第１３回『羽津学』～羽津を丸ごと知ろう～「歴史講座」
主催：羽津郷土史と民俗研究会

平成３０年

２月２０日（№２２）
第１講

お 知 ら せ
羽津地区市民センタ－
ＴＥＬ３３１－４４６５
羽津地区連合自治会
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/

『東海道分間延絵図について』

※昨年１０月に予定されていましたが、
２月２５日（日）１３：３０～
講師の都合により延期になった講座です
羽津地区市民センター ２階ホール
講 師：森 逸郎先生（羽津郷土史と民俗研究会会長）
再 掲
内 容・地域をつなぐ道の重要性とあり方
・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

申込み：不要
参加費：無料

「よっかいち・はつらつ健康塾！」
＜問い合わせ先＞ 羽津地区市民センター

３月６日（火
月６日（火） １３：３０～１４：３０
◇場 所
◇対 象
◇内 容
◇持ち物

羽津地区市民センター ２階 ホール
おおむね６５歳以上の方
「介護予防」について
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの
緊急連絡先が分かるもの
※軽い体操ができる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

申込み：不要
参加費：無料

ＴＥＬ ３３４－３３８７

３月８日（木） １３：３０～１５：００
場 所 ：羽津地区市民センター ２階ホール
対 象 ：おおむね６５歳以上の方
：おおむね６５歳以上の方
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

申込み：不要
参加費：無料

ＴＥＬ ３５４－８２９１

ＴＥＬ ３３１－４４６５

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
放送訓練を実施します
（１）実施日時
３月１４日（水）１１：００頃
３月１４日（水）１１：００頃から数分程度
１１：００頃から数分程度
（２）訓練内容
訓練機器
防災行政無線（固定系）
放送・吹鳴内容
市内全て（※
市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局から
一斉に下記
一斉に下記のように放送されます。
下記のように放送されます。
【放送内容】
上りチャイム音（
上りチャイム音（♪ピンポンパンポン )
「これは、Ｊ
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほ
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音(
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン )

女子力アップ講座
主催：羽津地区まちづくり推進協議会
女性委員会

ハンバーグ」をつくろう
３月１７日（土）１０：００～１２：００
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： ハンバーグ他
参 加 費： 食材費実費（１，０００円）
持 ち 物： エプロン・手ふきタオル・持ち帰り用タッパー
申 込 み： ２月２６日（月）１０：００より事務局にて受付開始
（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

＜問い合わせ先・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

回
覧

地域住民の皆さんに参加していただく訓練ではありません
※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。
※０５９－３５１－４００４（自動電話応答機能）にＴＥＬしていただくと
放送内容が確認できます。

※ 屋外拡声子局

＜問い合わせ先＞

市内１１７箇所

危機管理室 ＴＥＬ ３５４－８１１９

少しだけ、勇気を出して、あいさつを
みんなであいさつ広がる羽津の大きな輪

３月
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）

はづ子育て支援ぴよぴよ
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』

７日

１４日

２８日

（水）

（水）

（水）

１０：００～１１：３０

ＴＥＬ３２４－２２８６

みのり保育所
９：３０～１４：３０

１日、６日、７日、８日、１３日、
１４日、１５日（火、水、木）

TEL３３２－２３９２

羽津保育園

１日

８日

１５日

２２日

（木）

（木）

（木）

（木）

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

７日
１０：００～１１：３０
（水）

TEL３３１－３６１５

羽津幼稚園

２日

９日

（金）

（金）

春の火災予防運動

３月１日～７日

火の用心

習慣に

ことばを形に

●平成２９年中の火災のまとめ
四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ
１２件減り、うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。
主な出火原因は、放火（疑い含む）、たき火、こんろです。
●住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
≪３つの習慣≫
３つの習慣≫
① 寝たばこは、絶対やめる。
② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪４つの対策≫
４つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこ
りなどをふき取りましょう。また、住宅用火災警報器本体の交換目安は１０年です。

１０：００～１１：３０
TEL３３１－４７１２

＜問い合わせ先＞ 四日市市消防本部予防保安課
ＴＥＬ ３５６－２０１０ ＦＡＸ ３５６－２０４１

７日
３歳児対象

１０：００～１１：３０
（水）

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べをしたことに
ちなみ、四日市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行します。１dayフリー切符を
購入し、あすなろう鉄道に乗って日永郷土資料館へお越しいただいた人にまんじゅうを
配布します。沿線の東海道散策にもよい季節となりますので、ぜひお立ち寄りください。
※詳細は市のホームページでご確認ください。
◆日 時 ３月２４日（土）９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）
◆内 容 ①１dayフリー切符を購入⇒②四日市あすなろう鉄道に乗車
⇒③日永郷土資料館でまんじゅうをゲット！
（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）
◆注意事項 まんじゅうは先着順で５００名までです
＜問い合わせ先＞ 都市計画課公共交通推進室
ＴＥＬ ３５４－８０９５ ＦＡＸ ３５４－８４０４

３月 ６日（火）
八田二丁目 「エステート羽津」前

１４：３０～１５：００

３月 ９日（金）
別名三丁目 東ソー住宅
大宮町 志氐神社

１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：５０

３月１５日（木）
緑丘町 集会所駐車場

１４：２０～１５：００

４月にオープンした『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日
開館しています。季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまな
イベントを開催しています。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホールや、クッキングル
ーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。また幼児と
保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。
ぜひ、ご来館ください！！
事前申込：不要
定
員：なし
料
金：無料

【主なイベント日時・内容】
１４：００～１５：００ 対象：小学生以上
日時：３月１０日（土）
対象：
日時：
内容：スポーツ活動
総選挙＝みんなが投票で決めたスポーツをするよ！
内容：
プラザで投票して、この日に行われるスポーツを決めよう！
（投票期間は、２月１９日（月）～２８日（水）
日時：３月１１日（日）
１４：００～１４：３０ 対象：どなたでも
日時：
対象：
内容：プラザおんがくかい
＝橋北中学校音楽部のみなさんによる様々な楽器のアンサンブル
内容：
です。
日時：３月１７日（土）・１８日（日）①１１：００～１２：００②１３：３０～１６：００
日時：
対象：どなたでも
対象：
内容：手形で桜を咲かせよう＝手形アートで壁に大きな桜を咲かせてみよう。家族で記念写真
内容：
も撮れるよ！
日時：３月２６日（月）～３０日（金）
１４：００～１６：００
日時：
対象：どなたでも
対象：
内容：プラザをかざろう
＝みんなの作品でプラザを春の雰囲気に、もようがえしよう！
内容：
～春休み、もよう
にぎやかな新学期を迎えられるといいね！
がえ大作戦～
＜問い合わせ先＞ 四日市市こども子育て交流プラザ
四日市市東新町２６番３２号 橋北交流会館 ４階
ＴＥＬ ３３０－５０２０
ＦＡＸ ３３４－０６０６

