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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年１２月２０日（№１８）

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/

年末・年始の窓口業務のご案内
羽津地区市民センター

１２月２９日（金）～１月３日（水）までお休みさせていただきます

羽津地区まちづくり推進協議会事務局（市民センター ２階）

１２月２８日（木）～１月４日（木）までお休みさせていただきます

※戸籍についての届出（出生・婚姻・死亡等）の受付と埋火葬許可証の交付は、

市役所地下１階宿直室で休まず行います（ＴＥＬ ３５４－８１７７）

※詳しくは「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください

（障害のある子どもたちとの交流です） 主催：羽津地区まちづくり推進協議会

障害者福祉部会

共催：民生委員・児童委員協議会平成３０年１月２１日（日）

１０：００～１１：３０（雨天決行）

羽津会館 駐車場
申込不要・参加費無料

※小学３年生以下の方は

保護者同伴でご参加ください

・もちつき（つきたてのもち食べ放題）・もちつき（つきたてのもち食べ放題）・もちつき（つきたてのもち食べ放題）・もちつき（つきたてのもち食べ放題）

・とん汁・とん汁・とん汁・とん汁

・和太鼓（翔）による太鼓演奏・和太鼓（翔）による太鼓演奏・和太鼓（翔）による太鼓演奏・和太鼓（翔）による太鼓演奏

（障害を持つ子どもたちで構成する和太鼓チーム）（障害を持つ子どもたちで構成する和太鼓チーム）（障害を持つ子どもたちで構成する和太鼓チーム）（障害を持つ子どもたちで構成する和太鼓チーム）

・ビンゴゲーム・ビンゴゲーム・ビンゴゲーム・ビンゴゲーム

・バルーンアート・バルーンアート・バルーンアート・バルーンアート
＜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事務局羽津地区まちづくり推進協議会事務局羽津地区まちづくり推進協議会事務局羽津地区まちづくり推進協議会事務局

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

１月１１日（木）１月１１日（木）１月１１日（木）１月１１日（木）

八田二丁目「エステート羽津」前 １４：１４：１４：１４：３０３０３０３０～１５：０～１５：０～１５：０～１５：０００００

１月１７日（水）１月１７日（水）１月１７日（水）１月１７日（水）

別名三丁目 東ソー社宅 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

１月１９日（金）１月１９日（金）１月１９日（金）１月１９日（金）

緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

・場 所 垂坂公園・羽津山緑地 公園管理棟バルコニー

・定 員 ４０名（定員になり次第締切）

・申込み １月１０日（水）から受付（電話は不可）

緑の会羽津 公園事務所まで

・材料費 １００円（当日徴収）

＜問い合わせ・申し込み先＞

ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所（９：００～１６：００）

ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３３－５５９７

しいたけ作りを体験しよう！！
平成３０年１月２７日（土）９：３０～１２：００

暖かく動きやすい服装でお越し下さい

健康体操で寒い冬を元気に過ごしませんか!!

平成３０年１月１８日（木）１４：００～１５：００

羽津地区市民センター ２階ホール
講 師 北出真彦さん（さぽーと整体整骨院院長、柔道整復師）

持ち物 タオル、飲み物等各自必要なもの

定 員 １５名

参加費 無料

申込み １２月２０日（水）８：３０～

ＴＥＬまたは羽津地区市民センター窓口まで

<問い合わせ・申し込み先＞ 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

再 掲

第７回 郷土が誇る芸能大会を開催します！！
各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を

行います。羽津地区からは和太鼓演奏の「御璃刃（おりじん）」の皆さんが、行います。羽津地区からは和太鼓演奏の「御璃刃（おりじん）」の皆さんが、行います。羽津地区からは和太鼓演奏の「御璃刃（おりじん）」の皆さんが、行います。羽津地区からは和太鼓演奏の「御璃刃（おりじん）」の皆さんが、

１５：５５ごろから出演予定です。皆さん是非会場へ応援に行きましょう。１５：５５ごろから出演予定です。皆さん是非会場へ応援に行きましょう。１５：５５ごろから出演予定です。皆さん是非会場へ応援に行きましょう。１５：５５ごろから出演予定です。皆さん是非会場へ応援に行きましょう。

日日日日 時：平成３０年１月１４日（日）時：平成３０年１月１４日（日）時：平成３０年１月１４日（日）時：平成３０年１月１４日（日）

第第第第ⅠⅠⅠⅠ部１０：００～１２：５５部１０：００～１２：５５部１０：００～１２：５５部１０：００～１２：５５ 第第第第ⅡⅡⅡⅡ部１４：００～１６：３０部１４：００～１６：３０部１４：００～１６：３０部１４：００～１６：３０

