
西脇　良孝

村田　丈治

回

覧

羽津中第二 林　孝義 緑丘町

羽津町第一 藤井　勝次 別名第五 後藤　正

羽津町第二 山本　庸二郎 別名第六 細谷　浩三

羽津町第三 廣瀬　達士 山手町 佐藤　敏明

羽津中第一 江崎　洋二 羽津いかるが町

八田第二 木村　昌弘 別名第三 高橋　孝一

八田第三 内田　寛 別名第四 伊藤　米吉

城山町 森　幸一 別名第一 伊藤　光博

八田第一 久志本　正彦 別名第二 正岡　茂

金場町 山本　幸司 大宮西町 武藤　裕孝

霞ヶ浦町北部 鈴木　哲雄 大宮第二 中島　嘉郎

白須賀町 野呂　照哉 大宮第三 須藤　啓一

自治会名 自治会長名 自治会名 自治会長名

霞ヶ浦町南部 坪田　一裕 大宮第一 北　浩次

富士町 森　松男 羽津山町 平野　信幸

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

平成３０年 ４月２０日（№２）

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/

３０年度 連合自治会役員・各町自治会長紹介

住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、

住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます

＜連合自治会役員＞

○ 会 長 佐藤 敏明

○ 副会長 西脇 良孝 正岡 茂

○ 会 計 野呂 照哉

○ 監 査 廣瀬 達士 森 幸一

～暑い夏を緑のカーテンで快適に過ごしましょう～～暑い夏を緑のカーテンで快適に過ごしましょう～～暑い夏を緑のカーテンで快適に過ごしましょう～～暑い夏を緑のカーテンで快適に過ごしましょう～

５月２２日（火）５月２２日（火）５月２２日（火）５月２２日（火） １０１０１０１０::::３０３０３０３０～１１～１１～１１～１１::::３０３０３０３０

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 ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール

申込受付：４月２４日（火）申込受付：４月２４日（火）申込受付：４月２４日（火）申込受付：４月２４日（火） ８：３０から受付を開始します８：３０から受付を開始します８：３０から受付を開始します８：３０から受付を開始します

窓口、またはお電話でお申し込みください窓口、またはお電話でお申し込みください窓口、またはお電話でお申し込みください窓口、またはお電話でお申し込みください

参加費：無料参加費：無料参加費：無料参加費：無料 定定定定 員：６０名員：６０名員：６０名員：６０名

内内内内 容：省エネ講座容：省エネ講座容：省エネ講座容：省エネ講座 その他：羽津地区在住の方その他：羽津地区在住の方その他：羽津地区在住の方その他：羽津地区在住の方

グリーンカーテンの説明グリーンカーテンの説明グリーンカーテンの説明グリーンカーテンの説明 定員になり次第締め切ります定員になり次第締め切ります定員になり次第締め切ります定員になり次第締め切ります

ゴーヤ苗の配布（ひとり２苗）ゴーヤ苗の配布（ひとり２苗）ゴーヤ苗の配布（ひとり２苗）ゴーヤ苗の配布（ひとり２苗）

問い合わせ・問い合わせ・問い合わせ・問い合わせ・申し込み先申し込み先申し込み先申し込み先 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

ウォーキングを取り入れウォーキングを取り入れウォーキングを取り入れウォーキングを取り入れ、、、、日常歩く際の姿勢改善ポイントも教えていただきます日常歩く際の姿勢改善ポイントも教えていただきます日常歩く際の姿勢改善ポイントも教えていただきます日常歩く際の姿勢改善ポイントも教えていただきます。。。。

主催：羽津地区まちづくり推進協議会主催：羽津地区まちづくり推進協議会主催：羽津地区まちづくり推進協議会主催：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会女性委員会女性委員会女性委員会

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」

５月１２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

対 象 羽津地区在住の小学生

定 員 ２０名

参加費 ５００円（当日徴収いたします）

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

申込み ４月２６日（木） １０：００より受付開始（先着順）

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、事務局へ

お申込みください。（電話での受付はいたしません）

＜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

メニューはメニューはメニューはメニューは

おたのしみ！おたのしみ！おたのしみ！おたのしみ！

５月１３日５月１３日５月１３日５月１３日（（（（日日日日））））１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００

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 ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール

講師：山本講師：山本講師：山本講師：山本 千恵千恵千恵千恵 氏氏氏氏

申し込み不要申し込み不要申し込み不要申し込み不要。。。。参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 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（（（（平日１０：００～１６：００平日１０：００～１６：００平日１０：００～１６：００平日１０：００～１６：００））））

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ・・・・ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３ ＥメールＥメールＥメールＥメール jimukyoku@hazujimukyoku@hazujimukyoku@hazujimukyoku@hazu....orgorgorgorg



