
主催：まちづくり推進協議会　女性委員会主催：まちづくり推進協議会　女性委員会主催：まちづくり推進協議会　女性委員会主催：まちづくり推進協議会　女性委員会

講　師：三重県環境学習推進員講　師：三重県環境学習推進員講　師：三重県環境学習推進員講　師：三重県環境学習推進員
持ち物：ふろしき（ご用意できる方は、大小２サイズ持参ください）持ち物：ふろしき（ご用意できる方は、大小２サイズ持参ください）持ち物：ふろしき（ご用意できる方は、大小２サイズ持参ください）持ち物：ふろしき（ご用意できる方は、大小２サイズ持参ください） ★ 申込不要申込不要申込不要申込不要

　お持ちでない方は貸出致します　お持ちでない方は貸出致します　お持ちでない方は貸出致します　お持ちでない方は貸出致します ★ 参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料

＜問い合わせ先＞　＜問い合わせ先＞　＜問い合わせ先＞　＜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）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）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）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）
主催：はづ子育て支援　ぴよぴよ ＴＥＬ　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）　ＴＥＬ　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）　ＴＥＬ　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）　ＴＥＬ　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）　

羽津絵本の会のみなさんと一緒に、 ☆盆踊り練習日
手遊びをしたり絵本を読んでもらいましょう。 ７月２１日（金）　羽津会館　　　　　　　　　　　　　　　　 　１９：００～
0歳～未就学児とその保護者の方が対象です。 ７月２９日（土）　八田第３集会所横広場　 　　　　 　　　１９：００～
申込不要・参加費無料です。 ８月  ４日（金）　羽津地区市民センター　２階ホール　　１９：００～
お気軽にご参加ください。

問い合わせ先
羽津地区市民センター  ＴＥＬ　３３１－４４６５ 参加費無料

当日参加、１日だけの
参加もＯＫです
どなたでも参加できます

あいさつの手話（伝えあってみよう）
これはなに？（いろいろなものを表してみよう）
あなたの名前は？（自分の名前を表してみよう）
あなたの家族は？（数、家族の手話を覚えよう）
手話コーラス、ゲーム

対　象 おおむね６５歳以上の方対象です。
問い合わせ・申し込み先 

持ち物 筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの。 羽津地区手話サークル『はばたき』代表 松永（ＴＥＬ３３２－３４９２）
軽い体操ができる服装でご参加ください。 羽津地区市民センター窓口でも受け付けています

問い合わせ先
羽津在宅介護支援センター　　　ＴＥＬ　３３４－３３８７

主催：まちづくり推進協議会　女性委員会

羽津地区市民センターで行われる肺がん・結核検診

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

※詳しくは、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

時間　：　１４：３０～１５：３０時間　：　１４：３０～１５：３０時間　：　１４：３０～１５：３０時間　：　１４：３０～１５：３０

８月２６日（土）　１０：００～１２：００８月２６日（土）　１０：００～１２：００８月２６日（土）　１０：００～１２：００８月２６日（土）　１０：００～１２：００
日本のエコ包装材を日本のエコ包装材を日本のエコ包装材を日本のエコ包装材を

　　　　　使いこなそう！　　　　　使いこなそう！　　　　　使いこなそう！　　　　　使いこなそう！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

８８８８月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土）　）　）　）　１８１８１８１８：：：：００００００００～～～～２１２１２１２１：：：：３０３０３０３０

場所　：　羽津地区市民センター　場所　：　羽津地区市民センター　場所　：　羽津地区市民センター　場所　：　羽津地区市民センター　

８月１日（火）　　１３：３０～１４：３０８月１日（火）　　１３：３０～１４：３０８月１日（火）　　１３：３０～１４：３０８月１日（火）　　１３：３０～１４：３０ 日にち 会　場 内　　　容
７月２６日（水） ２階ホール