（時間は変更になる可能性があります）（時間は変更になる可能性があります）（時間は変更になる可能性があります）（時間は変更になる可能性があります）

会会会会 場：四日市市文化会館場：四日市市文化会館場：四日市市文化会館場：四日市市文化会館 第２ホール第２ホール第２ホール第２ホール

入場料：無料（入退場自由）入場料：無料（入退場自由）入場料：無料（入退場自由）入場料：無料（入退場自由）

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 文化振興課文化振興課文化振興課文化振興課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５４－８２３９３５４－８２３９３５４－８２３９３５４－８２３９

（９：００より受付開始）（９：００より受付開始）（９：００より受付開始）（９：００より受付開始）

＜主催＞ＮＰＯ法人 緑の会羽津

羽津地区市民センター

交 流 も ち つ き 大 会

平成３０年１月２０日（土） １０：００～１１：３０

さろん de 志氐我野
正しい姿勢と歩き方を覚えて、健康でかつスタイルアップを試みよう！正しい姿勢と歩き方を覚えて、健康でかつスタイルアップを試みよう！正しい姿勢と歩き方を覚えて、健康でかつスタイルアップを試みよう！正しい姿勢と歩き方を覚えて、健康でかつスタイルアップを試みよう！

講講講講 師師師師 山本山本山本山本 智恵さん（姿勢専科・鈴鹿、名古屋丸の内の姿勢調整師）智恵さん（姿勢専科・鈴鹿、名古屋丸の内の姿勢調整師）智恵さん（姿勢専科・鈴鹿、名古屋丸の内の姿勢調整師）智恵さん（姿勢専科・鈴鹿、名古屋丸の内の姿勢調整師）

持ち物持ち物持ち物持ち物 タオル、飲み物等、動きやすい服装でお越し下さいタオル、飲み物等、動きやすい服装でお越し下さいタオル、飲み物等、動きやすい服装でお越し下さいタオル、飲み物等、動きやすい服装でお越し下さい

＜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事務局（平日１０：００～１６：００）羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）

ＴＥＬ・ＦＡＸＴＥＬ・ＦＡＸＴＥＬ・ＦＡＸＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３ ＥメールＥメールＥメールＥメール jimukyoku@hazu.orgjimukyoku@hazu.orgjimukyoku@hazu.orgjimukyoku@hazu.org

主催：まちづくり推進協議会

女性委員会

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　３２４－２２８６

TEL　３３２－２３９２

TEL　３３１－６９８７

TEL　３３１－３６１５

TEL　３３１－４７１２

（水） （金）

２６日
３歳児対象 １０：００～１１：３０

１０日

（金） （金）

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

１２日 １９日

（水） （水）

２４日 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

１０日

１８日 ２５日

（木） （木） （木）

１１日

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

 はづ子育て支援　ぴよぴよ

１０：００～１１：３０

１０日

会場は、志氐神社内『さろんde志氐我野』です

２４日 ３１日

（水） （水） （水） （水）

１７日

１月

９日、１０日、１１日、１６日、１７日、１８日、

２３日、２４日、２５日、３０日、３１日

（火、水、木）

四日市市議会は、市制施行および議会発足１２０周年を記念して、「市制１２０周年記念

シティ・ミーティング」を開催します。

今回のシティ・ミーティングでは参加者の皆さんと市議会について意見交換をさせていた

だく予定にしておりますが、具体的なテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラ

シなどでお知らせします。当日お聴きしたご意見は今後の議会活動の参考とさせていただき

ます。なお、１１月定例月議会で審議された内容を報告する議会報告会も併せて開催します。

どなたでも参加していただけます。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。

日時：平成３０年１日時：平成３０年１日時：平成３０年１日時：平成３０年１月月月月２１２１２１２１日日日日((((日日日日)))) １３：００１３：００１３：００１３：００～～～～１６：００１６：００１６：００１６：００

場所：四日市市総合会館場所：四日市市総合会館場所：四日市市総合会館場所：四日市市総合会館 ８階視聴覚室（諏訪町２番２号）８階視聴覚室（諏訪町２番２号）８階視聴覚室（諏訪町２番２号）８階視聴覚室（諏訪町２番２号）

内容：内容：内容：内容：第１部第１部第１部第１部 議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会 第２部第２部第２部第２部 シティ・ミーティング（意見交換会）シティ・ミーティング（意見交換会）シティ・ミーティング（意見交換会）シティ・ミーティング（意見交換会）

