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５月５月５月５月    ９日（木）９日（木）９日（木）９日（木）    八田二丁目「エステート羽津」前八田二丁目「エステート羽津」前八田二丁目「エステート羽津」前八田二丁目「エステート羽津」前    １４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００    

５月１６日（木）５月１６日（木）５月１６日（木）５月１６日（木）    別名三丁目別名三丁目別名三丁目別名三丁目    ブルーミングハウスブルーミングハウスブルーミングハウスブルーミングハウス    １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００    

５月１６日（木）５月１６日（木）５月１６日（木）５月１６日（木）    大宮町大宮町大宮町大宮町    志氐神社志氐神社志氐神社志氐神社                                １４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０    

５月２１日（火）５月２１日（火）５月２１日（火）５月２１日（火）    緑丘町緑丘町緑丘町緑丘町    集会所集会所集会所集会所                                    １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００    

おおおお    知知知知    らららら    せせせせ 
平成３１年 ４月２０日（№２ ） 

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/   

平成３１年度 連合自治会役員・各町自治会長紹介 
住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、住みよい、いきいきした安全で安心なまちづくりを連合自治会として推進してまいりますので、    

住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます住民のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます    

        ＜連合自治会役員＞＜連合自治会役員＞＜連合自治会役員＞＜連合自治会役員＞    

○○○○    会会会会    長長長長                内田内田内田内田    寛寛寛寛        

○○○○    副会長副会長副会長副会長                木村木村木村木村    昌弘昌弘昌弘昌弘            平野平野平野平野    信幸信幸信幸信幸    

○○○○    会会会会    計計計計                藤井藤井藤井藤井    勝次勝次勝次勝次    

○○○○    監監監監    査査査査                森森森森        松男松男松男松男            中島中島中島中島    嘉郎嘉郎嘉郎嘉郎            

自治会名自治会名自治会名自治会名    自治会長名自治会長名自治会長名自治会長名    自治会名自治会名自治会名自治会名    自治会長名自治会長名自治会長名自治会長名    

霞ヶ浦町南部霞ヶ浦町南部霞ヶ浦町南部霞ヶ浦町南部    坪田坪田坪田坪田    一裕一裕一裕一裕    大宮第一大宮第一大宮第一大宮第一    北北北北    浩次浩次浩次浩次    

霞ヶ浦町北部霞ヶ浦町北部霞ヶ浦町北部霞ヶ浦町北部    鈴木鈴木鈴木鈴木    哲雄哲雄哲雄哲雄    大宮第二大宮第二大宮第二大宮第二    中島中島中島中島    嘉郎嘉郎嘉郎嘉郎    

白須賀町白須賀町白須賀町白須賀町    野呂野呂野呂野呂    照哉照哉照哉照哉    大宮第三大宮第三大宮第三大宮第三    須藤須藤須藤須藤    啓一啓一啓一啓一    

富士町富士町富士町富士町    森森森森    松男松男松男松男    羽津山町羽津山町羽津山町羽津山町    平野平野平野平野    信幸信幸信幸信幸    

金場町金場町金場町金場町    松永松永松永松永    康宏康宏康宏康宏    大宮西町大宮西町大宮西町大宮西町    武藤武藤武藤武藤    裕孝裕孝裕孝裕孝    

城山町城山町城山町城山町    森森森森    幹生幹生幹生幹生    別名第一別名第一別名第一別名第一    北出北出北出北出    賢博賢博賢博賢博    

八田第一八田第一八田第一八田第一    久志本久志本久志本久志本    正彦正彦正彦正彦    別名第二別名第二別名第二別名第二    正岡正岡正岡正岡    茂茂茂茂    

八田第二八田第二八田第二八田第二    木村木村木村木村    昌弘昌弘昌弘昌弘    別名第三別名第三別名第三別名第三    伊藤伊藤伊藤伊藤    貴之貴之貴之貴之    

八田第三八田第三八田第三八田第三    内田内田内田内田    寛寛寛寛    別名第四別名第四別名第四別名第四    伊藤伊藤伊藤伊藤    米吉米吉米吉米吉    

羽津町第一羽津町第一羽津町第一羽津町第一    藤井藤井藤井藤井    勝次勝次勝次勝次    別名第五別名第五別名第五別名第五    後藤後藤後藤後藤    正正正正    

