３月 みんなであそぼう
平成３１年

２月２０日（№２２）

お 知 ら せ

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。
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：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会

３月２３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）
定
員：２０名（定員になり次第締め切り）
参 加 費：食材費実費（１,
：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 込 み：３月４日（月）～１８日（月）
下記事務局窓口にて受付（電話での申込みはご遠慮ください）
下記事務局窓口にて受付（電話での申込みはご遠慮ください）
≪申込み・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）
≪申込み・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 ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

（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
６日
１３日
２０日
２７日
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０
（水）
（水）
（水）
（水）
ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所
５日・ ６日・ ７日・１２日・
９：３０～１４：３０
ＴＥＬ３３２－２３９２
１３日・１４日 （火・水・木）
羽津保育園
９：３０～１１：３０
ＴＥＬ３３１－６９８７
羽津文化幼稚園
ＴＥＬ３３１－３６１５ １０：００～１１：３０

７日
（木）
６日
（水）

１４日
（木）

羽津幼稚園
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０

１日
（金）
６日
（水）

８日
（金）

３歳児対象

１０：００～１１：３０

１５日
（金）

よっかいち・はつらつ健康塾！
ヘルスリーダーによる

イキイキ教室

３月５日（火）１３：３０～１４：３０
３月１４日（木）１３：３０～１５：００
場所：羽津地区市民センター 2 階ホール
内容：「介護予防」について
問い合わせ先：羽津在宅介護支援センター
ＴＥＬ３３４－３３８７

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

おおむね６５歳以上の方が対象です。申込み不要、参加費無料です。

高齢者食堂『さんきゅう食堂』

主催：羽津地区まちづくり推進協議会
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。

会 場：さろんｄｅ志氐我野
対 象：７０歳以上はどなたでも

申込み

さんきゅう食堂
開催日

開始

締切

４月１２日
（金）

３月２５日
（月）

４月５日
（金）

四日市市議会

議会報告会のお知らせ

７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方
時 間：１２：００～１３：００

今回は総務常任委員会が地元の羽津地区で開催されますので、ぜひお気軽にお越しください。
今回は総務常任委員会が地元の羽津地区で開催されますので、ぜひお気軽にお越しください。
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）

昼食代：３９０円（開催日当日徴収します）
３月２７日（水）

３月２７日（水）

３月２８日（木）

３月２８日（木）

１８：３０ ～ ２０：４５

18:30
18:30 ～ 20:45

18:30
18:30 ～ 20:45

18:30
18:30 ～ 20:45

都市・環境

教育民生

産業生活

日 時

定 員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります）
申込み：ご希望の方は下記窓口で直接お申込みください。
申込み：ご希望の方は下記窓口で直接お申込みください。
※ＴＥＬ・ＦＡＸでの申込みは不可
※ＴＥＬ・ＦＡＸでの申込みは不可

常 任
委員会

総

所 管
事 項

市政の企画、財務、
危機管理、消防など

務

≪申込み・問い合わせ先≫
≪申込み・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 ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

ｼﾃｨ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 防災全般について
ﾃｰﾏ

３月 ６日（水）
３月１３日（水）
３月１３日（水）
３月１５日（金）

回
覧

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

羽津地区市民センター

道路、住宅、上下水道、 教育、こども、
環境衛生、国体など
健康福祉など

商工業、農林水産業、
市民文化、市立病院、
など

所管事項全般について
（あすなろう鉄道・
中央緑地公園など）

教育民生常任委員会
の所管事項全般につ
いて

農業について

日永ｶﾖｰｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

桜地区市民ｾﾝﾀｰ

県地区市民ｾﾝﾀｰ

２階大会議室

２階大会議室

会 場
２階ホール

１階中央広場

※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。
≪問い合わせ先≫
問い合わせ先≫ 議会事務局 議事課 ＴＥＬ３５４－８３４０
ＴＥＬ３５４－８３４０

申込み不要
あすなろう四日市駅からあすなろう鉄道に乗車し、西日野駅下車後、徒歩で南部丘陵公園まで行き、
あすなろう四日市駅からあすなろう鉄道に乗車し、西日野駅下車後、徒歩で南部丘陵公園まで行き、
北ゾーン・南ゾーンをウォーキングしましょう。
北ゾーン・南ゾーンをウォーキングしましょう。
日
時：３月 3 日（日） ９：００集合（
９：００集合（１１：３０
集合（１１：３０頃終了予定）
１１：３０頃終了予定） 小雨決行・荒天中止
集合場所：あすなろう四日市駅改札前
集合場所：あすなろう四日市駅改札前
＜受付・記念品配付場所＞
参 加 費：無料 ※但しあすなろう鉄道の運賃は参加者負担
（あすなろう四日市⇒西日野片道 ２６０円）
２６０円）
対
象：１時間程度ウォ
象：１時間程度ウォーキングできる方（小学生以下は保護者同伴）
時間程度ウォーキングできる方（小学生以下は保護者同伴）
そ の 他：・南部丘陵公園から参加される場合は、北ゾーン（右図）で受付
・南部丘陵公園から参加される場合は、北ゾーン（右図）で受付
（受付時間 ９：３０～
９：３０～１０：３０）
１０：３０）
・参加者には記念品配布有り（先着２００
。
・参加者には記念品配布有り（先着２００個限定）
２００個限定）
北ゾーンの
・同会場で日永梅林梅まつりも開催。
日永梅林
付近です
・会場へは四日市あすなろう鉄道をご利用ください。
・あすなろう四日市駅とイベント会場では、南部丘陵公園がある登城山の山バッジを販売
（１個５００円・あすなろう鉄道
５００円・あすなろう鉄道１
円・あすなろう鉄道１day フリーきっぷとセットで１
フリーきっぷとセットで１,０００円）
０００円）
≪問い合わせ先≫
問い合わせ先≫都市計画課 公共交通推進室 ＴＥＬ３５４－８０９５
健康づくり課
ＴＥＬ３５４－８２９１

