再 掲
平成２９年

太極拳講座 （深い呼吸とゆったりした動きで、自然に心と体が癒されます）

２月２０日（№ ２２ ）

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/

３月１４日（火） １３：３０～１５：００
講師：師範 川島秀子さん

羽津地区市民センター ２階ホール

＜申し込み先・問い合わせ先＞ 羽津地区市民センター
「女性の、女性による、
女性のためのまちづくり会議」による

運動のできる、動きやすい
服装でご参加ください

定 員 ２０名（先着順）
持ち物 タオル・水分補給の飲み物
申込み ２月２１日（火）８:３０より受付開始

ＴＥＬ ３３１－４４６５

「パッチワーク講座」

３月２５日（土） １０：００～１２：００
さろん de 志氐我野

主催 まちづくり推進協議会 女性委員会

講 師：キルトレガーロ 武居美智子（たけすえみちこ）さん
定 員：２０名
参加費：１，０００円
持ち物：縫い針、まち針（６本程度）、糸、糸切りはさみ、
布切りはさみ、 筆記用具
受 付：２月２７日（月）～３月１７日（金）（先着順）
※詳しくは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

３月７日（火
月７日（火） １３：３０～１４：３０
◇場 所
◇対 象
◇内 容
◇持ち物

作品はコ－スターです

≪問い合わせ先≫

羽津会館
おおむね６５歳以上の方
「高齢期の睡眠」について
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの
緊急連絡先がわかるもの
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

ＴＥＬ ３６５－６２１５
ＴＥＬ ３３４－３３８７

３月９日（木） １３：３０～１５：００

おもちゃ図書館がやってくる！主催

はづ子育て支援ぴよぴよ

参加費 無料
申込み 不要

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

場 所 ：羽津地区市民センター ２階ホール
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＞

３階

健康づくり課

ＴＥＬ ３５４－８２９１

図書室に新しい本が入りました

児童書
<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

わか な

主催

３月２２日（水）
１０：００～１１：３０
１４：００～１５：３０

まちづくり推進協議会

障害福祉部会
人権教育部会

ブレンダン・ウェンツェル
葦原かも
ヨシタケシンスケ
なかやみわ
古川正和
石川基子
トロル

（白須賀一丁目１２番８号）
かすみの里
ラポール・ブルーミング （大字羽津乙１２９番地２）

＜プロフィール＞ 平成１２年３月１２日生まれ。愛知県豊田市在住。現在、愛知県立岡崎盲学校
高等部２年生。先天性の視覚障害で、生まれた時から全盲。小さい頃から歌が大好きで、将来の夢
は笑いのとれる歌手。平成２７年・２８年と２年連続で「２４時間テレビ」に出演。
参加費 無料
＜問い合わせ先＞
羽津地区まちづくり推進協議会事務局
申込み 不要
ＴＥＬ ３３１－５３３３ （平日１０：００～１６：００）

回
覧

★ねこってこんなふう？
★うみのとしょかん
★なつみはなんにでもなれる
★そらまめくんとながいながいまめ
★とびだすひろがる！のりものえほん②
★ほしじいたけ ほしばあたけ じめじめ谷でききいっぱつ
★おしりたんてい ププッおしりたんていがふたりいる？

☆しんせかい
山下澄人
☆蜜蜂と遠雷
恩田陸
☆障害者が避難所に来たら（寄贈）

本の貸出は１人５冊まで
貸出期間は２週間
（新刊の貸出は２冊まで）

許 さ な い ぞ 落 書 き ！
人の心を傷つける落書きは重大な人権侵害です。
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

