
　

別名第四自治会・別名第五自治会

　氏　　　　名 担当地区（町名・自治会名） 氏　　　　名 担当地区（町名・自治会名）

今井　愛子

霞ケ浦南部、霞ケ浦北部、

白須賀町各自治会

夛賀　節子

羽津山町1～2番、11～22番

森　洋子 富士町・金場町

山下　洋子 羽津町1～12番 藤本　悠紀子 別名第三自治会

能登　智津子 羽津町13～23番 森　三千代

羽津山町3～10番

木村　文子 八田一丁目 北出　賢博 別名一丁目1～4番、7～17番

内田　かをり 八田二・三丁目 森　朱美

別名一丁目5・6・18・19番

別名二丁目

須藤　啓一 大宮町14～27番 武居　美智子

緑丘町

大字羽津（別名第二自治会）

井上　キヨ子 大宮西町 寺村　剛

羽津いかるが町自治会

（南いかるが町を除く）

坂倉　秀之 城山町 鈴木　弘子 別名第六自治会

木村　明美 大宮町1～13番 佐藤　敏明 山手町

平野　信幸 羽津小学校区 河田　道雄 羽津北小学校区

氏　　　　名 　　担当地区（町名・自治会名） 氏　　　　名 担当地区（町名・自治会名）

樋口　京子 羽津中一・二・三丁目 樋口　勝彦 南いかるが町

氏　　　　名 担当地区（町名・自治会名） 氏　　　　名 担当地区（町名・自治会名）

南いかるが町

氏　　　　名 担当地区（町名・自治会名）

久志本　忠典 八田一丁目 旭　哲也 別名五・六丁目

藤井　久子 城山町 森　和行

緑丘町

大字羽津（別名第二自治会）

大森　正美 羽津山町1～2番、11～22番

波戸　洋子 羽津北小学校区

相松　正則

回
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平成２８年１２月２０日（№ １８ ）

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/

１月１８日（水）１月１８日（水）１月１８日（水）１月１８日（水）

別名三丁目 東ソー住宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００

大宮町 志氐神社 １４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０

八田二丁目「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０

１月２０日（金）１月２０日（金）１月２０日（金）１月２０日（金）

緑丘町集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

羽津地区市民センター

１２月２９日（木）～１月３日（火）までお休みさせていただきます

羽津地区まちづくり推進協議会（市民センター ２階）

１２月２８日（水）～１月４日（水）までお休みさせていただきます

※戸籍についての届出（出生・婚姻・死亡等）の受付と埋火葬許可証の交付は、

市役所地下１階宿直室で行います（ＴＥＬ ３５４－８１７７）

詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください

年末・年始の窓口業務のご案内

３年間お世話になります。よろしくお願いします。３年間お世話になります。よろしくお願いします。３年間お世話になります。よろしくお願いします。３年間お世話になります。よろしくお願いします。

民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員 （敬称略）

主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員 （敬称略）

なお、今回退任されました下記の方々には、地区のためご尽力いただきありがとうございました。なお、今回退任されました下記の方々には、地区のためご尽力いただきありがとうございました。なお、今回退任されました下記の方々には、地区のためご尽力いただきありがとうございました。なお、今回退任されました下記の方々には、地区のためご尽力いただきありがとうございました。

民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員 （敬称略）

主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員 （敬称略）

防災出前講座

「災害から命を守る為に～自助・共助・公助」の講座ご案内

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

１月２６日（木）１３：３０～１５：００

・参加費・参加費・参加費・参加費 無料無料無料無料

・申込み・申込み・申込み・申込み 不要不要不要不要

場所：羽津地区市民センター２階ホール

講師：危機管理室 蒔田 弘氏

内容：「家族防災手帳」を使って、やさしく防災・減災の話をして

もらいます。自然災害から命を守り、家族の避難計画を再確

認しましょう。

※ご近所の皆様お誘い合わせの上、ご参加をお待ちしています。

<問い合わせ先> 羽津地区連合自主防災会

会長 西脇良孝 ＴＥＬ ０９０－２３４８－２４２９

<主催> ＮＰＯ法人 緑の会羽津

羽津地区市民センター

・場 所 垂坂公園・羽津山緑地 公園管理棟バルコニー

・定 員 ３０名（定員になり次第締切）

・申込み １月１０日（火）から受付 緑の会羽津 公園事務所まで

（電話申し込み不可）

・材料費 １００円（当日徴収）

<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

（９：００～受付開始）（９：００～受付開始）（９：００～受付開始）（９：００～受付開始）

暖かく動きやすい服装でおこし下さい暖かく動きやすい服装でおこし下さい暖かく動きやすい服装でおこし下さい暖かく動きやすい服装でおこし下さい!



