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羽津地区まちづくり推進協議会

ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局）
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・どんぐりころころ 片野隆司 作

・うみべのハリー ジーン・ジオン 作

・かがみの孤城 辻村深月 作

・かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原ゆたか 作

・おしりたんてい ププッきえたおべんとうのなぞ トロル 作

・そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ 作

・おにぎりにんじゃ 北村裕花 作

・おべんとう さとうめぐみ 作

・ばあばは、だいじょうぶ （低学年）

・なにがあってもずっといっしょ （低学年）

・アランの歯はでっかいぞこわーいぞ（低学年）

・くろねこのどん （中学年）

・空にむかってともだち宣言 （中学年）

・耳の聞こえない

メジャーリーガーウィリアム・ホイ（中学年）

・チキン！ （高学年）

・ぼくたちのリアル（高学年）

・霧のなかの白い犬（高学年）

・円周率の謎を追う （中学校）

・ホイッパーウィル川の伝説（中学校）

・月はぼくらの宇宙港 （中学校）

課題図書課題図書課題図書課題図書

羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ３階３階３階３階 図書室に新しい本がはいりました図書室に新しい本がはいりました図書室に新しい本がはいりました図書室に新しい本がはいりました

（本の貸出はお一人５冊まで。貸出期間は２週間です。なお、新刊の貸出は２冊までです。）

夏休みこども教室夏休みこども教室夏休みこども教室夏休みこども教室

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

羽津地区市民センター ２階 ホール

※※※※いずれか１日をお選びくださいいずれか１日をお選びくださいいずれか１日をお選びくださいいずれか１日をお選びください

・定員 羽津地区在住の小学生 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

夏休みこども教室夏休みこども教室夏休みこども教室夏休みこども教室

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 羽津地区在住の小学生と保護者 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申し込みはいずれの講座も申し込みはいずれの講座も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７月７日（金）８：３０より受付開始７月７日（金）８：３０より受付開始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）

＜問い合わせ・申し込み先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

再再再再 掲掲掲掲

手 話 講 座 の ご 案 内

・会場：羽津地区市民センター

・時間：１４：３０～１５：３０(いずれの日も同じ時間です）

①①①① ７月２６日（水）７月２６日（水）７月２６日（水）７月２６日（水） ２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて 「あいさつの手話（伝えあってみよう）」「あいさつの手話（伝えあってみよう）」「あいさつの手話（伝えあってみよう）」「あいさつの手話（伝えあってみよう）」

②②②② ８月８月８月８月 ２日（水）２日（水）２日（水）２日（水） ２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて 「これはなに？（いろいろなものを表してみよう）」「これはなに？（いろいろなものを表してみよう）」「これはなに？（いろいろなものを表してみよう）」「これはなに？（いろいろなものを表してみよう）」

③③③③ ８月８月８月８月 ９日（水）９日（水）９日（水）９日（水） １階１階１階１階和室和室和室和室にてにてにてにて 「あなたの名前は？（自分の名前を表してみよう）」「あなたの名前は？（自分の名前を表してみよう）」「あなたの名前は？（自分の名前を表してみよう）」「あなたの名前は？（自分の名前を表してみよう）」

④④④④ ８月２３日（水）８月２３日（水）８月２３日（水）８月２３日（水） ２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて 「あなたの家族は？（数、家族の手話を覚えよう）」「あなたの家族は？（数、家族の手話を覚えよう）」「あなたの家族は？（数、家族の手話を覚えよう）」「あなたの家族は？（数、家族の手話を覚えよう）」

⑤⑤⑤⑤ ８月３０日（水）８月３０日（水）８月３０日（水）８月３０日（水） ２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて２階ホールにて 「手話コーラス、ゲーム」「手話コーラス、ゲーム」「手話コーラス、ゲーム」「手話コーラス、ゲーム」

＜問い合わせ・申し込み先＞＜問い合わせ・申し込み先＞＜問い合わせ・申し込み先＞＜問い合わせ・申し込み先＞ 羽津地区手話サークル羽津地区手話サークル羽津地区手話サークル羽津地区手話サークル『『『『はばたきはばたきはばたきはばたき』』』』代表代表代表代表 松永（ＴＥＬ３３２－３４９２）松永（ＴＥＬ３３２－３４９２）松永（ＴＥＬ３３２－３４９２）松永（ＴＥＬ３３２－３４９２）

