「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内
平成３０年１０月 ５日（№１３）

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/

１０月２１日（日）

９：３０～

詳しくは、「広報よっかい
ち」と同時配布するプログ
ラムをご覧ください

“元気印”で過ごすための食生活の話や楽しい運動を紹介します。
食生活については「食生活改善推進員」が、
運動については「ヘルスリーダー」が担当します。
“いつものおかずに
プラス1品!!”におす
１０月２２日（月） １３：００～１５：３０
すめの簡単おかずの
羽津地区市民センター ２階ホール
試食もあります。
対 象：おおむね６５歳以上の市民
定 員：３０名程度（申込不要）
参加料：無料（試食あり）
持ち物：タオル、お茶、筆記用具
その他：運動しやすい服装でお越し下さい
【問い合わせ先】 健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

キッズ料理教室

羽津小学校

「羽津おうちごはん」

主催： まちづくり推進協議会
児童福祉部会

運動場
朝ごはんをつくろう 「フレンチトースト」

☂雨天の場合は、１０月２８日（日）に延期になります

１１月１０日（土）１０：００～１３：００
羽津地区市民センター ３階 調理室
平成30
平成30年度
30年度

市から提示するテーマ

シティプロモーション
四日市市
〜もっと四⽇市を好きに
タウン
なってもらうために〜
ミーティング in 羽津

１０月２５日（木）
１９：００～２０：３０
羽津地区市民センター
■対象

対 象
参加費
持ち物
市長自らが直接地域に赴き、地域の皆
さんの声を積極的にお聴きして意見交
換を行うことで施策に反映し、もって
地域力の向上を図ることを目的として
タウンミーティングを開催します。
市から提示するテーマのほか、会場
の皆さんとのフリートークの時間もあ
ります。（手話通訳・要約筆記あり）
（手話通訳・要約筆記あり）

２階ホール
ぜひ、ご参加ください。

羽津地区にお住まいの人

※会場および駐車場のスペースには限りが
ありますのでご了承ください

■地域テーマ
霞ヶ浦駅前の整備
および周辺の活性化について

＜問い合わせ先＞
羽津地区まちづくり推進協議会事務局
羽津地区在住の小学生（定員２０名）
（平日１０：００～１６：００）
５００円（当日徴収いたします）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３
エプロン・三角巾またはバンダナ（頭を覆うもの）
Ｅメール：jimukyoku＠hazu.org
ふきん２枚・ハンカチまたはタオル

■問い合わせ 広報マーケティング課
TEL ３５４－８２４４ FAX ３５４－８３１５
≪

センターに見本があります

申し込み
方 法

１０月２２日（月） 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、
事務局へお申し込みください。（ＴＥＬ・ＦＡＸ・Ｅメールでの受付はいたしません）

申し込み

さろん ｄｅ 志氐我野ではこれまで子どもを対象にした子ど
も食堂を運営してきましたが、新たに高齢者を対象にした
『さんきゅー食堂』を開始することになりました。対象は、７０
歳以上はどなたでも、７０歳以下は介護認定（要支援１、２）
の方です。毎月１回 １２：００～１３：００に昼食（３９０円
３９０円）の
３９０円
提供を始めます。定員３０名（先着順）の申込制です。ご希
望の方は下記宛先までお申し込みください。
（昼食代はさんきゅー食堂開催当日徴収します）

さんきゅー食堂
開催日

開 始

締 切

１１月９日（金）

１０/１１
（木）

１０/２５
（木）

１２月２１日（金）

１１/２２
（木）

１２/６
（木）

＊定員になり次第締め切ります

【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
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ （平日１０：００～１６：００）

≫

羽津中学校

１０月３１日（水） １０：００～１１：００

講師：葛山 雅代さん
＊雨天の場合は、１１月1日（木） １０：００～１１：００
毎年好評いただいている和紙ちぎり絵講座を、
今年も行います。
作品は来年の干支の亥（イノシシ）です。

垂坂公園・羽津山緑地 芝生の広場
当日の開催は,羽津中学校ＨＰでご確認いただけます 【 http://yokkaichi.ed.jp/hazuchu 】

１１月２８日（水）１０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール

作品 Ａ（６４８円）

作品 Ｂ（１,０８０円）

＜主催＞
材料費： Ａ（６４８円） Ｂ（１，０８０円）です。
申込み： １０月１８日（木）８：３０から羽津地区市民センター
窓口にて受付。材料費を添えてお申し込みください。
締切り： １０月３１日(水）
定 員： ３０名
＜問い合わせ先＞ 羽津地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－４４６５
回
覧

持ち物
はさみ、筆（糊付け用）
エンピツ

第１４回
第２講

あれば…目打ち、落款

羽津郷土史と民俗研究会

『羽津学』

～羽津を丸ごと知ろう～

１１月３日（土）
１３：３０～１５：００
羽津小学校体育館

『ええっ！地震もないのに大津波！』
講 師：前川 あや氏

「歴史講座」

＊ 講師の方の都合で【お知らせはづ ６月５日号】で
ご案内した内容から変更になりました

変更

『大きな地震がきたら・・・』
～羽津にも津波がやってきた～
講 師：羽津郷土史と民俗研究会 森逸郎さん
四日市市役所 危機管理室 職員

主催： スポーツ委員会
共催： 羽津グラウンド・ゴルフ同好会

羽津小学校

運動場

１１月１１日（日）９：００～（８：３０集合）

※雨天の場合は、１１月２５日（日）に延期
申込み用紙は、羽津地区市民センター１階パンフレット置き場に置いてあります。
必要事項を記入のうえ、センター２階のまちづくり推進協議会入口横のＢＯＸへ入れて下さい。
＜問い合わせ先＞
羽津グラウンド・ゴルフ同好会
山本
ＴＥＬ ３３１－２５０５