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」の開催場所は、『さろんｄｅ志（※「はづ子育て支援ぴよぴよ」の開催場所は、『さろんｄｅ志（※「はづ子育て支援ぴよぴよ」の開催場所は、『さろんｄｅ志（※「はづ子育て支援ぴよぴよ」の開催場所は、『さろんｄｅ志氐氐氐氐我野』です）我野』です）我野』です）我野』です）

はづ子育て支援ぴよぴよ

　　　　　　　　ＴＥＬ　３３１－４４６５

みのり保育所

　　　　　　　　ＴＥＬ　３３２－２３９２

羽津保育園

　　　　　　　　ＴＥＬ　３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

　　　　　　　　ＴＥＬ　３３１－３６１５

羽津幼稚園

　　　　　　　　ＴＥＬ　３３１－４７１２

１９日 ２６日

１０：００～１１：３０

１１日 １８日 ２５日

（水）

９：３０～１４：３０

９：３０～１１：３０

（木） （木） （木） （木）

（水） （水）

１０：００～１１：３０

１３日 ２０日

（金） （金）

１０：００～１１：３０

１１日 １８日

（水） （水）

５日 １２日

（水） （金）

（３歳児対象） １０：３０～１１：３０

１１日 ２７日

1月

おもちゃ図書館がやってくる！おもちゃ図書館がやってくる！おもちゃ図書館がやってくる！おもちゃ図書館がやってくる！

おもちゃ図書館とは・・・・・・おもちゃ図書館とは・・・・・・おもちゃ図書館とは・・・・・・おもちゃ図書館とは・・・・・・

障害のある子もない子も、おもちゃを通して仲よくあそぶ「ふれあいコーナー」それが、

おもちゃ図書館です。

子どもたちが、おうちの方やボランティアたちとともに、おもちゃで遊ぶ楽しさを知って

ほしいと願っております。みなさん、あそびに来てください。

※※※※ この日も遊ぼう会は、さろんこの日も遊ぼう会は、さろんこの日も遊ぼう会は、さろんこの日も遊ぼう会は、さろんdededede志氐我野で行っています。志氐我野で行っています。志氐我野で行っています。志氐我野で行っています。

<問い合わせ先> はづ子育て支援ぴよぴよ 代表内田 ＴＥＬ ０９０－３３０３－１０２３

参加費 無料

申込み 不要

主催 はづ子育て支援ぴよぴよ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「「「「第５回全国ファミリー音楽コンクール第５回全国ファミリー音楽コンクール第５回全国ファミリー音楽コンクール第５回全国ファミリー音楽コンクールininininよっかいちよっかいちよっかいちよっかいち」の様子が」の様子が」の様子が」の様子が

（１０月１６日（日）四日市市文化会館で開催しました）（１０月１６日（日）四日市市文化会館で開催しました）（１０月１６日（日）四日市市文化会館で開催しました）（１０月１６日（日）四日市市文化会館で開催しました）ケーブルテレビで放送されますケーブルテレビで放送されますケーブルテレビで放送されますケーブルテレビで放送されます

「家族」と「絆」をテーマに全国から６０組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた１５家族の「家族」と「絆」をテーマに全国から６０組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた１５家族の「家族」と「絆」をテーマに全国から６０組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた１５家族の「家族」と「絆」をテーマに全国から６０組の応募があった中から、予選を勝ち抜いた１５家族の

個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。個性輝くバラエティ豊かな演奏を、ぜひ、お楽しみください。

放送日時 １月２日（月）１８：００～２２：００

１月３日（火）１３：００～１７：００

※ただし、放送日が変更となる場合があります。

放送チャンネル 地上デジタル１１ＣＨ

※詳しくは下記に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>>>> 文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５４－８２３９３５４－８２３９３５４－８２３９３５４－８２３９

第６回郷土が誇る芸能大会を開催します！

各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。

ぜひ、市内の様々な地区から出場される団体の皆さんの各地区が誇る演技をご覧ください。

日 時：１月１４日（土） 第Ⅰ部１０：００～１２：３０ 第Ⅱ部１４：００～１６：３０

(時間は変更になる可能性があります)

場 所：四日市市文化会館 第２ホール

入場料：無料（入退場自由） ※詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください。

<問い合わせ先> 文化振興課 ＴＥＬ ３５４－８２３９

１０日、１１日、１２日、１７日、１８日、１９日

２４日、２５日、２６日、３１日（火・水・木）

「お知らせ はづ」№16号に掲載しました「１２月 みんなであそぼう」の中の

はづ子育て支援ぴよぴよの日程１２月２８日（水）の開催が中止になりました。

１２月は、２１日（水）が最終日です。お間違いなく。

お詫び

「ちゃんねるよっかいち」市民リポーター募集「ちゃんねるよっかいち」市民リポーター募集「ちゃんねるよっかいち」市民リポーター募集「ちゃんねるよっかいち」市民リポーター募集!!!!