羽津地区市民センター窓口でも受け付けています羽津地区市民センター窓口でも受け付けています羽津地区市民センター窓口でも受け付けています羽津地区市民センター窓口でも受け付けています

＊参加費無料。どなたでも参加できます。当日参加・１日だけの参加もＯＫです＊＊参加費無料。どなたでも参加できます。当日参加・１日だけの参加もＯＫです＊＊参加費無料。どなたでも参加できます。当日参加・１日だけの参加もＯＫです＊＊参加費無料。どなたでも参加できます。当日参加・１日だけの参加もＯＫです＊

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＞ 健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

７月１３日（木） １３：３０～１５：００

紙飛行機で遊ぼう

垂坂公園・羽津山緑地 交流広場

７月２２日（土）９：００～１２：００（受付８：３０～９：３０）

※悪天候の場合は、７月２９日（土）に延期

よく飛ぶ紙飛行機の作り方、飛ばし方を教えてくれるよ

【【【【当日イベント当日イベント当日イベント当日イベント】】】】

紙飛行機の紙飛行機の紙飛行機の紙飛行機の滞空時間・飛行距離コンテスト滞空時間・飛行距離コンテスト滞空時間・飛行距離コンテスト滞空時間・飛行距離コンテスト

（よく飛んだ人に（よく飛んだ人に（よく飛んだ人に（よく飛んだ人に記念品記念品記念品記念品あり）あり）あり）あり）

★参加費 無料

★定 員 ５０名

（先着順）

＜問い合わせ先＞

ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所 ＴＥＬ ３３３－５５９７

（９：００～１６：００）

ペットのフンは飼い主が責任を持って始末しましょう

＊参加費 無料

＊申込み 不要



７月２９日（土）１０：００～１３：００（食事・後片付けを含む）

羽津地区市民センター ３階 調理室

メニュー アジフライ定食・ごまだんご

対 象 羽津地区在住の小学生

（幼稚園児・保育園児などで参加を希望される場合はお問い合わせください）

定 員 ２０名

参 加 費 ５００円

（保護者の方も一緒に食事をされる場合は、１人につき５００円加算）

持 ち 物 エプロン・三角巾またはバンダナ（頭を覆うもの）・ふきん２枚・ハンカチ

またはタオル

＊服装は自由ですが、動きやすい服装でご参加ください

申 込 み 案内書兼申込書に必要事項を記入の上、まちづくり推進協議会事務局あてに提出

７月３日（月）より受付開始７月３日（月）より受付開始７月３日（月）より受付開始７月３日（月）より受付開始 ７月１４日（金）締切（先着順）７月１４日（金）締切（先着順）７月１４日（金）締切（先着順）７月１４日（金）締切（先着順）

※詳しくは、羽津地区市民センター１階パンフレット置き場においてある案内書をご覧いただ

くか、下記まで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事務局 （平日１０：００～１６：００）

ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ Ｅメール jimukyoku＠hazu.org

日 時 ７月２９日（土） １３：３０～１５：００

場 所 さろんde志氐我野

講 師 廣瀬 由加利さん（日文コンサルタント協会の講師）

持ち物 ゆかた、腰ひも（２～３本）、伊達巻き、前板、半幅帯等

（必要な方は、襦袢やタオルをお持ちください）

定 員 先着１５名程度

※※※※参加希望の方は参加希望の方は参加希望の方は参加希望の方は、下記までお問い合わせください、下記までお問い合わせください、下記までお問い合わせください、下記までお問い合わせください

＜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

＊参加費 無料

民事訴訟の通達？！～架空請求にご注意を～民事訴訟の通達？！～架空請求にご注意を～民事訴訟の通達？！～架空請求にご注意を～民事訴訟の通達？！～架空請求にご注意を～

［相談事例］［相談事例］［相談事例］［相談事例］

突然、「民事訴訟の通達」というハガキが届いた。料金の未払い、最終確認書などと書いてあり、

至急連絡をするようにという内容だ。何かを未払いにした記憶は全くない。「連絡がない場合、給

料や財産が差し押さえられる」と書かれていて不安だ。連絡した方がいいか。

[[[[アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス]]]]

