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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年 ８月２０日（№１０）

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/

９月２８日（木）・１０月５日（木） ９：３０～１１：３０

羽津地区市民センター ２階ホール

◇定 員 ２０名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）

◇材料費 １作品（色紙代含む）６８０円（当日徴収します）

◇申込み ９月５日（火）８：３０より羽津地区市民センター窓口・

電話にて受付いたします（先着順）

＜問い合わせ・申し込み先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

乳幼児のための救急救命（ＡＥＤ）訓練講座

◎講 師 四日市市北消防署 署員

◎内 容 新生児、乳児に対する異物除去や止血法

乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順

◎定 員 ４０組

◎申込み ９月６日（水）８：３０より

羽津地区市民センター窓口にて受付いたします
※※※※さろんさろんさろんさろんdededede志氐我野では、通常通りぴよぴよを開催しています志氐我野では、通常通りぴよぴよを開催しています志氐我野では、通常通りぴよぴよを開催しています志氐我野では、通常通りぴよぴよを開催しています

参加費参加費参加費参加費 無料無料無料無料

９９９９月５日（月５日（月５日（月５日（火火火火）））） １３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０

羽津中公会所羽津中公会所羽津中公会所羽津中公会所
◇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

羽津地区防災訓練＆防災フェスタ

９月３日（日）８：４０～１２：００（雨天決行）

羽津小学校体育館 及び 校庭

大規模地震発生を想定した防災訓練、及び防災フェスタを羽津小学校にて開催します。

当日はさまざまな防災イベントを企画しております。皆さまのご参加お待ちしております。

（炊き出し訓練、豚汁、かき氷等のふるまいがあります）

※９：００に３０秒間、防災サイレンを吹鳴します。

近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

＜問い合わせ先＞ 羽津地区連合自主防災会 会長 西脇良孝

ＴＥＬ ０９０－２３４８－２４２９

再 掲

四日市市制１２０周年記念市民企画イベント四日市市制１２０周年記念市民企画イベント四日市市制１２０周年記念市民企画イベント四日市市制１２０周年記念市民企画イベント

よんてつよんてつよんてつよんてつとは・・・とは・・・とは・・・とは・・・

実行委員長マック中原指揮のもと、地域の祭りや盆踊りを通じて住民間の連帯感醸成・隆盛を

めざす企画です。

四日市市制施行１２０周年記念市民企画イベントとしても認められており、四日市全体をみん

なで盛り上げる一大イベントです。

主催 四日市徹夜踊り実行委員会 ＜問い合わせ先＞

後援 四日市市 四日市徹夜踊り実行委員会

四日市商工会議所 （羽津地区まちづくり推進協議会事務局内）

四日市観光協会 ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日10:00～16:00）

Ｅメール：tetsuya-odori＠hazu.org

再 掲

24h

「女性の、女性による、

女性のためのまちづくり会議」による

９月３０日（土）１０：００～１３：００

羽津地区市民センター ３階 調理室
講 師： 四日市羽津医療センター グランドシェフ 石崎克彦さん

定 員： ２０名

メニュー： クリームコロッケ他

参 加 費： 食材費実費（１，０００円）

持 ち 物： エプロン・手ふきタオル

申 込 み： ９月４日（月）１０：００より受付開始

（電話でのお申し込みはご遠慮ください）

※詳しくは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

「クリームコロッケ」をつくろう

四四四四日市日市日市日市 徹徹徹徹夜おどりの祭典夜おどりの祭典夜おどりの祭典夜おどりの祭典
９月９日（土）１２：００（正午）９月９日（土）１２：００（正午）９月９日（土）１２：００（正午）９月９日（土）１２：００（正午）

～９月１０日（日）１２：００（正午）～９月１０日（日）１２：００（正午）～９月１０日（日）１２：００（正午）～９月１０日（日）１２：００（正午）

会場：四日市ドーム（入場は無料です）会場：四日市ドーム（入場は無料です）会場：四日市ドーム（入場は無料です）会場：四日市ドーム（入場は無料です）
※青少年健全育成条例の規定により１８歳未満の方は、２２：００

～５：００の間は入場できません。

９月２７日（水） １０：３０～１２：００

羽津地区市民センター ２階ホール

＜問い合わせ・申し込み先＞

羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

参加費 無料

申込み 不要



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）

TEL　３３１－４４６５
TEL　３２４－２２８６

TEL　３３２－２３９２

TEL　３３１－６９８７

TEL　３３１－３６１５

TEL　３３１－４７１２

 はづ子育て支援　ぴよぴよ

１０：００～１１：３０

６日

会場は、志氐神社内『さろんde志氐我野』です

２０日 ２７日

（水） （水） （水） （水）

１３日

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

１４日 ２１日 ２８日

（木） （木） （木） （木）

７日

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

６日

（水） （水）

２０日

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

８日 １５日

（金） （金） （金）

２２日

３歳児対象 １０：３０～１１：３０
６日

（水）

５日、６日、７日、１２日、１３日、１４日、

１９日、２０日、２１日、２６日、２７日、２８日

（火、水、木）

９月９月９月９月 ６日（水）６日（水）６日（水）６日（水） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：１４：１４：１４：３３３３０～１５：０～１５：０～１５：０～１５：００００００００

９月１４日（木）９月１４日（木）９月１４日（木）９月１４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

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

９月１９日（火）９月１９日（火）９月１９日（火）９月１９日（火） 緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

