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協賛：春風会

１２月５日（水）１３：３０～１５：００
羽津地区市民センター ２階ホール

『リズムメイトの会』の方々による、懐かしい歌の演奏と、みなさん
『リズムメイトの会』の方々による、懐かしい歌の演奏と、みなさんとの
みなさんとの合唱などで、楽しく
との合唱などで、楽しく
リラックスできる恒例の講座です。申し込みはいりませんので、お気軽にお越しください。
リラックスできる恒例の講座です。申し込みはいりませんので、お気軽にお越しください。
講 師：リズムメイトのみなさん
参加費：無料
≪問い合わせ先≫羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５

お正月飾り講座
第１４回『羽津学』
第１４回『羽津学』 ～羽津を丸ごと知ろう～

「歴史講座」

今回は玄関や居間などに置くことができる花餅などを使った『正月飾り』を作ります。

第３講 文化財巡り『高田本山専修寺と寺内町見学』
１２月１２日
１２月１２日（水）１０：００
（水）１０：００～
１０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
講 師：三重県環境学習情報センターの環境推進員、四日市公害と環境未来館のみなさん
参加費：無料
参加費：
無料
員：２４名（定員になり次第締め切り
定員になり次第締め切り）
定 員：２４名（
定員になり次第締め切り
）
申込み：１１月２１日
：１１月２１日（水）
申込み
：１１月２１日
（水） ８：３０～
羽津地区市民センター窓口・電話にて受付
参加は、ひと家族お一人様まで
代理の方やご友人の分の申し込みは受付
受付できません
代理の方やご友人の分の申し込みは
受付
できません
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

平成３１
平成３１年
３１年２月１１日
１１日（月・祝）
８：００（
８：００（集合・
集合・出発）～
出発）～１７：００
）～１７：００頃
１７：００頃（帰着・
帰着・解散）
解散）
集合場所：羽津地区市民センター 南駐車場
目 的 地：蓮光寺（四日市市富田）、来教寺（四日市市楠）、
専修寺（津市一身田）、寺内町（津市一身田）
参 加 費：３,
：３,０００円（昼食代、保険料を含む。当日徴収します）
定
員：４５名
員：４５名（定員になり次第締め切り
４５名（定員になり次第締め切り）
（定員になり次第締め切り）
申し込み：
申し込み：１１月３日（土）～１２月２０日（木）
１１月３日（土）～１２月２０日（木）
羽津地区まちづくり推進協議会事務局にて受付（電話での受付はできません）
※１１月３日・４日のみ、文化祭会場・羽津郷土史と民俗研究会のブースで受付
≪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
ＴＥＬ・ＦＡＸ３３１－５３３３
・ＦＡＸ３３１－５３３３
（羽津地区市民センター２階・平日１０：００～１６：００）

羽津北小学校

ぴよぴよ

クリスマス会

１２月１９日（水）１０：００～
志氐神社

参集殿

（参加費無料）

主催：はづ子育て支援ぴよぴよ
対
象：羽津地区在住で、幼稚園・保育園に通園していない乳幼児と保護者
象：羽津地区在住で、幼稚園・保育園に通園していない
乳幼児と保護者
定
員：６０組（定員になり次第締め切り）
員：６０組
（定員になり次第締め切り）
申し込み：１１月２８日（水）８：３０～ 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
（電話や代理での申
し込みは受付できません）
※ 通常の『ぴよぴよ（さろんｄｅ志氐我野）』もあります
≪問い合わせ先≫羽津地区市民センター
ＴＥＬ３３１－４４６５

回
覧

今年も本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を
今年も本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を行います
本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を行います。地域の皆様には通行等
行います。地域の皆様には通行等
でご迷惑をおかけしますが、子どもたちのためにご協力いただきますよう、お願いいたします。
≪実施日・時間≫
試 走 日 時：１１月２１日（水）８：４０
１１月２１日（水）８：４０～１２：３０
８：４０～１２：３０
【予備日１１月２７日（火）
９：００～１２：３０と１３：４０～１５：００】
９：００～１２：３０と１３：４０～１５：００】
記録会日時
記録会日時：
日時：１１月２８日（水）９：００～１２：００
【予備日１１月３０日（金）９：００～１２：００】
≪問い合わせ先≫羽津北小学校 ＴＥＬ３３０－２００４

正しい自転車の乗り方を学ぼう！
主催：羽津地区まちづくり推進協議会 交通安全部会

１２月２日（日）９：００～１１：００（８：３０集合）
羽津北小学校 体育館および運動場
※詳しくは、１１月上旬の回覧をご覧ください
≪問い合わせ先≫羽津地区まちづくり推進協議会事
≪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）
推進協議会事務局（羽津地区市民センター２階）
ＴＥＬ・ＦＡＸ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