この事例で届いたハガキは、「架空請求」ハガキと思われます。

これは、「訴訟」「財産の差し押さえ」など不安をあおる文面を不特定多数の人に送り付け、本

人から連絡させた上で、何かと理由をつけて多額のお金を請求するというものです。「架空請求」

の相談は、手口の周知が進み、一旦は減少しましたが、再び増加傾向にあります。ハガキの他にも、

携帯電話やパソコンに届く事もよくあります。

対処法は、①心当たりのない請求は無視無視無視無視する、②自分から絶対に連絡しない絶対に連絡しない絶対に連絡しない絶対に連絡しないことです。不安な場

合はまず、市民・消費生活相談室にご相談ください

■この記事に関する問い合わせ先

市民・消費生活相談室 ＴＥＬ ３５４－８１４７ ＦＡＸ ３５４－８４５２

■架空請求などに関するご相談は

相談専用電話 ＴＥＬ ３５４－８２６４

受付日時 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）

９：００～１２：００ １３：００～１６：００

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

イベント内容イベント内容イベント内容イベント内容

・・・・ウォーターバトル！ウォーターバトル！ウォーターバトル！ウォーターバトル！暑い夏を乗り切ろう！大きな広場で水遊びだ！

日 時：７月１７日（月） ①１１：００～１２：００ ②１３：００～１４：００

申 込：不要

対 象：幼児・小学生 （未就学児は保護者同伴）

定 員：なし

持ち物：水鉄砲・濡れてもいい服装・着替え・タオル・水筒

・・・・こどもハローワーク～モデル・美容師体験～こどもハローワーク～モデル・美容師体験～こどもハローワーク～モデル・美容師体験～こどもハローワーク～モデル・美容師体験～ 普段体験できないお仕事を体験しよう！今回は

モデルや美容師のお仕事を体験してみよう！

日 時：７月２４日（月） １０：００～１２：３０

申 込：必要 （電話もしくはプラザ事務所にて申込）

対 象：６歳～１５歳

定 員：３０名 （要予約）

・科学工作「スライムづくり」・科学工作「スライムづくり」・科学工作「スライムづくり」・科学工作「スライムづくり」夏休み特別工作！科学の力でスライムをつくろう！

日 時：７月２７日（木）

①１１：００～１１：４５ ②１３：００～１３：４５ ③１４：００～１４：４５

申 込：不要

対 象：幼児・小学生（未就学児は保護者同伴）

定 員：なし

＜問い合わせ・申し込み先＞

四日市市こども子育て交流プラザ ＴＥＬ ３３０－５０２０ ＦＡＸ ３３４－０６０６

四日市市東新町２６番３２号 橋北交流会館４階

ご存知ですか？補助標識

補助標識は道路標識の本標識の補助として設置される

標識で交通規制の区域、日時、車両の種類などを表示し

ています。

左の標識は、平日の午前７：３０から８：３０までは

自転車と歩行者しか通れないことを表しています。よっ

てこの時間は自転車以外の車両は通行できません。

これ以外にも一方通行や車両進入禁止などの標識の下

に標示してあることがありますので、おうちの近くでも

探してみてください。

(土、日曜・休日を除く)

７７７７....３０３０３０３０－８－８－８－８....３０３０３０３０

本標識

補助標識

７月８月は三重県「愛の血液助け合い運動」月間です

７月２８日（金）近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近で啓発活動を行います

＜問い合わせ先＞ 保健予防課 ＴＥＬ ３５２－０５９０

キッズ料理教室キッズ料理教室キッズ料理教室キッズ料理教室 「羽津おうちごはん」「羽津おうちごはん」「羽津おうちごはん」「羽津おうちごはん」

声かけて声かけ合って地域の輪

あいさつで笑顔広がる羽津のまち

料金はいずれも無料です


