平成３０年７月２０日（№８）

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/

手 話 講 座（参加費無料） の ご 案 内
８月 １日（水） ・聞こえないとは？
・伝えあってみよう①
８月 ８日（水） ・伝えあってみよう②
・あいさつの手話
８月２２日（水） ・あなたの名前は？
～ 名前を伝えてみよう ～
どなたでも参加できます。
１日だけの参加もできます。
羽津地区市民センター窓口でも
申し込みを受け付けています。

・ゲーム
＜主 催＞
はづ子育て支援
ぴよぴよ

羽津地区市民センター ２階ホール
１４：００～１５：００
【問い合わせ・申し込み先】
羽津地区手話サークル『はばたき』代表 松永

羽津絵本の会のみなさんと一緒に、
手遊びをしたり絵本を読んでもらいましょう。
0歳～未就学児とその保護者の方が対象です。
申込不要・参加費無料です。
お気軽にご参加ください。
❤問い合わせ先❤ 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

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

８月７日（火） １３：３０ ～ １４：３０

８月９日（木） １３：３０ ～ １５：００

かすみの里

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

女子力アップ講座

まちづくり推進協議会
主催：
女性委員会

カードケースを作ろう！

講師：キルトレガーロ
武居美智子さん

受付期間
８月６日（月）～１７日（金） 【先着順】
定員になり次第締め切らせていただきます。
申込方法
まちづくり推進協議会事務局へ直接または、
電話・ＦＡＸ・Ｅメールで下記申し込み先へ
≪問い合わせ・申し込み先≫
羽津地区まちづくり推進協議会事務局
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３

ＴＥＬ３３２－３４９２

≪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

８月２５日（土）
１０：００～１２：００
さろん
ｄｅ 志氐我野

★ 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。

肺がん・結核検診のお申し込みはおすみですか？
羽津地区市民センターで行われる肺がん・結核検診

材料費
持ち物
定

員

１,０００円
糸、布切ばさみ、縫い針、
まち針、筆記用具
１０名

８月３０日（木） ９：００～１１：３０・１３：００～１４：００
受診希望の方は、８月１５日（水）までに、
羽津地区市民センター窓口にてお申し込みください

（平日１０：００～１６：００）
Ｅメール jimukyoku＠hazu.org

８月１１日（土・祝） １８：００～２１：３０
回
覧

羽津地区 盆踊り大会

［ 志氐神社境内 ]

戦没者を追悼し平和を祈念する日

８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で
政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。
市民・事業者の皆さんも当日正午から１分間の黙とうをお願いします。
黙とうの時間にあわせて、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。

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』

８月１５日に黙とうを

１日

８日

２２日

２９日

（水）

（水）

（水）

（水）

１０：００～１１：３０

ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所

【健康福祉課】

ＴＥＬ

３５４－８１０９

・

ＦＡＸ

３５９－０２８８

１日・２日・７日・８日・９日・２１日・２２日・２３日
９：３０～１４：３０

２８日・２９日・３０日

(火・水・木）

TEL３３２－２３９２
羽津保育園

２日

９日

１６日

２３日

３０日

(木）

(木）

(木）

(木）

(木）

市民課からのお知らせ

ＴＥＬ ３５４－８１５２ ＦＡＸ ３５９－０２８２

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
羽津文化幼稚園

１日

２９日

（水）

（水）

１０：００～１１：３０
TEL３３１－３６１５

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場合は、
市民課へご連絡ください。

羽津幼稚園
１０：００～１１：３０
TEL３３１－４７１２

★コンビニ交付サービス始まります（来年２月予定）

今月はお休みです
３歳児対象

１０：００～１１：３０

『はづ子育て支援

コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアなどに設置
されているキオスク端末から、住民票などの証明書が取得できるサービスのことです。
本市では、平成３１年２月ごろから開始を予定しています。

ぴよぴよ』 ってなに？
＜コンビニ交付サービスの利点＞

羽津地区の民生委員・児童委員が中心となって活動している子育て支援団体が
主催し、お子さんと保護者の交流の場となっています。

・
・
・

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 ☺☺☺☺☺☺

７月３１日（火）
～８月２日（木）
１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

夏休み宿題応援ＤＡＹＳ
◆ 書道にチャレンジ

１０：００～１２：００
対 象：小学生～高校生
定 員：な し

持ち物：習字道具一式、宿題、汚れてもいい服

◆ ポスターを描こう！

１３：００～１６：００

減災アドバイザーを知っていますか
持ち物：参加ポスターの募集プリントと制作用具
画用紙、汚れてもいい服
対 象：3歳以上
定 員：各回先着２０名

おうちの人とジグソーパズル作り
８月１９日（日）
①１１：００～１２：００
②１３：３０～１４：３０

お気に入りの絵とダンボールで、自分だけのジグソー
パズル作りに挑戦しよう。

当日９：００から
整理券を配布します

持ち物：パズルにしたい絵や写真（希望者）

メディシンボール大会
８月２２日（水）
１３：３０～１４：３０

お昼休みや夜間、休日でも、証明書が急に必要となったときに、
最寄りのコンビニエンスストアですぐに取得できます。
全国のコンビニエンスストアで、毎日、６：３０～２３：００まで利用できます。
（ただし、１２月２９日～１月３日は利用できません）
申請書の記入が不要です。
※ コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードが必要です。
通知カード（紙製）、住民基本台帳カードではご利用できません。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会にぜひ、申請をお願いします。

対 象：小学生～中学生

チームワークが決め手のメディシンボールを楽しもう！ 定 員：な し
持ち物：上ぐつ

地区の防災組織には「減災アドバイザー」がいます。
この方たちは、四日市市防災大学の修了者など防災の知識を持ち、地区の
防災活動の推進を図るため、地区防災組織の会長の支援・補佐をしていた
だいています。
防災訓練の企画や助言・指導、住民の方へ防災知識の普及活動をするなど、
各地区の防災組織の取り組みのサポートや防災・減災活動へのアドバイスを
行っていただいております。
【問い合わせ先】 危機管理室 ＴＥＬ ３５４－８１１９ FAX ３５０－３０２２

夏まつり
８月２６日（日）
１３：００～１６：３０

たくさんの屋台や出しもので楽しい1日をすごそう。
こども運営委員会による「なぞときおばけやしき」も
お楽しみに！

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

対 象：どなたでも
定 員：な し

(年末年始を除き毎日開館）

四日市まちじゅうこども図書館へ来てみませんか？
参加店の目印の旗

子どもや大人が気軽に本に親しめる場所、それが「四日市まちじゅうこども図書館」です。
平成２８年３月に、市内の全郵便局や飲食店、医院などを登録し、現在は９８館がオープン
しています。参加店マップは地区市民センター等で配布していますので、お近くの四日市
まちじゅうこども図書館へ、ぜひ一度お越しください。
また、現在、追加の登録店舗を募集しています。ご興味のある方は、ぜひご検討ください。
(申込用紙・参加店マップは、市のホームページにも掲載しています。)
【問い合わせ先】

社会教育課

ＴＥＬ

３５４－８２３８

