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敬老の日

ご長寿おめでとうございます

羽津地区在住の７０歳以上の方は、２，６２２名です
平成２９年７月１日現在

第１３回『
第１３回『羽津学』
羽津学』

～羽津を丸ごと知ろう～

「歴史講座」

おさない ゆ み こ

申込み：申込用紙にご記入の上、市民センター窓口へ、持参
講師：小山内 裕美子さん
または、郵送してください（申込用紙は、市民セン
京都府出身で元小学校教諭。
ター１階パンフレット置き場にあります）
現在は、愛知県大府市在住で
締切り：９月２９日（金）必着
男子３人の母で、ＮＰＯ法人
定 員：３０名（先着順）
「絵本で子育て」センター絵
参加費：無料
本講師であり、大府市で、
託 児：有ります（無料）
「絵本サークルぽっかぽか」
利用される方は、当日９：３０～９：５０までに
を立ち上げ、活動中である。
１階和室で受付してください
＜問い合わせ・申し込み先＞
羽津絵本の会 千種（ＴＥＬ ３３２－１０１３）森 （ＴＥＬ ３３１－５０５０）
〒５１０－０００３ 四日市市大宮町１３番１２号
羽津地区市民センター「絵本の講座申し込み」係

第１講
１０月２２日（日）１３：３０～
羽津地区市民センター ２階ホール

『東海道分間延絵図について』
講師：森 逸郎先生
（羽津郷土史と民俗研究会会長）
内容：「地域をつなぐ道の重要性とあり方」や、「羽津地域を通る往還から見えてくる
歴史的出来事」、「分間延絵図から見えてくる東海道のあり様」などを、話し
ていただきます。
第２講
１１月３日（金）１３：３０～
『日永追分の鳥居造替について』
羽津小学校体育館
講師：高野 健氏（日永郷土資料館館長）
内容：４０年ぶりに造替された日永追分の鳥居について、その御木曳や造替式典の様子
を映像を交えて話していただきます。
第３講
１１月１９日（日）
『文化財巡り 七里の渡し・宮の渡しと有松』
内容：東海道をたどる第２弾、桑名と宮を結んだ七里の渡し場を見学します。また宮か
ら少し足を延ばして、江戸初期東海道が整備されるときに開削された有松も訪ね
ます。
※第１講・第２講については、申し込み不要、参加費無料。第３講の時間、金額、申
し込み
受付など詳細については、次回の「お知らせはづ」に掲載します。
＜主催＞ 羽津郷土史と民俗研究会

９月１４日（木） １３：３０～１５：００
場 所 ：羽津地区市民センター ２階ホール
参加費：無料
対 象 ：おおむね６５歳以上の方
申込み：不要
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

あいさつで絆つながる羽津のまち
あいさつは羽津のまちから私から
回
覧

再 掲
９月２８日（木）・１０月５日（木）
羽津地区市民センター

９：３０～１１：３０
２階ホール

◇定 員
◇材料費
◇申込み

２０名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）
１作品（色紙代含む）６８０円（当日徴収します）
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
９月２７日（水） １０：３０～１２：００
羽津地区市民センター
２階ホール

再 掲
◎講 師
◎内 容
◎定 員
◎申込み

四日市市北消防署 署員
新生児、乳児に対する異物除去や止血法 参加費 無料
乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順
４０組
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de
さろんde志氐我野では、通常通りぴよぴよを開催しています
de志氐我野では、通常通りぴよぴよを開催しています

＜問い合わせ・申し込み先＞
羽津地区市民センター
ＴＥＬ

３３１－４４６５

空き家無料相談会を開催します！
日時：９月２３日(土) １０：００～１６：００
場所：じばさん三重 ５階 研修室５
主催：空き家ネットワーク協議会
(三重県建築士事務所協会、三重県建設業協会、三重県不動産鑑定士協会、三重県司法書士会、三重県
土地家屋調査士会、三重県宅地建物取引業協会、東海税理士会三重県支部連合会の7団体による空き家
対策推進のための協議会）
後援：四日市市
＜問い合わせ先＞(公社)三重県宅地建物取引業協会

ＴＥＬ ０５９－２２７－５０１８

【女子力アップ
女子力アップ講座
アップ講座】
講座】

１０月７日（土）

「第６７回市民芸術文化祭行事」

「パッチワーク講座
パッチワーク講座」
講座」

１０：００～１２：００
さろん de 志氐我野

主催 まちづくり推進協議会

講 師：キルトレガーロ 武居美智子（たけすえみちこ）さん
定 員：２０名
参加費：１，０００円
持ち物：縫い針、まち針（６本程度）、糸、糸切りはさみ、
布切りはさみ、 筆記用具
受 付：９月１１日（月）～９月２９日（金）（先着順）
※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

２０１７秋！ 四日市市民社交舞踏会 のお知らせ

女性委員会

・日 時
１１月１９日（日） １２：３０～１６：００（１２：００開場）
・会 場
中央緑地第２体育館
・料 金
前売り１，０００円（当日１，５００円）
・チケット取り扱い
渡辺（ＴＥＬ：０９０－８３３３－３６９６
０９０－８３３３－３６９６）
０９０－８３３３－３６９６
・その他
女性は革製ヒールカバーを着用してください。
観覧は無料です（２階席利用）
※広報よっかいち８月下旬号掲載記事の下線部に誤りがありましたので、チケットを
お申し込みの際にはお気をつけくださいますようお願いいたします

作品は
タペストリーです

＜問い合わせ先＞
ＴＥＬ・ＦＡＸ

一般社団法人四日市市文化協会
３５１－３７２９（月～金（祝日除く）１３：００～１７：００）

① あさけプラザ 久留倍官衙遺跡講座
【女性力アップ講座】

「クリームコロッケ」をつくろう

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
再 掲
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

点訳・音訳基礎講座のご案内
◎日 時

◎対 象
◎場 所
◎定 員
◎受講料
◎内 容
◎申 込

１０月７日、１４日、２１日（いずれも土曜日、３日間で１コース）
・点訳基礎講座…１０：００～１２：００
・音訳基礎講座…１３：３０～１５：３０
※午前だけ、午後だけ、両方受講いずれも可
１５歳以上の人
四日市市立図書館３階 会議室
各２０人（応募多数の場合は抽選）
無料
図書館での障害者サービスの基本的な考え方や、それぞれの図書製作の具体的な
ノウハウ（点字の仕組み・点字技術など、呼吸法・発声・読み方など）を学びます。
９月２１日(必着)までに、希望講座名（両方受講も可）、郵便番号、住所、名前
（フリガナ）、年齢、電話番号を、はがき、ファクス、メールで、または直接窓口
にお申込みください。

今年も、市内大矢知町で史跡整備中の国指定史跡久留倍官衙遺跡についての連続講座を
開催します。
日 時 １０月 ７日（土）１０：００～１２：００「国指定史跡久留倍官衙遺跡の整備」
１０月２８日（土）１０：００～１２：００「壬申の乱と聖武天皇の行幸」
場 所 あさけプラザ ２階第２小ホール
講 師 社会教育課 職員
定 員 ３０人
受講料 無料

②

ワークショップ
古代の四日市名物「黒鯛」を食べよう
平城京から出土した木簡に「三重郡黒鯛廿二口」という文字が書かれていることから、
奈良時代には、四日市から奈良の都へ黒鯛が運ばれていたことが分かっています。
貴族の食料として当時運ばれていた黒鯛など地元の食材を味わってみましょう。

日 時
場 所
講 師
定 員
受講料

１０月１４日（土）１０：００～１３：００
あさけプラザ ２階料理室
料理：松山千奈美さん
解説：社会教育課 職員
小学校３年生～中学生の子ども１２人と保護者
１，５００円

①②とも
申込み ９月２８日（必着）までに、往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入の上、
下記までお申し込みください
＜問い合わせ・申し込み先＞
主催：あさけプラザ

あさけプラザ 〒510-8028
下之宮町２９６－１
ＴＥＬ ３６３－０１２３
共催：四日市市教育委員会 社会教育課

市民窓口サービスセンターにおける業務停止のお知らせ
システムの入れ替え作業により、下記の日程において戸籍に関する証明書の発行
戸籍に関する証明書の発行ができません
戸籍に関する証明書の発行

１０月７日（土） ・
＜問い合わせ・申し込み先＞ 四日市市立図書館 〒510－0821 四日市市久保田一丁目２－４２
ＴＥＬ ３５２－５１０８
ＦＡＸ ３５２－９８９７
Ｅメール：yontenji@arion.ocn.ne.jp

８日（日）

終日

※皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします
＜問い合わせ先＞

市民課
ＴＥＬ ３５４－８１５２
市民窓口サービスセンター ＴＥＬ ３５９－６５２１