羽津町第二羽津町第二羽津町第二羽津町第二    山本山本山本山本    庸二郎庸二郎庸二郎庸二郎    別名第六別名第六別名第六別名第六    森森森森    博司博司博司博司    

羽津町第三羽津町第三羽津町第三羽津町第三    小林小林小林小林    繁雄繁雄繁雄繁雄    山手町山手町山手町山手町    佐藤佐藤佐藤佐藤    敏明敏明敏明敏明    

羽津中第一羽津中第一羽津中第一羽津中第一    江崎江崎江崎江崎    洋二洋二洋二洋二    羽津いかるが町羽津いかるが町羽津いかるが町羽津いかるが町    廣田廣田廣田廣田    喜志雄喜志雄喜志雄喜志雄    

羽津中第二羽津中第二羽津中第二羽津中第二    長井長井長井長井    義己義己義己義己    緑丘町緑丘町緑丘町緑丘町    矢田矢田矢田矢田    善三善三善三善三    

 

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主催：羽津地区まちづくり推進協議会    

会会会会    場：さろんｄｅ志氐我野場：さろんｄｅ志氐我野場：さろんｄｅ志氐我野場：さろんｄｅ志氐我野    

対対対対    象：７０歳以上はどなたでも象：７０歳以上はどなたでも象：７０歳以上はどなたでも象：７０歳以上はどなたでも、、、、７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方    

日日日日    時時時時：：：：５月１７日（金）５月１７日（金）５月１７日（金）５月１７日（金）１２：００～１３：００１２：００～１３：００１２：００～１３：００１２：００～１３：００    

昼食代：３９０円（開催日当日徴収します）昼食代：３９０円（開催日当日徴収します）昼食代：３９０円（開催日当日徴収します）昼食代：３９０円（開催日当日徴収します）    

定定定定    員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります）員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります）員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります）員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります）    

申込み：申込み：申込み：申込み：５月７日（火）～１５日（水）に、５月７日（火）～１５日（水）に、５月７日（火）～１５日（水）に、５月７日（火）～１５日（水）に、ご希望の方は下記窓口で直接お申し込みください。ご希望の方は下記窓口で直接お申し込みください。ご希望の方は下記窓口で直接お申し込みください。ご希望の方は下記窓口で直接お申し込みください。    

                    ※ＴＥＬ・ＦＡＸでの申し込みは不可※ＴＥＬ・ＦＡＸでの申し込みは不可※ＴＥＬ・ＦＡＸでの申し込みは不可※ＴＥＬ・ＦＡＸでの申し込みは不可    

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

妊産婦・乳幼児サポート講座 
１０：３０～１０：３０～１０：３０～１０：３０～    『サロン『サロン『サロン『サロン dededede 志氐我野』にて開催志氐我野』にて開催志氐我野』にて開催志氐我野』にて開催    

５月１２日（日）ベビーマッサージ教室５月１２日（日）ベビーマッサージ教室５月１２日（日）ベビーマッサージ教室５月１２日（日）ベビーマッサージ教室    

５月１３日（月）マタニティヨガ教室５月１３日（月）マタニティヨガ教室５月１３日（月）マタニティヨガ教室５月１３日（月）マタニティヨガ教室    

５月２０日（月）バレトン教室５月２０日（月）バレトン教室５月２０日（月）バレトン教室５月２０日（月）バレトン教室    

（バレトンは、バレエ・フィットネス・ヨガを組み合わせた有酸素運動です）（バレトンは、バレエ・フィットネス・ヨガを組み合わせた有酸素運動です）（バレトンは、バレエ・フィットネス・ヨガを組み合わせた有酸素運動です）（バレトンは、バレエ・フィットネス・ヨガを組み合わせた有酸素運動です）    

５月２７日（月）親子でバランスボール５月２７日（月）親子でバランスボール５月２７日（月）親子でバランスボール５月２７日（月）親子でバランスボール    

５月２８日（火）親子ヨガ教室５月２８日（火）親子ヨガ教室５月２８日（火）親子ヨガ教室５月２８日（火）親子ヨガ教室    

【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）【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）【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）【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）    

TELTELTELTEL・・・・FAXFAXFAXFAX３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３３３１－５３３３    EEEE メールメールメールメール    jimukyoku@hazu.orgjimukyoku@hazu.orgjimukyoku@hazu.orgjimukyoku@hazu.org    