募集期間募集期間募集期間募集期間 ９９９９月月月月２０２０２０２０日（水）まで＜必着＞日（水）まで＜必着＞日（水）まで＜必着＞日（水）まで＜必着＞

募集要項をお読みのうえ、所定の様式に記入した

ものを郵送・FAX・メールいずれかの方法で四日

市市立博物館「博物館ボランティア係」までお申

込みください！

平成30303030・・・・31313131年度に

活動できる方を募集しています！

★お問い合わせ（月曜休館）

四日市市立博物館「博物館ボランティア係」

〒510-0075 四日市市安島一丁目3番16号

TEL 059-355-2700（代）

メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

博物館では、常設展示「時空街道」の案内人（博

物館ボランティア）を募集しています。

観覧者とコミュニケーションを取りながら、気づ

き・想いを広げるサポートをします。

・人と話すのが好き人と話すのが好き人と話すのが好き人と話すのが好きな方

・博物館の活動に興味がある博物館の活動に興味がある博物館の活動に興味がある博物館の活動に興味がある方

時空街道の案内人になりませんか？

細かな知識の有無は問いません！今年１０月から

来年３月まで、全全全全8888回の研修があります回の研修があります回の研修があります回の研修があります。

詳しくは、博物館ほか各地区市民センターなどに

配置の「博物館ボランティア募集要項」をご覧く

ださい。お待ちしています！

四日市市立博物館四日市市立博物館四日市市立博物館四日市市立博物館

博物館ボランティア博物館ボランティア博物館ボランティア博物館ボランティア 募集中！！募集中！！募集中！！募集中！！

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、平成

２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。

新たに依頼会員として登録される方は受講してください。また講習会の後、新規登録会を行います。

日 時： ９月１０日９月１０日９月１０日９月１０日((((日日日日)))) 講習会 １３：００～１４：３０

登録会 １４：３０～

会 場：橋北交流会館(四日市市東新町２６番３２号)

参加費：無料 保育あり ＊事前にお申し込みください。(定員３５人)

申 込：電話、ＦＡＸにてお申し込みください。

＜問い合わせ・申し込み先＞

四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ・ＦＡＸ ３２３－００２３

再掲 今年も、１１月３日（金・祝）・４日（土）に羽津小学校にて羽津地区文化祭が開催されます。

日頃の成果や腕前を披露してみませんか？

★募集対象 作品の出展 １人１部門につき１点 (大きさに制限あり）

★展示期間 １１月３日（金・祝）午後のみ １１月４日（土）終日

★申込締切 ８月３１日（木） ※申し込み用紙は事務局にあります

＜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

●場 所：本町プラザ５階 第３会議室
●対 象：全３回参加できる市内在住・通勤・通学の女性。はじめて受講される方を優先します。
●定 員：３０人 定員になり次第締切
●参加費：無料
●託 児：有 (６カ月から小学校３年生程度まで）無料・先着１０人程度

９月５日(火)までにお申し込みください。
＜問い合わせ・申し込み先＞

四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

四日市市本町９番８号 本町プラザ３階

ＴＥＬ ３５４－８３３１ ＦＡＸ３５４－８３３９

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

１ステップ１ステップ１ステップ１ステップ
９月３０日９月３０日９月３０日９月３０日((((土土土土))))１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０ 「「「「私は何を考えているのだろう私は何を考えているのだろう私は何を考えているのだろう私は何を考えているのだろう ～自分自身を知る～～自分自身を知る～～自分自身を知る～～自分自身を知る～」」」」

２ステップ２ステップ２ステップ２ステップ
１０月１０月１０月１０月 ７日７日７日７日((((土土土土))))１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０～～～～１５：３０１５：３０１５：３０１５：３０ 「「「「うまく言葉にできないうまく言葉にできないうまく言葉にできないうまく言葉にできない ～自己表現してみる～～自己表現してみる～～自己表現してみる～～自己表現してみる～」」」」
３ステップ３ステップ３ステップ３ステップ
１０月１４日１０月１４日１０月１４日１０月１４日((((土土土土))))１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０１３：３０～１５：３０

「「「「自分らしく生きた自分らしく生きた自分らしく生きた自分らしく生きたいいいい ～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～」」」」

こども子育て交流プラザからイベントのご案内こども子育て交流プラザからイベントのご案内こども子育て交流プラザからイベントのご案内こども子育て交流プラザからイベントのご案内
・創作活動「星空をつくろう！」 対象：幼児・小学生

９月 ９日（土）１１：００～１２：００・１３：００～１６：００

１０日（日）１１：００～１２：００・１３：００～１６：００

・親子クラフト「でんでんだいこ」を作ろう 対象：０歳～５歳

９月１９日（火）１０：３０～１１：３０

・メモ帳づくり工作 対象：小学生

９月３０日（土）１１：００～１２：００・１３：００～１５：３０

※詳しくは、広報「よっかいち」８月下旬号をご覧ください

＜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（橋北交流会館４階）

ＴＥＬ ３３０－５０２０ ＦＡＸ ３３４－０６０６

講師講師講師講師 石田ユミ石田ユミ石田ユミ石田ユミさん（フェミニストカウンセラー・臨床心理士）さん（フェミニストカウンセラー・臨床心理士）さん（フェミニストカウンセラー・臨床心理士）さん（フェミニストカウンセラー・臨床心理士）

申込：不要

定員：なし

料金：無料

９月


