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羽津地区まちづくり推進協議会

ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局）
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～手話って何？ 聞こえない人のことを知ろう～

（３回講座）

第１回 ８月 ３日（水）

第２回 ８月１０日（水）

第３回 ８月１７日（水）

聞こえないってどんなこと？

聞こえない人に伝えてみよう！

手話とは？

自分の名前を手話で表してみよう

あいさつの手話を覚えよう！

聞こえない人と話してみよう

手話で歌ってみよう

羽津地区市民センター ２階ホール １３：３０～１５：００

＜申し込み・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

ＦＡＸ ３３０－０２２４

主催：手話サークルはばたき／羽津地区市民センター

参加費 無料。

どなたでも参加できます。

当日参加・１日だけの参加

もＯＫです

主催：羽津地区まちづくり推進協議会

共催：羽津地区連合自治会・羽津地区民生委員児童委員協議会

８月６日（土） ヴィラ四日市駐車場 ７：３０～受付 ８：００出発

申込み ７月１１日（月）１０：００より

ＦＡＸ・Ｅメール・申込み用紙（羽津地区市民センター１階パンフレット置き場

にあります）にてお申込みください

※※※※詳しくは申込み用紙をご覧ください詳しくは申込み用紙をご覧ください詳しくは申込み用紙をご覧ください詳しくは申込み用紙をご覧ください

＜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メールアドレス：ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ＠ｈａｚｕ．ｏｒｇ

身近な出来事から考える私たちの“人権”

平成２８年度 人権講演会
主催：まちづくり推進協議会 人権教育部

８月９日（火） 羽津地区市民センター ２階ホール １９：００～

みんなで一緒に考えてみませんか？

多数のご参加をお待ちしています

＜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

◎講 師 四日市市人権センター 中島久恵さん

◎参加費 無料 ◎申し込み 不要

紙飛行機で遊ぼう

垂坂公園・羽津山緑地 交流広場

７月２３日（土）９：００～１２：００（８：３０より受付開始）

※悪天候の場合は、７月３０日（土）に延期

よく飛ぶ飛行機の作り方、飛ばし方を教えてくれるよ

【【【【当日イベント当日イベント当日イベント当日イベント】】】】

紙飛行機の紙飛行機の紙飛行機の紙飛行機の滞空時間滞空時間滞空時間滞空時間コンテストコンテストコンテストコンテスト

（よく飛んだ人に（よく飛んだ人に（よく飛んだ人に（よく飛んだ人に記念品記念品記念品記念品あり）あり）あり）あり）

空飛ぶヘリウム風船!!

小学生以下の方に

お１人１個限りプレゼント

★参加費 無料

★定 員 ５０名

（先着順）

＜問い合わせ先＞

ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所

ＴＥＬ ３３３－５５９７

（９：００～１６：００）

バブル入浴剤を作ろう！！

７月２６日（火） ９：３０～１１：３０

８月２３日（火） １３：３０～１５：３０

☆ 定 員 ☆ 羽津地区の小学生 各回２５名（保護者の方も一緒に参加できます）

☆ 講 師 ☆ 東ソー(株) 四日市事業所のみなさん

親子 クッキング教室

７月２７日（水） １０：００～１３：００

☆ 定 員 ☆ 小学生と保護者 １２組 ※先着順

☆ 参加費 ☆ おとな ５００円 こども ３００円 ※当日集金します

☆ 講 師 ☆ 羽津ヘルスメイトのみなさん

☆ 持ち物 ☆ エプロン・三角巾・ふきん・台ふき

申し込み方法 いずれの講座も７月５日（火）８：３０７月５日（火）８：３０７月５日（火）８：３０７月５日（火）８：３０より受付開始

（電話または窓口でお申し込みください）

※当日は、駐車場が込み合いますので、なるべく徒歩か自転車でお越しください。

＜申し込み・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

羽津地区市民センター ２階 ホール

再再再再

掲掲掲掲

・ひみつのきもちぎんこう 藤本美郷作（低学年）

・みずたまのたび アンヌ・クロザ作（低学年）

・二日月 いとうみく作（中学年）

・ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ作（高学年）

・ここで土になる 大西暢夫作（高学年）

・大村智ものがたり 馬場錬成作（高学年）

・ＡＢＣ！曙第二中学校放送部 市川朔久子作（中学校）

・生きる 森越智子作（中学校）

市民センター ３階図書室に

課題図書が入りました

※いずれか１日をお選びください

羽津地区市民センター ３階 調理室
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・小学３年生以下は保護者同伴でお願いします

