平成３０年

お 知 ら せ

９月

５日（№１１）

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/

敬老の日 ご長寿おめでとうございます
羽津地区在住の７０歳以上の方は、２，６５６名です。
平成３０年７月１日現在

１０月２３日（火）１０：００～１２：００
羽津地区市民センター ２階ホール

絵本の読み聞かせや、
手作り「ぐりとぐら」人形
などの展示もあります

講

師：谷口泰子さん（羽津絵本の会会員。「絵本・児童文学研究センター」にて基礎講座修了。
子育てに絵本を使って、親子の笑顔と思い出を増やす方法をお話しします。）
申し込み：申込用紙にご記入のうえ、市民センター窓口へ持参または郵送してください。
〒５１０－０００３ 四日市市大宮町１３番１２号
羽津地区市民センター「絵本の講座申込み」係
（申込用紙は、市民センター１階パンフレット置き場にあります）
メール申し込みも可能です（hazuehonnokai@gmail.com
メール申し込みも可能です（hazuehonnokai@gmail.com）
hazuehonnokai@gmail.com）
締め切り：１０月９日（火）【
締め切り：１０月９日（火）【必着】
必着】
参 加 費 ：無料
定
員：３０名（１０月１６日（火）までに連絡がなければ参加は可能です）
託
児：あります（無料） 利用される方は、９：３０～９：５０までに、
１階和室で受付を済ませてください（時間厳守）
【問い合わせ先】
森 ＴＥＬ３３１－５０５０
問い合わせ先】羽津絵本の会 千種 ＴＥＬ３３２－１０１３

四同連・中東部ブロック人権研修記念公演

何も怖くない！地域で支え合う介護
主催：ＮＰＯ法人 緑の会羽津 ・ 羽津地区市民センター

参加費無料

９月３０日（日） 開演１０：００
植樹イベント開催のお知らせ
第１部 １０：１５～ 羽津在宅介護支援センター講演
第２部 １０：５０～ 劇団・笑劇派公演
劇団・笑劇派とは？
愛知県豊田市を拠点に、学校や自治体などで、社会的な
話題を題材にした新喜劇を披露して、記憶に残る笑いと
感動をお届けするお笑い劇団です。

羽津文化幼稚園ホール（別名五丁目４－３１）【駐車場あり】
入場無料・申し込み不要です
主催：四日市市各地区人権・同和教育推進協議会等連絡会 中東部ブロック
【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）
ＴＥＬ３３１－５３３３
Ｅメール jimukyoku@hazu.org

公園に木を植えて、身近な自然を育てませんか？
１０月２０日（土） ８：３０～ 【雨天の場合２７日（土）へ延期】
垂坂公園・羽津山緑地 管理棟バルコニー集合
募集人数：先着１５組（小学生のお子さんは保護者同伴でご参加ください。
中学生からお一人で参加できます。）
申し込み：１０月１日（月）～１７日（水）までに、電話かメールで申し込み
【申し込み・問い合わせ先】
申し込み・問い合わせ先】
ＮＰＯ法人 緑の会羽津 ＴＥＬ３３３－５５９７（９：００～１６：００）
メールアドレス：npohadu@crest.ocn.ne.jp
メールアドレス：npohadu@crest.ocn.ne.jp

主催：羽津地区まちづくり推進協議会

四日市北警察署移転に伴う業務開始のご案内

大正琴脳トレ講習
北警察署が羽津地区に移転し、下記の日程で業務を開始します。
業務開始 ９月１０日（月）８：３０～
新 住 所 〒５１０－００１２ 四日市市大字羽津４４５２番地
【県道上海老茂福線（富田山城線）斎宮東交差点横】
ＴＥＬ３６６－０１１０（
ＴＥＬ３６６－０１１０ 変更なし）
・運転免許更新等の窓口業務のご用件で来庁される方は、業務開始当日の８：３０以降にお越し
ください。
・緊急のご用件などは、業務開始当日の８：３０まで現在の庁舎（松原町）で受け付けております。
回
覧

参加費無料
申し込み不要

大正琴の楽譜は数字譜なので音楽の知識ゼロでも簡単に弾けます。
知っている曲を奏でながら脳の活性化をしてみませんか？

日時：１０月１１日（木）１０：００～１２：００
場所：さろんde
場所：さろんde志氐我野
de志氐我野
講師：伊藤よし江さん（琴伝流大正琴四日市支部講師）
・最初に弾き方を習い、自分のペースで楽しみながらいろいろな曲を弾きます。
・時間内にいつ来ていただいてもOK
・時間内にいつ来ていただいてもOKです。
OKです。
・大正琴の数に限りがありますので交代制になる場合もあります。
【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（平日１０：００～１６：００）
ＴＥＬ３３１－５３３３
Ｅメール jimukyoku@hazu.org

再掲

伊勢型紙 講座
９月２７日（木）・１０月４日（木） ９：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
講 師：八田 郁子さん
定 員：２０名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）
材料費：１作品６８０円（色紙代含む、当日徴収します）
申込み：９月４日（火）８：３０より受付開始
羽津地区市民センター窓口・電話にて受け付け（先着順）
≪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 ＴＥＬ ３３１－４４６５

