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平成２８年 ８月 ５日（№９）
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ＴＥＬ３３１－４４６５
羽津地区まちづくり推進協議会
ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局）
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◇◇ 体験メニュー ◇◇
・ キャンプ用テント張り
・ 段ボールを使ったパーテーションづくり
・ 体育館又はテントでの宿泊
・ 薪の火起こし
・ ポリ袋を使った炊飯など

① 防災サバイバル体験
南海トラフ地震に備えて、小中学生を対象に、
避難所での寝泊りなど被災時に役立つ
知識・知恵を学ぶ体験プログラムです。

主催

はづ子育て支援 ぴよぴよ

８月２４日（水） １０：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
『羽津絵本の会』のみなさんと一緒に、手遊びをしたり絵本を読んでもらいましょう。
０歳～未就学児とその保護者の方が対象です。
申し込み不要・参加費無料です。お気軽にご参加ください。

９月３日（土）１４：００～９月４日（日）１１：００
９月４日（日）は

羽津北小学校体育館 及び 校庭
参加費
羽津地区在住の小中学生
無料
８月８日（月）～８月２６日（金）
６０名（定員になり次第締め切ります）

参加資格
申し込み受付
募集人員

羽津地区防災訓練
に合流します

＊サバイバルの詳細は参加申込者に後日配布いたします。

② キッズ料理教室 羽津おうちごはん
お弁当を自分で作れるようになることを目指して、今回のテーマは 『玉子焼きをやいてみよう』 です。

問い合わせ先

９月３日（土）１０：００～１３：００

羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５

（食事・後片付けを含む）

羽津地区市民センター ３階 調理室
参加資格
申し込み受付
募集人員
持ち物

メニュー：玉子焼き・塩おにぎり

羽津地区在住の小学生 （幼稚園・保育園児で参加希望の方は問い合わせ下さい）
８月８日（月）～８月２６日（金）
２０名（定員になり次第締め切ります）
エプロン・三角巾またはバンダナ（頭を覆うもの）・ふきん２枚・ハンカチまたはタオル
＊服装は自由ですが、動きやすい服装でご参加ください

参加費
今年も、１１月５日（土）・１１月６日（日）に羽津小学校にて羽津地区文化祭が開催されます。
日頃の成果や腕前を披露してみませんか？
★募集対象
★展示期間
★申込締切

作品の出展 １人１部門につき１点 (大きさに制限あり）
１１月５日（土） 午後のみ
１１月６日（日） 終日
８月３１日（水） ※申し込み用紙は事務局にあります

★★ 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-mail : jimukyoku＠hazu.org

羽津地区

１人５００円（保護者の方も一緒に食事される場合は、１人５００円必要）

③ 女性の、女性による、女性のためのまちづくり会議
女性のためのエクササイズ体験講習
９月２４日（土） １０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ２階 ホール

参加費無料

講師：マドレボニータ認定産後セルフケアインストラクター 佐橋真希さん
産後ケアで効果を上げているバランスボールを使ったエクササイズです。
どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みください。
臨時託児所を設けますので、お子様連れでも参加できます。
参加資格
申し込み受付
募集人員

羽津地区在住・在勤の女性 （年齢は問いません）
８月２９日（月）～９月１６日（金）
１５名（定員になり次第締め切ります）

【 ①～③すべての申し込み・問い合わせ先 】
羽津地区まちづくり推進協議会事務局
回
覧

（平日１０：００～１６：００）

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ３３１－５３３３
E-mail：ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ＠ｈａｚｕ．ｏｒｇ

平成２８年度 父親の子育てマイスター養成講座 受講生募集！
子育てに関心のある男性を「父親の子育てマイスター」に認定する「父親の子育て
マイスター養成講座」を下記の日程で開催します。また、第１回（９/１１）は公開講
座となっており、どなたでも参加申込みができます。子育て中のパパだけでなく、こ
れからパパになる方もふるってご参加ください。
◇講座日程
日 時