子どもを虐待から守るのは 地域の人々の「気づき」です！

人 形 劇 の ご 案 内
主催：羽津地区まちづくり推進協議会
主催：羽津地区まちづくり推進協議会 児童福祉部

１２月１５日（土）１０：００～

・「おかしい」と感じたら迷わず連絡
・「しつけのつもり…」は言い訳
・子どもに不自然なあざやケガがある
・虐待はあなたの周りでも起こりうる

ねずみのよめいり

出演

人形劇団どむならん

申し込み不要・参加費無料です。
お気軽にご参加ください。

あなたにできる
ことから即実行

羽津地区市民センター ２階ホール

虐待かもしれないと思ったら…
演題

子どもの命が
最優先

アコーディオンの
演奏と一緒にお話
が進みます。

まずは、連絡・相談ください

●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談
四日市市家庭児童相談室 ＴＥＬ３５４－８２７６
ＴＥＬ３５４－８２７６
●児童相談所全国共通ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９

ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品をご
医薬品をご存
をご存じですか？
ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品は、これまで
医薬品は、これまで使
は、これまで使われてきた薬
われてきた薬（先発医薬品）の
先発医薬品）の特許
）の特許が
特許が切れた
切れた後に、同等
に、同等の
同等の品質で
品質で
製造販売されるお
製造販売されるお薬
されるお薬です。欧米
です。欧米で
欧米で広く普及しており、
普及しており、日本
しており、日本でも
日本でも利用者
でも利用者は
利用者は年々増加しています
年々増加しています※。
※国内の
国内の普及率は
普及率は約６割（数量ベース）
数量ベース）

ジェネリック医薬品を利用するに
どなたでもご参加いただけます。小さなお子様連れの方も大歓迎！（託児あります）

１１月２４日（土）１０：００～１１：３０
さろんｄｅ志氐我野
さろんｄｅ志氐我野

ジェネリック医薬品の特徴

かかりつけ医療機関
かかりつけ 医療機関や
医療機関 や薬局の
薬局 の 薬剤師にご
薬剤師にご相談
にご 相談

① 低価格で
低価格で経済的

ください。

・先発医薬品をもとに
先発医薬品をもとに作
をもとに作られているため開発費
られているため開発費

講 師：内田 まさ代 さん
内 容：マッサージとメイク
持ち物：普段使用しているメイク用品、ミラー、髪留め（ターバンまたは前髪ピン）
その他：申し込み不要、参加費無料

＜ご注意
＜ご注意＞
注意＞
が少なく、低価格
なく、低価格になっています。
低価格になっています。
※すべての薬
※すべての薬にジェネリック医薬品
にジェネリック医薬品があると
医薬品があると
② 効き目や安全性は
安全性は先発医薬品と
先発医薬品と同等
は限りません。
・先発医薬品と
先発医薬品と同様に
同様に国の安全基準を
安全基準を満たして
※ジェネリック医薬品
※ジェネリック医薬品に
医薬品に切り替えても自己負
えても自己負
いるので、安心
いるので、安心して
安心して使用
して使用できます。
使用できます。
担額があまり
担額があまり変
があまり変わらない場合
わらない場合もあります。
場合もあります。
・製品によっては、
製品によっては、先発医薬品
によっては、先発医薬品よりも
先発医薬品よりも飲
よりも飲みやす

１２月８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）
メニュー：ロールキャベツと洋風炊きこみごはん
定
員：２０名（定員になり次第締め切り）
参 加 費：食材費実費（１,０００円）
持 ち 物：エプロン、手ふきタオル、持ち帰り用タッパー
申し込み：１１月１９日（月）～３０日（金）（平日１０：００～１６：００）
下記事務局窓口にて受付（電話での申し込みはご遠慮ください）
≪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・ＦＡＸ
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

納税は、便利で安心な

口座振替で‼

【問い合わせ先】収納推進課
【問い合わせ先】収納推進課
ＴＥＬ ３５４－８１４１
ＦＡＸ ３５４－８３０９

さ等、よりよく工夫
、よりよく工夫されたものもあります。
工夫されたものもあります。

≪問い合わせ先≫
保険年金課 管理係 TEL３５４－８１５８
TEL３５４－８１５８

市内に
市内に設置されている
設置されている防災行政無線
されている防災行政無線（固定系）
固定系）の試験放送を
試験放送を実施します
実施します
日時：１１月２１日（水）１１：００ごろから数分程度
試験放送内容
放送機器

放 送 ・ 吹 鳴 内 容

市内全ての防災行政無線（固定系）屋外拡声子局（１１９箇所）および
ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次のように放送されます。
【放送内容】
防災行政無線
上りチャイム音（♪ピンポンパンポン
）
（固定系）
「これは、J
「これは、
J アラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音（♪ピンポンパンポン
）
地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
0593514004（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。
●059
-351
-4004
（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。
≪問い合わせ先≫危機管理室 ＴＥＬ３５４－８１１９

