人数募集人数募集人数 ２人　（大矢知地区市民センター、小山田地区市民センター）

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。 ■　職務内容職務内容職務内容職務内容 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
（参加費は無料で、予約はいりません）

■　任期任期任期任期 平成２８年８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）

■     募集期間募集期間募集期間募集期間 ５月２３日（月）から６月１０日（金）（必着）
TEL　３３１－４４６５

■     応募方法応募方法応募方法応募方法
１日・２日・７日・８日・９日・１４日・１５日・１６日・２１日

２２日・２３日・２８日・２９日・３０日（火・水・木）
■     問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 市民生活課　ＴＥＬ　３５４－８１４６

TEL　３３２－２３９２

TEL　３３１－６９８７

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。
TEL　３３１－３６１５

TEL　３３１－４７１２

注：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◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会

◇申込方法◇申込方法◇申込方法◇申込方法

内容　　「ウォーキング」についてのお話 ◇問い合わせ・申し込み先◇問い合わせ・申し込み先◇問い合わせ・申し込み先◇問い合わせ・申し込み先
こども未来課 ＴＥＬ　３５４－８０６９　ＦＡＸ　３５４－８０６１

参加される際、緊急連絡先をお伺いしております 介護予防のための無理のないストレッチや Eメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
連絡先がわかる物をお持ちください 筋トレ・レクリエーションなどで楽しく体を動

かします
≪問い合わせ先≫

四日市市北地域包括支援センター ≪問い合わせ先≫
ＴＥＬ　３６５－６２１５ 健康づくり課　　ＴＥＬ　３５４－８２９１

羽津在宅介護支援センター 任用期間 随時～平成２９年３月３１日　（更新の可能性あり）
ＴＥＬ　３３４－３３８７

勤務場所 四日市市立海蔵幼稚園　（四日市市大字東阿倉川５８０番地）
★  どちらもおおむね６５歳以上の方が対象です
★ 参加費無料・申し込み不要です 任用日数 月２０日程度　（土・日・祝・年末年始を除く）
★ 筆記用具・タオル・飲み物など各自必要なものをご用意いただき、動きやすい服装でご参加ください

勤務時間 ８：１５～１５：３０
・電話対応 ・給茶準備

賃　金 時給８１０円　（交通費は別途支給） ・逓送業務 ・軽作業
・施設清掃作業 等

*詳しくは下記へお問い合わせください
*応募いただいた方には、改めて面接の日程を連絡いたします

問い合わせ・連絡先問い合わせ・連絡先問い合わせ・連絡先問い合わせ・連絡先 四日市市立海蔵幼稚園　園長　齊藤　　ＴＥＬ３３１－６９８６四日市市立海蔵幼稚園　園長　齊藤　　ＴＥＬ３３１－６９８６四日市市立海蔵幼稚園　園長　齊藤　　ＴＥＬ３３１－６９８６四日市市立海蔵幼稚園　園長　齊藤　　ＴＥＬ３３１－６９８６

 はづ子育て支援　ぴよぴよ
１０：００～１１：３０

１日 １５日 ２２日

（水） （水） （水）

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、月曜日から金曜日の８：３０～１７：１５までにお願いします。

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

２日 ９日 １６日 ２３日 ３０日

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

８日

（木） （木） （木） （木） （木）

２２日

（水） （水）

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

３日 １０日 １７日 ２０歳以上６５歳くらいまでで、子どもが好きな人であれば、どなたでも指導員として働くことがで
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。

（金） （金） （金）

２４日

（水） （金）
３歳児対象 １０：３０～１１：３０

８日

６月７日（火）　１３：３０ ～ １４：３０６月７日（火）　１３：３０ ～ １４：３０６月７日（火）　１３：３０ ～ １４：３０６月７日（火）　１３：３０ ～ １４：３０
６月９日（木）　１３：３０ ～ １５：００６月９日（木）　１３：３０ ～ １５：００６月９日（木）　１３：３０ ～ １５：００６月９日（木）　１３：３０ ～ １５：００ ６月８日（水）までに、住所、名前、電話番号(あればファックス、Ｅメールアドレス)

を、電話かファックス、Ｅメールで下記宛先まで     八田第三　集会所     八田第三　集会所     八田第三　集会所     八田第三　集会所
羽津地区市民センター　２階ホール羽津地区市民センター　２階ホール羽津地区市民センター　２階ホール羽津地区市民センター　２階ホール

勤務内容（用務員）

また、四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録説明会を開
催いたします。登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受けることができます。
年度ごとの登録になりますので、平成27年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。

健康づくりボランティア
　四日市市ヘルスリーダーの会による

６月１１日（土）　１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール６月１１日（土）　１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール６月１１日（土）　１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール６月１１日（土）　１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール

６月１６日（木）６月１６日（木）６月１６日（木）６月１６日（木）

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

６月２１日（火）６月２１日（火）６月２１日（火）６月２１日（火）

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


