
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月２６日（水）１０：３０～１１:３０ 
羽津地区市民センター ２階 ホール 

 

<主 催> 

はづ子育て支援 

ぴよぴよ 

   
８月２９日（土）１０：００～１１：３０ 

羽津地区市民センター ２階ホール 
講  師：山崎 秀美さん 

定  員：１５名（定員になり次第締め切り） 

参 加 費：無料 

持 ち 物：タオル、水分補給の飲み物 

申 込 み：８月１２日（水）～２１日（金）に、下記窓口でＦＡＸもしくは直接受付 

（電話などでの受付はいたしません） 

【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＆ＦＡＸ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会  
女性委員会 

女子力アップ講座 笑いヨガ＆あなたを笑顔にする性格診断 

回 

覧 

              

 

８ 月 の 自 動 車 文 庫 の 巡 回 は お 休 み で す  

よっかいち・はつらつ健 康 塾 ！ 
日時：８月１１日（火）１３：３０～１４：３０ 

場所：白須賀公民館 

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 
日時：８月２０日（木）１３：３０～１時間程度 

場所：羽津地区市民センター ２階ホール 

内容：介護予防の運動、認知症予防の運動など 

【問い合わせ先】高齢福祉課 ＴＥＬ３５４－８１７０ 

保護者の方はマスクの着用をお願いします。発熱や咳などの風邪症状がある方、感染リスクを心

配される方は、参加を控えていただきますようお願いします。 

※新型コロナウイルス感

染症の状況によって、中止

や時間の短縮・人数制限を

する場合があります。 

 

戦没者を追悼し平和を祈念する日 ８月１５日に黙とうを 

８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。 

市民・事業者の皆さんも当日正午から１分間の黙とうをお願いします。 

黙とうの時間にあわせて、市内の寺院では鐘が鳴らされることがあります。 

この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。 

【問い合わせ先】健康福祉課 ＴＥＬ３５４－８１０９  

※マスクの着用、水分補給

をお願いします。発熱や咳

などの風邪症状がある方、

感染リスクを心配される

方は、参加を控えていただ

きますようお願いします。 

高齢者食堂『さんきゅう食堂』 

開催日時・申込み開始日など、新型コロナウイルス感染症対策のため未定です。 

詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。 

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） 

 

【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） 

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  
８月 ９日（日）ベビーマッサージ教室     

８月 10 日（月・祝）マタニティヨガ教室      

８月 18 日（火）バレトン教室 

８月２４日（月）親子でバランスボール 

８月２５日（火）親子ヨガ教室 

 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

参加費無料 
申込み不要 

お 知 ら せ 
令和 ２年 ７月２０日（No．８） 

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/   

主催：さろんｄｅ志氐我野 

羽津絵本の会のみなさんと一緒に、  

手遊びをしたり絵本を読んでもらいましょう。  

0 歳～未就学児とその保護者の方が対象です。  

申込不要・参加費無料です。 お気軽にご参加ください。  

★通常の「ぴよぴよ（さろんｄｅ志氐我野）」も開催しています。 

❤問い合わせ先❤ 羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５ 

 

紙面にてご案内の講座、事業などは新型コロナウイルス感染症の状況に 

よっては実施できない場合があります。 

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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：８月 5 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  ） 

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません 
●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 

紙面にてご案内の講座、事業などは新型コロナウイルス感染症の状況に 

よっては実施できない場合があります。 

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！ 
【主なイベント日時・内容】 

８月 1 日（土）・１６日（日） 
１０：00～1１：３0 

よかパパひろば 
対象/どなたでも ※当日先着１０組、9：00 より受付開始 

８月３日（月）～７日（金） 
９：０0～1１：３0 

夏休み宿題応援企画 
対象/小中高生 ※定員最大１５名 

８月 1６日（日） 
10：00～1７：０0 

プラザフォトスポット 
対象/どなたでも ※１回につき１グループ（5 人）まで 

８月２２日（土）・２３日（日） 
1６：00～17：00 

プラザ納涼祭 
対象/18 歳までの子どもと保護者 ※定員各日子ども１００名 
※当日１５時から整理券配布 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。 
※開館状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。 

 
【問い合わせ先】こども子育て交流プラザ  HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

TEL３３０―５０２０ FAX３３４－０６０６  

羽津小学校 給食パートを募集（８月下旬からの勤務です） 
◇募集職種：小学校給食調理員（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：給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間：８：３０～１５：００（労働時間５時間４５分） 

◇時 間 給：１０１０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。 

 ◇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：７月２０日（月）～８月３日（月） 

８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） 

 
１９日 
（水） 

２６日
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
４日・５日・６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） 

 
２０日
（木） 

２７日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ １０：００～１１：３０  

２６日 
（水） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０   

２０日 
（木） 

 

 

 

開催予定日  ９月２０日（日）、１０月３１日（土）、１１月７日（土） 

１１月２８日（土）、１２月１９日（土） （全５回）９：３０～１２：００ 

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、効果的な取材・広報について、 

地域資源のマッピング演習、レポート作成など 

修  了   全５回中、３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    ２５名（応募者多数の場合抽選） 

【申込み・問い合わせ先】 ８月３１日（月）までに市民協働安全課 （担当：室田、渡瀬） 

          ＴＥＬ３５４－８１７９ ＦＡＸ３５４－８３１６ 

 

地域づくりマイスター養成講座 受講生募集 

特別番組「家で祭りを楽しもう～大四日市まつり～」 

今年はおうちで祭り気分を味わいませんか？ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年は大四日市まつりが中止となりました。 

番組では、２０１９年の大四日市まつり２日目「郷土の文化財と伝統芸能」に出演した 

団体の演技を各団体の思いと共に振り返ります。是非ご覧下さい。 

《放送チャンネル》12ch 

《放送日時》８月 11 日（火）～16 日（日） 

火・木 19：00～/水 23：00～／金・日 17：00～／土 19：00～ 

【問い合わせ先】 シー・ティー・ワイ 地域情報部 ＴＥＬ３５９－２９２５ 

読書に関するエッセーを募集 

あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことをエッセー(随筆)にしてください。 

対 象：市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人 

テーマ：「あの人におすすめしたい本」または、読書法や読書論について  

規 定：400 字詰め原稿用紙またはワード等（1 列 20 文字×20 列）を使用し、本文 3 枚と表紙 

1 枚で未発表のもの(一人 1 編)に限る 

申込み：10 月 18 日（日）(必着)までに、作品表紙に所定の応募用紙を添えて、郵送かＥメールで、

または直接、〒510-0821 久保田一丁目 2-42 四日市市立図書館へ 

その他：募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。 

 

【問い合わせ先】四日市市立図書館 （月曜日、第２・４火曜日休館）  

ＴＥＬ３５２－５１０８・ＦＡＸ３５２－９８９７ 

Ｅ－Mail  tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp 

ホームページ  https://www.yokkaichi-lib.jp/ 

mailto:tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp

