平成３０年１２月２０日（№１８ ）

女 子 力 アップ講 座

『姿 勢 改 善 エクササイズ ～ウォ ーキング編 ～』

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/

年末・年始の窓口業務のご案内
羽 津 地 区 市 民 セ ン タ ー
１２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）までお休みさせていただきます
※ 戸籍の届出（出生・婚姻・死亡等）の受付と埋火葬許可証の交付は、
戸籍の届出（出生・婚姻・死亡等）の受付と埋火葬許可証の交付は、
市役所地下１階宿直室で休まず行います（TEL
市役所地下１階宿直室で休まず行います（TEL３５４－８１７７）
TEL３５４－８１７７）
※ 詳しくは「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください

羽津地区まちづくり推進協議会事務局（市民センター ２階）
１２月２８日（金）～平成３１年１月６日（日）までお休みさせていただきます

交 流 もちつき大 会

（障害のある子どもたちとの交流です）

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 障害者福祉部会
共催：羽津地区
共催：羽津地区民生委員・児童委員協議会
羽津地区民生委員・児童委員協議会

平成３１年１月２０日（日） １０：００～１１：３０（雨天決行）
羽 津 会 館

平成３１年１月２６日（土）１０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
正しい姿勢と歩き方を覚えて、健康でかつスタイルアップを試みよう！
参加費無料・申し込み不要
申し込み不要です。
参加費無料・
申し込み不要
です。
講 師：山本 智恵さん（姿勢専科・鈴鹿、名古屋丸の内の姿勢調整師）
持ち物：タオル、飲み物等、動きやすい服装でお越しください
≪問い合わせ先≫羽津地区まちづくり推進協議会事務局
事務局（平日１０：００～１６：００）
≪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）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ Ｅメール jimukyoku@hazu.org

し い た け 作 り を 体 験 し よ う！！
再掲載
主催：ＮＰＯ法人 緑の会羽津 ・ 羽津地区市民センター
日
時：平成３１年１月２６日（土）９：３０～１２：００
平成３１年１月２６日（土）９：３０～１２：００（９：００受付開始）
時：
平成３１年１月２６日（土）９：３０～１２：００
（９：００受付開始）
場
所：垂坂公園・羽津山緑地 公園管理棟バルコニー
定
員：４０名（定員になり次第締め切り）
申込方法：平成３１年
平成３１年１月１０日（木）から、
申込方法：
平成３１年
１月１０日（木）から、
公園事務所窓口にて受付
ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所
窓口にて受付
（ＴＥＬ・ＦＡＸでは受付できません）
材 料 費：１００円（当日徴収）
そ の 他：暖かく動きやすい服装でご参加ください
公園事務所
事務所（９：００～１６：００）
≪問い合わせ先≫ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園
事務所
（９：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３３－５５９７

駐 車 場

申し込み不要・参加費無料。小学３年生以下の方は保護者同伴でご参加ください
申し込み不要・参加費無料。小学３年生以下の方は保護者同伴でご参加ください。
不要・参加費無料。小学３年生以下の方は保護者同伴でご参加ください。
☺ もちつき（つきたてのもち食べ放題）
☺とん汁
☺ ビンゴゲーム
☺バルーンアート
≪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）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ Ｅメール jimukyoku@hazu.org

これはしない、あれはする

小林 照子

それでも空は青い

萩原 浩

フーガはユーガ

伊坂 幸太郎

いのち

瀬戸内 寂聴

熱帯

森見 登美彦

沈黙のパレード

東野 圭吾

下町ロケット ヤタガラス

池井戸 潤

昨日がなければ明日もない

宮部 みゆき

※本の貸し出しはひとり５冊、２週間です。新刊の貸し出しはひとり２冊までです。
回
覧

主催：羽津地区
主催：羽津地区まちづくり推進協議会
羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会