・スタンプラリーの後は、かき氷のふるまいや

ビンゴ大会などもあります



 シティ・ミーティ

 ングテーマ

　ふるさと納税に

　ついて

  高齢者福祉に

　ついて

　地域社会づくりに

　ついて

・クリーンセンター

　の稼働に関して

・防災観点からの水

　の備蓄について

会　　　場

四郷地区

市民センター

２階大会議室

総合会館

７階第１研修室

三重地区

市民センター

別館大ホール

桜地区

市民センター

２階大会議室

常任委員会 総務 教育民生 産業生活 都市・環境

所管事項

市政の企画、財務、

危機管理、消防など

　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

 道路、住宅、上下

 水道、区画整理、

 環境衛生など

日　　時

７月１３日（水） ７月１５日（金）

１８：３０～２０：４５ １８：３０～２０：４５

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

６月定例月議会の議会報告会を、常任委員会ごとに分けて下記のとおり開催いたします。

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。

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

※ 教育民生常任委員会（総合会館）に参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営中央駐車場

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

「四日市あすなろう鉄道１dayフリーきっぷ」を購入して指定場所に行くと、

先着１００名様にカブトムシ（オス１匹・メス１匹）をプレゼントします。

◇日 時 ７月１６日（土）９：００～１５：００

◇内 容 ①あすなろう鉄道線の各駅で1dayフリー切符を購入（小古曽駅

では購入不可）⇒②あすなろう鉄道に乗車し、指定場所２か

所を目指す⇒③指定場所でカブトムシゲット!!

◇注 意 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。

＜問い合わせ先＞ 都市計画課公共交通推進室 ３５４－８０９５

日永駅でメス、南部丘陵公園でオスをゲット！

男女共同参画に関する 写真写真写真写真・・・・絵手紙絵手紙絵手紙絵手紙・・・・川柳川柳川柳川柳 を募集します。

【募集テーマ】 あなたが思う『男女共同参画』

【募集期間】 ７月２９日（金）１７：１５必着

【募集企画】 【写 真】四切り（現物）【絵手紙】はがきサイズ（現物）

【川 柳】指定なし（打ち変えて展示します）

【応募資格】 四日市市に在住・通勤・通学する方

【応募方法】 名前（ペンネーム可）、年齢、性別、連絡先、作品タイトル（写真の

み）を添えて、持参・郵送（応募者負担）で、はもりあ四日市まで

【展示期間】 ８月２日（火）から１２月２７日（火）まで

【そ の 他 】 詳しくは、四日市市ホームページ、はもりあ四日市ホームページ掲載の

「男女共同参画に関する作品 募集要項」をご覧ください。

【申し込み・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」

〒510-0093 四日市市本町９－８ 本町プラザ３階

ＴＥＬ：３５４－８３３１ ＦＡＸ：３５４－８３３９

Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

交通安全親子教室 参加者募集

対象者：市内在住の小学６年生以下のお子様及び保護者

場 所：セーフティープラザ三重（津市垂水２５６６番地 免許センター内）

※現地集合・現地解散とします

日 時：８月８日（月) １０：００～１１：３０・１３：３０～１５：００

８月９日（火）１０：００～１１：３０・１３：３０～１５：００

定 員：各回２０名（応募多数の場合は先着順）

内 容：最新機器を用いた交通安全教室 （内容が変更となる場合があります）

参加費：無料

締 切：８月１日（月）

申込み：参加希望日時、氏名（保護者様、お子様）、学校名、学年、電話番号をＦＡＸ・

メールにてお申し込みください

＜申し込み・問い合わせ先＞ 道路管理課 交通安全係

ＴＥＬ ３５４－８１５４ ＦＡＸ ３５４－８３０２

メール（E-mail：dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp）

わくわく！ 真夏のカブトムシ列⾞！

♪食生活改善推進員養成のための「栄養教室」受講生募集♪

健康づくり課では、地域で活動する「食」のボランティア食生活改善推進員を養成するため、

栄養教室を開催します。自分自身のためはもちろん、家族や地域の人の健康づくりのために食生

活について学びませんか？

日日日日 時時時時 ８月３０日､９月１３日､１１月２９日､１２月１３日､１月１７日 火曜日（全５回）

１０：００～１５：００

場場場場 所所所所 四日市市総合会館 （諏訪町２－２）

対象者対象者対象者対象者 受講後、四日市市食生活改善推進連絡協議会の会員としてボランティア活動ができる２０

歳以上の市民

定定定定 員員員員 ４０名(応募多数の場合は抽選)

内内内内 容容容容 講義や調理実習など

料料料料 金金金金 １，８００円(実習材料費）

申込み申込み申込み申込み ７７７７月２８日月２８日月２８日月２８日((((必着必着必着必着))))までまでまでまでに､健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクスで、

名前、住所、電話番号、生年月日、「栄養教室受講希望」を明記の上お申し込み下さい。

応募多数の場合は抽選となります。(結果は全員に連絡します。)

＜問い合わせ先＞

健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１ ＦＡＸ ３５３－６３８５

（〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５）