一般財団法人自治総合センターでは、
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、
宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を行っています。
コミュニティ活動に対し助成を行っています。
平成３１年度の助成を希望するコミュニティ組織は、
平成３１年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。
地区市民センターまでご連絡ください。
●助成対象団体：
助成対象団体：コミュニティ組織（
コミュニティ組織（自治会、
自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）
町内会など地域に密着して活動する団体）・自主防災組織
自主防災組織
●募集する事業：
募集する事業：①一般コミュニティ助成事業
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業
④地域防災組織育成助成事業
●書類提出期限：
書類提出期限：①②③については
②③については、
については、１０月１日（
１０月１日（月）までに市民生活課へ
④については、
については、１０月４日（
１０月４日（木）までに危機管理室へ
※制度の詳細は、
制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
http://www.jichihttp://www.jichi-sogo.jp/

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会

日本語ボランティア募集！
９月２２日（
９月２２日（土）１０：００～１３：００
羽津地区市民センター ３階 調理室
講師：石崎克彦さん（四日市羽津医療センター グランドシェフ）
グランドシェフ）

四日市国際交流センター（
四日市国際交流センター（ＹＩＣ）
ＹＩＣ）では、
では、市内に在住する外国人市民に日本語や日本文化を
教えていただくボランティアを随時募集しています。
教えていただくボランティアを随時募集しています。

再掲

定
員：２０名（
員：２０名（定員になり次第締め切り）
定員になり次第締め切り）
参 加 費：食材費実費（
費：食材費実費（１,０００円）
０００円）
持 ち 物：エプロン、
物：エプロン、手ふきタオル、
手ふきタオル、持ち帰り用タッパー
申し込み：９月３日（
申し込み：９月３日（月）～１４日（
～１４日（金）（平日１０：００～１６：００）
平日１０：００～１６：００）
下記事務局にて受け付け（
下記事務局にて受け付け（電話でのお申し込みはご遠慮ください）
電話でのお申し込みはご遠慮ください）
【申し込み・問い合わせ先】
申し込み・問い合わせ先】
羽津地区まちづくり推進協議会事務局（羽津地区市民センター２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

●マンツーマン指導
ボランティアと外国人学習者が、
１対１のペアを組んで継続した学習をします。
ボランティアと外国人学習者が
、１対１のペアを組んで継続した学習をします
。
●資格・
資格・経験不問
高校生以上であれば、
どなたでも登録いただけます。
初めての方も大歓迎！
高校生以上であれば
、どなたでも登録いただけます
。初めての方も大歓迎
！
●選べる活動日時
火～日曜日の９：００
：００～１７
～１７：００
：００の間で
の間で、
火～日曜日の９
：００
～１７
：００
の間で
、活動可能な曜日と時間
（１回６０分から９０分）
１回６０分から９０分）を選んで登録。
を選んで登録。
●活動場所
四日市国際交流センター（
四日市市役所北館５階）
四日市国際交流センター
（四日市市役所北館５階
）
開館９：００
開館９：００～１７
：００～１７：００
～１７：００（
：００（月曜日・
月曜日・祝日・
祝日・年末年始休館）
年末年始休館） ※見学も可能です！
見学も可能です！
【問い合わせ先
問い合わせ先】四日市国際交流センター ＴＥＬ３５３－９９５５
ＴＥＬ３５３－９９５５

羽津地区市民センターで行う
集団がん検診の申し込みはお済みですか？

申込締切
１０月１日（月）

羽津地区市民センターで実施する『集団がん検診』を受診するには申し込みが必要です。
申し込み締切日が近づいておりますので、検診をご希望の方はお早めにお申し込みください。

検 診 日 ：１０月２９日（月）・３０日（火）・３１日（水）
実施場所：羽津地区市民センター
検診内容：胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診（マンモグラフィ）
【申し込み受付】羽津地区市民センターほか各地区市民センター（中部を除く）、
市民窓口サービスセンター、三重北勢健康増進センター（ヘルスプラザ）
健康づくり課（電話での申し込みは受け付けていません）
【問い合わせ先】健康づくり課 ＴＥＬ３５４－８２８２

納税は、便利で安心な
【問い合わせ先】収納推進課
ＴＥＬ ３５４－８１４１
ＦＡＸ ３５４－８３０９

口座振替で‼
口座振替で‼

市立博物館では、常設展示「時空街道」の案内人（博
物館ボランティア）を募集しています。
詳しくは、博物館ほか各地区市民センターなどに配置
の「博物館ボランティア募集要項」をご覧ください。
（博物館ホームページからもダウンロードできます。）
ご応募お待ちしています！
時空街道の
時空街道の案内人

募集期間：９月３０日（日）まで【必着】
【応募・問い合わせ先】
四日市市立博物館 博物館ボランティア係
〒５１０－００７５ 四日市市安島一丁目3番16号
ＴＥＬ３５５－２７００ FAX３５５－２７０４（火～金曜日８：３０～１７：１５）
Ｅ‐mail hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

