
　　　　　自治会名 　　　　自治会長名 　　　　　自治会名 　　　　自治会長名

平野　信幸

日　　　　　程 検　診　内　容 時間

霞ヶ浦町南部 坪田　一裕 大宮第一 藤井　哲夫 ８月３１日（木） 肺がん・結核検診 ９：００～１１：３０　・　１３：００～１４：００

大腸がん検診 午前・午後

金場町 山本　幸司 大宮西町 武藤　裕孝 乳がん検診（マンモグラフィ） 午前・午後

午前

白須賀町 野呂　照哉 大宮第三 須藤　啓一 子宮頸がん検診 午後

霞ヶ浦町北部 小林　久美 大宮第二 中島　嘉郎

１０月３０日（月）

１０月３１日（火）

１１月　１日（水）

胃がん検診

富士町 森　松男 羽津山町

八田第二 木村　昌弘 別名第三 高橋　孝一

八田第三 内田　寛 別名第四 伊藤　米吉

城山町 森　幸一 別名第一 伊藤　光博

八田第一 久志本　正彦 別名第二 正岡　茂

羽津町第三 廣瀬　達士 山手町 佐藤　敏明

羽津中第一 江崎　洋二 羽津いかるが町 西脇　良孝

羽津町第一 藤井　勝次 別名第五 後藤　正

羽津町第二 山本　庸二郎 別名第六 細谷　浩三

羽津中第二 林　孝義 緑丘町 三宅　輝夫

回

覧

おおおお 知知知知 らららら せせせせ
平成２９年 ４月２０日（№ ２）

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/

２９年度 連合自治会役員・各町自治会長紹介

住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、

住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます

＜連合自治会役員＞

○ 会 長 佐藤 敏明

○ 副会長 西脇 良孝 正岡 茂

○ 会 計 野呂 照哉

○ 監 査 廣瀬 達士 森 幸一

（敬称略）

羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ

◎ 検診を受診するためには申し込みが必要です

◎ 詳細は広報よっかいち４月下旬号別冊「平成２９年度検診のお知らせ（保存版）」

でご案内します

＜問い合わせ先＞

健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２８２

ＦＡＸ ３５３－６３８５

平成２９年平成２９年平成２９年平成２９年 ４月４月４月４月 学校関係の人事異動学校関係の人事異動学校関係の人事異動学校関係の人事異動 （敬称略）（敬称略）（敬称略）（敬称略）

よろしくお願いします（着任）よろしくお願いします（着任）よろしくお願いします（着任）よろしくお願いします（着任） お世話になりました（離任）お世話になりました（離任）お世話になりました（離任）お世話になりました（離任）

【【【【羽津中学校】】】】 校長 渡部 克博 校長 中条 明広

（富田中学校より） （南中学校へ）

【【【【羽津小学校】】】】 教頭 長崎 雅子 教頭 野口 裕

（川越町教育委員会より） （羽津北小学校へ）

【【【【羽津北小学校】】】】 校長 野口 裕 校長 上野 浩二

（羽津小学校より） （大矢知興譲小学校へ）

☆ 定 員 ６０名 ※羽津地区在住の方

※定員になり次第、締め切ります

☆ 内 容 ・省エネ講座（２０分）

・グリーンカーテンの説明(２０分）

・ゴーヤ苗の配布（ひとり２苗）

☆ 受 付 ４月２０日（木）８：３０から受付を開始します

市民センターの窓口、または電話でお申し込みください

＜申し込み・問い合わせ先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

参加費参加費参加費参加費 無料無料無料無料

再 掲



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

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

１０：００～１１：３０

１０日 １７日 ２４日 ３１日

（水）

　　さろん   ＴＥＬ　３２４－２２８６

（水） （水）

会場は、志氐神社内『さろんde志『さろんde志『さろんde志『さろんde志氐氐氐氐我野』我野』我野』我野』です

　　　　　　（ぴよぴよ開催中のみ）

　　センターＴＥＬ　３３１－４４６５ （水）

（木） （木） （木）

９：３０～１４：３０

９：３０～１１：３０

１１日 １８日 ２５日

１０：００～１１：３０

２４日 ３１日

（水） （水）

（水） （金）

（３歳児対象） １０：３０～１１：３０

１０日 ２６日

１０：００～１１：３０

１２日 １９日

（金） （金）

５月

５月１１日（木５月１１日（木５月１１日（木５月１１日（木)))) 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００

５月１７日（水）５月１７日（水）５月１７日（水）５月１７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 １４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０

５月１９日（金）５月１９日（金）５月１９日（金）５月１９日（金） 緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

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

募集人数募集人数募集人数募集人数 １人

職務内容職務内容職務内容職務内容 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

任任任任 期期期期 ７月１０日～平成３０年３月３１日（再任用する場合もあります）

勤勤勤勤 務務務務 地地地地 内部地区市民センター

受験資格受験資格受験資格受験資格 次の要件を全て満たす人

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。ただし、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。