羽津地区連合自主防災会視察研修のご案内
浜松市防潮堤資料館・沿岸域防潮堤整備現場・航空自衛隊浜松広報館の視察研修を行います。
防災にご興味のある方は、ぜひご参加下さい。
・日
時：平成３１年１月２６日（土）
７：３０集合（７：４５出発）⇒１８：００（帰着予定）
・集合場所：羽津地区市民センター駐車場
・募集人数：４０名（定員になり次第締め切り）
・参 加 費：無料（昼食は市内レストラン等で各自実費になります）
・申込期限：平成３１年１月１１日（金）まで
≪申し込み・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
１月１１日（金）
１月１７日（木）
１月１７日（木）
１月２３日（水）

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

１４：３０～１５：００
１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：５０
１４：２０～１５：００

ヘルスリーダーによる

１月

イキイキ教室

みんなであそぼう！
おおむね６５歳以上の方が対象です。申し込み
おおむね６５歳以上の方が対象です。申し込み不要、参加費無料です。
申し込み不要、参加費無料です。
タオル、飲み物などをお持ちいただき、軽い体操ができる服装でお越しください。

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』 １０：００～１１：３０
ＴＥＬ３２４－２２８６

平成３１年１月１７
平成３１年１月１７日（木）１３：３０～１５：００
１月１７日（木）１３：３０～１５：００
９日
（水）

１６日
１６日
（水）

２３日
２３日
（水）

３０日
３０日
（水）

８日・９
日・ ９日・１０
日・１０日・
１０日・１５
日・１５日・
１５日・１６日・
日・１６日・
９：３０～１４：３０ １７
１７日・
日・２２
日・２２日・
２２日・２３
日・２３日・
２３日・２４
日・２４日・
２４日・
２９日
２９日・３０日
３０日（火・水・木）
羽津保育園
１０日
１７日
２４日
３１日
９：３０～１１：３０
ＴＥＬ３３１－６９８７
（木）
（木）
（木）
（木）
羽津文化幼稚園
９日
２３日
１０：００～１１：３０
（水）
（水）
ＴＥＬ３３１－３６１５
羽津幼稚園
１１日
１８日
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ （金）
（金）
９日
２５日
３歳児対象
１０：００～１１：３０
（水）
（金）
みのり保育所
ＴＥＬ３３２－２３９２

場所：羽津地区市民センター ２階
２階ホール
ホール
問い合わせ先：健康づくり課 ＴＥＬ３５４－８２９１

第 8 回郷土が誇る芸能大会を開催します！
回郷土が誇る芸能大会を開催します ！
各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。
ぜひ、市内の様々な地区から出場される団体の皆さんの各地区が誇る演技をご覧ください。
今回は、三重県立四日市農芸高等学校吹奏楽部の皆さんによる特別演奏も行われます
今回は、三重県立四日市農芸高等学校吹奏楽部の皆さんによる特別演奏も行われます。
、三重県立四日市農芸高等学校吹奏楽部の皆さんによる特別演奏も行われます。
日 時：平成３１
平成３１年
３１年１月２０日（日）
２０日（日）【時間は変更になる可能性があります】
第Ⅰ部１０：００
第Ⅱ部１４：００
第Ⅰ部１０：００～
１０：００～１２：５５
第Ⅱ部１４：００～
１４：００～１６：３５
会 場：四日市市
場：四日市市文化会館
四日市市文化会館 第 2 ホール
入場料：
入場料：無料（入退場自由）
≪問い合わせ先≫文化振興課 TEL３５４－８２３９
TEL３５４－８２３９

地 域 マネージャーの募 集
募集人数…８
募集人数…８人程度
職務内容…地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
任
期…平成３１
期…平成３１年
３１年４月１日から平成３２
日から平成３２年
３２年３月３１日（再任用する場合もあります）
３１日（再任用する場合もあります）
勤 務 地…各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
主な受験資格…次の要件を全て満たす人
①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、
３年以上経過していること。
④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。
⑤四日市市に在住する人。
募集期間…平成 3１年 1 月 7 日（月）～3
日（月）～3１日（木）【必着】
応募方法…市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所
５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日
５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日
を除く）の８：３０
を除く）の８：３０～１７：１５
の８：３０～１７：１５までにお願いします。
～１７：１５までにお願いします。
≪応募・問い合わせ先≫市民生活課
応募・問い合わせ先≫市民生活課 ＴＥＬ３５４－８１４６
〒５１０－８６０１四日市市諏訪町１番５号
５１０－８６０１四日市市諏訪町１番５号 四日市市役所

