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お 知 ら せ 
令和 元年 ５月２０日（№ ４） 

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/   

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。 

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。 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 

６月４日（火）１３：３０～１４：３０ 
場所：羽津いかるが町集会所 

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 イキイキ教室 

６月２０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 

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 

会 場：さろんｄｅ志氐我野 

対 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 

日 時：６月２１日（金）１２：００～１３：００ 

昼食代：３９０円（開催日当日徴収します） 

定 員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります） 

申込み：６月３日（月）～１４日（金）に、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 

≪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） 
 

妊産婦・乳幼児サポート講座 

１０：３０～ 『サロン de志氐我野』にて開催 
６月 ９日（日）ベビーマッサージ教室 

６月１０日（月）マタニティヨガ教室 

６月１７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） 

６月２４日（月）親子でバランスボール 

６月２５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） 

TEL・FAX３３１－５３３３ E メール jimukyoku@hazu.org 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

   さろん de 志氐我野運営委員会 

参加費無料 

申込み不要 

主催：まちづくり推進協議会 女性委員会 

お寺に響く二胡の調べに 

癒されてみませんか？ 

♪申込み不要・参加費無料      ♪小さなお子様連れの方も大歓迎！! 

 ♪駐車場あり            ♪皆さまお誘い合わせのうえ、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 

 ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

 出演：梅本 健さん（二胡演奏）

６月１５日（土）１０：００～１２：００ 

会場：浄恩寺【住所：大字羽津戊６０２（いかるが町）】 

 

主催：はづ子育て支援 ぴよぴよ 

♪申込受付 ６月５日（水）８：３０より受付開始 

羽津地区市民センター窓口にて受付 

（電話や代理での申込みは受付できません） 

♪定  員 ４０組  
★通常の「ぴよぴよ（さろんｄｅ志氐我野）」も開催しています。 

 

＊幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者が対象です 

【 問い合わせ先 】羽津地区市民センター  ＴＥＬ ３３１－４４６５ 

 

 

６月 ６日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

６月１３日（木） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

６月１３日（木） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

６月１９日（水） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ６月 みんなであそぼう！
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』 

ＴＥＬ３２４－２２８６ 
１０：００～１１：３０ 

５日 
（水） 

１２日 
（水） 

１９日 
（水） 

２６日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ ９：３０～１４：３０ 

４日・５日・６日・１１日・１２日 
１３日・１８日・１９日・２０日 
２５日・２６日・２７日 （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
６日 
（木） 

１３日
（木） 

２０日 
（木） 

２７日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０ 
５日 
（水） 

 
１９日 
（水） 

 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０  

１４日 
（金） 

２１日 
（金） 

 

 ３歳児対象 
１０：００～１１：３０  

１２日 
（水） 

 
２８日 
（金） 

 

『はづ子育て支援 ぴよぴよ』 ってなに？ 

羽津地区の民生委員が中心となって活動している子育て支援団体が主催し、 

お子さんと保護者の交流の場となっています。 

 ★通知カード、マイナンバーカード（個人番号カード）について 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、市民課まで

ご連絡ください。 

★コンビニ交付サービスについて 

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されているマルチコピー機（キオ

スク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取得できるコンビニ

交付サービスが２月１日から始まりました。コンビニで証明書を取得できる便利なサービスですので、

ぜひご利用ください。 

※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードでは利用できませ

んのでご注意ください。 

★マイナンバーカードの申請方法 

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で申請できます。

また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。 

※申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近鉄四日市駅高架

下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますので、お問い合わせください。 

 

【問い合わせ先】市民課 ＴＥＬ ３５４－８１５２ ＦＡＸ ３５９－０２８２ 

 

 地域づくりマイスター養成講座 受講生募集
 

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした 

地域づくりマイスター養成講座を開催します。 

地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。 

 

開催予定日 ７月１３日・２７日、８月２４日、９月１４日・２８日、 

（全９回) １０月１２日・２６日、１１月１６日、１２月１４日（すべて土曜日） 

開 催 時 間 ９：３０～１２：００ 

※ただし、 ７月２７日は１３：３０～１６：００ 

１０月１２日は   ９：３０～１６：３０ 

１１月１６日は１４：００～１６：３０ 

場   所  総合会館７階 第３研修室ほか 

内   容   地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、コミュニケーション演習、地域資源の 

マッピング演習、コンフリクトマネジメント演習、グループ討議、レポート作成など 

修   了  全９回中、５回以上の出席と８００字程度のレポート提出で修了証を交付 

定   員  ４０名（応募者多数の場合抽選） 

申 込 方 法  ６月２８日（金）までに、電話かＦＡＸでお申込みください。 

 

 【申込み・問い合せ先】 市民協働安全課    ＴＥＬ ３５４－８１７９ ＦＡＸ ３５４－８３１６

6 月 9 日（日） 

11：00～12：00 

13：30～14：30 

あじさいヘアゴム作り 

フェルトとゴムひもを使って、あじさい風

のヘアゴムをかわいく作ろう。 

対象/５歳児～中学生 

定員/各回先着 20 名 

＊当日 9：00 から整理券配布 

6 月 15 日（土） 

13：30～15：00 

バドミントン大会 

トーナメント戦でバトミントンをしよ

う！ 

対象/小学生 

定員/先着 16 名 

＊当日 9：00 から受付開始 

持ち物/上靴 

6 月 16 日（日） 

10：30～12：00 

13：30～15：00 

革のネームタグ作り 

家族で手軽にレザークラフトを体験でき

ます。家族・自分・友だちへのプレゼント

として、名前や模様をスタンプしたネーム

タグを作ってみよう。 

対象/4 歳児～高校生とその家族 

定員/各回先着 15 組 

＊当日 9：00 から整理券配布 

6 月 29 日（土） 

14：30～15：00 

えほんのひろば 

季節のおはなしと工作をします。 

対象/どなたでも 

 

≪問い合わせ先≫こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０-５０２０  ＦＡＸ３３４－０６０６ 

ＨＰ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

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） 

 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！ 


