平成３０年 ５月２０日（№４）

健康づくりボランティア
四日市市ヘルスリーダーの会による

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/

６月５日（火） １３：３０ ～ １４：３０

６月１４日（木） １３：３０ ～ １５：００

羽津いかるが町集会所

羽津地区市民センター ２階ホール
運動とレクリエーションで楽しみながら
介護予防を目指しましょう！

「介護予防」についてのお話と軽い体操

主催

♪

はづ子育て支援

ぴよぴよ

≪問い合わせ先≫
羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３４－３３８７

≪問い合わせ先≫
健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

★ おおむね６５歳以上の方が対象です。
★ 参加費無料・申し込み不要です。
★ 筆記用具・タオル・飲み物など各自必要なものをご用意いただき、
動きやすい服装でご参加ください。

グラウンドゴルフ大会のお知らせ

羽津地区

春季

主催：羽津スポーツ委員会
共催：羽津ＧＧ同好会

グラウンドゴルフ大会

＊羽津地区在住の幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者が対象です

６月１０日（日）羽津小学校運動場
♪申込受付

♪定

員

６月６日（水）８：３０より受付開始
羽津地区市民センター窓口にて受付
（電話や代理での申し込みは受付できません）
４０組 （定員になり次第締め切ります）

【 問い合わせ先 】

羽津地区市民センター

ＴＥＬ

３３１－４４６５

【雨天の場合６/２４（日）】

申込締切
≪参加希望の方は当日８：３０までに受付をすませてください≫
５月３１日（木）
・ 試合方法：２ラウンド（１６ホールＸ２）
・ 羽津地区の方ならどなたでも参加できます（道具の貸し出しあり）
★申込方法★
【申し込み・問い合わせ先】
市民センターにある専用申込用紙に記載して、申し込み先にＴＥＬ。
羽津スポーツ委員会 山本
後日、申込用紙（参加費３００円）を回収に伺います。
ＴＥＬ ３３１－２５０５

地球にやさしい生ごみの減らし方
主

催 ： ＮＰＯ法人

緑の会 羽津

・

羽津地区市民センター

再掲載

先着
あ

ず

ま

や

５０名

緑豊かな公園をゆっくりめぐってみませんか

６月９日（土） ９:００～１２:００

雨天の場合６月１６日（土）に延期

当日、管理センターバルコニー棟（子供遊具のある広場）にて８：３０より受付開始
場 所
参加資格

垂坂公園・羽津山緑地全域
どなたでも参加できます。(参加費無料・申込不要）
小さなお子さんは保護者同伴でご参加ください。
歩きやすい靴、長袖シャツ、長ズボンをご着用ください。

参加者全員にお茶（ペットボトル）をプレゼント！
ご希望の方には、花の苗または苗木（ハナモモ）のプレゼントもあります。

１回目

６月 ６日（水） １４：００～１６：００

ダンボールコンポストの作り方

２回目

６月２０日（水） １４：００～１６：００

アフターフォロー講座
（使い始めての不安や疑問の相談）

◎
◎
◎
◎
◎
◎

場 所
講 師
定 員
持ち物
その他
申込方法

羽津地区市民センター ２階ホール
四日市ダンボールコンポストの会
◎ 材料費
１５名
無料
筆記用具
帰りにミカン箱くらいの荷物があります。
窓口または、電話にてお申し込みください。
（定員になり次第締め切ります）

ダンボールコンポストとは・・・
家庭から出る食べ残しや生ごみを、肥料として再生させる
ダンボールでできた入れ物です。

申し込み・問い合わせ先

羽津地区市民センター

ＴＥＬ

【問い合わせ先】 ＮＰＯ法人 緑の会 羽津 公園事務所
ＴＥＬ ３３３－５５９７（９：００～１６：００）

回
覧

あいさつから広がる笑顔とみんなの声
あいさつで広がる笑顔羽津のまち

３３１－４４６５

地域づくりマイスター養成講座 受講生募集

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』

６日

１３日

２０日

２７日

（水）

（水）

（水）

（水）

１０：００～１１：３０

ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所

５日・６日・７日・１２日・１３日・１４日・１９日・２０日
９：３０～１４：３０

２１日・２６日・２７日・２８日

（火・水・木）

TEL３３２－２３９２
羽津保育園

７日

１４日

２１日

２８日

（木）

（木）

（木）

（木）

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７
羽津文化幼稚園

６日

２０日

（水）

（水）

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした
地域づくりマイスター養成講座を開催します。
地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。
開催予定日 ７月１４日・２８日、８月２５日、９月８日・２２日
（全９回） １０月６日・１３日、１１月３日、１２月８日（すべて土曜日)
開催時間
９：３０～１２：００
＊ただし、 ７月１４日・２８日は１３：３０～１６：００
１０月６日は９：３０～１６：３０
１１月３日は１４：００～１６：３０
場 所
四日市市総合会館７階 第３研修室ほか
内 容
地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資源の
マッピング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポート作成など
修 了
全９回中、５回以上の出席と８００字程度のレポート提出で修了証を交付
定 員
４０名（応募者多数の場合抽選）
申込方法
６月２９日（金）までに、電話かＦＡＸでお申し込みください。
【申し込み・問い合わせ先】 市民協働安全課
ＴＥＬ ３５４－８１７９ ＦＡＸ ３５４－８３１６

