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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年１０月２０日（№１４）

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/

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」」」」
１１月２５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 ： 酢豚定食・フルーツレアチーズ
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

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 申込書（まちづくり推進協議会事務局にあります）に必要事項を記入の上、

提出ください（電話での受付はしません）

１０月３０日（月）より受付開始（先着順）１０月３０日（月）より受付開始（先着順）１０月３０日（月）より受付開始（先着順）１０月３０日（月）より受付開始（先着順） 締切１１月１７日（金）締切１１月１７日（金）締切１１月１７日（金）締切１１月１７日（金）

※詳しくは、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。

＜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 （平日１０：００～１６：００）

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

講師：葛山 雅代さん

Ａ.招福の戌

648円
Ｂ.飛躍の戌

1,080円

毎年好評いただいている和紙ちぎり絵講座を、

今年も行います。来年の干支は、戌（いぬ）です。

みなさま楽しみながら、作成しましょう。

羽津地区市民センター

２階 ホール

材料費：ＡＢよりお選び下さい（両方もできます）

申込み：１０月２５日（水）８：３０から羽津地区市民センター窓口にて受付

材料費を添えてお申し込みください。

締切り：１１月６日(月） １２：００（正午）まで

定 員：２５名

＜問い合わせ先＞ 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

持ち物持ち物持ち物持ち物

はさみ・手ふき

筆（のり付け用）

ある方は、落款

１１１１１１１１月７日（月７日（月７日（月７日（火火火火）））） １３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０

◇場 所 羽津いかるが町集会所 ◇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

※ 次回は１２月６日（水）「さろんde志氐我野」で行います

≪問い合わせ先≫ 羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３４－３３８７

参加費 無料

申込み 不要

１１月１２日（日）９：００～

（受付を８：３０までにすませてください）
※雨天の場合は、１１月２６日（日）に延期

羽津小学校 運動場 （参加費３００円）

申込み用紙は、羽津地区市民センター１階パンフレット置き場に置いてあります。

必要事項を記入のうえ、２階まちづくり推進協議会入口横のＢＯＸへ入れて下さい。

＜問い合わせ先＞ スポーツ委員 山本 ＴＥＬ ３３１－２５０５

１０/２７（金）

申込締切

主催：羽津スポーツ委員会

１１月１１月１１月１１月 ７日（火）７日（火）７日（火）７日（火）八田二丁目「エステート羽津」前八田二丁目「エステート羽津」前八田二丁目「エステート羽津」前八田二丁目「エステート羽津」前 １４：１４：１４：１４：３３３３００００～１５：～１５：～１５：～１５：００００００００

１１月１０日（金）別名三丁目１１月１０日（金）別名三丁目１１月１０日（金）別名三丁目１１月１０日（金）別名三丁目 東ソー社宅東ソー社宅東ソー社宅東ソー社宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００

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

１１月１６日（木）緑丘町１１月１６日（木）緑丘町１１月１６日（木）緑丘町１１月１６日（木）緑丘町 集会所駐車場集会所駐車場集会所駐車場集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

１１月３日（金） １３：００～１８：００ 作品展示

祝日 １３：３０～１５：３０ 羽津学 日永追分の鳥居造替について

１６：００～１８：３０ カラオケ大会（一般参加も可）

１１月４日（土） ９；００～１５：００ 舞台発表・作品展示

９：００～１５：００ 模擬店（なくなり次第終了）

＜場 所＞ 羽津小学校 体育館とその周辺

※詳しくは、「広報よっかいち」１０月下旬号と一緒にお届けするプログラムをご覧ください。

１２月１日（金）９：００～１２：００（８：３０より受付開始）
※雨天の場合は１２月８日（金）に延期

場所 垂坂公園・羽津山緑地 交流広場

定員 ８０名（１８歳以上。定員になり次第締め切ります。）

申込 緑の会羽津事務局にある専用用紙にてお申し込みください。（１１月５日締切）

＊参加費無料、豪華（？）記念品あり。お気軽にご参加ください。

＜問い合わせ・申し込み先＞

ＮＰＯ法人 緑の会羽津公園事務所 ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３３－５５９７（９：００～１６：００）

【申込受付開始】

１０月２５日（水）

９：００～

再掲再掲再掲再掲



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）

材料費　：　１，５００円 定  員　：　２０名
持ち物　：　アレンジ用はさみ

＜問い合わせ・申し込み先＞　

TEL　３２４－２２８６ 　　　　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

TEL　３３２－２３９２

TEL　３３１－６９８７

TEL　３３１－３６１５

TEL　３３１－４７１２

（金）

ＮＦＤ講師　１級フラワー装飾技能士
フラワーアレンジメント教室「バラあど」講師

１０月３０日（月）より１０月３０日（月）より１０月３０日（月）より１０月３０日（月）より
受付開始（先着順）受付開始（先着順）受付開始（先着順）受付開始（先着順）

１１月１８日（土）１０：００～１１：３０   さろん ｄｅ 志１１月１８日（土）１０：００～１１：３０   さろん ｄｅ 志１１月１８日（土）１０：００～１１：３０   さろん ｄｅ 志１１月１８日（土）１０：００～１１：３０   さろん ｄｅ 志氐氐氐氐我野我野我野我野