※当日、会場へ直接お越しください。

※手話通訳いたします。

※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。

※総合会館にお車でお越しになる方は、市営中央駐車場に駐車してください。駐車券の処理

をしますので、会場まで駐車券をお持ちください。

＜問い合わせ先＞ 四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ ３５４－８３４０

四日市市議会 市制１２０周年記念シティ・ミーティングのお知らせ

地域マネージャーの募集について地域マネージャーの募集について地域マネージャーの募集について地域マネージャーの募集について

募集人数募集人数募集人数募集人数 ６名程度６名程度６名程度６名程度

職務内容職務内容職務内容職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

任任任任 期期期期 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日

（再任用する場合もあります）（再任用する場合もあります）（再任用する場合もあります）（再任用する場合もあります）

勤勤勤勤 務務務務 地地地地 各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）

受験資格受験資格受験資格受験資格 次の要件を全て満たす人次の要件を全て満たす人次の要件を全て満たす人次の要件を全て満たす人

①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人

②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む

意欲がある人。意欲がある人。意欲がある人。意欲がある人。

③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を

定年等で退職後、３年以上経過していること。定年等で退職後、３年以上経過していること。定年等で退職後、３年以上経過していること。定年等で退職後、３年以上経過していること。

④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑤四日市市に在住する人。⑤四日市市に在住する人。⑤四日市市に在住する人。⑤四日市市に在住する人。

募集期間募集期間募集期間募集期間 平成３０年１月５日（金）～１月３０日（火）必着平成３０年１月５日（金）～１月３０日（火）必着平成３０年１月５日（金）～１月３０日（火）必着平成３０年１月５日（金）～１月３０日（火）必着

応募方法応募方法応募方法応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必

要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちくだ要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちくだ要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちくだ要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちくだ

さい。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日除く）の８：３０～さい。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日除く）の８：３０～さい。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日除く）の８：３０～さい。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日除く）の８：３０～

１７：１５までにお願いします。１７：１５までにお願いします。１７：１５までにお願いします。１７：１５までにお願いします。

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課

〒〒〒〒510510510510----8601860186018601 四日市市諏訪町１番５号四日市市諏訪町１番５号四日市市諏訪町１番５号四日市市諏訪町１番５号

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５４－８１４６３５４－８１４６３５４－８１４６３５４－８１４６

    

平成３０平成３０平成３０平成３０年度四日市市民大学一般クラスの年度四日市市民大学一般クラスの年度四日市市民大学一般クラスの年度四日市市民大学一般クラスの    

講座を企画運営する団体・グループの募集講座を企画運営する団体・グループの募集講座を企画運営する団体・グループの募集講座を企画運営する団体・グループの募集    

 

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を 

提供するもので、市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。 

その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。 

【募集の締め切りは、２月５日（月）必着】 

委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお 

問い合わせください。 
 

＜問い合わせ先＞ 文化振興課  
 ＴＥＬ ３５４－８２３９ 
E-mail：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.ｊｐ 

平平平平成成成成３０３０３０３０年年年年１月２日１月２日１月２日１月２日((((火火火火))))～～～～２２２２月月月月２８２８２８２８日（水）日（水）日（水）日（水）

水澄美恵子水澄美恵子水澄美恵子水澄美恵子 作「めでたい日」作「めでたい日」作「めでたい日」作「めでたい日」((((制作制作制作制作2007200720072007年年年年))))

開館時間開館時間開館時間開館時間 ９：３０９：３０９：３０９：３０～～～～１７：００１７：００１７：００１７：００

（（（（入場は入場は入場は入場は１６：３０１６：３０１６：３０１６：３０までまでまでまで））））

休館日休館日休館日休館日 月曜日月曜日月曜日月曜日((((祝日の場合は翌平日祝日の場合は翌平日祝日の場合は翌平日祝日の場合は翌平日))))

観覧料観覧料観覧料観覧料 一般一般一般一般４００４００４００４００円円円円、、、、高大生高大生高大生高大生３００３００３００３００円円円円、、、、

中学生以下無料中学生以下無料中学生以下無料中学生以下無料

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 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・・・・プラネタリウムプラネタリウムプラネタリウムプラネタリウム

四日市市安島一丁目四日市市安島一丁目四日市市安島一丁目四日市市安島一丁目3333番番番番16161616号号号号 TELTELTELTEL 355355355355----2700270027002700（（（（代代代代））））

四日市市立博物館 市制１２０周年記念 特別企画展

なつかしいくらしと昭和の元気なこどもたち

羽津地区市民センターからのお知らせ お忘れ物のご案内
傘（５本）・風呂敷・幾何学模様ケースに入っためがね傘（５本）・風呂敷・幾何学模様ケースに入っためがね傘（５本）・風呂敷・幾何学模様ケースに入っためがね傘（５本）・風呂敷・幾何学模様ケースに入っためがね

お心当たりの方は窓口にてお尋ねください。お心当たりの方は窓口にてお尋ねください。お心当たりの方は窓口にてお尋ねください。お心当たりの方は窓口にてお尋ねください。

１月末まで保管させていただきますが、経過後は処分させていただきます。１月末まで保管させていただきますが、経過後は処分させていただきます。１月末まで保管させていただきますが、経過後は処分させていただきます。１月末まで保管させていただきますが、経過後は処分させていただきます。

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５