『介護予防』についてのお話『介護予防』についてのお話『介護予防』についてのお話『介護予防』についてのお話
８月２３日（水） ２階ホール
８月３０日（水） ２階ホール

かすみの里 かすみの里 かすみの里 かすみの里 （住所：白須賀１丁目）（住所：白須賀１丁目）（住所：白須賀１丁目）（住所：白須賀１丁目）
８月　２日（水） ２階ホール
８月　９日（水） １階和　室

７月２９日（土）　１３：３０～１５：００　　さろん de 志７月２９日（土）　１３：３０～１５：００　　さろん de 志７月２９日（土）　１３：３０～１５：００　　さろん de 志７月２９日（土）　１３：３０～１５：００　　さろん de 志氐氐氐氐我野我野我野我野

８月３１日（木）　９：００～１１：３０　・１３：００～１４：００８月３１日（木）　９：００～１１：３０　・１３：００～１４：００８月３１日（木）　９：００～１１：３０　・１３：００～１４：００８月３１日（木）　９：００～１１：３０　・１３：００～１４：００

受診希望の方は、８月１７日（木） までに、羽津地区市民センター窓口にてお申込み下さい

８月　の　自動車文庫　は　お休みです

回
覧

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年７月２０日（№８）

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/

参加費無料

申込不要

肺がん・結核検診のお申込みはおすみですか？肺がん・結核検診のお申込みはおすみですか？肺がん・結核検診のお申込みはおすみですか？肺がん・結核検診のお申込みはおすみですか？



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）

ＴＥＬ３２４－２２８６

TEL３３２－２３９２

TEL３３１－６９８７

TEL３３１－３６１５

TEL３３１－４７１２

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 ９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

平成２９年１月２日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査に伺います。
申し込み方法 この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。

応募を希望される方は教育総務課（ＴＥＬ　３５４－８２３６）に電話のうえで 市職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。
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。 また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税台帳登録者の

変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。

対　象：市内在住の小学６年生以下のお子様及び保護者 ≪問い合わせ先≫　資産税課  ＴＥＬ　３５４－８１３５　ＦＡＸ　３５４－８３０９
参加費：無料

実年齢より若いって言われたい！

この秋から “キレイに！カッコよく！”変身してみませんか？ 
運動のプロ、食事のプロがみなさんの健康づくりをお手伝いします！

◇◇◇◇ 対　　象対　　象対　　象対　　象 市内に在住する20歳以上の人
（心臓病・不整脈、運動制限のある人は要相談。主治医が運動不可と

会　場　：　四日市市総合会館　８階　第２・３会議室 判断された場合は、参加できません）
内　容　：　とみまつ隊による交通安全教室、他　　※内容が変更となる場合があります ◇◇◇◇ 日　　時日　　時日　　時日　　時 ８月２５日～1０月２０日の毎週金曜日13:30～15:30

ただし9月15日及び22日は 10:00～13:00
☆申し込み方法☆ ◇◇◇◇ 開催場所開催場所開催場所開催場所 あさけプラザ（四日市市下之宮町296-1）

◇◇◇◇ 内　　容内　　容内　　容内　　容 筋力トレーニング・調理実習など、全8回シリーズの教室
◇◇◇◇ 定　　員定　　員定　　員定　　員 50人（応募多数の場合は抽選。結果は応募者全員に通知）
◇◇◇◇ 参 加 料参 加 料参 加 料参 加 料 1,600円（調理実習費等）

