平成２９年

６月２０日（№ ６）

お 知 ら せ

協賛 老人クラブ『春風会』

再 掲
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
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夏休みこども教室

バブル入浴剤を作ろう！！
７月２５日（火） ９：３０～１１：３０
８月２３日（水） ９：３０～１１：３０

７月１０日（月）１４：３０～１６：００
羽津地区市民センター
２階 ホール
・講 師
・参加費
・申込み

リズムメイトのみなさん
無料
不要

羽津地区一斉清掃
第３回

羽津地区

＜問い合わせ先＞
羽津地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－４４６５

７月２日（日）

盆踊り大会・・・志氐神社境内にて・・・

※いずれか１日をお選びください

８月１２日（土）１８：００～２１：３０

羽津地区市民センター

２階

ホール
今年も盆踊り大会を開催します。下記の日程で盆踊りの練習会を
行います。みなさま、誘いあってお越しください。お待ちしています。
☆盆踊り練習日☆ （１９：００～開始）
７月 ７日（金）羽津いかるが町集会所
７月１１日（火）ブルーミング・地域交流スペース
７月２１日（金）羽津会館
７月２９日（土）八田第３集会所横広場
８月 ４日（金）羽津地区市民センター ２階ホール

・定員 羽津地区の小学生 各回３０名
（保護者の方も一緒に参加できます）
・講師 東ソー（株）四日市事業所のみなさん
夏休みこども教室

親子 クッキング教室
７月２６日（水）１０：００～１３：００
羽津地区市民センター ３階 調理室

・定 員 小学生と保護者
１２組（先着順）
・参加費 おとな ５００円（当日集金します）
こども ３００円
・講 師 羽津ヘルスメイトのみなさん
・持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、台ふき

メニューは

・２種類のロールサンド
・照焼れんこんバーグ
・スープ ・デザート

申し込みはいずれの講座も７月７日（金）８：３０より受付開始
（電話または窓口でお申し込みください）
※駐車場がこみあいますので、なるべく徒歩か自転車でお越しください。
＜問い合わせ・申し込み先＞
羽津地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－４４６５

＜問い合わせ先＞
羽津地区まちづくり推進協議会（羽津地区市民センター ２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

おおむね６５歳以上の方を対象に、介護予防のための健康知識を学んで
いただく『よっかいち・はつらつ健康塾！』を開催します。お誘い合わ
せのうえ、ぜひご参加ください。

７月４日（火
月４日（火） １３：３０～１４：３０
東ソークラブ
参加費

健康づくり夏季グラウンドゴルフ大会

主催：まちづくり推進協議会

健康推進部

７月２９日（土）１８：００～（１７：３０より受付開始）
・場 所
・対 象
・定 員
・申込み

四日市ドーム アリーナ北半面
参加費 無 料
羽津地区在住の方（用具貸し出しあり）
９６名
所定の用紙（羽津地区市民センター１階パンフレット置き場にあります）に
ご記入の上、下記申し込み先まで提出してください
・締切り ７月２４日（月）
※詳しくは所定の用紙をご覧いただくか、お問い合わせください
＜問い合わせ・申し込み先＞ 羽津地区まちづくり推進協議会 （羽津地区市民センター ２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）
回
覧

◇対 象 おおむね６５歳以上の方
◇内 容 介護予防について
◇持ち物 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
動きやすい服装でお越し下さい
＜問い合わせ先＞

羽津在宅介護支援センター
ＴＥＬ ３３４－３３８７

７月 ６日（木）
７月１３日（木）

無料
申込み 不要
直接会場へお越し下さい

担当：竹差・橋本

八田二丁目「エステート羽津」前
別名三丁目 東ソー住宅
大宮町 志氐神社
７月１８日（火）
緑丘町 集会所駐車場
※８月の巡回はお休みとなります

１４：３０～１５：００
１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：５０
１４：２０～１５：００

７月

平成２９
平成２９年度
２９年度 四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します
四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します

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）
５日
（水）

はづ子育て支援ぴよぴよ
センターＴＥＬ ３３１－４４６５
さろん ＴＥＬ ３２４－２２８６

１２日
（水）

募集期間
７月３日（月）～
７月３日（月）～７月３１日
７月３１日（月）（消印有効）
詳しくは「広報よっかいち」６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
１９日
（水）

２６日
（水）

１０：００～１１：３０

親子で学ぼう「夏のこども教室」開催
親子で学ぼう「夏のこども教室」開催（消費講座）
開催（消費講座）
会場は、志氐神社内『さろんde志氐
『さろんde志氐我野』です

