◇◇ 四日市市長選挙のお知らせ ◇◇
平成２８年１１月

５日（№１５）

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/

１２月１５日（木）１０：００～１２：００
羽津地区市民センター ２階ホール

申込み

１１月２７日（日） ７：００～２０：００
羽津第一投票所（羽津小学校）
羽津第二投票所（羽津北小学校）
羽津第三投票所（羽津中学校）

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の
入場券を持って、所定の投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所
以外では投票できませんのでご注意ください。

◇◇ 投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇

手作りしめ縄飾り講座

講 師
定 員
持ち物

◎投票日
◎投票所

下田 正由さん・四日市公害と環境未来館のみなさん
２４名（先着順）
持ち帰り用袋、剪定ばさみ（ある方のみ）
汚れてもよい、作業のしやすい服装でお越しください。
１１月２２日（火） ８：３０～羽津地区市民センター窓口・
電話にて受付（先着順）

○期日前投票所 総合会館・三重北勢健康増進センター・防災教育センター・
中消防署中央分署
投票日
１１月２１日（月）～１１月２６日（土） ８：３０～２０：００

材料費 無料

★新たに期日前投票ができるようになります
○期日前投票所 四日市大学内情報センター
投票日
１１月２４日（木）・１１月２５日（金）１０：００～１７：００
※他の期日前投票所と開設期間及び開設時間が異なりますので、ご注意ください。
＜問い合わせ先＞

＜申し込み先・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター

みんなで歌って心も体も健康に
羽津地区市民センター

講師：葛山雅代さん
毎年好評いただいている和紙ちぎり絵講習会を、今年も行います。
来年の干支は、酉（とり）です。
みなさま楽しみながら、作成しましょう。
再

２階ホール

「リズムメイトの会」のみなさんによる懐かしい歌の演奏と、
参加者みんなでの合唱などで、楽しくリラックスできる恒例の講座
です。皆様、ぜひともご参加ください。
招福の酉(
招福の酉(とり）

＜問い合わせ先＞ 羽津地区市民センタ－

ＴＥＬ

３３１－４４６５
○持ち物○
はさみ・手ふき
筆（のり付け用）
ある方は落款

クリスマス会のお知らせ

ＴＥＬ ３５４－８２６９

老人クラブ「春風会」協賛

１２月１日（木） １３:３０～１５：００
参加費 無料
申込み 不要

選挙管理委員会事務局

ＴＥＬ ３３１－４４６５

主催 はづ子育て支援ぴよぴよ

１２月１４日（水）１０：００～ 志氐神社 参集殿

掲
日 時：１１月３０日（水）９:３０～１１:００
場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール
材料費：６４８円（色紙付きセット）
申込み：１０月２５日（火）８：３０から羽津地区市民センター
窓口にて受付。
材料費を添えてお申し込みください。
定員２０名です。お早めにお申し込みください。
＜問い合わせ先＞
羽津地区市民センター
ＴＥＬ
３３１－４４６５

臨時休業のお知らせ
市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）は点検作業のため、臨時休業いたします。

★対 象
★定 員
★参加費
★申込み

羽津地区在住で、幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者
４０組（先着順）
無料
１１月３０日（水）８：３０～羽津地区市民センター窓口での受付
電話や代理での申込みは受付できません

＜問い合わせ先＞
羽津地区市民センター

１１月１２日（土） 終日・１１月１３日（日） 終日
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
＜問い合わせ先＞ 市民課
ＴＥＬ ３５４－８１５２
市民窓口サービスセンター ＴＥＬ ３５９－６５２１

ＴＥＬ ３３１－４４６５

正しい自転車の乗り方を学ぼう！！
１２月４日（日）９：００～１１：００（８：３０集合）
羽津北小学校
体育館及び運動場
※詳しくは、１１月上旬の回覧をご覧ください。
回
覧