主催：主催：主催：主催：羽津地区羽津地区羽津地区羽津地区まちづくり推進協議会まちづくり推進協議会まちづくり推進協議会まちづくり推進協議会    

            さろんさろんさろんさろん dededede 志氐我野運営委員会志氐我野運営委員会志氐我野運営委員会志氐我野運営委員会    

参加費無料 

申込み不要 

５月２８日（火）１０：３０～１１：３０５月２８日（火）１０：３０～１１：３０５月２８日（火）１０：３０～１１：３０５月２８日（火）１０：３０～１１：３０    

羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター    ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール    

定員：６０名定員：６０名定員：６０名定員：６０名    

その他：羽津地区在住の方その他：羽津地区在住の方その他：羽津地区在住の方その他：羽津地区在住の方    

                定員になり次第締め切ります定員になり次第締め切ります定員になり次第締め切ります定員になり次第締め切ります    

申込み：４月２３日（火）８：３０から受付開始申込み：４月２３日（火）８：３０から受付開始申込み：４月２３日（火）８：３０から受付開始申込み：４月２３日（火）８：３０から受付開始    

窓口、またはお電話でお申し込みください窓口、またはお電話でお申し込みください窓口、またはお電話でお申し込みください窓口、またはお電話でお申し込みください    

【申込み・問い合わせ先】【申込み・問い合わせ先】【申込み・問い合わせ先】【申込み・問い合わせ先】    

        羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター    TELTELTELTEL３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５３３１－４４６５    

～暑い夏を緑のカーテンで～暑い夏を緑のカーテンで～暑い夏を緑のカーテンで～暑い夏を緑のカーテンで    
快適に過ごしましょう～快適に過ごしましょう～快適に過ごしましょう～快適に過ごしましょう～     再掲載 グリーンカーテン講座 

５月 みんなであそぼう！（参加費は無料、予約不要）（参加費は無料、予約不要）（参加費は無料、予約不要）（参加費は無料、予約不要） 
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。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。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。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。    

はづ子育て支援はづ子育て支援はづ子育て支援はづ子育て支援    ぴよぴよぴよぴよぴよぴよぴよぴよ    
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』    

ＴＥＬ３２４－２２８６ＴＥＬ３２４－２２８６ＴＥＬ３２４－２２８６ＴＥＬ３２４－２２８６    
１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０    

８日８日８日８日    
（水）（水）（水）（水）    

１５日１５日１５日１５日    
（水）（水）（水）（水）    

２２日２２日２２日２２日    
（水）（水）（水）（水）    

２９日２９日２９日２９日    
（水）（水）（水）（水）    

みのり保育所みのり保育所みのり保育所みのり保育所    
ＴＥＬ３３２－２３９２ＴＥＬ３３２－２３９２ＴＥＬ３３２－２３９２ＴＥＬ３３２－２３９２    ９：３０～１４：３０９：３０～１４：３０９：３０～１４：３０９：３０～１４：３０    

７日・７日・７日・７日・    ８日・８日・８日・８日・    ９日・１４日・１５日・９日・１４日・１５日・９日・１４日・１５日・９日・１４日・１５日・    
１６日・２１日・２２日・２３日・２８日・１６日・２１日・２２日・２３日・２８日・１６日・２１日・２２日・２３日・２８日・１６日・２１日・２２日・２３日・２８日・
２９日・３０日２９日・３０日２９日・３０日２９日・３０日        （火・水・木）（火・水・木）（火・水・木）（火・水・木）    

羽津保育園羽津保育園羽津保育園羽津保育園    
ＴＥＬ３３１－６９８７ＴＥＬ３３１－６９８７ＴＥＬ３３１－６９８７ＴＥＬ３３１－６９８７    

９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０９：３０～１１：３０    
９日９日９日９日    

（木）（木）（木）（木）    
１６日１６日１６日１６日    
（木）（木）（木）（木）    

２３日２３日２３日２３日
（木）（木）（木）（木）    

３０日３０日３０日３０日    
（木）（木）（木）（木）    

羽津文化幼稚園羽津文化幼稚園羽津文化幼稚園羽津文化幼稚園    
ＴＥＬ３３１－３６１５ＴＥＬ３３１－３６１５ＴＥＬ３３１－３６１５ＴＥＬ３３１－３６１５    

１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０            
２２日２２日２２日２２日    
（水）（水）（水）（水）    