ＣＴＹ（地デジ１２ｃｈ）で放送している「ちゃんねるよっかいち」に出演して、市政情報や

市の魅力を、市民の皆さんに分かりやすく伝えてみませんか。

オーディション日オーディション日オーディション日オーディション日 ２月４日（土）２月４日（土）２月４日（土）２月４日（土） 締切りは、１月２４日（火）必着締切りは、１月２４日（火）必着締切りは、１月２４日（火）必着締切りは、１月２４日（火）必着

※詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください。

<申し込み先・問い合わせ先>

広報広聴課 ＴＥＬ ３５４－８２４４ ＦＡＸ ３５４－３９７４

地域マネージャーの募集地域マネージャーの募集地域マネージャーの募集地域マネージャーの募集（募集人数６人程度）（募集人数６人程度）（募集人数６人程度）（募集人数６人程度）

職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

任 期：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日（再任用する場合あり）

勤 務 地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）

受験資格：①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。

②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。

③民間企業等で職務経験がある人。だたし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、

３年以上経過していること。

④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑤四日市市に在住する人。

募集期間：１月６日（金）～１月２３日（月）（必着）

申込方法：募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、郵送または直接お持ちください。

持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日除く）の８：３０～１７：１５まで

にお願いします。

用紙は、市民生活課（市役所５階）・各地区市民センターにあります。

<<<<申し込み先・申し込み先・申し込み先・申し込み先・問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先>>>> 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６

『『『『新規援助会員講習会新規援助会員講習会新規援助会員講習会新規援助会員講習会』』』』が１月２１日（土）～２月５日（日）に、『依頼会員講習会と新規登録会依頼会員講習会と新規登録会依頼会員講習会と新規登録会依頼会員講習会と新規登録会』』』』が

２月５日（日）に、ともに四日市市勤労者・市民交流センター東館３階で行われます。

詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください。詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください。詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください。詳しくは、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください。

<申し込み先・問い合わせ先>

四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ・ＦＡＸ ３２３－００２３

アルミ缶アート作成グループ大募集！アルミ缶アート作成グループ大募集！アルミ缶アート作成グループ大募集！アルミ缶アート作成グループ大募集！

日 時： ３月１８日（土）１０：００～１４：００

場 所： 四日市市民公園（安島一丁目９２－４）

内 容： アルミ缶アートの作成

対 象： 四日市市が好きな５人以上のグループ

締 切： １月１３日（金） グループ名・代表者氏名・住所・電話番号

・参加者氏名を下記までお申し込みください

<申し込み先・問い合わせ先> 四日市市社会福祉協議会 四日市市ボランティアセンター

ＴＥＬ ３５４－８１４４ ＦＡＸ ３５４－６４８６

E-mail：y-vc＠m3.cty-net.ne.jp

アルミ缶はリサイクル活動をするアルミ缶はリサイクル活動をするアルミ缶はリサイクル活動をするアルミ缶はリサイクル活動をする

障害者施設に寄贈。障害者施設に寄贈。障害者施設に寄贈。障害者施設に寄贈。

利用者の工賃などに役立てられます！利用者の工賃などに役立てられます！利用者の工賃などに役立てられます！利用者の工賃などに役立てられます！

四日市ボランティアキャンペーン四日市ボランティアキャンペーン四日市ボランティアキャンペーン四日市ボランティアキャンペーン ３月４日（土）～３１日（金）３月４日（土）～３１日（金）３月４日（土）～３１日（金）３月４日（土）～３１日（金）

啓発イベントでは、アルミ缶１本からでも参加できるボランティ啓発イベントでは、アルミ缶１本からでも参加できるボランティ啓発イベントでは、アルミ缶１本からでも参加できるボランティ啓発イベントでは、アルミ缶１本からでも参加できるボランティ

アとして「アルミ缶アート」を実施。アートを作成してくださるグアとして「アルミ缶アート」を実施。アートを作成してくださるグアとして「アルミ缶アート」を実施。アートを作成してくださるグアとして「アルミ缶アート」を実施。アートを作成してくださるグ

ループを募集します！ループを募集します！ループを募集します！ループを募集します！

四日市市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ四日市市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ四日市市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ四日市市ファミリー・サポート・センターからのお知らせ


