平成３０年１１月２０日（№１６）

お 知 ら せ

再掲載

【問い合わせ先】

羽津地区市民センター

ＴＥＬ３３１－４４６５

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/

主催

羽津地区連合自治会

協賛：春風会

『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。
申し込み不要・参加費無料です、お気軽にお越しください。

霞コンビナートは四日市の第三コンビナートとして１２の企業が集積しております。
石油化学コンビナートでは災害時の部分的な被災がコンビナート全体に影響を及ぼす可能性が懸念
されております。そのようなコンビナート災害について、消防本部、危機管理室から講師を迎え説
明会を開催しますので、皆様のご参加の程よろしくお願いします。

１２月２日（日）１３：３０～

羽津地区市民センター

≪参加費無料≫

１２月１２日（水）１０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール

２階ホール
◇ 講 師

講

師

消防本部予防保安課職員
危機管理室職員

＊申込不要・参加費無料です。お気軽にご参加ください。

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
２４名（先着順） ＊定員になり次第締め切ります
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、ひと家族お一人様です
＊代理の方やご友人の分の申し込みは受付できません

◇ 定 員
◇ 申込方法

<問い合わせ先> 羽津地区連合自主防災会会長 西脇良孝 ＴＥＬ０９０－２３４８－２４２９
健康ボランティア
四日市市ヘルスリーダーの会による

１２月５日（水） １３：３０ ～ １４：３０
さろん ｄｅ 志氐
志氐我野

１２月１３日（木） １３：３０ ～ １５：００
羽津地区市民センター ２階ホール

「介護予防」についてのお話と軽い体操
≪問い合わせ先≫
羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３４－３３８７

羽津地区在住で
幼稚園・保育園に通園していない
乳幼児と保護者の方が対象です。

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！
≪問い合わせ先≫
健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

◇申込方法

１２月１９日（水）
★ 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。

１０：００～

志氐神社 参集殿

１１月２８日（水）８：３０～

◇定員
６０組（先着順）

羽津地区市民センター窓口
での受付。
電話や代理での申し込みは
受付できません。

第１４回 『羽津学』 ～羽津を丸ごと知ろう～ 「歴史講座」

再掲載
第３講 文化財巡り『高田本山専修寺と寺内町見学』
＊当日は『さろん de 志氐我野』にて、通常の『はづ子育て支援 ぴよぴよ』も開催しています。

平成３１年２月１１日（月・祝） ８：００（集合・出発）
集合場所：羽津地区市民センター 南駐車場
参加費
定 員

＊帰着・解散は１７：００頃の予定です。
３,０００円
当日徴収します（昼食代、保険料を含む）
４５名（定員になり次第締め切り）

≪申し込み受付≫

≪問い合わせ先≫

回
覧

１１月３日（土）～１２月２０日（木）
下記窓口にて受付中
＊お電話での申し込みは受付できません

■□■□■ 目的地 ■□■□■

▶
▶
▶
▶

蓮光寺（富田）
来教寺（楠）
専修寺（津市一身田）
寺内町（津市一身田）

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）
ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

羽津郷土史と民俗研究会では、『はづ』第２集 ～神社 その１（伊賀留我神社）～を１２
月に刊行し、販売いたします。購入をご希望される方は、羽津地区まちづくり推進協議会事務
局窓口（電話でのお申し込みは受け付けておりません）にてお申し込みください。詳しくは、
同時期に回覧されるチラシをご確認ください。内容の中に［日待ち神事]の詳細が記されていま
す。地図や写真を多く掲載していて読みやすく、興味をもって読んでいただけると思います。
【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）
ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

１２月 ６日（木）
１２月１３日（木）
１２月１３日（木）
１２月１８日（火）

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

四日市市議会

議会報告会のお知らせ

第１部：議会報告会
第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
１２月２７日（木） １２月２８日（金）
平成３１年１月７日（月）
日 時
18:30～20:45
18:30～20:45
18:30～20:45

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）

都市・環境

常任委員会

産業生活

総

務

教育民生

はづ子育て支援ぴよぴよ
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』

５日

１２日

１９日

２６日

（水）

（水）

（水）

（水）

１０：００～１１：３０

ＴＥＬ３２４－２２８６

所管事項
みのり保育所
９：３０～１４：３０ ４日、５日、６日、１１日、１２日、１３日 （火・水・木）

商工業、農林水産
道路、住宅、上下水
業、市民文化、市立 市政の企画、財務、 教育、こども、健康
道、環境衛生、国体
病院、シティプロ 危機管理、消防など 福祉など
など
モーションなど

TEL３３２－２３９２

会
羽津保育園

６日

１３日

２０日

（木）

（木）

（木）

５日

１２日

１９日

（水）

（水）

（水）

７日

１４日

（金）

（金）

場

八郷地区市民ｾﾝﾀｰ 富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ 小山田地区市民ｾﾝﾀｰ 塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ
２階大会議室
２階大会議室
２階大会議室
２階大会議室