２９日２９日２９日２９日    
（水）（水）（水）（水）    

羽津幼稚園羽津幼稚園羽津幼稚園羽津幼稚園    
ＴＥＬ３３１－４７１２ＴＥＬ３３１－４７１２ＴＥＬ３３１－４７１２ＴＥＬ３３１－４７１２    １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０    

１０日１０日１０日１０日    
（金）（金）（金）（金）    

１７日１７日１７日１７日    
（金）（金）（金）（金）    

２４日２４日２４日２４日    
（金）（金）（金）（金）    

    

    
３歳児対象３歳児対象３歳児対象３歳児対象    １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０    

８日８日８日８日    
（水）（水）（水）（水）    

        
３１日３１日３１日３１日    
（水）（水）（水）（水）    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！    

５月７５月７５月７５月７日（火）１３：３０～１４：３０日（火）１３：３０～１４：３０日（火）１３：３０～１４：３０日（火）１３：３０～１４：３０    
場所：羽津医療センター付属介護老人保健施設内 

   家族介護教室 

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 

ヘルスリーダーによるヘルスリーダーによるヘルスリーダーによるヘルスリーダーによる    イキイキ教室イキイキ教室イキイキ教室イキイキ教室    

５５５５月月月月１６１６１６１６日（木）１３：３０～１５：００日（木）１３：３０～１５：００日（木）１３：３０～１５：００日（木）１３：３０～１５：００    
場所：羽津地区市民センター ２階ホール 

問い合わせ先：健康づくり課 
       ＴＥＬ３５４－８２９１ 

在宅医療市民啓発活動事業を補助しま在宅医療市民啓発活動事業を補助しま在宅医療市民啓発活動事業を補助しま在宅医療市民啓発活動事業を補助しますすすす    

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）にかかる経費の一部「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）にかかる経費の一部「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）にかかる経費の一部「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）にかかる経費の一部

を補助します。を補助します。を補助します。を補助します。    

対 象 事対 象 事対 象 事対 象 事 業業業業：：：：7777 月月月月 1111 日（月）～令和２年日（月）～令和２年日（月）～令和２年日（月）～令和２年 3333 月月月月 31313131 日（火）に実施される事業日（火）に実施される事業日（火）に実施される事業日（火）に実施される事業    

                            ※同一申請者（団体）による申請は、年度※同一申請者（団体）による申請は、年度※同一申請者（団体）による申請は、年度※同一申請者（団体）による申請は、年度 2222 回までとします回までとします回までとします回までとします    

応 募 資応 募 資応 募 資応 募 資 格格格格：市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など：市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など：市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など：市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など    

補助限度額：活動に直接必要な経費の１／２（講師料については全額補助）ただし、補助金額には上限があります補助限度額：活動に直接必要な経費の１／２（講師料については全額補助）ただし、補助金額には上限があります補助限度額：活動に直接必要な経費の１／２（講師料については全額補助）ただし、補助金額には上限があります補助限度額：活動に直接必要な経費の１／２（講師料については全額補助）ただし、補助金額には上限があります    

募 集 日募 集 日募 集 日募 集 日 程程程程：：：：5555 月２４日（金）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へ提出。月２４日（金）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へ提出。月２４日（金）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へ提出。月２４日（金）までに必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へ提出。    

申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。申請の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。    

応 募 書応 募 書応 募 書応 募 書 類類類類：募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。：募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。：募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。：募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。    

また、市のホームページからもダウンロードできます。また、市のホームページからもダウンロードできます。また、市のホームページからもダウンロードできます。また、市のホームページからもダウンロードできます。    

【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】健康福祉課健康福祉課健康福祉課健康福祉課    TELTELTELTEL３５４－８２８１３５４－８２８１３５４－８２８１３５４－８２８１    

    

シルバー人材センター定期入会説明会のお知らせ 
対対対対            象：市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲のある人象：市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲のある人象：市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲のある人象：市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲のある人    

日時・場所：５月日時・場所：５月日時・場所：５月日時・場所：５月    ８日（水）・６月１２日（水）１３：３０～８日（水）・６月１２日（水）１３：３０～８日（水）・６月１２日（水）１３：３０～８日（水）・６月１２日（水）１３：３０～    シルバー人材センター（十七軒町）シルバー人材センター（十七軒町）シルバー人材センター（十七軒町）シルバー人材センター（十七軒町）    

５月２２日（水）・６月２６日（水）１３：３０～５月２２日（水）・６月２６日（水）１３：３０～５月２２日（水）・６月２６日（水）１３：３０～５月２２日（水）・６月２６日（水）１３：３０～    あさけプラザあさけプラザあさけプラザあさけプラザ 2222 階第１小ホール階第１小ホール階第１小ホール階第１小ホール    