内 容

講 師

会 場

①

9月11日(日)
13:00～16:00

パパの子育てが世界を救う！
～パパママみんなで子育てを！～

大阪教育大学
准教授 小崎恭弘

総合会館
第１研修室

②

10月2日(日)
9:30～12:00

パパ大活躍！自宅でできる料理講座

親子料理教室講師
吉武奈穂子

楠交流会館
調理室

③

11月6日(日)
9:30～12:00

男性保育士直伝！親子ふれあい遊び

市内男性保育士

塩浜子育て
支援センター

12月11日(日)
9:30～12:00

幸せな子どもが育つ
〜ご機嫌な家庭づくり〜

1月15日(日)
9:30～12:00

知って安心！子育て支援
～どれだけ知っていますか？
四日市の子育て支援制度～

④

⑤

2月12日(日)
⑥
9:30～12:00
⑦

3月4日(土)
9:30～12:00

おにぎりトークで講座を振り返ろう！
受講生の発表～マイスター認定式

office imacoco
代表 西畑良俊

総合会館
集団指導室

市子育て支援担当者

総合会館
第２研修室

パパスマイル四日市

橋北子育て
支援センター

パパスマイル四日市

無料

市内在住又は在勤の１８歳以上の男性
＊第１回は公開講座です。男性に限らず、どなたでも参加することができます
・定 員
２０名程度 （第１回公開講座は１００名）
・申込期間 ７月２０日～９月１日（必着）
・申込方法 ①～⑤の必要事項を電話、はがき、ファックス又はEメールで下記申込先へ
①郵便番号、住所 ②氏名 ③連絡先（電話番号、Eメールアドレス等）
④託児の有無 ⑤ママ向け講座の受講の有無
・申し込み先
〒５１０－００８５ 四日市市諏訪町２－２ こども未来課
ＴＥＬ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１ E-mail ：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

保育園・幼稚園入園申し込み
＊詳しくは、『広報 よっかいち ８月下旬号』でご確認ください。

平成２９年度 私立幼稚園園児募集
募集幼稚園

暁・エンゼル・富田文化・羽津文化・ひかり・まきば・海の星カトリック・
あおい・桜あおい・ときわ・津田第一・津田第二・津田三滝・めぐみの園の
各園

募集期間
申し込み方法

８月３１日～
各園に直接お問い合わせください

各園への連絡方法などについては、四日市私立幼稚園協会（ＴＥＬ３６５－５６７４）
または、保育幼稚園課（ＴＥＬ３５４－８１７２）へ問い合せ下さい。
平成２９年度 公立幼稚園、公・私立保育園、認定こども園（公立）の園児募集
募集期間
９月１２日～９月３０日

健康福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１０９ ・ ＦＡＸ ３５９－０２８８
主催：傾聴同好会
共催：傾聴同好会 北支部
後援：四日市市、四日市市北包括支援センター

傾聴基礎講座のご案内
～ 高齢者時代を心地よく共に生きましょう ～

傾聴同好会では”傾聴”を多くの方々に関心を持っていただきたく、基礎講座を開催いたします。
この機会にぜひご参加ください。

９月 ６日（火） 傾聴の基本、必要性

受講料無料

９月１３日（火） 傾聴体験談、ロールプレーなど
あさけプラザ 第４・５会議室

１３：３０～１５：３０

（質疑応答含む）

定員：５０名。お早めにお申し込みください。（定員になり次第、締め切らせていただきます）

本町プラザ

＊1 本講座と併せて、ママ向け講座を開催します。パパだけでなく家族で気軽に講座に参加していただくことができます。
（ドリップコーヒーの淹れ方、アイシングクッキーづくり、かぶせ茶カフェ等を予定）
＊2 すべての講座で託児をご利用できます。（託児対象は満６か月～就学前まで。要事前申込）
参加費

◇申込について
・対象者

８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館では政府主催の
「全国戦没者追悼式」が行われます。
市民、事業者の皆さんも当日正午から１分間の黙祷をお願いします。
黙祷の時間にあわせて、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。

申
込
方
法

８月２２日（月）までに、受講者の名前（ふりがな）・住所・電話番号（ＦＡＸ）
受講者の名前（ふりがな）・住所・電話番号（ＦＡＸ）を記入して
受講者の名前（ふりがな）・住所・電話番号（ＦＡＸ）
郵送又は、ＦＡＸにて下記までお申し込みください
５１０－０００１ 四日市市八田１丁目７－２５
傾聴同好会 北支部 平田伸子宛

電話・ＦＡＸ ３３１－１４２９

あなたのまちの

在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー
～ 介護でお悩みの方へ ぜひ一度ご相談ください ～
高齢者の介護は、家族や周囲の人の負担が大きく、様々な問題や悩みを抱えることも少な
くありません。そんな中で介護を継続していくためには、悩みを介護者だけで抱え込むので
はなく、早い段階で専門家に相談することが必要です。 四日市市では、そんな時に、身近
な地域で高齢者の介護・福祉・医療に関する相談ができる窓口として、「在宅介護支援セン
ター」を各地区に設置しています。「在宅介護支援センター」は、社会福祉法人などに対し
て、市から業務を委託している公的機関で、２４時間３６５日無料で相談に応じています。
困ったときは、ご遠慮なくご相談ください。
★羽津地区担当の在宅介護支援センターは下記の通りです

羽津在宅介護支援センター

四日市市羽津山町１０－８

ＴＥＬ ３３４－３３８７ ・ ＦＡＸ ３３４－３３７７
＜問い合わせ先＞ 介護・高齢福祉課
ＴＥＬ ３５４－８１７０

ＦＡＸ ３５４－８２８０

