
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 
令和 元年１１月２０日（№１６） 

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/   

よっかいち・はつらつ健康塾！ 

１２月４日（水）１３：３０～１４：３０ 

場所：さろん de 志氐我野 

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 

１２月１９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 

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。 

１２月 ５日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

１２月１３日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

１２月１３日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

１２月１７日（火） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

 

 

１２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 

１０：００～１１：３
０ 

４日 
（水） 

１１日 
（水） 

１８日 
（水） 

２５日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３
０ 

３日・ ４日・ ５日 
１０日・１１日・１２日（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３
０ 

５日 
（木） 

１２日 
（木） 

１９日
（木） 

 
 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３
０ 

４日 
（水） 

１１日 
（水） 

１８日 
（水） 

 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ 

１０：００～１１：３
０ 

６日 
（金） 

１３日 
（金） 

  

 
３歳児対象 

１０：００～１１：３
０ 

４日 
（水） 

   

 

ぴよぴよ クリスマス会 
１２月１８日（水）１０：００～ 

志氐神社 参集殿 （参加費無料） 
 

対 象：羽津地区在住で幼稚園・保育園に通園していない乳幼児と保護者 

定 員：６０名（定員になり次第締め切り） 

申込み：１１月２７日（水）８：３０～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）  

※通常の『ぴよぴよ（さろん de 志氐我野）』もあります 

【問い合わせ先】羽津地区市民センター TEL３３１－４４６５ 

再 掲 載 

回 

覧 

              

 

 

 

１２月１１日（水）１３：３０～１５：００ 

羽津地区市民センター ２階 ホール 

講 師：リズムメイトの会 
懐かしい歌の演奏と、みなさんとの合唱などで、楽しくリラックスできる恒例の講座です。 

参加費無料、申込み不要です。お気軽にお越しください。 

【問い合わせ先】羽津地区市民センター TEL３３１－４４６５ 

心 体 健康 ！ みんなで歌って 

主催 はづ子育て支援ぴよぴよ 

羽津地区まちづくり推進協議会 主催事業のご案内 

高齢者食堂『さんきゅう食堂』１１月より月２回開催しています 

１２月 ６日（金）１２：００～１３：００【申込み１１月２２日（金）～２９日（金）】 
１２月２０日（金）１２：００～１３：００【申込み１２月２６日（金）～１３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） 

【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） 

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 
１２月１８日（日）ベビーマッサージ教室 

１２月１９日（月）マタニティヨガ教室 

１２月１７日（火）バレトン教室 

１２月２３日（月）親子でバランスボール 

１２月２４日（火）親子ヨガ教室 

参加費無料 

申込み不要 

再 掲 載 協賛：春風会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内学童保育所の指導員を募集しています 

学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。 

子どもが好きで意欲のある方を募集しています。経験・資格の有無は問いません。常勤の指導員 

だけでなく、週に 1 日だけ、長期休みだけの勤務、ボランティアを希望される方も募集しています。   

【内 容】市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など 

【その他】各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。 

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。） 

日時：１２月４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  ） 

「これは、J 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。」 

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン  ） 

●059-351-4004（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】危機管理室 ＴＥＬ３５４－８１１９ 

◆指導員登録説明会   １２月１４日（土） １８：００ 四日市市文化会館第４ホール 

市では、学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開催します。 

登録していただいた方には、指導員を募集している学童保育所を市から紹介します。年度ごとの登録に

なりますので、平成 30年度に登録をされた方も改めて登録をしてください。 

内 容：①指導員登録制度の説明 ②各学童保育所からのお知らせ 

申込み方法：１２ 月１１日（水）までに、①住所 ②名前 ③電話番号 ④ファクス番号  

⑤Ｅメールアドレスを、ＴＥＬ、ＦＡＸ、又はＥメールでこども未来課へ 

【申込み・問い合わせ先】 こども未来課 学童保育係 

ＴＥＬ３５４－8464 ＦＡＸ３５４－８０６１ 

E メール：gakudou@city.yokkaichi.mie.jp 

 