持持持持    ちちちち    物：筆記用具と、当日入会される場合は、次の①～④をご持参下さい。物：筆記用具と、当日入会される場合は、次の①～④をご持参下さい。物：筆記用具と、当日入会される場合は、次の①～④をご持参下さい。物：筆記用具と、当日入会される場合は、次の①～④をご持参下さい。    

①印鑑①印鑑①印鑑①印鑑    ②年会費３②年会費３②年会費３②年会費３,,,,６００円６００円６００円６００円    ③銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）③銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）③銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）③銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）    

④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの    

【問い合わせ先】シルバー人材センター【問い合わせ先】シルバー人材センター【問い合わせ先】シルバー人材センター【問い合わせ先】シルバー人材センター    TELTELTELTEL３５４－３６７０３５４－３６７０３５４－３６７０３５４－３６７０    FAXFAXFAXFAX３５１－４８３０３５１－４８３０３５１－４８３０３５１－４８３０    

毎年毎年毎年毎年 5555 月月月月 12121212 日は「民生委員・児童委員の日」です日は「民生委員・児童委員の日」です日は「民生委員・児童委員の日」です日は「民生委員・児童委員の日」です 

 本市では本市では本市では本市では 602602602602 人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。    

    民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委員は民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委員は民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委員は民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委員は

、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。    

    民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住

民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、

さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。    

    【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】    健康福祉課健康福祉課健康福祉課健康福祉課    TETETETELLLL    ３５４－８１０９３５４－８１０９３５４－８１０９３５４－８１０９        FAXFAXFAXFAX    ３５９－０２８８３５９－０２８８３５９－０２８８３５９－０２８８    

地 域 マ ネ ー ジ ャ ー の 募地 域 マ ネ ー ジ ャ ー の 募地 域 マ ネ ー ジ ャ ー の 募地 域 マ ネ ー ジ ャ ー の 募 集集集集    
募 集 人募 集 人募 集 人募 集 人 数数数数：：：：１人１人１人１人    

職 務 内職 務 内職 務 内職 務 内 容容容容：：：：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    

任任任任         期期期期：：：：7777 月月月月 16161616 日から令和日から令和日から令和日から令和 2222 年年年年 3333 月月月月 31313131 日（再任用する場合もあります）日（再任用する場合もあります）日（再任用する場合もあります）日（再任用する場合もあります）    

勤 務勤 務勤 務勤 務 地地地地：：：：日永地区市民センター日永地区市民センター日永地区市民センター日永地区市民センター    （（（（日永西三丁目日永西三丁目日永西三丁目日永西三丁目 2222 番番番番 18181818 号）号）号）号）    

主な受験資格主な受験資格主な受験資格主な受験資格：：：：次の要件を全て満たす人次の要件を全て満たす人次の要件を全て満たす人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。①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。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。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。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。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。３年以上経過していること。３年以上経過していること。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。④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。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。⑤四日市市に在住する人。⑤四日市市に在住する人。⑤四日市市に在住する人。    

募 集 期募 集 期募 集 期募 集 期 間間間間：４月２２日：４月２２日：４月２２日：４月２２日（月）（月）（月）（月）～５月２０日～５月２０日～５月２０日～５月２０日（月）（必着）（月）（必着）（月）（必着）（月）（必着）    

応 募 方応 募 方応 募 方応 募 方 法法法法：：：：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。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。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。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、月持参の場合は、月持参の場合は、月持参の場合は、月～～～～金曜日の金曜日の金曜日の金曜日の８：３０～１７：１５８：３０～１７：１５８：３０～１７：１５８：３０～１７：１５までにお願いします。までにお願いします。までにお願いします。までにお願いします。    

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先：：：：市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課    TELTELTELTEL３５４－８１４６３５４－８１４６３５４－８１４６３５４－８１４６    

羽津小学校・大矢知興譲小学校羽津小学校・大矢知興譲小学校羽津小学校・大矢知興譲小学校羽津小学校・大矢知興譲小学校    給食パートを募集給食パートを募集給食パートを募集給食パートを募集（５月下旬からの勤務です）（５月下旬からの勤務です）（５月下旬からの勤務です）（５月下旬からの勤務です）    