みのり保育所
ＴＥＬ ３３２－２３９２

９：３０～１４：３０

４日、５日、６日、１１日、１２日、１３日、１８日、
１９日、２０日、２５日、２６日、２７日（火.水,木）

羽津保育園
９：３０～１１：３０
ＴＥＬ ３３１－６９８７
羽津文化幼稚園
ＴＥＬ ３３１－３６１５
羽津幼稚園
ＴＥＬ ３３１－４７１２
（３歳児対象）

１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０

６日
（木）

１３日
（木）

５日
（水）
７日
（金）

１２日
（水）
１４日
（金）
１２日
（水）

１０：３０～１１：３０

２０日
（木）

２７日
（木）

市内学童保育所の指導員再募集 ～指導員登録説明会を開催します～
日 時
場 所
申 込

お知らせ

「離乳食と食物アレルギーについて」

日 時：７月２３日（日）午前の部 １０：００～１１：３０
午後の部 １３：００～１４：３０
場 所：橋北交流会館（四日市市東新町２６－３２） ３階 第６会議室
内 容：
：お金の大切さや役割、かしこい使い方について学びます。
※詳しくは、「広報よっかいち」６月下旬号をご覧ください。
＜問い合わせ・申し込み先＞
市民生活課 市民・消費生活相談室
ＴＥＬ
３５４－８１４７

はづ子育て支援ぴよぴよ主催

保健師さんによる育児相談開催
申込み 不要

７月１日（土） １８：００～
四日市市総合会館７階 第１研修室
住所・氏名・電話番号（あればＦＡＸ・Ｅメールアドレス）を下記まで電話か
ＦＡＸまたはＥメールでお申込み下さい『 締切６月２９日（木）』
＜問い合わせ・申し込み先＞
こども未来課
ＴＥＬ ３５４－８０６９
ＦＡＸ ３５４－８０６１ Ｅメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
メール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

７月１２日（水）１０：００～１１：３０
場 所
さろん de 志氐我野
四日市市議会 議会報告会のお知らせ

◇募集職種
◇業務内容
◇勤 務 日
◇勤務時間
◇時
給
◇申 込 み

小学校給食調理員補助（給食パート）２名（７月上旬から勤務）
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
応募を希望される方は、教育総務課に電話のうえで、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 ６月２０日（火）～６月２７日（火）

６月定例月議会の議会報告会を、７月３日、４日に開催します。定例月議会でどのような議論が
されたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング
（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込み
は不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。

第１部：議会報告会

日

時

常任委員会
＜問い合わせ・申し込み先＞ 教育総務課

ＴＥＬ

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

７月３日（月）
１８：３０～２０：４５

総務

７月４日（火）
１８：３０～２０：４５

産業生活

教育民生

都市・環境

教育、こども、
健康福祉など

道路、住宅、上下
水道、環境衛生
など

総合会館
７階第１研修室

川島地区
市民センター
２階大会議室

諏訪町２－２

川島新町１

３５４－８２３６
所管事項

商工業、農林水産
市政の企画、財務、
業、市民文化、市
危機管理、消防など
立病院など

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です
・街頭啓発活動日時 ７月３日（月）１４：１５～
＜問い合わせ先＞

健康福祉課

・場所 近鉄四日市駅周辺

ＴＥＬ ３５４－８１０９
会

わくわく！ 真夏のカブトムシ列⾞！
「四日市あすなろう鉄道１dayフリーきっぷ」を購入して指定場所に行くと、先着１００名様に
カブトムシ（オス１匹・メス１匹）をプレゼントします。（日永駅でメス、
日永駅でメス、南部丘陵公園でオスをゲット！！
南部丘陵公園でオスをゲット！！）
！！）
◇日 時 ７月１５日（
７月１５日（土）９：００～１５
：００～１５：００
～１５：００
◇内 容 ①あすなろう鉄道線の各駅で1dayフリー切符を購入（小古曽駅では購入不可）⇒
②あすなろう鉄道に乗車し、指定場所２か所を目指す⇒
③指定場所でカブトムシゲット!!
◇注 意 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。

場

内部地区
市民センター
別館２階大ホール

釆女町８５７－１ 富州原町３１－４６

※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います
※全会場、手話通訳いたします
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承
ください
※教育民生常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に駐車して
ください
＜問い合わせ先＞

＜問い合わせ先＞

都市計画課公共交通推進室 ＴＥＬ ３５４－８０９５

富洲原地区
市民センター
２階大会議室

議会事務局

議事課

ＴＥＬ ３５４－８３４０