『東海道中膝栗毛』の主人公弥次さんが日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、
東海道中膝栗毛』の主人公弥次さんが日永でまんじゅうの食べ比べをしたことにちなみ、
四日市あすなろう鉄道で「弥次喜多まんじゅう列車」を運行します。
日 時…３月
時…３月２３日（土）
２３日（土）９：３０
日（土）９：３０～
９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）
１５：００（まんじゅう配布時間）
場 所…東海道日永郷土資料館（泊駅・追分駅から徒歩約
所…東海道日永郷土資料館（泊駅・追分駅から徒歩約 5 分）
内 容…①四日市あすなろう鉄道に乗車
容…①四日市あすなろう鉄道に乗車 ⇒ ②泊駅または追分駅で下車 ⇒ ③下車駅で
呈茶券をもらい、東海道日永郷土資料館へ ⇒ ④資料館で呈茶券と好きな
まんじゅう 1 個を引き換える（全７
個を引き換える（全７種類）
【特典１】シースルー列車を見つけて写真を提示すると、追加でまんじゅうが 1 個もらえる。
【特典２】資料館でクイズに答えると、あすなろう鉄道のグッズがもらえる。
注意事項 ・まんじゅうは先着５００
・まんじゅうは先着５００個までです。
５００個までです。
・特典の内容等は急遽変更になる場合がございます。
その他…詳細は市のホームページでご確認ください。
その他…詳細は市のホームページでご確認ください。
≪問い合わせ先≫
問い合わせ先≫都市計画課
先≫都市計画課 公共交通推進室 TEL３５４－８０９５
TEL３５４－８０９５ FAX３５４－８４０４
FAX３５４－８４０４

春の火災予防運動 ３月１日（金）
３月１日（金）～７日
（金）～７日（木）
～７日（木）

忘れてない？ サイフにスマホに火の確認
●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
≪3 つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！
年末年始を除き毎日開館しています。ぜひ、ご来館ください！！
【主なイベント日時・内容】 （参加費：無料）

３月９日（土）
３月９日（土）
13：
13：30～
30～15：
15：00

≪問い合わせ先≫ 消防本部予防保安課 TEL３５６－２０１０
TEL３５６－２０１０ FAX３５６－２０４１
FAX３５６－２０４１
３月１７日（日）
13：
13：30～
30～14：
14：30

くるべ古代歴史館イベント

スポーツ総選挙
プラザに遊びに来てくれたお友だちの投票に
よって決まった屋内スポーツをみんなで楽し
みましょう。何をするかはお楽しみです。
家族で 3B 体操
家族でふれあい、からだを使って遊ぼう！3B
家族でふれあい、からだを使って遊ぼう！3B
体操の用具（ベル・ボール・ベルタ—）を使い、
家族で体力 UP！
UP！

ペーパークラフトでくるべの『門
をつくろう！
ペーパークラフトでくるべの 門』をつくろう！
くるべ古代歴史館では、
「八脚門」の復元
「八脚門」の復元整備
復元整備に関連した企画展「古代の『
整備に関連した企画展「古代の『門
に関連した企画展「古代の『門』」を開催中です。久留倍
官衙遺跡のシンボル「八脚門」をペーパークラフトでつくってみませんか。
日 時：３月１０日（日）１０：００～１２：００（９：３０から受付）
場 所 ：くるべ古代歴史館（大矢知町 23232323-1）研修室
対 象 ：小・中学生（小学生は保護者同伴）
定 員 ：１０人（先着順）
参加費無料
持ち物 ：はさみ、のり
申込み：
申込み：３月１日（金）９：００から電話、または直接くるべ古代歴史館へ
≪問い合わせ先≫くるべ古代歴史館 ＴＥＬ３６５－２２７７ ＦＡＸ３６５－２２８８
Ｅ-mail kurube@city.yokkaichi.mie.jp

クラブ発表会
３月２１日（木・祝） マジシャン・工作・ビーズクラブが一年間取り
マジシャン・工作・ビーズクラブが一年間取り
組んできたことを発表します。
組んできたことを発表します。司会・進行はこ
発表します。司会・進行はこ
14：
14：00～
00～15：
15：00
ども運営委員会です。みんなで見にきてね。
ども運営委員会です。みんなで見にきてね。
紙ふぶきでお花を咲かせよう
３月２９日（金）
紙をちぎって、切って、たくさんの
紙をちぎって、切って、たくさんの紙ふぶきを
たくさんの紙ふぶきを
３０日（土）
作って遊びましょう。大きな紙に吹き付けて、
作って遊びましょう。大きな紙に吹き付けて、
10：
10：30～
30～15：
15：00
たくさんのお花をみんなで作ります。
たくさんのお花をみんなで作ります。
≪問い合わせ先≫こども子育て交流プラザ
≪問い合わせ先≫こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０ＴＥＬ３３０-５０２０
ＨＰ http://cocoplaza
http://cocoplazacocoplaza-yokkaichi.
yokkaichi.jp/

対象/
対象/小学生～中学生
持ち物/
持ち物/上ぐつ
投票期間/
投票期間/2 月 16 日（土）
～3 月 2 日（土）
対象/
対象/3 歳児以上とその家族
定員/
定員/２０名
２０名
申込/
申込/2 月 20 日（水）
9：00 から受付開始
協力/
協力/日本３B
日本３B 体操協会
対象/
対象
/どなたでも

対象/
対象/どなたでも
（材料がなくなり次第終了）
＊12：
12：00～
00～13：
13：30 は
お昼休憩
ＦＡＸ３３４－０６０６