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）

ＴＥＬ３２４－２２８６

TEL３３２－２３９２

TEL３３１－６９８７

TEL３３１－３６１５

※事前申し込みは不要。参加費無料

TEL３３１－４７１２

問い合わせ先　こども子育て交流プラザ　TEL　３３０－５０２０　　FAX　３３４－０６０６

５月２６日（土）

１１:００～１２:００

１３:１５～１４:１５

１４:３０～１５:３０

お手軽クラッカー作り

風船を使った簡単なクラッカーを作って遊

んでみよう

対象：年長～小学生

定員：各回先着２０名

※各回開始１０分前から

　受付開始

９：３０～１４：３０

ダンボールよろい作り

ダンボールを切ったり繋げたりして自分だ

けのカッコいいよろいを作ってみよう！

対象：小学生～中学生

定員：なし

※材料がなくなり次第終了

５月１７日（木）

１０:３０～１１:３０

親子クラフト

今月は「こむぎこねんど」で遊ぼう！

対象：どなたでも

定員：先着２０組

（水） （金）

５月５日（土・祝）

１３:００～１６:００

５月４日（金・祝）

１４:００～１５:００

卓球大会

トーナメント戦で卓球のチャンピオンを

目指そう！

※イベント中は多目的ホールが使えません

対象：小学生～中学生

定員：なし

持ちもの：上靴

（金） （金）

３歳児対象 １０：００～１１：３０

９日 ２５日

羽津幼稚園

１０：００～１１：３０

１１日 １８日

１０：００～１１：３０

９日

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
（水） （水）

（木） （木） （木） （木）

２３日 ３０日

羽津文化幼稚園

１０：００～１１：３０

みのり保育所 １日・２日・８日・９日・１０日・１５日・１６日・１７日

２２日・２３日・２４日・２９日・３０日・３１日

（火・水・木）

羽津保育園

９：３０～１１：３０

１０日 １７日 ２４日 ３１日

２３日 ３０日

はづ子育て支援ぴよぴよ

志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』

（水） （水） （水） （水）

１６日

５月

毎年毎年毎年毎年5555月月月月12121212日は「民生委員・児童委員の日」です日は「民生委員・児童委員の日」です日は「民生委員・児童委員の日」です日は「民生委員・児童委員の日」です

本市では602人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。

民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委員

は、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。

民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、

住民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」とし

て、さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。

問い合わせ先 健康福祉課 TEL ３５４－８１０９ FAX ３５９－０２８８

シルバー人材センター定期入会説明会のお知らせシルバー人材センター定期入会説明会のお知らせシルバー人材センター定期入会説明会のお知らせシルバー人材センター定期入会説明会のお知らせ

対象者：対象者：対象者：対象者：市内に在住する原則市内に在住する原則市内に在住する原則市内に在住する原則60606060歳以上の人で、健康で働く意欲がある人歳以上の人で、健康で働く意欲がある人歳以上の人で、健康で働く意欲がある人歳以上の人で、健康で働く意欲がある人

■定期定期定期定期入会説明会入会説明会入会説明会入会説明会（毎月第２、第４水曜日に開催）（毎月第２、第４水曜日に開催）（毎月第２、第４水曜日に開催）（毎月第２、第４水曜日に開催）

５５５５月月月月 ９９９９日（水）日（水）日（水）日（水）１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０～～～～ シルバー人材センターシルバー人材センターシルバー人材センターシルバー人材センター

５５５５月月月月２３２３２３２３日（水）日（水）日（水）日（水）１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０～～～～ あさけプラザあさけプラザあさけプラザあさけプラザ ４階音楽室４階音楽室４階音楽室４階音楽室

６６６６月月月月１３１３１３１３日（水）日（水）日（水）日（水）１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０～～～～ シルバー人材センターシルバー人材センターシルバー人材センターシルバー人材センター

６６６６月月月月２７２７２７２７日（水）日（水）日（水）日（水）１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０～～～～ あさけプラザあさけプラザあさけプラザあさけプラザ ３階美術室３階美術室３階美術室３階美術室

持ち物：持ち物：持ち物：持ち物：筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具、、、、当日入会手続きをしていただく場合は当日入会手続きをしていただく場合は当日入会手続きをしていただく場合は当日入会手続きをしていただく場合は、、、、次の次の次の次の①①①①～～～～⑤⑤⑤⑤をご持参くださいをご持参くださいをご持参くださいをご持参ください。。。。

①①①①印鑑印鑑印鑑印鑑 ④④④④銀行か郵便局の通帳銀行か郵便局の通帳銀行か郵便局の通帳銀行か郵便局の通帳（（（（本人名義のもの本人名義のもの本人名義のもの本人名義のもの））））

