平成２８年９月２０日（№１２）

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）
ホームページ
ｈｔｔｐ：//ｈａｚｕ．ｏｒｇ/

☆

人 権 ☆
ひとりで悩んでいませんか。人権擁護委員にご相談ください。
■日時及び場所
１０月２日(日) １０：００～１１：３０，１３：３０～１５：３０ 近鉄四日市駅 市民窓口サービスセンター内
■問い合わせ先
人権センター（TEL ３５４－８６０９ ・ FAX ３５４－８６１１）

☆

行政書士 ☆
遺言、相続、契約、離婚、示談、クーリング・オフ、成年後見などでの書面作成にかかる相談です。
■日時及び場所
第１回 １０月 １日（土） １０：００～１６：００
第２回 １０月１６日（日） １０：００～１６：００

１０月
１０月２日（日） ９：３０～
３０～
羽津小学校 運動場 ＊雨天の場合、１０月２３日（日）に延期

ララスクエア四日市（アピタ四日市店） １階「徳兵衛」店横
イオン四日市尾平店 １階 エスカレーター横

市役所１階の市民相談コーナーで行政書士相談（毎月１・３火曜日の１３：００～１６：００）を行っています（予約制）
ご希望の方は、平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００に電話（３５４－８１５３）か面談（市民相談コーナー）が必要です

詳しくは、９月上旬に配布のプログラムをご覧ください

■問い合わせ先
三重県行政書士会四日市支部 山本（ＴＥＬ ０９０－４０８６－４５４５）
市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７）
羽津地区市民センターで実施する『集団がん検診』の締切日が近づいております。
検診をご希望の方は、お早めにお申し込みください。
検診日
・・・・・ １０月３１日（月）・１１月１日（火）・２日（水）
検診内容 ・・・・・ 胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診
乳がん検診（マンモグラフィ）
≪申し込み受付≫
羽津地区市民センター 窓口
≪問い合わせ先≫ 健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２８２

☆

■日時及び場所
１０月２４日(月) １３：００～１６：００

絵本の
絵本の講演会

❤❤

笑顔になって輝くために

１１月
１１月１０日
１０日（木）

民事介入暴力 ☆
暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方に対し、専門的な相談を取り扱うセンター相談
委員をはじめ、警察官や弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。
秘密は厳守致しますので、気軽にお立ち寄りください。

四日市市総合会館７階 第２研修室（四日市市諏訪町２番２号）

【主催】 暴力追放三重県民センター
■問い合わせ先
暴力追放三重県民センター
三重県警察本部組織犯罪対策課
三重県四日市南警察署

❤❤

【協力】 暴力追放三泗地区市町民会議（四日市市役所内）

ＴＥＬ ０１２０－３１－８９３０
ＴＥＬ ０５９－２２２－０１１０
ＴＥＬ ３５５－０１１０

１０：
１０：００～
００～１２：
１２：００

羽津地区市民センター
羽津地区市民センター
う さ み ま ゆ み

２階

ホール

参加費無料
無料託児
あります

生活排水対策キャンペーン

講師❤宇佐美 真由美さん
公共下水道や浄化槽の維持管理など、生活排水についての相談会を開催します。

えほん

笑本（笑顔になる本）配達人・・・絵本と笑顔のコーチング
元四日市市立図書館司書。現在は保育園等で子供たちと絵本を楽しむ。
❤申し込み方法
専用の
専用の用紙に必要事項を記入のうえ、羽津地区市民センター窓口へ持参または、郵送願います。
用紙
専用用紙は羽津地区市民センターにあります
専用用紙
（１０/２８（金）必着） ＊専用用紙
５１０－
５１０－０００３
四日市市大宮町１３
四日市市大宮町１３番
１３番１２号
１２号
❤問い合わせ先

