平成３０年６月２０日（№６）

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/

参加費無料

夏休み
こども教室

日時：① ７月２４日（火） ９：３０～１１：３０
日時：② ８月２３日（木）１３：３０～１５：３０
場
対
定
講

※①②のどちらかをお選びください
所：羽津地区市民センター ２階 ホール
象：羽津地区の小学生（保護者の方も一緒に参加できます）
員：各回３０名（定員になり次第締め切り）
師：東ソー（株）四日市事業所のみなさん

第４回 羽津地区 盆踊り大会（志氐神社境内）
８月１１日（土・祝）１８：００～２１：３０
主催：羽津地区盆踊り実行委員会
今年も盆踊り大会を開催します。また下記日程で新・羽津音頭を含む、盆踊りの練習会
を行います。みなさま、誘いあってお越しください。お待ちしています。
☆ 盆踊り練習日 ☆ （１９：００～２０：３０）
７月 ６日（金）緑丘町 中公園
７月１１日（水）羽津会館
７月１９日（木）ブルーミング・地域交流スペース
７月２８日（土）八田二丁目空地
８月 ４日（土）羽津地区市民センター ２階ホール
【問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会（羽津地区市民センター ２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会
ようめいじ

７月２１日（
７月２１日（土）１０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール

日時：７月２５日（水） １０：００～１３：００

ようめいじ はちだんにしき

場 所：羽津地区市民センター ３階 調理室
対 象：羽津地区の小学生と保護者（親、祖父母など）
定 員：１２組（定員になり次第締め切り）
参加費：おとな ５００円、こども ３００円（当日集金）
講 師：羽津ヘルスメイトのみなさん
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、台ふき

講師：川島秀子さん（楊名時八段錦太極拳三重県支部泗水教室）
持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装
申し込み不要。参加費無料
【問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会（羽津地区市民センター ２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

７月３日（火）
１３:
１３:３０～１４:
３０～１４:３０

日時：８月１４日（火） １３：３０～１５：３０
参加費無料
場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール
対 象：羽津地区の小学生と保護者（親、祖父母など）
定 員：３０組（定員になり次第締め切り）
持ち物：金づち、お茶やタオルなど
事前準備：A4サイズの紙に盤の背景となる絵をかいてくる。
紙はコピー用紙、色紙などA４サイズであればOK！
色づけは色鉛筆、マジック、絵の具などなんでもOK!
講 師：移動児童館職員
Ⓐ Ⓑ …７月 ６日（金）８：３０より受付開始
Ⓒ
…７月１３日（金）８：３０より受付開始
（電話または窓口でお申し込みください）
≪申し込み・問い合わせ先≫
申し込み・問い合わせ先≫羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５
※駐車場が混み合いますので、なるべく徒歩か自転車でお越しください

場 所
対 象
内 容
持ち物
の

申込み不要
参加費無料

東ソークラブ
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、緊急連絡先が分かるも

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

７月１２日（木）
１３:
１３:３０～１５:
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
TEL ３５４－８２９１

≪申し込み≫
申し込み≫

回
覧

協賛：春風会

みんなで歌って心も体も健康に
再掲載
『リズムメイトの会』の方々による、懐かしい歌の演奏と、参加者みんなでの合唱などで 楽しく
リラックスできる恒例の講座です。申込み不要、参加費無料です。お気軽にご参加ください。
講 師：リズムメイトのみなさん
【問い合わせ先】 羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５

四日市市議会 議会報告会のお知らせ

７月
第１部：議会報告会
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
４日
１１日
１８日
２５日
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０
（水）
（水）
（水）
（水）
ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所
３日・４日・５日・１０日・１１日・１２日・１７日・１８日
９：３０～１４：３０
１９日・２４日・２５日・２６日・３１日 （火・水・木）
TEL３３２－２３９２
羽津保育園
５日
１２日
１９日
２６日
９：３０～１１：３０
（木）
（木）
（木）
（木）
TEL３３１－６９８７
羽津文化幼稚園
４日
１１日
１０：００～１１：３０
（水）
（水）
TEL３３１－３６１５
羽津幼稚園
６日
１３日
１０：００～１１：３０
（金）
（金）
TEL３３１－４７１２

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

７月５日（木）
１８：３０～２０：４５

日時
常任
委員会

総務

７月９日（月）
１８：３０～２０：４５

産業生活

教育民生

所管
事項

市政の企画、財務、
危機管理、消防など

商工業、農林水産業、
市民文化、市立病院、
ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝなど

会場

神前地区市民ｾﾝﾀｰ
２階大会議室

河原田地区市民ｾﾝﾀｰ
２階大会議室

【問い合わせ先】

議会事務局

議事課

教育、こども、
健康福祉など
防災教育センター
（北消防署併設）
２階防災センター

都市・環境
道路、住宅、上下水道、
環境衛生、国体など
小山田地区市民ｾﾝﾀｰ
２階大会議室

TEL ３５４－８３４０

１１日
３歳児対象

１０：００～１１：３０
（水）

シルバー人材センター入会説明会のお知らせ
７月 ５日（木）
７月１３日（金）
７月１３日（金）
７月１８日（水）

八田二丁目「エステート羽津」前
別名三丁目 ブルーミングハウス
大宮町 志氐神社
緑丘町 集会所駐車場

１４：３０～１５：００
１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：５０
１４：２０～１５：００

