平成２９年９月２０日（№１２）

お 知 ら せ

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/

Yokkaichi City 四日市市タウンミーティング
１０月２６日（木） １９：００～２０：３０ 羽津地区市民センター
対 象：羽津地区にお住まいの人
市長自らが直接地域に赴き、地域の皆さんの声を積極的にお聴きして意見交換を行うことで施策に反
映し、もって地域力の向上を図ることを目的としてタウンミーティングを開催します。
市から提示する「子育て・教育」のテーマのほか、地区から提示された２つのテーマについて、地域の代
表の皆さんと意見交換を行います。また、会場の皆さんとのフリートークの時間もあります。

１０月１日（日）
羽津小学校

９：３０～

詳しくは９月下旬に配布する
プログラムをご覧ください

ぜひ、ご参加ください。 （手話通訳・要約筆記あり）
※会場および駐車場のスペースには限りが
ありますのでご了承ください

運動場

第１３回『羽津学』
～羽津を丸ごと知ろう～
「歴史講座」
第３講
文化財巡り
『七里の渡し（桑名・宮の渡し場）と有松』

雨天の場合は、１０月２２日（日）に延期

平成２９年度 人権講演会

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。

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 人権教育部会

幸せは 目の前にたくさん あるんだよ

【問い合わせ先】 広報広聴課
TEL ３５４－８２４４ FAX ３５４－３９７４

＊１８：４０ 入場受付開始

１１月１９日（日） ８：３０ (集合・出発) ～１６：３０ (帰着・解散)

～ 私を選んで産まれてきてくれた このステキな子どもに感謝 ～

１０月１０日（火） １９：００～
講 師：上田真由美さん

羽津地区市民センター ２階ホール

【全盲の歌姫 上田若渚（わかな）さんの母】

障害があっても不幸ではないことをたくさんの方に伝えようと思い、全盲のわが子に歌
やギター、マラソンなど、色々なことに挑戦させたり、様々な体験をさせる。障害を持っ
てこの世に生まれてきた子をどうやったら明るく育てられるかを考え子育て中。
【問い合わせ先】 羽津地区まちづくり推進協議会事務局

ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

よっかいち・はつらつ健康塾！
１０月
１０月３日（火）
ラポール
内 容
持ち物

おおむね６５歳以上の方対象です。

１３：
１３：３０～
３０～１４：
１４：３０
ブルーミング

『介護予防』についてのお話
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの。
軽い体操ができる服装でご参加ください。

問い合わせ先

羽津在宅介護支援センター

ＴＥＬ

３３４－３３８７

１０月１８日（水）
回
覧

参加費無料
申込不要

一般社団法人700ＭＨｚ
一般社団法人700ＭＨｚ利用推進協会
訪問について
ＭＨｚ利用推進協会によるチラシの
利用推進協会によるチラシの配布
によるチラシの配布・
配布・訪問について
携帯電話が新しく700ＭＨｚ帯の電波を利用するにあたって、
１０月１９日（木）～１１月１３日（月）まで試験電波の発射を行う予定です。
その影響でテレビの映像に影響がでる可能性がある受信者宅に事前にチラシを
配布し、対策が必要なところは訪問・説明し、対策工事を行います。
この説明や調査、対策工事に関して費用を請求することは絶対にありません。
また、物品の販売をすることもありません。
訪問する作業員は「テレビ受信障害対策員証」を携行しています。
不審に思われた場合は提示を求め、コールセンターへお問い合わせください。

７００ＭＨｚ
７００ＭＨｚテレビ
ＭＨｚテレビ受信障害対策
テレビ受信障害対策コールセンター
受信障害対策コールセンター
０１２０－
０１２０－７００－
７００－０１２（
０１２（受付時間

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
緑丘町 集会所駐車場

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

９：００～
００～２２：
２２：００）
００）

※この記事に関してのお問い合わせは市民・消費生活相談室（ＴＥＬ３５４－８１４７）へ

橋北小学校

１０月の自動車文庫
１０月 ５日（木）
１０月１３日（金）

申込不要
入場無料

申し込み受付開始
費用：３，０００円（昼食は各自）
定員：４５名（申し込み先着順）
９月２５日（月）
＜主催＞ 羽津郷土史と民俗研究会
＜申し込み・問い合わせ先＞
羽津地区まちづくり推進協議会事務局 （羽津地区市民センター ２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

給食パート
給食パート募集
パート募集

（１０月中旬からの勤務です）

≪≪≪ 募集期間 ９月２０日（水）～１０月４日（水） ≫≫≫
◇募集職種
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
８：３０～１５：１５（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）
◇申し込み方法
応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ３５４－８２３６）に電話のうえ、
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

