
「さろんde志氐我野
し で が の

」が９月１８日（日）にオープンします

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２８年 ９月 ５日（№１１）

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/

「はづ子育て支援 ぴよぴよ」あそぼう会 場所変更のお知らせ
９月７日９月７日９月７日９月７日 （水）１０：００～１１：３０（水）１０：００～１１：３０（水）１０：００～１１：３０（水）１０：００～１１：３０ 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 和室（従来どおり）和室（従来どおり）和室（従来どおり）和室（従来どおり）

９月２１日（水）１０：００～１１：３０９月２１日（水）１０：００～１１：３０９月２１日（水）１０：００～１１：３０９月２１日（水）１０：００～１１：３０ さろんｄｅ志氐我野（志氐神社内）さろんｄｅ志氐我野（志氐神社内）さろんｄｅ志氐我野（志氐神社内）さろんｄｅ志氐我野（志氐神社内）

※※※※さろんさろんさろんさろんｄｅ志氐我野ｄｅ志氐我野ｄｅ志氐我野ｄｅ志氐我野の駐車場は、の駐車場は、の駐車場は、の駐車場は、志氐神志氐神志氐神志氐神社内にあります。社内にあります。社内にあります。社内にあります。

住所 四日市市大宮町１４番９号（志氐神社内西側）

◎講 師 四日市市北消防署 署員

◎内 容 ・新生児、乳児に対する異物除去や止血法

・乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順

◎定 員 ４０組

◎申込み 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＞ 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

参加費

無 料

主催主催主催主催 はづ子育て支援ぴよぴはづ子育て支援ぴよぴはづ子育て支援ぴよぴはづ子育て支援ぴよぴ
再 掲

オープンイベント開催オープンイベント開催オープンイベント開催オープンイベント開催 １０：００～１５：００１０：００～１５：００１０：００～１５：００１０：００～１５：００

コーヒーの提供のほか、オープン記念として

●さろんで使用するコーヒーカップの絵付け （先着５０名）

●かき氷、綿菓子のふるまいがあります。

当面、毎週水曜日１０：００～１６：００に開館

します。

企画事業は、午前中は母子向け、午後は、高齢者

向けを予定していますが、これにこだわらずに喫茶

感覚でお気軽にお立ち寄りください。

現在は、羽津地区市民センターで開催しています

「はづ子育て支援ぴよぴよ」によるあそぼう会も、

９月２１日（水）からさろんde志氐我野にて開催し

９月２８日（水） １０：３０～１２：００

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 １７名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）

◎材料費 １作品（色紙代金含む） ６８０円（当日徴収します）

◎申込み 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＞

（２回シリーズ） 講師：八田郁子さん

再 掲

「よっかいち・はつらつ健康塾！」羽津地区のご案内

ます。

早期に、毎日開催に移行することを目指していま

すが、スタッフが不足しています。

ご協力いただける方（運営スタッフ）を募集してい

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

（羽津地区市民センター ２階 平日１０：００～１６：００）

ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３

さろんde志氐我野

市民センター

日　程
１０月 １１月 １２月 平成２９年３月

４日（火） １日（火） ６日（火） ７日（火）

場　所 城山町集会所
羽津いかるが町
集会所

八田第一集会所 羽津会館

話の内容 転倒予防 脳卒中・心疾患 骨粗鬆症 高齢期の睡眠

＜申し込み・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

ご長寿おめでとうございます

羽津地区在住の７０歳以上の方は２，５１１名です

平成２８年７月１日現在 ※申込不要・参加費無料です。

※動きやすい服装でお越しください。

※連絡先のわかるものをご用意ください。

おおむね６５歳以上の方を対象に、介護予防のための健康知識を学んでいただく「よっかいち・

はつらつ健康塾！」を開催します。参加費は無料、申込みもいりません。お誘い合わせの上、ぜ

ひご参加ください。

時時時時 間間間間 １３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０

持ち物持ち物持ち物持ち物 筆記用具・タオル・水分補給の飲み物等筆記用具・タオル・水分補給の飲み物等筆記用具・タオル・水分補給の飲み物等筆記用具・タオル・水分補給の飲み物等

平成２８年度 後半 実施日

回
覧

※連絡先のわかるものをご用意ください。

＜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



日　時
１０月６日（木）

１８：３０～２０：４５
１０月７日（金）

１８：３０～２０：４５

８月定例月議会の議会報告会を、１０月６日、７日に開催します。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。

