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お 知 ら せ

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）
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９月２８日（水） １０：３０～１２：００
羽津地区市民センター
２階ホール
◎講 師
◎内 容
◎定 員
◎申込み

主催

羽津地区市民センター

＜問い合わせ先＞ 羽津地区まちづくり推進協議会
羽津地区連合自主防災会 会長 西脇良孝
ＴＥＬ ０９０－２３４８－２４２９

今年も１１月５日（土）・６日（日）に羽津小学校にて羽津地区文化祭を開催いたします
☆募集対象
作品の出展 １人１部門につき１点（大きさに制限あり）
☆展示期間
１１月５日（土）午後のみ
再 掲
１１月６日（日）終日
☆申込締切
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メール：jimukyoku@hazu.org

ＴＥＬ ３３１－４４６５

（２回シリーズ）

☆内 容 防災・指定避難所運営訓練（羽津小学校・羽津北小学校・羽津中学校）
（当日は午前８時に１分間サイレンが１回鳴ります）
近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

はづ子育て支援ぴよぴ

四日市市北消防署 署員
・新生児、乳児に対する異物除去や止血法
参加費
・乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順
無 料
４０組
９月７日（水）８：３０より
羽津地区市民センター窓口にて受付いたします

＜問い合わせ先＞

９月４日（日）８：００～１２：００（雨天決行）

講師：八田郁子さん

変更のお知らせ

健

康 運 動

講 座

（女性の女性による、女性のためのまちづくり会議） 再

掲

時間が変更になりました

９月２４日（土）１０：００～１１：３０
１０：００～１２：００
（１０：００～１１：００ 運動）
（１１：００～１２：００ グループディスカッション）
講師が変更になりました
羽津地区市民センター ２階ホール

９月２９日（木）・１０月６日（木）９：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
◎定 員
◎材料費
◎申込み

１７名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）
１作品（色紙代金含む） ６８０円（当日徴収します）
９月６日（火）８：３０より羽津地区市民センター窓口・
電話にて受付いたします（先着順）

＜申し込み・問い合わせ先＞
羽津地区市民センター

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 佐藤真希さん
講
師：舘みゆきさん
羽津地区在住の親しみやすい先生です。健康運動指導士、ピーク・ピラティス公認、マット、
イクイップメントエクササイズ、国際ライセンス取得インストラクター、ＪＦＡエアロビック
指導者、フィット・フラ指導者の資格所持者
参加資格：羽津地区在住・在勤の女性（年齢は問いません）
申込期限：９月１６日（金）
定
員：２０名（先着順）
＜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：ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ＠ｈａｚｕ．ｏｒｇ

ＴＥＬ ３３１－４４６５

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
再
『羽津絵本の会』のみなさんに絵本を読んでもらったり、手遊びをします。
０歳～未就学児とその保護者の方が対象です。お気軽にご参加下さい。
＜問い合わせ先＞
回
覧

羽津地区市民センター

ＴＥＬ ３３１－４４６５

掲
９月８日（木）

１３：３０～１５：００
羽津地区市民センター

２階ホール

参加費 無料
申込み 不要

対 象 ：おおむね６５歳以上の方
持ち物 ：タオル、飲み物など
動きやすい服装でお越しください
＜問い合わせ先＞
健康づくり課
ＴＥＬ ３５４－８２９１

市民ファミリー健康体力テストのご案内

９月

中央緑地体育館
２８日
（水）

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

１０：００～１１：３０

TEL ３３１－４４６５

みのり保育所

９：３０～１４：３０

７日

２１日

（水）

（水）

ＡＥＤ講習
につき休み

１日・６日・７日・８日・１３日・１４日
１５日・２０日・２１日・２７日・２８日
２９日（火・水・木）

９月１１日（日）

主催

四日市市教育委員会
四日市市スポーツ推進協議会

８：３０より受付開始

家族で体力測定会に参加して、それぞれの体力等の状態を確認し合いませんか？
日常の中でスポーツに親しみ、体力の向上と健康推進をはかりましょう。
今年から全市民を対象に市内一か所で行うことになりました。
◎対象者 ①コース
６歳～６４歳（健全な男女）
参加費
②コース ６５歳～７９歳（健全な男女）
無 料
◎持ち物 運動のできる服装、体育館シューズ等
※詳しくは、下記連絡先へ、直接お問い合わせください。
＜問い合わせ先＞