羽津絵本の会

羽津地区市民センター
羽津地区市民センター『
センター『絵本の
絵本の講座申し
講座申し込み』係宛
千種（ＴＥＬ３３２－１０１３）・森（ＴＥＬ３３１－５０５０）

第１回

９月２５日（日）９：００～１８：００

イオンモール四日市北

第２回

１０月２日（日）９：００～１７：００

イオン四日市尾平店

１階中央通路

１階中央エスカレーター横

【催し】 こにゅうどうくんとのじゃんけん大会♪
バルーンアートや粗品をプレゼント♪
顕微鏡で微生物を見てみよう♪
ウォーターくんも遊びにくるよ♪
下水道普及促進ポスターコンクール優秀作品を展示♪
主催：四日市市上下水道局生活排水課

共催：公益財団法人

三重県下水道公社

回
覧
【問い合わせ先】

上下水道局

生活排水課

ＴＥＬ３５４－８２２１

10月
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

５日

１２日

１９日

２６日

（水）

（水）

（水）

（水）

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４４６５

「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた15家族
が四日市を舞台に腕を競い合います。それぞれの個性が輝くバラエティ豊かな家族の
演奏による音楽コンクールに、みなさまお誘い合わせの上、お越しください。
第５回を記念して

４日・５日・６日・１１日・１２日・１３日

四日市市観光大使の三味線ロックユニット
９：３０～１４：３０

みのり保育所

１８日・１９日・２０日・２５日・２６日・２７日（火・水・木）

「KUNI-KEN」
KUNI-KEN」

による特別演奏もあります。

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

６日

１３日

２０日

２７日

（木)

（木）

（木）

（木）

５日

１２日

（水）

（水）

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

１０月１６日（日）１３：００開演
（１２：２０開場）

四日市市文化会館第１ホール

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－３６１５

入場無料（但し、入場整理券が必要です）
羽津幼稚園

１４日

２１日

（金）

（金）

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４７１２

※ 入場整理券を９月２１日(水)から配布します。（お一人につき４枚まで）
３歳児対象

１２日

２８日

（水）

（金）

１０：３０～１１：３０

「 はづ子育て支援 ぴよぴよ

」

※ 配布場所は、文化振興課、文化会館、あさけプラザ、各地区市民センター、
男女共同参画センターです。

ってなに？

※ 往復はがきでの申し込みもできます。（はがき１枚につき４人まで）
羽津地区の民生委員が中心となって活動している子育て支援団体が主催している
お子さんと保護者の交流の場です。

＜開催場所＞
開催場所＞

さろん ｄｅ 志氐我野

住所：大宮町１４番９号（志氐神社内）

「往復はがき
往復はがき」の往信用裏面に音楽コンクール入場整理券希望と明記し、
往復はがき
(１)郵便番号(２)住所(３)名前（グループの場合は代表者名）(４)電話番号
(５)希望枚数（はがき１枚につき４人まで）を記入のうえ、
〒５１０－８６０１ 四日市市役所 文化振興課 (１０月５日必着)
までお送りください。
なお、申し込み期限内であっても定員に達した場合は整理券（返信はがき）を
お出しできない場合がありますのでご了承ください。

１０月２日 から 毎週日曜日 １２：００～１５：００ 放送

源石和輝 音楽博覧会

詳しくは、文化振興課（ＴＥＬ３５４－８２３９）へお問い合わせください。
［東海ラジオ AM １３３２ kHz FM ９２．９MHz］

「四日市あすなろう鉄道館」

放送時間 １４：１０～１４：３０頃

鉄道大好き源石和輝アナウンサーと四日市市職員が「四日市あすなろう鉄道」を
中心に四日市の魅力をお伝えします。是非、お聴きください！

１０月１４日（金）
別名三丁目 東ソー住宅
大宮町 志氐神社
八田二丁目「エステート羽津」前

１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：４０
１４：５０～１５：２０

１０月１９日（水）
緑丘町 集会所駐車場

＊＊＊

貸し出しは２週間です

・ コンビニ人間
・ ポイズンドーター・ホーリーマザー
・ 海の見える理髪店
・ 陸王
・ どんぐりむらのほんやさん
・ とびだす！うごく！こうえん
・ かいけつゾロリのおいしい金メダル
・ ねこざかなのたんじょうび
・ さよなら ママがおばけになっちゃった！
・ おしりたんてい
ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？

１４：２０～１５：００

＊＊＊

