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お 知 ら せ 
令和 元年 ６月２０日（№ ６） 

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/   

【申込み】７月３日（水）８：３０より受付開始（電話または窓口でお申し込みください） 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５ 

 

日時：① ７月３０日（火） ９：３０～１１：３０ 

日時：② ８月２６日（月）１３：３０～１５：３０ 

     ※①②のどちらかをお選びください 

場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール 

対 象：羽津地区の小学生（保護者の方も一緒に参加できます） 

定 員：各回３０名（定員になり次第締め切り） 

講 師：東ソー（株）四日市事業所のみなさん 

 

日時：７月２４日（水） １０：００～１３：００ 

場 所：羽津地区市民センター ３階 調理室 

対 象：羽津地区の小学生と保護者（親、祖父母など） 

定 員：１２組（定員になり次第締め切り） 

参加費：おとな ５００円、こども ３００円（当日集金） 

講 師：羽津ヘルスメイトのみなさん 

持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、台ふき 

 

 

今年も盆踊り大会を開催します。また下記日程で新・羽津音頭を含む、盆踊りの練習会を行います。 

☆ 盆踊り練習日 ☆ （１９：００～２０：３０） 

 ７月１１日（木）羽津会館 １階大ホール 

 ７月１７日（水）ブルーミング・ハウス 地域交流スペース 

 ７月２７日（土）八田第１・第２集会所横公園 

 ７月３１日（水）羽津文化幼稚園 園庭 

 ８月 ７日（水）羽津地区市民センター ２階ホール  

【問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会（羽津地区市民センター ２階） 

                ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

主催：羽津地区盆踊り実行委員会 

 

 

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：７月１９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：７月１日（月）～１２日（金）に、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 

【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） 
 

７月１１日（木） １４：００～１６：００ 

羽津地区市民センター ２階ホール 

定 員：１５名 

講 師：四日市ダンボールコンポストの会 

持ち物：筆記用具 

その他：帰りにミカン箱くらいの荷物があります 

申込方法：６月１７日（月）８：３０より、窓口または電話にて受け付けます 

【申込み・問い合わせ先】 羽津地区市民センター TEL３３１－４４６５  

材料費 

無料 

 

再掲載  

   『はじめての手話講座』のご案内 

どなたでも参加できます。当日参加、１日だけの参加もできます。 

会 場：羽津地区市民センター ２階ホール  

時 間：１３：３０～１５：００（いずれの日も同じ時間です） 

７月２４日（水）・聞こえないとは？ ・聞こえない人とのコミュニケーション 

        ・伝えあってみよう 

７月３１日（水）・伝えあってみよう ・あいさつの手話 

８月 ７日（水）・名前を伝えてみよう 

【申込み・問い合わせ先】 

   羽津地区手話サークル『はばたき』代表 松永 ＴＥＬ３３２－３４９２ 

   羽津地区市民センター窓口でも受け付けます 

参加費無料  

 

日時：８月９日（金） １３：３０～１５：３０ 

場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール 

対 象：羽津地区の小学生 

定 員：２０名（定員になり次第締め切り） 

講 師：四日市公害と環境未来館 

持ち物：直径２０㎝程度の作品の持ち帰り用袋（大きめの紙袋、ふろしき など） 

 参加費無料 

参加費無料  



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！ 
７月２日（火）１３：３０～１４：３０ 
場所：東ソークラブ 

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 
７月１８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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 ４日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

７月１２日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

７月１２日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

７月１６日（火） 緑丘町 集会所         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） 

日 時 
７月１０日（水） 

１８：３０ ～ ２０：４５ 
７月１２日（金） 

１８：３０ ～ ２０：４５ 
常 任 
委員会 

総   務 教 育 民 生 産 業 生 活 都市・環境 

所 管 
事 項 

市政の企画、財務、 
危機管理、消防、シテ
ィプロモーションなど 

教育、こども、健康福
祉など 

商工業、農林水産業、
市民文化、市立病院 
など 

道路、住宅、上下水道、
環境衛生、国体など   

会 場 
下野地区 

市民センター 
橋北交流会館 ララスクエア四日市 

川島地区 
市民センター 

※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知らせいたします。 

【問い合わせ先】議会事務局 議事課 TEL３５４－８３４０ 

メッセージ花火受付中！！ 
８月２５日（日）に四日市港富双緑地で開催される「四日市花火大会」で、 

花火とともにメッセージを届けてみませんか？名前を含めて２５文字以内の 

メッセージを実況中継で紹介しながら花火を打ち上げます。 

◇料 金：３万円（特典：４人分のテーブル席、花火大会オリジナルフォト進呈） 

◇申込み：７月１２日（金）まで【先着順】 

※詳しくは四日市花火大会ホームページ（https://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）

をご覧ください。 

【問い合わせ先】四日市花火大会実行委員会 ＴＥＬ３５４－８４０５ 

お 詫 び と 訂 正 
５月２０日号のお知らせ「はづ」に掲載した内容に変更がありました。お詫びして訂正させていただきます。 

【変更】『妊産婦・乳幼児サポート講座』バレトン教室 

日程 【誤】６月１７日（月） ⇒ 【正】６月１８日（火） 

  四日市市民大学 一般クラス 受講者募集 

四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただける

講座です。今年度は「芸術」「音楽」「高齢社会」「スポーツ」「経済」の５コースを開催し、複数コース

の受講も可能です。詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または市ホームページでご案内しています。 

申込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどにあります。 

  申込期間：６月１7 日（月）～７月１6 日（火）必着 

【問い合わせ先】市民文化部文化振興課 TEL３５４－８２３９ 

 

７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 

３日 
（水） 

１０日 
（水） 

１７日 
（水） 

２４日 
（水） 

３１日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ ９：３０～１４：３０ 

２日・３日・４日・９日・１０日・１１日 
１６日・１７日・１８日・２３日・２４日 
２５日・３０日・３１日  （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
４日 
（木） 

１１日 
（木） 

１８日
（木） 

 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０ 
３日 
（水） 

１０日 
（水） 

  

３１日 
（水） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ 

５日 
（金） 

１２日 
（金） 

３１日 
（水） 

 
３歳児対象 １０：００～１１：３０  

１０日 
（水） 

  

 ※ 羽津保育園の遊び会は、保育園工事のため７月２５日～９月末までお休みさせていただきます。 夏休みの自由研究に！「親子で学ぶ上下水道」参加者募集 

水質検査の実験や施設見学など体験型学習を通じて楽しく学んでいただけます。 

日 時：７月２７日（土） １０：００～１６：００ 

場 所：四日市市上下水道局（堀木一丁目）ほか 

対 象：市内に在住する小学４年生以上の子どもとその保護者 

定 員：４０名（２０組）（応募多数の場合は抽選） 

持ち物：昼食や飲み物、帽子、タオルなど 

（屋外の施設も見学しますので、動きやすい服装でご参加ください。） 

【申込み・問い合わせ先】 

７月５日（金）【必着】で、住所、名前、電話番号を、電話かファクス、E ﾒｰﾙで 

上下水道局総務課 TEL３５４－８３５０ FAX３５４－８２４９

 

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 
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 
７月 ８日（月）マタニティヨガ教室 

７月１４日（日）ベビーマッサージ教室 

７月１６日（火）バレトン教室 

７月２２日（月）親子でバランスボール 

７月２３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（羽津地区市民センター ２階） 

                ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

 

参加費無料 

申込み不要 

 参加費無料 

https://kankou43yokkaichi.com/hanabi/
mailto:suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp

