
☆ 対　象 ・・・・ おおむね６５歳以上の方

☆ 持ち物 ・・・・ タオル・飲み物をご用意いただき、動きやすい服装でご参加ください。

主催　♪　はづ子育て支援　ぴよぴよ

介護予防のための健康知識も学んでいただけます

☆問い合わせ先☆　羽津在宅介護支援センター　ＴＥＬ　３３４－３３８７

☆問い合わせ先☆　健康づくり課　ＴＥＬ　３５４－８２９１

申込受付 ６月１４日（水）８：３０より受付開始

羽津地区市民センター窓口にて受付 計量法により、商取引・証明用に使用する「はかり」は２年に１度の検査が義務付けられています。

電話や代理での申し込みは受付できません 下記日時で実施しますので、持ち込みをお願いします。

定　員 ４０組　（定員になり次第締め切ります）

【対象となるはかり】

【 問い合わせ先 】　　　羽津地区市民センター　　ＴＥＬ　３３１－４４６５

① 商店、露店などの商品売買用

② 病院、薬局などの調剤用

　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター　主　催 ： ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　・　羽津地区市民センター ③ 病院、学校などの体重測定用

あ　ず　ま　や ④ 農・漁業などの生産者の生産物売買用

⑤ 工場、事業所などの材料購入・製品販売用

⑥ 農協、漁協などの物資集荷・出荷用

⑦ 運送業者などの貨物運賃算出用

公園内の植物観察をしながら、健康ウォーキングを楽しみませんか？ ＊

学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。

２０歳以上６５歳くらいまでで、子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。

　場　所 　垂坂公園・羽津山緑地全域 注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。

　参加資格 　どなたでも参加できます。 四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録説明会を

　家族または友人とお気軽にご参加ください。 ご希望の方にはご希望の方にはご希望の方にはご希望の方には 開催いたします。登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受けることができます。

　歩きやすい靴、長袖シャツ、長ズボンをご着用ください。 年度ごとの登録になりますので、平成２８年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。

＊　参加者全員に ◇指導員登録説明会◇◇指導員登録説明会◇◇指導員登録説明会◇◇指導員登録説明会◇

ペットボトル飲料（５００ｍペットボトル飲料（５００ｍペットボトル飲料（５００ｍペットボトル飲料（５００ｍℓℓℓℓ）１本）１本）１本）１本プレゼント　＊

【問い合わせ先】 プレゼント!!プレゼント!!プレゼント!!プレゼント!!

◇　申込方法　◇

こども未来課　　

ＴＥＬ　３５４－８０６９　　ＦＡＸ　３５４－８０６１　　Ｅメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

会場　：　羽津地区市民センター　２階ホール

６月６日（火）　　１３：３０～１４：３０６月６日（火）　　１３：３０～１４：３０６月６日（火）　　１３：３０～１４：３０６月６日（火）　　１３：３０～１４：３０

よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！

会場　：　羽津いかるが町　集会所

６月８日（木）　　１３：３０～１５：００６月８日（木）　　１３：３０～１５：００６月８日（木）　　１３：３０～１５：００６月８日（木）　　１３：３０～１５：００

ヘルスリーダーによるヘルスリーダーによるヘルスリーダーによるヘルスリーダーによる　 イキイキ教室　 イキイキ教室　 イキイキ教室　 イキイキ教室

回

覧

はかりの検査を実施しますはかりの検査を実施しますはかりの検査を実施しますはかりの検査を実施します

羽津地区在住の幼稚園・保育

園に行っていない乳幼児と保

護者が対象
６月８日（木）　９：３０～１１：３０  羽津地区市民センター　　６月８日（木）　９：３０～１１：３０  羽津地区市民センター　　６月８日（木）　９：３０～１１：３０  羽津地区市民センター　　６月８日（木）　９：３０～１１：３０  羽津地区市民センター　　

構造上、移動できないはかりを使用している人、開業や廃業した人は、

市民・消費生活相談室（ＴＥＬ　３５４－８１４７）までご連絡ください。

６月１０日（土）　９:００～１２:００　雨天の場合６月１７日（土）に延期

市内学童保育所市内学童保育所市内学童保育所市内学童保育所のののの指導員指導員指導員指導員を募集していますを募集していますを募集していますを募集しています

当日　管理棟バルコニーにて　８：３０より受付開始（先着１００名）当日　管理棟バルコニーにて　８：３０より受付開始（先着１００名）当日　管理棟バルコニーにて　８：３０より受付開始（先着１００名）当日　管理棟バルコニーにて　８：３０より受付開始（先着１００名）

【羽津の花】

　　マリーゴールドの苗

【羽津の木】

　　はなももの苗木 ６月３日（土）１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール６月３日（土）１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール６月３日（土）１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール６月３日（土）１８：００～　四日市市文化会館　第４ホール

ＮＰＯ法人　緑の会 羽津　公園事務所

ＴＥＬ　３３３－５５９７（９：００～１６：００）

６月２日（金）までに、住所、名前、電話番号(あればＦＡＸ、Ｅメールアドレス)を、電話かＦＡＸ、

Ｅメールで下記宛先へ

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

平成２９年５月２０日（№４）

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/



役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありませんか？

そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。

年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。

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）

TEL３３１－４４６５ （三重地区以外の方のご相談にも応じます）

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な相談相手です。

ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。

＊毎月第３火曜日に市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施しています。

TEL３３２－２３９２ 【問い合わせ先】　市民生活課　市民・消費生活相談室　　ＴＥＬ　３５４－８１４７

TEL３３１－６９８７

TEL３３１－３６１５

TEL３３１－４７１２

開館時間 ９：３０～１７：００

（入館は１６：３０まで）

休 館 日 月曜日

観 覧 料 一　般　７００円

４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。  『うろんな客』原画，1957年 高大生　５００円

季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。 ©2010 The Edward Gorey Charitable Trust 中学生以下無料

ボール遊びやバドミントン等で遊べる広い多目的ホールや、クッキングルーム、

工作室や図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。 四日市市立博物館・プラネタリウム　　ＴＥＬ　３５５－２７００（代）

また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。

ぜひ、ご来館ください！！

６/３（土） 11：00～15：00 季節の行事　ネクタイカードづくり！

６/４（日） 11：00～15：00 創作活動　巨大モザイクアートを作ろう！

６/２５（日） 11：00～15：00 「夏だ！魚釣り工作！」

持ち物：いらなくなった磁石 東新町２６番３２号

★ 対象　幼児・小学生（未就学児は保護者同伴） 橋北交流会館　４階

★ 定員なし ＴＥＬ　３３０－５０２０ ６月１８日（日）　１３：００～１６：３０（予定）

総合会館　８階　視聴覚室　ほか

▶ 対　象 市内に在住、在勤、在学の方

　６月６日（火）  　６月６日（火）  　６月６日（火）  　６月６日（火）  ▶ 人　数 １００名程度（会場の収容人数を超える場合は先着順）

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 ▶ 内　容 （新図書館を含む）中心市街地拠点施設整備の基本的な考え方についての説明

グループ討論及び議論の総括

　６月１５日（木）　６月１５日（木）　６月１５日（木）　６月１５日（木）

別名三丁目　東ソー住宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００ 参加申込方法

大宮町　志氐神社 １４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０

　６月２０日（火）  　６月２０日（火）  　６月２０日（火）  　６月２０日（火）  

緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００ 【問い合わせ・申し込み先】 政策推進課　　

ＴＥＬ　３５４－８１１２　ＦＡＸ　３５４－３９７４

Ｅメール　seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

＊＊　ぴよぴよ開催中のみ　＊＊

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　　さろん ｄｅ 志氐我野

　　　　　　　　　ＴＥＬ３２４－２２８６

困ったら　一人で悩まず　行政相談困ったら　一人で悩まず　行政相談困ったら　一人で悩まず　行政相談困ったら　一人で悩まず　行政相談

日　時　　６月２０日（火）　１３：００　～１６：００日　時　　６月２０日（火）　１３：００　～１６：００日　時　　６月２０日（火）　１３：００　～１６：００日　時　　６月２０日（火）　１３：００　～１６：００

はづ子育て支援ぴよぴよ

１０：００～１１：３０

７日 １４日 ２１日 ２８日 場　所　　三重地区市民センター　和室　　　　場　所　　三重地区市民センター　和室　　　　場　所　　三重地区市民センター　和室　　　　場　所　　三重地区市民センター　和室　　　　

（水） （水） （水） （水）

みのり保育所   １日・６日・７日・８日・１３日・１４日・１５日・２０日

９：３０～１４：３０

  ２１日・２２日・２７日・２８日・２９日（火・水・木）

羽津保育園

９：３０～１１：３０

１日 ８日 １５日 ２２日 ２９日

（木） （木） （木） （木） （木）

四日市市立博物館　　市制１２０周年記念 開催中～６月４日（日）まで

羽津文化幼稚園

１０：００～１１：３０

７日 ２１日

特別展　エドワード・ゴーリーの優雅な秘密特別展　エドワード・ゴーリーの優雅な秘密特別展　エドワード・ゴーリーの優雅な秘密特別展　エドワード・ゴーリーの優雅な秘密
（水） （水）

羽津幼稚園

１０：００～１１：３０

２日 １６日 ２３日

１０：３０～１１：３０

７日 ３０日

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】

こども子育て交流プラザこども子育て交流プラザこども子育て交流プラザこども子育て交流プラザ

平成２８年度から検討を進めている、市庁舎東側広場での新図書館を含む中心市街地拠点施

設整備の基本的な考え方について、広く皆さんに知っていただくとともに、本施設の機能や

空間のあり方をともに議論いただくため、まずはシンポジウムを開催します。また、今後は

市内の４ブロック（北部・中部・西部・南部）においても懇談会を開催します。

地区市民センターに配架するチラシの裏面、または市ホームページ

よりダウンロードした参加申込書にご記入・ご入力のうえ、下記問

い合わせ先まで郵便、ＦＡＸ、Ｅメールでお送りください。

（水） （金）

　　こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

【主なイベント日時・内容】【主なイベント日時・内容】【主なイベント日時・内容】【主なイベント日時・内容】 事前申し込み不要、参加費無料です。

不思議な世界観と、モノクロームの緻密な線描で、

世界中に熱狂的なファンをもつエドワード・ゴー

リー。貴重な原画・書籍・資料など約３００点を展

示し、ゴーリーの多彩な制作活動にみる、謎に満ち

た優雅な秘密に迫ります。

（金） （金） （金）

３歳児対象

６月