◇募集職種：◇募集職種：◇募集職種：◇募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）各学校１名小学校給食調理員補助（給食パート）各学校１名小学校給食調理員補助（給食パート）各学校１名小学校給食調理員補助（給食パート）各学校１名    

◇業務内容：◇業務内容：◇業務内容：◇業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など    

    ◇◇◇◇勤 務勤 務勤 務勤 務 日日日日：：：：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）    

◇勤務時間：８：３０◇勤務時間：８：３０◇勤務時間：８：３０◇勤務時間：８：３０～～～～１５：３０１５：３０１５：３０１５：３０（労働時間６時間）（労働時間６時間）（労働時間６時間）（労働時間６時間）    

◇◇◇◇時 間時 間時 間時 間 給給給給：：：：９５０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）９５０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）９５０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）９５０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）    

    ◇◇◇◇申 込申 込申 込申 込 みみみみ：：：：応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、    

履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。    

◇応募期間：◇応募期間：◇応募期間：◇応募期間：４月２２日（月）～５月１０日（金）４月２２日（月）～５月１０日（金）４月２２日（月）～５月１０日（金）４月２２日（月）～５月１０日（金）    

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します 
（（（（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。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。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。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。））））    

日時：５月１５日（水）１１：００ごろから数分程度日時：５月１５日（水）１１：００ごろから数分程度日時：５月１５日（水）１１：００ごろから数分程度日時：５月１５日（水）１１：００ごろから数分程度    

【放送内容】上りチャイム音（♪ピンポンパンポン【放送内容】上りチャイム音（♪ピンポンパンポン【放送内容】上りチャイム音（♪ピンポンパンポン【放送内容】上りチャイム音（♪ピンポンパンポン        ））））    

「これは、「これは、「これは、「これは、JJJJ アラートのテストです。」×３アラートのテストです。」×３アラートのテストです。」×３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。」「こちらは、こうほうよっかいちです。」「こちらは、こうほうよっかいちです。」「こちらは、こうほうよっかいちです。」    

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン下りチャイム音（♪ピンポンパンポン下りチャイム音（♪ピンポンパンポン下りチャイム音（♪ピンポンパンポン        ））））    

●●●●059059059059----351351351351----4004400440044004（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。（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。（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。（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】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】危機管理室危機管理室危機管理室危機管理室    ＴＥＬ３５４－８１１９ＴＥＬ３５４－８１１９ＴＥＬ３５４－８１１９ＴＥＬ３５４－８１１９    

子育てを地域で支えあう  四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ    

新規援助会員講習会のお知らせ 

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。受講開始からファミリー・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。受講開始からファミリー・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。受講開始からファミリー・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。受講開始から 1111 年以内に年以内に年以内に年以内に

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。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。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。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。    
    

場場場場            所所所所：四日市市三浜文化会館：四日市市三浜文化会館：四日市市三浜文化会館：四日市市三浜文化会館        

日日日日            程：５月１８日（土）・２５日（土）、６月１日（土）・８日（土）・９日（日）程：５月１８日（土）・２５日（土）、６月１日（土）・８日（土）・９日（日）程：５月１８日（土）・２５日（土）、６月１日（土）・８日（土）・９日（日）程：５月１８日（土）・２５日（土）、６月１日（土）・８日（土）・９日（日）    

申 込 方申 込 方申 込 方申 込 方 法法法法：電話にて：電話にて：電話にて：電話にて 5555 月１１日（土）までに月１１日（土）までに月１１日（土）までに月１１日（土）までに下記申下記申下記申下記申込み先へ込み先へ込み先へ込み先へ    

テキスト代テキスト代テキスト代テキスト代：２：２：２：２,,,,０５０円０５０円０５０円０５０円    

そ のそ のそ のそ の 他他他他：託児あり（事前申込み必要）、時間：託児あり（事前申込み必要）、時間：託児あり（事前申込み必要）、時間：託児あり（事前申込み必要）、時間・内容など・内容など・内容など・内容などはお問い合わせくださいはお問い合わせくださいはお問い合わせくださいはお問い合わせください    

【申込み・問い合わせ先】【申込み・問い合わせ先】【申込み・問い合わせ先】【申込み・問い合わせ先】四日市市ファミリー・サポート・センター四日市市ファミリー・サポート・センター四日市市ファミリー・サポート・センター四日市市ファミリー・サポート・センター    TELTELTELTEL３２３－００２３３２３－００２３３２３－００２３３２３－００２３    