参加費
３００円

平成３０年度 はもりあ四日市ＤＶ防止講演会

「ステキな恋愛をしてほしい♡
「ステキな恋愛をしてほしい♡」

～ＤＶする子にも、される子にもしないために～
11月12日～25日は、
「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です。

１１月１４日（水）１４：００～１５：３０（開場１３：３０）

四日市市総合会館 ８階 第４会議室 （四日市市諏訪町２番２号）
講師

神永れい子さん アウェア認定 デートＤＶ防止教育ファシリテーター
ＤＶ加害者更生プログラムファシリテーター
★定 員
７０名（１０月２日(火)９：００受付開始、定員になり次第〆切）
★ 参加費
無料
★託 児
あり・先着１０名程度（無料、６カ月から未就学児）
女性に対する暴力根絶
１０月３１日（水）までにお申し込みください。
のためのシンボルマーク
◆申し込み・問い合わせ先◆
男女共同参画センター「はもりあ四日市」 TEL ３５４－８３３１ FAX ３５４－８３３９
四日市市本町９番８号 本町プラザ３階
Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

◇■◇◇■◇

民事介入暴力巡回無料法律相談の開催について

１０月２６日(金)

第２研修室

看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！！
潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できるように、
または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい方に対して
研修を開催いたします。
１１月1日（木）、８日（木）、１５日（木）、２２日（木）、
２９日（木）、１２月６日（木）

受付期間
１０月１９日（金）まで

平成３１年１月１０日（木）、１７日（木）、２４日（木）、
３１日（木）、２月７日（木）、１４日（木）

受付期間
１２月２１日（金）まで

◇■◇◇■◇

１３：００～１６：００

四日市市総合会館７階

自分自身はもちろん、家族や地域の人のために、介護予防についてみんなで楽しく、学びませんか？
◆ 日 時 １１月２日、９日、１６日、３０日、１２月７日
（いずれも金曜日 １４：００～１６：００）
◆ 場 所 橋北交流会館 （四日市市東新町２６－３２）
◆ 対 象 受講後、ヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる人
◆ 定 員 ２０人程度
◆ 参加料 無料
◆ 内 容 介護予防に関する講義や運動実習など
◆ 申し込み方法 ◆
１０月１９日（金）【必着】までに、お名前（ふりがな）、郵便番号・住所、電話番号、受講会場、
「ヘルスリーダー養成講座」希望と明記の上、はがきかＦＡＸ、または電話で下記申し込み先へ
◆ 申し込み・問い合わせ先 ◆
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５
四日市市役所 健康づくり課
ＴＥＬ ３５４－８２９１ ＦＡＸ ３５３－６３８５

（四日市市諏訪町２番２号）
※どちらも同じ内容で実施いたします。（研修内容はプログラムを参照）

＊相談は無料で、秘密は厳守致します。気軽にお立ち寄りください。
【主 催】
暴力追放三重県民センター
【協 力】
暴力追放三泗地区市町民会議（事務局：四日市市役所市民協働安全課）
【問い合わせ先】 暴力追放三重県民センター
ＴＥＬ ０１２０－３１－８９３０
三重県警察本部組織犯罪対策課 ＴＥＬ ０５９－２２２－０１１０
四日市南警察署
ＴＥＬ ３５５－０１１０

川向山添遺跡

-古墳時代のムラの跡-

○開催場所
○受講資格
○受講生

四日市看護医療大学（四日市市萱生町１２００番地）
※ただし、実習については、実習受入先での受講となります。
再就業を希望する潜在看護師 など
各１０名まで（応募多数の場合は、抽選とさせていただきます）

問い合わせ先

健康福祉課

企画係

ＴＥＬ

３５４－８２８１

発掘調査（第２次）の現地説明会

一般国道１号北勢バイパスの建設に伴って実施しております川向山添遺跡の発掘調査につきまして、
現地説明会を開催します。古墳時代の竪穴式住居跡や出土した土器を実際に見ることができる貴重
な機会です。ぜひご見学下さい。

１０月１３日（土）１３：００～ （小雨実施・荒天中止）
市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ
西坂部町 川向山添遺跡

≪江田橋西交差点より県道６１６号を西に約２００ｍ≫

＊駐車場は台数に限りがあるため公共交通機関でお越しください

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り
業務を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【 臨時休業日 】
【主

催】四日市市教育委員会

【問い合わせ先】社会教育課

ＴＥＬ

１１月１0日（土）・１1日（日）

終

日

３５４－８２４０
【市民課】
【市民窓口サービスセンター】

くるべ古代歴史館企画展

ＴＥＬ
ＴＥＬ

３５４－８１５２
３５９－６５２１

「くるべのお屋敷？ 大矢知山畑遺跡展」のお知らせ
開催期間

開催場所
展示解説

９月５日（水）～１１月１８日（日）９：００～１７：００
月・火曜日休館（休日の場合は翌日）
臨時休館 １０月１０日（水）・２４日（水）、１１月７日（水）
くるべ古代歴史館学習展示室 企画展示コーナー
１０月７日・２１日、１１月４日（いずれも日曜日） １４：００～

くるべ古代歴史館

四日市市大矢知町２３２３－１
ＴＥＬ ３６５－２２７７ ＦＡＸ ３６５－２２８８ メール：kurube@city.yokkaichi.mie.jp

だるまちゃんとてんぐちゃん
だるまちゃんとかみなりちゃん
ぜったいにおしちゃダメ？
ノラネコぐんだんアイスのくに
そらの１００かいだてのいえ

送り火
ファーストラヴ
西郷どん！（前編・後編）
＊本の貸し出しはひとり５冊、２週間です。
新刊の貸出はひとり２冊までです。