募集期間募集期間募集期間募集期間 ４月２４日（月）～５月２２日（月）（必着）

応募方法応募方法応募方法応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、

市役所５階市民生活課へ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（祝日を除く）の８：３０～１７：１５までにお願いします。

＜問い合問い合問い合問い合わわわわせ先せ先せ先せ先＞ 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６

＜申し込み・問い合わせ先＞ こども子育て交流プラザ

ＴＥＬ ３３０－５０２０ ＦＡＸ ３３４－０６０６

ゴールデンウィークはこども子育て交流プラザへ！ゴールデンウィークはこども子育て交流プラザへ！ゴールデンウィークはこども子育て交流プラザへ！ゴールデンウィークはこども子育て交流プラザへ！

４月にオープンしたこども子育て交流プラザは、年末年始を除く毎日開館しています。

ゴールデンウィークは、こども子育て交流プラザに出かけてみませんか。

【対 象】 幼児・小学生（未就学児は保護者同伴）

【料 金】 無料

【申込み】 ４月２４日（月）９：００～電話・ＦＡＸ・窓口に直接申込み

【日にち・内容・時間】

５月３日 祝日（水） プラザウォーク～プラザ探検隊～プラザウォーク～プラザ探検隊～プラザウォーク～プラザ探検隊～プラザウォーク～プラザ探検隊～

４日 祝日（木） プラザを回って、ミッションのクリアを目指そう！

１１：００～１６：００(定員なし）

５月５日 祝日（金） ここプラザの日ここプラザの日ここプラザの日ここプラザの日 ～こども上映会～～こども上映会～～こども上映会～～こども上映会～

ポップコーンを食べながら友達や家族と一緒に映画を楽しもう！

①１０：３０～ （定員５０名）（要予約）

②１３：３０～ （定員５０名）（要予約）

５月１４日（日） 母の日プレゼント工作母の日プレゼント工作母の日プレゼント工作母の日プレゼント工作

ラッピングバックを作って、お母さんにプレゼントを渡そう！

①１０：００～１２：００（定員１０名）（要予約）

②１３：００～１５：００（定員１０名）（要予約）

５月１３日（土）５月１３日（土）５月１３日（土）５月１３日（土） １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０ さろんさろんさろんさろん de de de de 志氐我野志氐我野志氐我野志氐我野

女子力アップ講座女子力アップ講座女子力アップ講座女子力アップ講座「「「「 女性のための姿勢教室」女性のための姿勢教室」女性のための姿勢教室」女性のための姿勢教室」

主催 まちづくり推進協議会 女性委員会

・内容 女性のための姿勢教室

・講師 山本ちえさん

＜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

地域包括ケアシステムの構築に向け地域包括ケアシステムの構築に向け地域包括ケアシステムの構築に向け地域包括ケアシステムの構築に向け

～地域で暮らし続けられる社会の実現を目指して～～地域で暮らし続けられる社会の実現を目指して～～地域で暮らし続けられる社会の実現を目指して～～地域で暮らし続けられる社会の実現を目指して～

住民が中心となって立ち上げた、「高齢者を中心とした集まりの場

づくり」や「日常生活の支援」の取り組みを紹介するパネルディスカ

ッション等を開催しますので、ぜひ、これからの地域での活動の参考にしてください。

☆日 時 ５月１３日（土） １４：００～１６：００（開場１３：３０）

☆場 所 四日市市総合会館 ８階 視聴覚室

第１部 基調講演 １４：００～１４：３０

講師 北勢地区老人福祉施設研究協議会 会長 西元 幸雄氏

テーマ「新しい地域福祉とその担い手について」

第２部 事例報告 １４：３０～１５：１０

事例 さろんｄｅ志氐我野(しでがの)運営委員会(羽津)・ 楠（なん）の木るすばん隊(楠)

第３部 パネルディスカッション １５：１５～１６：００

コーディネーター：三好 禎之氏（名古屋経営短期大学 教授）

テーマ：「事業を立ち上げるきっかけと地域との関係づくりについて」

パネリスト：西元 幸雄氏(北勢地区老人福祉施設研究協議会 会長)

渡辺 房之氏（さろんｄｅ志氐我野運営委員会 委員長）

服部 久美子氏（楠の木るすばん隊）

☆料 金 無料

＜問い合わせ先＞ 健康福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１０９ ＦＡＸ ３５９－０２８８

２日、 ９日、１０日、１１日、１６日、１７日、

１８日、２３日、２４日、２５日、３０日、３１日

（ 火、水、木 ）

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

羽津地区の羽津地区の羽津地区の羽津地区の

「さろん「さろん「さろん「さろんdededede志氐我野」志氐我野」志氐我野」志氐我野」

が紹介されます！！が紹介されます！！が紹介されます！！が紹介されます！！