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・申し込み不要）

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

ＴＥＬ３２４－２２８６

みのり保育所

四日市市議会

４日

１１日

１８日

２５日

８月定例月議会の議会報告会を、１０月１６日、１７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。

（水）

（水）

（水）

（水）

※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。

３日・４日・５日・１０日・１１日・１２日・１７日・１８日

第１部：議会報告会

９：３０～１４：３０
１９日・２４日・２５日・２６日・３１日

TEL３３２－２３９２

羽津保育園

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

１２日

１９日

２６日

（木）

（木）

（木）

（木）

１１日

１８日

（水）

（水）

１３日

２０日

（金）

（金）

１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０

TEL３３１－４７１２

３歳児対象

１０：００～１１：３０

行政書士による
行政書士による無料相談会
による無料相談会

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

（火・水・木）

５日

TEL３３１－３６１５

羽津幼稚園

議会報告会のお知らせ

日

１０月１６日（月）
１８：３０～２０：４５

時

常任委員会

教育民生

所管事項

教育、こども、
健康福祉など

都市・環境

２７日

（水）

（金）

場

務

産業生活

１階中央広場

下野地区
市民センター
２階大会議室

水沢地区
市民センター
２階大会議室

羽津地区
市民センター
２階大会議室

日永四丁目２－４１

朝明町９１４－３

水沢町２１０９－２

大宮町１３－１２

ショッピングセンター

会

総

商工業、農林水産
道路、住宅、上下水 市政の企画、財務、
業、市民文化、市立
道、環境衛生など 危機管理、消防など
病院など

日永カヨー

４日

１０月１７日（水）
１８：３０～２０：４５

～困ったときはとりあえず行政書士に！～

■ 日時及
日時及び
び場所
第１回 １０月 １日（日）１０：００～１６：００ イオン四日市尾平店
第２回 １０月１５日（日）１０：００～１６：００ ララスクエア四日市（アピタ四日市店）
第３回 １０月２１日（土）１０：００～１６：００ 日永カヨーショッピングセンター
■ 申し込み
予約不要。直接会場へお出かけください。(会場へのお問い合わせはご遠慮ください)

※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※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。
※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、あらかじめご了承願います。

【問い合わせ先】

四日市市議会事務局

議事課

ＴＥＬ：３５４－８３４０

問い合わせ先：三重県行政書士会四日市支部 山本（ＴＥＬ ３４０－５９５６）
市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７）
きこえのこと、一人で悩まないで
自分のきこえに向き合い、一歩前へ進むために
■
■
■
■

日時及び場所
講師
対象者
その他

■ 申し込み
・問い合わせ先

平成３０年度

難聴者の
難聴者の楽しい生活
しい生活のすすめ
生活のすすめ

第１回 １０月１５日（日） １３：３０～１５：３０ 四日市市総合会館３階
三重県難聴・中途失聴者協会 日間賀恵子氏
市内在住の難聴者･中途失聴者の方及び家族や難聴･中途失聴について関心のある方
参加費無料
定員２０名（定員を超えた場合はお断りすることがあります）
※要約筆記あり、赤外線補聴システム、磁気誘導ループあり
※第２回は、難聴・中途失聴の人に役立つスマートフォンを使った教室を計画
１０月５日（木）までに四日市市社会福祉協議会 四日市市障害者福祉センターへ
ＴＥＬ：３５４－８２７５ ＦＡＸ：３５４－８４２６
Ｅ－ｍａｉｌ：y-with@m3.cty-net.ne.jp

一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を行っています。
平成３０年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。
■ 対象団体
■ 募集事業

コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・自主防災組織
①一般コミュニティ助成事業
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業
④地域防災組織育成助成事業
■ 提出期限
①②③については、１０月４日（水）までに市民生活課へ
④については、１０月４日（水）までに危機管理室へ
※ 制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページ（http://www.jichi-sogo.jp/）を
ご覧ください。

「家族」と「絆」をテーマに、予選を勝ち抜いた15家族が四日市を舞台に腕を競い合います。
それぞれの個性が輝くバラエティ豊かな家族の演奏による音楽コンクールです。
是非、みなさまお誘い合わせの上、お越しください。

日 時

１０月１５日（日）１３：００開演（１２：２０開場）

場 所

四日市市文化会館 第１ホール

入場料

無料 （入場整理券が必要です。）

※ 入場整理券を９月２０日(水)から配布します。（お一人につき4枚まで）
※ 配布場所は、文化振興課、四日市市文化会館、三浜文化会館、あさけプラザ、
各地区市民センター、男女共同参画センターです。
※ 往復はがきでの申し込みもできます(１０月５日必着)
「往復はがき」の往信用裏面に音楽コンクール入場整理券希望と明記し
(1)郵便番号(2)住所(3)名前（グループの場合は代表者名）(4)電話番号
(5)希望枚数（はがき１枚につき４人まで）を記入のうえ、下記宛先までお送りください。
なお、申し込み期限内であっても定員に達した場合は整理券（返信はがき）を
お出しできない場合がありますのでご了承ください。

♪ 問い合わせ・申し込み先 ♫

〒５１０－８６０１ 四日市市役所 文化振興課（ＴＥＬ ３５４－８２３９）