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

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

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）

平成２９年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニテイ助成事業の募集

一般財団法人自治総合センターでは宝くじ収入を財源に、コミュニティの健全な発展を

図るため、コミュニティ活動に対し助成を行っています。

平成２９年度の助成を希望するコミュニティ組織（自治会など）は、地区市民センター

までご連絡ください。

●助成対象団体

コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体。ただし、地域に

密着した団体であっても、特定の目的で活動する団体は対象外。また宗教団体、営利団体、

地域に密着しているとは言いがたい団体等についても対象外）・自主防災組織

●募集する事業日　時
１８：３０～２０：４５ １８：３０～２０：４５

常任委員会 総務 都市・環境 教育民生 産業生活

会　場

　常磐地区
　市民センター
　２階大会議室

 防災教育センター
（北消防署併設）
 ２階防災センター

　河原田小学校
 １階ランチルーム

　　総合会館
　７階第１研修室

城西町８－１１ 富田二丁目４－１５ 　河原田町７０ 　諏訪町２－２

所管事項
市政の企画、財務
危機管理、消防など

 道路、住宅、上下
 水道、区画整理、
 環境衛生など

　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

●募集する事業

①一般コミュニティ助成事業

内 容 コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に要する経費

祭り用品、集会施設の備品などの購入

助成金 １００万円～２５０万円

②コミュニティセンター助成事業

内 容 集会施設の建設、大規模修繕

助成金 総事業費の５分の３以内 １，５００万円上限

③青少年健全育成助成事業

内 容 主として親子で参加するスポーツ・レクリエーション活動、

文化・学習事業など

助成金 ３０万円～１００万円

④地域防災組織育成助成事業

内 容 自主防災組織等が防災活動のため整備する資機材などの購入

助成金 ３０万円～２００万円

ロコモティブシンドロームについての講義、ストレッチ運動や筋力トレーニングの実践、運動

を継続できる場の紹介など、健康づくりに気軽に取り組む方法を学ぶ２回シリーズの教室です。

対象者：市内に在住する２０歳以上の人

場 所：羽津地区市民センター ２階大会議室

日 時：１０月１７日（月）・２４日（月）１４：００～１５：３０

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。※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。

※産業生活常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に駐車して

ください。

助成金 ３０万円～２００万円

●募集期間（書類提出期限）

①②③については市民生活課へ、④については危機管理室へ、いずれも１０月４日（火）

１７：１５までにご提出ください。

●その他

※ 助成する事業の採択は一般財団法人自治総合センターが決定します。申請すれば必ず採

択されるものではありませんので、予めご了承ください。

※ 助成決定は平成２９年４月頃の予定

※ 制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。

http://www.jichi-sogo.jp/

＜問い合わせ先＞ 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６

危機管理室 ＴＥＬ ３５４－８１１９

＜問い合わせ先＞ 議会事務局 議事課 ＴＥＬ ３５４－８３４０

人槽別補助額

１０人槽 ２７万円 ６９万円

転換補助
（単独浄化槽または汲取り便所からの転換）

５人槽 ２１万円 ５７万円

７人槽 ２４万円 ６３万円

新築補助
（新築・改築・増築）

日 時：１０月１７日（月）・２４日（月）１４：００～１５：３０

講 師：日本福祉大学 准教授（招聘教員） 荒深 裕規 さん

定 員：２０人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知）

参加費：無料

持ち物：飲み物 ※運動ができる服装で参加してください。

申込み：９月３０日（必着）までに、教室名、住所、名前（ふりがな）、生年月日、年齢、

性別、電話番号、受講場所を、はがきか電話、ファクス、または直接、健康づくり

課窓口（市役所３階）へお申し込み下さい。

＜申し込み・問い合わせ先＞

健康づくり課 〒５１０－８６０１ 諏訪町１－５

ＴＥＬ ３５４－８２９１ ＦＡＸ ３５３－６３８５

合併浄化槽設置補助制度のご案内合併浄化槽設置補助制度のご案内合併浄化槽設置補助制度のご案内合併浄化槽設置補助制度のご案内
四日市市では、よりよい生活環境を保つために、住宅に新しく合併浄化槽を設置される方に、

合併浄化槽設置費用を補助しています。

補助対象区域：下水道事業計画区域外及び計画区域内で公共下水道工事予定年度まで７年以上

の区域
補助額：

１０人槽 ２７万円 ６９万円ＴＥＬ ３５４－８２９１ ＦＡＸ ３５３－６３８５

※浄化槽の設置工事を行う前に申請が必要です。

※補助対象には要件が決められています、詳しくは、下記までお問い合わせください。

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 上下水道局上下水道局上下水道局上下水道局 生活排水課生活排水課生活排水課生活排水課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５４－８４０２３５４－８４０２３５４－８４０２３５４－８４０２