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】
かきぞめ、巨大福笑い作り、お金の学校（財務省の出張授業）
、えほんのひろば
※日時、内容、対象など、
※日時、内容、対象など、詳しくはホームページをご覧ください。
詳しくはホームページをご覧ください。
【休館について】
１２月２９日（土）～平成３１年
１２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）は、プラザは休館日です。
平成３１年１月３日（木）は、プラザは休館日です。平成３１年
１月３日（木）は、プラザは休館日です。平成３１年 1 月 4 日（金）
は施設の安全点検等のため臨時休館します。
は施設の安全点検等のため臨時休館します。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
平成３１年 1 月 5 日（土）から通常どおり開館します。
≪問い合わせ先≫こども子育て交流
≪問い合わせ先≫こども子育て交流プラザ
交流プラザ TEL３３０—
TEL３３０—５０２０
３３０—５０２０ FAX３３４－０６０６
FAX３３４－０６０６
ホームページ http://cocoplaza
http://cocoplazacocoplaza-yokkaichi.jp/

在宅医療講演会

「糖尿病重症化予防に向けて」

糖尿病に「かからない」「進行させない」ために知っておきたい基礎知識や日常生活での工夫について、
分かりやすくお伝えします。“今日から使える”糖尿病予防のヒント探しに、ぜひお越しください。
日時：平成３１年１月２０日（日）１３：３０～１５：００（開場１３：００）
場所：
場所：四日市市総合会館７階
四日市市総合会館７階 第１研修室
参加費無料
第１部 『糖尿病のみつけ方・なおし方』
講師 住田 安弘氏（
安弘氏（四日市羽津医療センター 院長・三重県糖尿病協会 会長）
会長）
第２部 『糖尿病の重症化予防～在宅医の視点から～』
講師 山中 賢治氏（
賢治氏（笹川内科胃腸科クリニック 院長・四日市医師会 副会長）
副会長）
定員：１００人
定員：１００人（申込不要・当日先着順
申込不要・当日先着順）
・当日先着順）
≪問い合わせ先≫
問い合わせ先≫健康福祉課
先≫健康福祉課 TEL３５４－８２８１
TEL３５４－８２８１ FAX３５９－０２８８
FAX３５９－０２８８

女 性 起 業 家 が“本 音 ”を語 ると何 が起 こるか？
市内で活躍する女性と市長とのパネルディスカッション「トーキングテラス～女性起業家編～」
日時：平成３１年
時：平成３１年１
３１年１月１９日（
月１９日（土）１３：
土）１３：３０～１５：
３０～１５：００（パネルディスカッション
００（パネルディスカッション）
パネルディスカッション）
１５：００
１５：００～１５
：００～１５：
～１５：３０（交流会）
場所：本町プラザ １階ホール
対象：市内在住、または通勤、通学されている方
定員：８０名（先着順、
定員：８０名（先着順、電話・
（先着順、電話・FAX
電話・FAX・メールにて
FAX・メールにて申し込み
・メールにて申し込みください
申し込みください）
ください）
託児：無料【１
児：無料【１月８日（火
日（火）までに申し
までに申し込みが必要】
コーディネーター：川北
コーディネーター：川北 睦子さん（株式会社Ｅプレゼンス代表取締役）
参加費無料
パ ネ リ ス ト：女性起業家３名及び四日市市長
≪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」（本町プラザ３階
（本町プラザ３階）
本町プラザ３階）
TEL３５４－８３３１
TEL３５４－８３３１ FAX３５４－８３３９
FAX３５４－８３３９ E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

交通ルールとマナーを守って交通安全！
～高齢者や子どもにやさしい運転を心がけましょう～