１２月７日（土） 
１０：００～１６：００ 
入退室自由（１２：３０～
１３：３０は休憩時間） 

クリスマスツリー作り 
紙の筒を使って、みんなで作る大きなツリー
と、お家に飾れるオーナメントを作ろう。 

対  象：どなたでも 
持ち物：トイレットペーパーの芯 

１２月１５日（日） 
１０：３０～１２：００ 

もちつき大会 
みんなでついたおもちは、プラザに飾る鏡も
ちになるよ。おもちつきの後はぜんざいを食
べてあたたまろう。 

対象：どなたでも 
定員：200名＊ぜんざい引換券 
（ぜんざいを食べていただける対
象年齢は、3歳以上から） 

１２月２６日（木） 
１１：００～１２：００ 
１３：３０～１４：３０ 

風船ボール作り 
ゴム風船とビニールテープを使って、室内用
の簡単でよくはねるボールを作ろう！ 

対象：3歳児～小学生 
＊材料がなくなり次第終了 

１２月２７日（金） 
１２月２８日（土） 
１５：３０～１６：００ 

雑巾がけ競争 
雑巾レースをするよ。個人戦、リレーなど楽
しく雑巾で遊びましょう。 

対 象：4歳児～中学生 
持ち物：雑巾 

 

【主なイベント日時・内容】（参加費無料） 

四日市市北消防署 

みなさん知っていましたか？ 
警戒レベル４で全員避難です！！ 

警戒レベル 避難行動等 避難情報 

警戒レベル ５ 
命を守るための 
最善の行動を 

災害発生情報 

（市町村が発令） 

警戒レベル ４ 全員避難！！ 
避難指示（緊急）、避難勧告 

（市町村が発令） 

警戒レベル ３ 高齢者等避難 
避難準備・高齢者等避難開始 

（市町村が発令） 

警戒レベル ２ 避難行動の準備 
注意報等 

（気象庁が発令） 

警戒レベル １ 災害への心構え 
早期注意情報 

（気象庁が発令） 

 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

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

放送時間（15 分間） 

月・水・金・日  9:30、20:30 

火・木・土   12:30、20:30 

YouTube でも配信しているよん！ 

市民リポーター募集 
ＣＴＹ（地デジ 12ch）で放送している「ちゃんねるよっかいち」に出
演して、市政情報や市の魅力を、市民の皆さんに分かりやすく伝えてみ
ませんか。 

問い合わせ：広報マーケティング課 〒５１０－８６０１ 諏訪町１番５号  
ＴＥＬ３５４－８２４４ ＦＡＸ３５４－８３１５ 

市民リポーター 

募集ページ 

オーディション日／場所：令和２年２月１日（土）総合会館７階 

申込み：令和２年１月１７日（金）【必着】までに、応募用紙に必要事項を記入し、「伝えたい。四日

市のいいところ」をテーマにした６００字以上８００字未満の作文を添えて、郵送、または直

接、広報マーケティング課へ 

その他：応募条件や活動期間など、詳しくは募集要項をご覧ください 

多文化共生講演会開催のお知らせ 

改正入管法の施行と多文化共生のこれから 

～本格化する人口減少社会を迎えて～ 
 ４月の改正入管法施行で、外国人人材の受け入れが拡大され、今後、さらに外国人市民の増加が

見込まれます。多様性を尊重しながら共生社会を築いていくために、地域の未来像を考えます。 

日 時：１２月５日（木）１８：３０～２０：３０ 

講 師：田村太郎さん【（一財）ダイバーシティ研究所代表理事】 

会 場：四日市市総合会館７階第１研修室 定員：１００名（先着順） 

参加費：無料  その他：手話通訳・要約筆記あり 

申込み方法：電話またはＦＡＸ・Ｅメールで①名前（ふりがな）②電話番号③所属団体 

（任意）を記入の上、お申込みください。 

【申込み・問い合わせ先】市民生活課 多文化共生推進室 

ＴＥＬ３５４－８１１４ ＦＡＸ３５４－８３１６ 

Ｅメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp 

【問い合わせ先】 
北消防署 ＴＥＬ３６５－５３２５ 危機管理室 ＴＥＬ３５４－８１１９ 