☆問い合わせ・申し込み先☆
道路管理課 ＴＥＬ　３５４－８１５４　　　ＦＡＸ　３５４－８３０２

Ｅメール　dourokanri@city.yokkaichi.mie.jp

はづ子育て支援ぴよぴよ
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０

２日 ９日 ２３日 ３０日

（水） （水） （水） （水）

みのり保育所   １日・２日・３日・８日・９日・１０日・２２日・２３日・２４日
９：３０～１４：３０

　２９日・３０日・３１日　　　　　　　　　　（火・水・木）

羽津保育園
９：３０～１１：３０

３日 １０日 １７日 ２４日 ３１日

（木） （木） （木） （木） （木）

羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

（水）

２３日

羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

４日 ２２日

（金） （金）

８月８日（火）までに、参加希望日時、氏名（保護者、お子様）、学校名、学年、電話番号を
FAXまたは、Ｅメールにて下記宛先へ

◇◇◇◇ 申し込み申し込み申し込み申し込み ８月９日（水）までに、現在治療中の病気や服薬中の薬の有無をご確認の上、
健康づくり課窓口(市役所３階）に直接お越しいただくか、
電話（３５４－８２９１）でお申し込みください。

給食パートを募集給食パートを募集給食パートを募集給食パートを募集　　　　（９月上旬からの勤務です）

応募期間

７月２０日（木）～２８日（金）

新・増築の家屋調査にご協力を新・増築の家屋調査にご協力を新・増築の家屋調査にご協力を新・増築の家屋調査にご協力を

８月１８日(金)　１０：００～１１：３０

    各回４０名

  ※ 応募多数の
      場合は先着順

８月１８日(金)　１３：３０～１５：００

８月２２日(火)　１０：００～１１：３０

８月２２日(火)　１３：３０～１５：００

夏休みこどもさんかくカレッジ２０１７
８月

参加者参加者参加者参加者

募集募集募集募集

キラキラクラッシュゼリーを作ろうキラキラクラッシュゼリーを作ろうキラキラクラッシュゼリーを作ろうキラキラクラッシュゼリーを作ろう

見た目もさわやか、ひんやりスイーツ。簡単
でおいしい“クラッシュゼリー”を作って、
暑い夏を吹き飛ばそう！！

ハッピーメガネでしあわせになろうハッピーメガネでしあわせになろうハッピーメガネでしあわせになろうハッピーメガネでしあわせになろう

みんなも一度は見たことのある“虹”につい
ての話と実験、そして、メガネを作って
“光”の不思議体験。みんなを「知らなかっ
た世界」へご案内します。

男女共同参画について学ぶ、

ちょこっとさんかく教室
もあるよ！

申し込みは、８月４日（金）【必着】までに、往復はがきで、希望する講座名、参加する子どもの住往復はがきで、希望する講座名、参加する子どもの住往復はがきで、希望する講座名、参加する子どもの住往復はがきで、希望する講座名、参加する子どもの住

所、名前、学年、電話番号、保護者名所、名前、学年、電話番号、保護者名所、名前、学年、電話番号、保護者名所、名前、学年、電話番号、保護者名をご記入のうえ、下記申し込み先まで。応募者多数の場合は抽

選になります。

【申し込み・問い合わせ先】

〒〒〒〒510510510510－－－－0093009300930093 本町９－８「はもりあ四日市」本町９－８「はもりあ四日市」本町９－８「はもりあ四日市」本町９－８「はもりあ四日市」 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ 354354354354－－－－8331833183318331

８月１７日８月１７日８月１７日８月１７日((((木木木木) ) ) ) ９９９９::::３０～１２３０～１２３０～１２３０～１２::::３０３０３０３０
場 所：本町プラザ３階 はもりあ調理室

対 象：市内在住の小学生

定 員：10人

料 金：子ども1人につき100円
(当日ご持参ください)

講 師：吉武奈穂子さん

持ち物：エプロン、三角巾、タオル、上履き

その他：材料に果物、牛乳を使用します

(アレルギー対応はしていません) 

８月１８日８月１８日８月１８日８月１８日((((金金金金) ) ) ) １０１０１０１０::::００～１２００～１２００～１２００～１２::::００００００００
場 所：本町プラザ１階 ホール

対 象：市内在住の小学生

定 員：30人

料 金：子ども1人につき100円
(当日ご持参ください)

講 師：科学サークル大黒屋 伊藤 仁さん

持ち物：はさみ