②②②②顔写真顔写真顔写真顔写真（（（（３３３３××××４４４４㎝㎝㎝㎝）））） ⑤⑤⑤⑤運転免許証運転免許証運転免許証運転免許証、、、、保険証など本人確認ができるもの保険証など本人確認ができるもの保険証など本人確認ができるもの保険証など本人確認ができるもの

③③③③年会費年会費年会費年会費３３３３,,,,６００６００６００６００円円円円

※※※※あさけプラザへの問い合わせはご遠慮くださいあさけプラザへの問い合わせはご遠慮くださいあさけプラザへの問い合わせはご遠慮くださいあさけプラザへの問い合わせはご遠慮ください。。。。

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 シルバー人材センターシルバー人材センターシルバー人材センターシルバー人材センター TELTELTELTEL ３５４－３６７０３５４－３６７０３５４－３６７０３５４－３６７０ FAXFAXFAXFAX ３５１－４８３０３５１－４８３０３５１－４８３０３５１－４８３０

地域マネージャーの募集地域マネージャーの募集地域マネージャーの募集地域マネージャーの募集

募集人数募集人数募集人数募集人数 １人１人１人１人

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

任期任期任期任期 平成３０年７月１７日平成３０年７月１７日平成３０年７月１７日平成３０年７月１７日～～～～平成３１年３月３１日平成３１年３月３１日平成３１年３月３１日平成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））））

勤務地勤務地勤務地勤務地 桜地区市民センター桜地区市民センター桜地区市民センター桜地区市民センター

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

①①①①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人

②②②②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち地域社会づくりに深い認識と理解を持ち地域社会づくりに深い認識と理解を持ち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自ら積極的に取り組む意欲がある人自ら積極的に取り組む意欲がある人自ら積極的に取り組む意欲がある人

③③③③民間企業等で職務経験がある人民間企業等で職務経験がある人民間企業等で職務経験がある人民間企業等で職務経験がある人。。。。ただしただしただしただし、、、、公務員は公務員は公務員は公務員は、、、、正規職員を定年等で退職後正規職員を定年等で退職後正規職員を定年等で退職後正規職員を定年等で退職後、、、、

３年以上経過していること３年以上経過していること３年以上経過していること３年以上経過していること

④④④④夜間夜間夜間夜間、、、、休日の会議休日の会議休日の会議休日の会議、、、、行事等への参加が可能な人行事等への参加が可能な人行事等への参加が可能な人行事等への参加が可能な人

⑤⑤⑤⑤四日市市に在住する人四日市市に在住する人四日市市に在住する人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 ４月２３日４月２３日４月２３日４月２３日（（（（月月月月））））～～～～５月２１日５月２１日５月２１日５月２１日（（（（月月月月））））（（（（必着必着必着必着））））

応募方法応募方法応募方法応募方法 市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課、、、、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さい市役所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。。。。持参の場合は持参の場合は持参の場合は持参の場合は、、、、月曜日月曜日月曜日月曜日～～～～

金曜日金曜日金曜日金曜日（（（（祝日を除く祝日を除く祝日を除く祝日を除く））））の８の８の８の８：：：：３０３０３０３０～１７：～１７：～１７：～１７：１５までにお願いします１５までにお願いします１５までにお願いします１５までにお願いします。。。。

問問問問いいいい合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先 市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 TELTELTELTEL ３５４－８１４６３５４－８１４６３５４－８１４６３５４－８１４６

５月１０日（木）５月１０日（木）５月１０日（木）５月１０日（木）

５月１６日（水）５月１６日（水）５月１６日（水）５月１６日（水）

５月１８日（金）５月１８日（金）５月１８日（金）５月１８日（金）

１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００

１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００

１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０

１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

八田二丁目「エステート羽津」前

別名三丁目垂坂山ブルーミングハウ

ス

大宮町 志氐神社

申込み不要申込み不要申込み不要申込み不要

参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料

５月１７日（木）５月１７日（木）５月１７日（木）５月１７日（木）

１３１３１３１３::::３０～１５３０～１５３０～１５３０～１５::::００００００００

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

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

「よっかいち・はつらつ健康塾！」「よっかいち・はつらつ健康塾！」「よっかいち・はつらつ健康塾！」「よっかいち・はつらつ健康塾！」

５月１６日（水）５月１６日（水）５月１６日（水）５月１６日（水）

１３１３１３１３::::３０～１４３０～１４３０～１４３０～１４::::３０３０３０３０

場 所 さろんde志氐我野

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、緊急連絡先が分かるも

の

飲み物など各自必要なもの

※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