学童保育所からのおしらせ

キッズ料理教室

「羽津おうちごはん」

１２月１７日（土）１０：００～１３：００（食事・後片付けを含む）
羽津地区市民センター ３階 調理室
メニュー： クリスピーチキン・ポテサラ <クリスマスメニュー>
クリスマスメニュー>
参加資格
羽津地区在住の小学生
（幼稚園児・保育園児などで参加を希望される場合はお問い合わせください。）
定
員 ２０名
参 加 費 ５００円（１人）
（保護者の方も一緒に食事をされる場合は、１人につき５００円加算）
申 込 み 別途配布する案内書兼申込書に必要事項を記入の上、まちづくり推進協議会事務局あてに提出
１１月１４日（月）より受付開始 １２月９日締切（先着順）
※詳しくは、別途配布される案内書をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

＜申し込み先・問い合わせ先＞

羽津地区まちづくり推進協議会事務局 （平日１０：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３
Ｅメール jimukyoku＠hazu.org

「女性の、女性による、
女性のためのまちづくり会議」による

「洋風お節料理講座」

１２月１０日（土）
羽津地区市民センター ３階 調理室
講 師：四日市羽津医療センター グランドシェフ
定 員：１６名

学童保育所とは、放課後に保護者等がいない家庭の児童をお預かりし、安心して過ごす
場所を提供するものです。その設置・運営は、指導員と保護者による学童保育所運営委員
が行っています。羽津地区学童保育所では、平成２９年４月からの利用児童を募集します。
運営方法や学童での過ごし方をお話させていただきます。ご利用を希望される方は、説明
会にご参加ください。当日、入所申込書を配布させていただきます。
日 時：１２月４日（日） １０：００～１１：００
場 所：羽津地区市民センター ２階ホール
＜問い合わせ先＞

お願い

羽津学童保育所
羽津北学童保育所

ＴＥＬ ３３２－０７８９
ＴＥＬ ０９０－３５８３－６０８３

マラソン記録会へのご協力のお願い

羽津北小学校

例年、本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を行っております。本年度も下記の
日程で試走および記録会を計画しております。地域の皆様には通行等でご迷惑をおかけしますが、
子どもたちのためにご理解いただきますよう、お願い致します。
＜実施日・時間＞
試走日：１１月２４日（木）２５日（金）※予備日 １１月２８日（月）
時間：９：００～１２：３０及び１３：４０～１５：００
記録会：１１月３０日（水）※予備日 １２月２日（金）
時間：９：００～１２：００
<問い合わせ先> 羽津北小学校
ＴＥＬ ３３０－２００４

石崎克彦さん

※ 時間・参加費（材料費の実費程度を徴収予定）・メニュー等については、次号の
「お知らせはづ」に、掲載いたします
＜申し込み先・問い合わせ先＞
羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３
Ｅメール jimukyoku＠hadu.org

１２月４日（日）１０：００～１１：３０
四日市市立図書館 ３階会議
★対 象 小学３年生以上の児童とその保護者 ★定 員 １０組２０名（応募多数の場合は抽選）
★締 切 １１月２０日（日）必着
※ 講師・申し込み方法など詳しくは、１０月下旬号「広報 よっかいち」をご覧に頂くか、
下記にお問い合わせください。

＜申し込み先・問い合わせ先＞
四日市市立図書館
ＴＥＬ ３５２－５１０８

ＦＡＸ ３５２－９８９７

垂坂公園・羽津山緑地
グラウンドゴルフ大会開催
１２月１日（木） ９：００～１２：００（８：３０から受付）
※雨天の場合、１２月 ６日（火）に延期
場 所
定 員
申込み
締 切
参加費

参加費 無料
豪華？記念品あり

垂坂公園・羽津山緑地 交流広場
１８歳以上 ８０名
所定の用紙にご記入のうえ、緑の会羽津 公園事務所へお申し込みください。
申し込み用紙は、公園事務所にあります。
１１月１５日（火）（先着順）
無料

＜申し込み先・問い合わせ先＞
ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所（９：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３３－５５９７

１２月１７日（土）９：３０～１３：００
本町プラザ３階 はもりあ四日市調理室
★対 象 市内在住の小学１年生～６年生のお子さんとお父さん
★定 員 ８組（応募多数の場合は抽選）
★締 切 １１月２６日（土）必着
※ 内容・参加費・持ち物・講師など詳しくは、１０月下旬号「広報 よっかいち」を
ご覧頂くか、下記にお問い合わせください。
＜申し込み先・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