羽津地区スポーツ推進委員 西澤喜弘 ＴＥＬ ３３１－５２１０

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

１日

８日

１５日

２９日

（木）

（木）

（木）

（木）

１０：００～１１：３０

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４７１２

３歳児対象

７日

２１日

（水）

（水）

２日

９日

１６日

２３日

（金）

（金）

（金）

（金）

１０：３０～１１：３０

１４日

３０日

（水）

（金）

「よっかいち・はつらつ健康塾！」のご案内
９月６日（火）
◇場 所
◇対象者
◇内 容
◇持ち物

１３：３０～１４：３０

羽津中公会所
おおむね６５歳以上の方
「高齢期の食生活」について
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの

≪問い合わせ先≫

女性のための自己尊重講座

四日市市北地域包括支援センター
羽津在宅介護支援センター

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」
強化週間のお知らせ
近年、高齢者・障害者に対する虐待などの事案が多く発生しています。そこで、
このような高齢者・障害者をめぐる様々な人権問題の解決にむけて今年度も全国
一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」の強化週間を実施します。
～実施期間や相談番号のお知らせ～
✿期間：９月５日(月)から９月１１日(日)の７日間
✿時間：８：３０～１９：００（土日は１０：００～１７：００）
✿番号：０５７０－００３－１１０ （全国統一番号）
＜問い合わせ先＞ 津地方法務局人権擁護課 ＴＥＬ ０５９－２２８－４１９３
ＦＡＸ ０５９－２１３－３３１９

参加費 無料
申込み 不要

ＴＥＬ ３６５－６２１５
ＴＥＬ ３３４－３３８７

わたしを大切にするための３ステップ講座

参加者
自分自身を理解し、自分も相手も大切にする。“わたし”らしく生きる
募集中
ための小さなステップを踏み出しませんか？
１ステップ ９月１７日(土) 「私は何を考えているのだろう～自分自身を知る～」
２ステップ ９月２４日(土) 「うまく言葉にできない～自己表現してみる～」
３ステップ １０月１日(土) 「自分らしく生きたい～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～」
講師 石田ユミさん（フェミニストカウンセラー、臨床心理士）
●時 間：全３回 いずれも１３：３０～１５：３０
●場 所：本町プラザ５階 第３会議室
●対 象：全３回参加できる市内在住・通勤・通学の女性 （はじめて受講される方を優先します）
●定 員：３０人 (定員になり次第〆切)
●参加費：無料
●託 児：有・生後６カ月から小学校３年生程度 無料ですが９月３日(土)までに要申し込み
●申 込：住所・名前・電話番号・託児の有無（託児希望の場合は子どもの名前と年齢）を、
下記まで電話、ＦＡＸまたは、Ｅメールでお申し込みください。
＜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」
ＴＥＬ ３５４－８３３１ ＦＡＸ ３５４－８３３９
Eメール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

受付中
この秋から “キレイに！カッコよく！”変身してみませんか？
運動のプロ、食事のプロがみなさんの健康づくりをお手伝いします！
対 象：市内に在住する２０歳以上の人
（心臓病・不整脈、運動制限のある人は要相談。主治医が運動不可と
判断された場合は、参加できません）
日 時：９月２３日～１１月１１日のおおむね毎週金曜日１３：３０～１５：３０
場 所：四日市地域総合会館 あさけプラザ（四日市市下之宮町２９６－１）
内 容：簡単に行える筋トレ・調理実習など、全８回シリーズの教室
定 員：５０人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知）
参加料：１，６００円（調理実習費等）
参加料
申込み：８月３１日
申込み ８月３１日までに、現在治療中の病気や、服薬中の薬がある方は薬名を
８月３１日
ご確認の上、健康づくり課へ直接お電話下さい。
＜申し込み・問い合わせ先＞健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１
９月 ９日（金)
９日（金)

別名三丁目 東ソー住宅
１３：２０～１４：００
大宮町 志氐神社
１４：１０～１４：４０
八田二丁目 「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０
１４：２０～１５：００
９月１５日（木） 緑丘町 集会所駐車場

