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お 知 ら せ 
令和 元年１０月２０日（№１４） 

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/   

第１５回『羽津学』 ～羽津を丸ごと知ろう～ 「歴史講座」 

文化財巡り 『観菩提寺正月堂と伊賀上野城下見学』 

令和 ２年 ２月 １１日（火・祝） 

８：００（集合・出発）～１７：００頃（帰着・解散） 
集合場所：羽津地区市民センター 南側駐車場 

目 的 地：敢国神社（伊賀市一之宮）、観菩提寺（伊賀市島ヶ原） 

     上野公園とその周辺（伊賀市丸の内）・・・自由行動 

      ・上野城・俳聖殿   ・芭蕉翁記念館     ・伊賀流忍者博物館 

      ・旧崇廣堂      ・旧小田小学校本館   ・だんじり会館   など 

参 加 費：４,０００円（保険料含む、昼食は各自負担、当日徴収） 

定  員：４５人 

申 込 み：１１月２日（土）～１２月２０日（金）【定員になり次第締め切り】 

羽津地区まちづくり推進協議会事務局にて受付（電話での受付はできません） 

     文化祭会場 羽津郷土史と民俗研究会のブース 

【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） 

            ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

 

≪センターに見本があります≫ 

講 師：葛山 雅代さん 

材料費：７７０円 

持ち物：はさみ、筆（糊付け用）、エンピツ、（あれば目打ち、落款） 

申込み：１０月１７日（木）～３１日（木）羽津地区市民センター窓口にて、材料費を添えて申込み 

定 員：３０名 

【問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５ 

１１月２７日（水） １０：００～１１：３０ 

羽津地区市民センター ２階ホール 

 

再掲載 

作品A 
２４×２７㎝ 
色紙サイズ 

作品Ｂ 
18×２１㎝ 
色紙より小さい 
サイズ 

さろん de 志氐我野運営委員会 

【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） 

            ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

女子力アップ講座   クリスマスリース作 り   女性委員会 
１１月２４日（日） １０：００～１１：３０ 

さろんｄｅ志氐我野 
講  師：加藤 靖子さん 

定  員：２０名（定員になり次第締め切り） 

参 加 費：１,５００円（材料費） 

持 ち 物： 花用はさみ、ペンチ（あれば） 

申 込 み：１１月５日（火）～１５日（金）下記窓口で直接受付（電話などでの受付はいたしません） 

高齢者食堂『さんきゅう食堂』１１月より月２回開催します 

１１月 １日（金）１２：００～１３：００【申込み１０月１８日（金）～２５日（金）】 

１１月１５日（金）１２：００～１３：００【申込み１１月 １日（金）～ ８日（金）】 
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 

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：各申込み期間に、下記窓口で直接受付（電話などでの受付はいたしません） 

羽津地区まちづくり推進協議会 主催事業のご案内 

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 
１１月１０日（日）ベビーマッサージ教室 

１１月１１日（月）マタニティヨガ教室 

１１月１９日（火）バレトン教室 

１１月２５日（月）親子でバランスボール 

１１月２６日（火）親子ヨガ教室 

参加費無料 

申込み不要 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 文化部会 

第４０回 羽 津 地 区 文 化 祭 

１１月２日（土） 

１３：００～ 作品展示 

１３：００～１５：００ 羽津学 歴史講座『羽津用水の歴史』 

１５：３０～ 
太陽観察会 ～太陽の謎にせまる!!!～ 

 移動天文車「きらら号」がやってくる 

１７：００～ 
人形劇 劇団「ししかばぶ」 

 ワクワク・ドキドキの心温まるストーリー 

１１月３日（日） 
９：００～１５：００ 舞台発表・作品展示・コーナー 

１０：００～ 模擬店（なくなり次第終了） 

＜場所＞ 羽津小学校 体育館、その周辺 

 ※詳しくは、「広報よっかいち」１０月下旬号と一緒にお届けするプログラムをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１１月 ７日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

１１月１５日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

１１月１５日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

１１月１９日（火） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

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！ 
１１月５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 
１１月２１日（木）１３：３０～１５：００ 

場所：羽津地区市民センター ホール 

問い合わせ先：健康づくり課 

       ＴＥＬ３５４－８２９１ 

秋の火災予防運動 １１月９日（土）～１５日（金） 

ひ と つ ず つ  い い ね ！ で 確 認  火 の 用 心 
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 ガスコンロ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。 

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。 

【問い合わせ先】消防本部予防保安課 ＴＥＬ３５６－２０１０  FAX３５６－２０４１ 

３階  図 書室 に新 しい本 が入 りました 
本の貸出はお一人５冊まで、貸出期間は２週間です 

渦 妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美 おててだあれ ふくながじゅんぺい 

むらさきのスカートの女 今村夏子 きになる おおなり修司 

マジカルグランマ 柚木麻子 ながいながいかもつれっしゃ 溝口イタル 

希望の糸 東野圭吾 作りおき＆帰って 10 分おかず 336 

盤上の向日葵 柚木裕子 クックパッド とことん！簡単＆節約ボリュームおかず 

さよならの儀式 宮部みゆき クックパッドの大好評レシピ 

 

１１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 

６日 
（水） 

１３日 
（水） 

２０日 
（水） 

２７日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ ９：３０～１４：３０ 

５日・ ６日・ ７日・１２日・１３日 
１４日・１９日・２０日・２１日・２６日 
２７日・２８日 （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
７日 
（木） 

１４日 
（木） 

２１日
（木） 

２８日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０  
１３日 
（水） 

 
２７日 
（水） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ 

１日 
（金） 

８日 
（金） 

２２日 
（金） 

 

 
３歳児対象 １０：００～１１：３０ 

６日 
（水） 

  
２９日 
（金） 

 

羽津小学校 給食パートを募集（１１月中旬からの勤務です） 
◇募集職種…小学校給食調理員補助（給食パート）１名 

◇業務内容…給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

 ◇勤 務 日…給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間…８：３０～１５：１５（労働時間６時間） 

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

 ◇そ の 他…他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することがあります。

その日は勤務時間が異なることがあります。 

◇申 込 み…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。 

◇応募期間…１０月２１日（月）～１１月１日（金） 

親子で楽しむ 絵本を楽しむ 
１１月１４日（火）１０：００～１２：００ 

羽津地区市民センター ２階 ホール 
講 師：方岡法子さん（絵本専門士 ＪＰＩＣ読書アドバイザー 学校司書） 

定 員：３０名【１０月３１日（火）までに連絡がなければ参加は可能です】 

申込み：１０月３０日（火）までに、羽津地区市民センター１階パンフレット置き場にある申込用紙に

記入のうえ、羽津地区市民センターへ持参、または郵送してください 

【問い合わせ先】羽津絵本の会 千草 ＴＥＬ３３２－１０１３  森 ＴＥＬ３３１－５０５０ 

主催：羽津絵本の会 

   羽津地区市民センター 

再掲載 

大矢知地区防災訓練に伴う防災サイレンの吹鳴について 
大矢知地区において防災訓練が行われます。防災訓練を行うにあたり、当日の朝サイレンを鳴らします。

近隣地区の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力お願いいたします。 

吹鳴日時：１１月３日（日） ８：００（６０秒間連続吹鳴、音声放送） 

吹鳴場所：大矢知地区市民センター、松寺集会所、前波小公園 