講師　：　加藤靖子さん講師　：　加藤靖子さん講師　：　加藤靖子さん講師　：　加藤靖子さん

３０日

２４日

（木）

２９日

（水）

３歳児対象 １０：００～１１：３０
８日

（水）

（金） （金）

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

１０日 １７日

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

１５日

（水）

会場は、志氐神社内『さろんde志氐我野』です

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

２日 ９日 １６日

（木） （木） （木）

 みのり保育所
９：３０～１４：３０

 はづ子育て支援　ぴよぴよ

１０：００～１１：３０

１日 ８日 １５日 ２２日 ２９日

（水） （水） （水） （水） （水）

１１月

１日、２日、７日、８日、９日、１４日、１５日、

１６日、２１日、２２日、２８日、２９日、３０日

（火、水、木）

実 施 日 １１月１日（水）１４：００から数分程度

放送内容 上りチャイム音（♪ピンポンパンポン↑）

「こちらは、こうほうよっかいちです。」

「ただいまより吹鳴するサイレンは大津波警報発表に係る訓練です。」

「くりかえします。ただいまより吹鳴するサイレンは大津波警報発表に係る訓練です。」

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン↓）

＜サイレン３秒（２秒空白）サイレン３秒（２秒空白）サイレン３秒＞ 繰り返し３回

地域住民の皆さまに参加していただく訓練ではありません。地域住民の皆さまに参加していただく訓練ではありません。地域住民の皆さまに参加していただく訓練ではありません。地域住民の皆さまに参加していただく訓練ではありません。

※ ３５１３５１３５１３５１----４００４（自動電話応答機能）４００４（自動電話応答機能）４００４（自動電話応答機能）４００４（自動電話応答機能）に電話をしていただくと放送内容が確認できます。

＜問い合わせ先＞ 危機管理室 ＴＥＬ ３５４－８１１９

大矢知地区・富田地区 防災訓練に伴う防災サイレンの吹鳴について
１０月２９日(日）に大矢知地区は８：００より、富田地区は９：００より防災サイレンを

吹鳴します。近隣住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますよう

お願いいたします。

あなたに今知ってほしいあなたに今知ってほしいあなたに今知ってほしいあなたに今知ってほしい 里親という家族のかたち里親という家族のかたち里親という家族のかたち里親という家族のかたち
「里親説明会in四日市」を開催します！

■日■日■日■日 時時時時 １１月２３日（木・祝）１０：００～１２：００

■場■場■場■場 所所所所 四日市市総合会館 ７階 第１研修室

■内■内■内■内 容容容容 里親体験談、知ってほしい里親制度、質問コーナー

■その他■その他■その他■その他 参加無料・事前の申込みは不要です。当日会場にお越しください。

※市営中央駐車場をご利用の方は、無料処理いたします。

＜＜＜＜問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ先＞先＞先＞先＞ 三重県児童相談センター 総務・家庭児童支援室

ＴＥＬ ０５９－２３１－５６６９

里親は子どもの育ちの応援団

主催：三重県児童相談センター

共催：こども保健福祉課 家庭児童相談室

【【【【民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について】民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について】民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について】民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について】

暴力追放三重県民センター主催の「民事介入暴力巡回無料法律相談」が開催されます。

暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方に対し、専門的な相談を取り扱う

センター相談委員をはじめ、警察官や弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。

相談は無料で、秘密は厳守致しますので、気軽にお立ち寄りください。

◆開催日 １０月２６日（木）１３：００～１６：００

◆場 所 四日市市総合会館７階 第２研修室(四日市市諏訪町２番２号）

【主催】 暴力追放三重県民センター

【協力】 暴力追放三泗地区市町民会議（四日市市役所内）

＜問い合わせ先＞ 暴力追放三重県民センター 0120－31－8930

三重県警察本部組織犯罪対策課 059－222－0110

三重県四日市南警察署 059－355－0110
＜問い合わせ先＞ 四日市市立博物館「四日市の昭和の鉄道」係 ＴＥＬ ３５５－２７００（代）

〒510-0075 四日市市安島一丁目３番１６号

メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp （月曜休館）

募集要項をお読みのうえ、所定の様式に記入した応募票と写真を「郵送・メール・博物館に

持参」いずれかの方法で四日市市立博物館「四日市の昭和の鉄道」係までお願いします。

募集要項は、「博物館・各地区市民センター・文化会館・図書館・総合会館」に設置され

ています。また、博物館ホームページからもダウンロードできます。

※※※※ 応募期間応募期間応募期間応募期間 １１月５日１１月５日１１月５日１１月５日（（（（日日日日））））までまでまでまで（（（（消印有効消印有効消印有効消印有効））））

「四日市の昭和の鉄道写真」を募集します！（四日市市立博物館）

再 掲

市立図書館 臨時休館のお知らせ

＜１１月１日（水）～平成３０年１月２９日（月）＞
市立図書館は、吊天井対策工事に伴い、１１月１日から全館(学習室を含む)休館します。

◆臨時予約貸出窓口を開設します◆臨時予約貸出窓口を開設します◆臨時予約貸出窓口を開設します◆臨時予約貸出窓口を開設します

１１月１４日(火)～１２月２８日(木)

平日９:３０～１９:００・土日祝９:３０～１７:００

◆臨時返却ポストを設置します◆臨時返却ポストを設置します◆臨時返却ポストを設置します◆臨時返却ポストを設置します

１１月１２日(日)１７:００から

平成３０年１月１１日(木)９：３０まで
※詳しくは９月下旬号・１０月下旬号に掲載の広報「よっかいち」をご覧ください。

＜問い合わせ先＞ 市立図書館 ＴＥＬ ３５２－５１０８ ＦＡＸ ３５２－９８９７

メール tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

臨時予約貸出窓口

臨時返却ポスト

羽津地区、港地区に設置されている防災行政無線（固定系）の放送・吹鳴を行います