１０：００～１１：３０
TEL３３１－３６１５

羽津小学校
羽津幼稚園

１日

８日

１５日

２２日

（金）

（金）

（金）

（金）

１０：００～１１：３０
TEL３３１－４７１２
３歳児対象

６日

２９日

（水）

（金）

１０：００～１１：３０

市内学童保育所の指導員を募集しています
学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。
有資格者や２年以上の経験のある人なら、研修を受けて放課後児童支援員になることができます。
障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）、週に１日だけ、夏休みだけ、ボランティアとしてなど、
希望される人も募集しています。
◎ 内 容
市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など
◎ その他
各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。
◆◆◆◆◆◆

指導員登録説明会

◆◆◆◆◆◆

市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員
登録説明会を開催します。登録いただいた人には、指導員を募集する学
童保育所を市から紹介します。年度ごとの登録になりますので、平成２９年
度に登録をされた人も改めて登録をしてください。

６月２３日（土）１８：００～ 四日市市文化会館 第４ホール
◎ 申込方法

６月２０日（水）までに、住所、名前、電話番号（あればＦＡＸ番号、
Ｅメールアドレス）を電話かファクス、Ｅメールでお申し込みください。

【申し込み・問い合わせ先】 こども未来課

ＴＥＬ ３５４－８０６９ ＦＡＸ ３５４－８０６１
Ｅメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

給食パートを募集（６月中旬からの勤務です）

◇募集職種
◇業務内容
◇勤務日
◇勤務時間
◇時間給
◇申し込み

小学校給食調理員補助（給食パート）２名
給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
８：３０～１５：３０（労働時間６時間）
９２５円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
応募を希望される方は、下記申込先に電話のうえ、履歴書を提出してください。
書類選考のうえ、面接を実施します。
◇応募期間
５月２１日（月）～６月５日（火）
【申し込み・問い合わせ先】 教育総務課 ＴＥＬ３５４－８２３６

特設人権相談の
ご案内
日
場

時
所

６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。
この「人権擁護委員の日」に合わせて、特設人権相談を実施します。
予約の必要はありません。また、お子さん向けの人形劇や絵本の
読み聞かせなどもあります。お気軽にお越しください。

６月１日(金) １０：００～１２：００、１３：００～１５：００
ララスクエア四日市 ４階イベントスペース

【問い合わせ先】

人権センター

TEL ３５４－８６０９・FAX

３５４－８６１１

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
☺☺☺☺☺☺ 【主なイベント日時・内容】 申込不要・参加費無料 ☺☺☺☺☺☺

秘密基地づくり
６月 ９日（土）
６月１０日（日）
１３：００～１６：００

みんなで新聞紙を丸めてつなげて、
大きな秘密基地を作ってみよう！
＊材料がなくなり次第終了

対 象：小学生～高校生
持ち物：新聞紙（１日分）

プラザカフェ
６月１４日（木）
１０：００～１１：００

育児のこと、みんなでお話しませんか。
＊託児はありません

対 象：育児をしている人

よかパパ相談
６月 ６日（水）

八田二丁目 「エステート羽津」前

１４：３０～１５：００

６月１４日（木）

別名三丁目 ブルーミングハウス

１３：２０～１４：００

６月１４日（木）

大宮町 志氐
志氐神社

１４：１０～１４：５０

６月１９日（火）

緑丘町 集会所駐車場

１４：２０～１５：００

６月１７日（日）
１０：００～１１：３０

お子さんと遊んだり、お母さんやお父さんと一緒に
子育ての話をしたりしてみましょう。
よかパパ相談員さんも来てくれますよ。

対 象：乳幼児と保護者

やってみよう！ドッチビー
６月３０日（土）
１４：００～１５：００

当たっても痛くない素材でできたフライングディスク、
対 象：小学生～中学生
その名も『ドッチビー』。みんなで体験してみよう！
＊イベント中はホールが使えません
四日市市こども子育て交流プラザ （橋北交流会館 ４階）
四日市市東新町２６番３２号 ＴＥＬ ３３０－５０２０ ＦＡＸ ３３４－０６０６ (年末年始を除き毎日開館）