ゆるキャラ®グランプリ2018 in 花園 ～ラグビーのまち東大阪～

こにゅうどうくん 出陣式イベントを開催します！
四日市市マスコットキャラクター「こにゅうどうくん」が、全国のマスコットキャラクターが人気を競
う「ゆるキャラ®グランプリ」に今年も出場します。昨年はご当地部門４位となりました。今回は、最
後の挑戦と位置付け、悲願の１位獲得を目指します！みなさん、応援お願いします！

日時：７月１日（日）１３：３０～１４：３０頃（開場１３：００）
会場：四日市市総合会館 ８階視聴覚室
内容：市長挨拶、著名人からの応援ビデオメッセージ、
こにゅうどうくん思い出ムービーの上映・ダンスパフォーマンス
【問い合わせ先】観光交流課 ＴＥＬ３５４－８２８６

対象：市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲がある人
■地域入会説明会
７月１８日（水）１３：３０~ 桜地区市民センター ２階大会議室
７月２０日（金）１３：３０~ 日永地区市民センター２階ホール
■定期入会説明会（毎月第2、第４水曜日に開催）
定期入会説明会
７月１１日（水）・８月 ８日（水）１３：３０~ シルバー人材センター（十七軒町）
７月２５日（水）・８月２２日（水）１３：３０～ あさけプラザ ２階 第一小ホール
持ち物：筆記用具、当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤をご持参ください。
①印鑑 ②顔写真（3×4㎝） ③年会費３,６００円 ④銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
⑤運転免許証、保険証など本人確認ができるもの
【 問い合わせ先】 シルバー人材センター ＴＥＬ３５４－３６７０ FAX３５１－４８３０

親子で学ぼう「夏のこども教室」（計量講座）
などを予定

この運動は、犯罪や非行の防止や過ちに陥った人たちの更生に理解を深め、明るい社会を築こ
うとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へのご協力をお願いします。また、犯
罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。犯罪や非
行のない地域社会をつくるために活動しています。この運動の一環として街頭啓発を行います。
日時：７月２日（月）１４：１５～
場所：近鉄四日市駅周辺
【問い合わせ先】健康福祉課 ＴＥＬ３５４－８１０９ ＦＡＸ３５９－０２８８

わくわく！ 真夏のカブトムシ列車！
日永駅でメス、南部丘陵公園でオス（各先着２００名）をゲット！
あすなろう鉄道線の各駅で1dayフリー切符を購入（小古曽駅では購入不可）し、乗車して
日永駅と南部丘陵公園の２か所でカブトムシをゲットしよう！
日 時 ７月１４日（土）９：００～１５：００（雨天決行）
持ち物 ゲットしたカブトムシを入れる虫かご等をご用意ください。

棒はかりをつくろう

日 時：７月２８日（土）午前の部
時：７月２８日（土）午前の部１０：００
７月２８日（土）午前の部１０：００～
１０：００～１２：００／午後の部
１２：００／午後の部１３：３０
／午後の部１３：３０～
１３：３０～１５：３０
場 所：橋北交流会館３階
所：橋北交流会館３階 橋北交流施設 第６会議室
参加費無料
対 象：市内在住の小学４～６年生とその保護者（
象：市内在住の小学４～６年生とその保護者（2
市内在住の小学４～６年生とその保護者（2人１組）
定 員：各回
員：各回２０
各回２０組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）
２０組（応募者多数の場合は抽選。申込者全員に通知を発送します。）
申込み：７月６日（金）
申込み：７月６日（金）【
（金）【必着】
必着】までに、往復はがきにて、①
までに、往復はがきにて、①希望教室名 ②希望時間（午前・午後
②希望時間（午前・午後）
・午後）
③住所 ④こどもの名前（ふりがな）⑤学年 ⑥電話番号 ⑦一緒に参加する保護者の氏名を
⑦一緒に参加する保護者の氏名を
書いて、下記申し込み先まで。
【申し込み・問い合わせ先】
申し込み・問い合わせ先】〒５１０－８６０１ 市民生活課市民・消費生活相談室
市民生活課市民・消費生活相談室
TEL３５４－８１４７
FAX ３５４－８４５２
TEL３５４－８１４７

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！（参加費無料）
対 象：どなたでも
申込み：不要
対 象：どなたでも
７月１５日（日） １０：００～１１：００ 親子で交通安全教室
申込み：不要
対 象：どなたでも（ｳｫｰﾀｰバトルは小学生以上）
１０：３０～１１：３０ ウォーターバトル＆
７月２６日（木）
持ち物：水鉄砲、バンダナ、ゴーグル、着替えなど
１３：３０～１４：３０ シュートアウトゲーム
申込み：不要
対 象：小学３～６年生、各回３０人
１０：３０～１１：３０
７月３０日（月）
リニア鉄道館の「出張授業」 持ち物：上ぐつ
１３：３０～１４：３０
申込み：６月２０日（水）９：００から
【申し込み・問い合わせ先】 こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０－５０２０ ＦＡＸ３３４－０６０６
７月１日（日）

１１：００～１２：００
七夕かざりを作ろう
１４：００～１６：００