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７
羽津文化幼稚園

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

１０：００～１１：３０
TEL３３１－３６１５
羽津幼稚園

【問い合わせ先】

✲✲✲✲✲✲✲

１０：００～１１：３０
TEL３３１－４７１２

議事課

ＴＥＬ

３５４－８３４０

市内学童保育所の指導員を募集しています

✲✲✲✲✲✲✲

子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。経験・資格の有無は問いません。
常勤の指導員だけでなく、週に1日だけ、夏休みだけの勤務、ボランティアを希望される人も募集しています。
【内 容】 市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など
【その他】 各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。

１２日
３歳児対象

議会事務局

１０：００～１１：３０
（水）

◆指導員登録説明会

１２月１５日（土）１８：００ 四日市市総合会館 第１研修室

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？受講開始から1年以内に受講を完了すれば、援助会員とし
て登録できます。１講座からでも受講できます。

① 新規援助会員講習会のお知らせ
＜会 場＞
＜開 催 日＞

＜締め切り＞
＜テキスト代＞

四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階
平成３１年
１/１９（土）、２０（日）、２６（土）、２７（日）
２/１０（日）、１７（日）
平成３１年１月１２日(土)
２，０５０円

市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開催します。
登録していただいた人には、指導員を募集する学童保育所を市から紹介します。
年度ごとの登録になりますので、平成２９年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。
【内 容】 ①指導員登録制度の説明
②各学童保育所からのお知らせ
【申し込み・問い合わせ先】
【申し込み方法】
こども未来課
ＴＥＬ ３５４－８０６９
１２ 月１３日（木）までに、①住所 ②名前 ③電話番号
ＦＡＸ ３５４－８０６１
④ＦＡＸ番号 ⑤Ｅメールアドレスを、ＴＥＬ、ＦＡＸ、又はＥ
Eメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp
メールでこども未来課へ
羽津学童保育所 ＴＥＬ ３３２－０７８９
羽津北学童保育所 ＴＥＬ ０９０－３５８３－６０８３

② 「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ

１２月２日（日）１０：００～１１：００

羽津地区市民センター ２階ホール

＊駐車場が限られていますのでなるべく自転車、徒歩でお越しください。

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。
＜日時及び会場＞ 第３回 １２月２日(日)
１３：００～１４：３０ 本町プラザ ２階
第４回 平成３１年３月３日(日) １２：３０～１４：００ じばさん三重 ４階
＊いずれの日も、講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。
＊駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関でお越しください。
＜定 員＞ 会場の都合により、３０人程度といたします。(先着順に受け付けます)
【申込方法】 ①②ともに、下記申し込み先へ電話、ＦＡＸにてお申し込みください。
【そ の 他】
託児あり（無料）※事前にお申し込みください。
【申し込み･問い合わせ先】 四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ ３２３－００２３
（NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

学童保育所は、放課後に保護者等がいない家庭の児童をお預かりし、安心して過ごす場所を提供しています。
平成３１年４月からの利用児童を募集します。ご利用を希望される方は、説明会にご参加ください。
なお、当日参加できない方は、必ず事前に該当校区学童保育所にご連絡ください。

危険なブロック塀の撤去費の一部を補助します
四日市市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止及び避難経路の確保を目的とし
て、倒壊のおそれのある危険なブロック塀等の撤去費（処分に係る経費を含む。）の一部を補助する制度を
平成３０年１０月４日よりスタートしました。この機会に所有されているブロック塀等の状況を確認していただ
き、ブロック塀等を撤去される際には、是非とも本補助制度をご活用ください。補助の条件など詳しくは、下記
≪申請締め切り：平成３１年２月１５日（金）まで≫
までお問い合わせくださいますようお願いします。≪申請締め切り：平成３１年２月１５日（金）まで≫
ブロック塀等の撤去に要した経費
（処分に係る経費を含む）

多文化共生講演会

◇ 日
◇ 場
◇ 講

時
所
師

「夢を力に変えて
～日本で頑張る若い世代の皆さんへのエール」

１２月３日（月） １８：３０～２０：３０
四日市市総合会館 ７階 第１研修室
照屋レナン・エイジさん （司法修習生・日系三世ブラジル人）

【申し込み・問い合わせ先】市民生活課多文化共生推進室

ＴＥＬ３５４－８１１４

左記のうち
少ない金額

参加費
無 料

撤去するブロック塀等の延長に
１ｍあたり１万円を乗じた額

1
×
＝
2

補助額
上限２０万円
（千円未満切捨）

【問い合わせ先】 建築指導課 許可認定係 ＴＥＬ ３５４－８１８３