最近，市内各所で悪質な落書きが発生しています。このような落書きによって心に
計り知れない痛みをおぼえている人がいます。

１日

８日

１５日

２２日

２９日

（水）

（水）

（水）

（水）

（水）

心ない落書きを許さない,,全ての人の人権が守られる
心ない落書きを許さない
明るい社会にしましょう。

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４４６５

１日・２日・７日・８日・９日
１４日・１５日・１６日
（火・水・木）

９：３０～１４：３０

みのり保育所

＜問い合わせ先＞ 四日市市人権センター
津地方法務局四日市支局
みんなの人権１１０番

ＴＥＬ ３５４－８６０９
ＴＥＬ ３５３－４３６５
ＴＥＬ ０５７０－００３－１１０

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

２日

９日

１６日

２３日

（木）

（木）

（木）

（木）

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

春休みこども
さんかくカレッジ

父と子のさんかく
カレッジ第３弾

８日

羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

（水）

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園

３日

１０日

（金）

（金）

子どもの笑顔を撮ろう！～パパの
ためのカメラ講座(
ためのカメラ講座(初心者向け)
初心者向け)＆
ちょこっとさんかく教室

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４７１２

８日

３歳児対象

１０：３０～１１：３０

やってみよう楽しいキッズヨガ
＆ちょこっとさんかく教室

（水）

大矢知興譲小学校給食パートを募集（４月上旬からの勤務です）
◇募集職種 ＝ 小学校給食調理員補助（給食パート）１名
◇業務内容 ＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
◇勤 務 日 ＝ 給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
◇勤務時間 ＝ ８：３０～１５：３０（労働時間６時間）
◇時 間 給 ＝ ８９１円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇申し込み ＝ 応募を希望される方は下記に電話のうえで履歴書を提出して下さい。
書類選考の上、合格者に対して面接を実施します。
◇応募期間 ＝ ２月２０日（月）～３月１日（水）
＜申し込み先・問い合わせ先＞

教育総務課

ＴＥＬ

３５４－８２３６

お知らせ
羽津地区市民センターの２階トイレが洋式化されました
（女性トイレには、和式1
（女性トイレには、和式1基はあります）

３月の
自動車文庫

子どもの成長を写真に残したいけどうまく
撮れない！そんなちょっぴりカメラに自信
のないパパに子どもや妊婦写真を多く手掛
けるプロ写真家が撮影のコツをお教えしま
す！！
日 時：3
時：3月25日
25日(土)９:３０～１１:
３０～１１:３０
場
対
内

所：本町プラザ３階 はもりあ会議室他
象：市内在住の小学生以下の子どもと父
容：前半はパパはカメラ講座、お子さん
は絵本読み聞かせ、後半は親子で撮
影タイム
定 員：１５組(先着順)
料 金：無料
講 師：MinimonPhoto 代表 福本由紀さん
パパスマイル四日市のみなさん
持ち物：自分のカメラ、ご自身で撮ったお気
に入りの写真１枚
その他：無料託児あり(生後6ヵ月から小学校
3年生程度、3月15日までに要事前
申込み)絵本読み聞かせ時一人で聞け
ないお子さんは託児をお申込み下さ
い

３月１０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

ヨガってなんだ！？春休みの１日、みん
なで楽しくヨガに挑戦しましょう！！
集中力がアップするかも！？
日 時：３月３１日(
時：３月３１日(金)
未就学児クラス(
未就学児クラス(親子ヨガ)10:00
親子ヨガ)10:00～
)10:00～
小学生クラス(
小学生クラス(こどもヨガ)11:00
こどもヨガ)11:00～
)11:00～
場 所：本町プラザ３階 はもりあこども
のへや
対 象：市内在住の4歳～小学生(未就学
児は保護者同伴)
定 員：未就学児クラス10組・小学生ク
ラス15名(いずれも先着順)
料 金：無料
講 師：楽ヨガ講師 伊藤爾己枝さん
持ち物：飲み物、動きやすい服装
その他：無料託児あり（生後6ヵ月から
未就学児、3月21日までに要事
前申込み）ヨガは各クラス40分
程度
１０：４０～２クラス合同で
「ちょこっとさんかく教室」が
ありますので小学生クラスは
１０：４０までにお越しくださ
い

３月１６日（木）
緑丘町 集会所駐車場

１４：２０～１５：００
申込みは、いずれも２月２３日(木)９時から電話・ＦＡＸ・Ｅメールで「はもりあ四日市」
まで。ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」までお気軽にお問い合わせください。

あいさつは羽津のまちから私から

TEL354-8331

FAX354-8339

Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

