
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子力アップ講座 やさしい筋トレ＆ストレッチ  

４月２９日（木・祝） １０：００～１１：３０ 

羽津地区市民センター ２階ホール 
講  師： 舘 みゆき さん 

定  員：２０名（定員になり次第締め切り） 

持 ち 物：タオル・飲み物（動きやすい服装で） 

申 込 み：４月１２日（月）～２３日（金）下記事務局へ直接お越しいただくか、ＦＡＸ、 

メールでお申込みください。（電話での申込みは受け付けておりません） 

主催：羽津地区まちづくり 
推進協議会女性委員会 

【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） 

             （平日１０：００～１６：００） 

ＴＥＬ・ＦＡＸ３３１－５３３３ Email jimukyoku@hazu.org 

 

 
  

 

お 知 ら せ 
令和 ３年 ３月２０日（№２４） 

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/   

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。 

【問い合わせ先】 

四日市市新型コロナウイルス感染症対策室 

〒５１０－８６０１ 諏訪町１番５号 

ＴＥＬ３２７－５９９０ ＦＡＸ３２７－５９０５ 

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 
４月１１日（日）ベビーマッサージ教室 

４月１２日（月）マタニティヨガ教室 

４月２０日（火）バレトン教室 

４月２６日（月）親子でバランスボール 

４月２７日（火）親子ヨガ教室 

 

参加費無料 

申込み不要 

 

☆4 月１５日（木） １４：１０～１４：３０ いかるが集会所（大字羽津甲） 

☆4 月１５日（木） １４：５０～１５：３０ 羽津地区市民センター 

持ち物 １．市内に登録のある犬…お知らせのハガキ(３月下旬発送予定)と注射費用 

      ２．市外で登録がある犬で市内に転入する犬…前住地で交付された犬鑑札と注射費用 

      ３．新たに登録する犬…登録費用と注射費用 

費 用 ＊集合注射 １頭につき 3,４00 円（注射料金 2,８50 円＋注射済票交付手数料 550 円） 

      ＊登録    １頭につき 3,000 円    

  【注意事項】 

① 新型コロナウイルス発生状況によっては、「集合注射」を行わない場合もあります。 

② ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人が 

連れてお越しください。（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします） 

③ 雨天の場合でも実施します。 

【問い合わせ先】衛生指導課 ＴＥＬ３５２－０５９１ ＦＡＸ３５１－３３０４ 

犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について 

広報よっかいち３月下旬号でも、お知らせさせていただきましたが、4 月に供給されるワク

チンの見込みが少ないことから、まずは効率的に接種を進めるため、高齢者施設の入所（入居）

者から接種を開始できるよう調整しております。   

そのため、クーポン券（接種券）の発送時期については、３月中旬以降としておりましたが、

「4 月以降」になる予定ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

なお、詳細については、決まり次第お知らせします。 

 

※「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」に関する最新情報については、市公式サイト

「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」のページ（下のＱＲコード）をご参

照ください。 

令和３年度 年間日程 ＊運動しやすい服装でご参加ください 

開 催 日 

５／２０（木）   ６／１７（木）   ７／１５（木）   ８／１９（木） 

９／１６（木） １０／１４（木） １１／１８（木） １２／１６（木） 

令和４年 

 １／２０（木） 

令和４年 

 ２／１７（木） 

令和４年 

 ３／１７（木） 

 

開催場所 羽津地区市民センター ２階ホール 

開催時間 １３：３０～１５：００ 

 

回 

覧 

                  

 

介護予防・認知症予防の運動やレクリエーションを行います。申込み不要・参加費無料です。 

※マスクの着用、水分補給をお願いします。発熱や咳等の風邪の症状がみられる方・基礎疾患を 

お持ちの方で、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。 

【問い合わせ先】高齢福祉課 ＴＥＬ３５４－８１７０ 

ヘルスリーダーによるイキイキ教室 

４月１５日（木）１３：３０～１５：００ 

羽津地区市民センター２階ホール 

参加費無料 

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。 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】（参加費無料） 

４月４日（日） １０：００～１１：００ とこわかダンスを踊ろう 

とこわかダンスを踊ろう。みんな

のダンスはプラザの YouTubeチャ

ンネル「ここプちゃんねる」で発

信されるよ。 

対象/どなたでも 

定員/子ども３０人 

その他/お家の人に YouTube

に出てよいか確認してきて

ね。 

４月１１日（日） １０：３０～１１：００ えほんのひろば 

おはなしとわらべうたであそびま

しょう。 

対象/どなたでも 

定員/先着１０組 

４月２５日（日） １５：１５～１６：１５ ドッジボール大会 

ドッジボール大会をしよう！ 

対象/小学生 

定員/２０名 

４月２９日（木）

～５月５日（水） 

１０：００～１１：３０ 

１２：３０～１４：００ 

１５：００～１７：００ 

４周年記念イベント 

めざせ！妖怪マスター 

トリックアートやミニゲーム、宝

探しなど、プラザにちりばめられ

たミッションをクリアせよ！ 

対象/０歳から１８歳までの 

児童（未就学児は保護

者同伴） 

定員/各回３０名 

※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  

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で 

環境保全のボランティアをしませんか 

 
期 間  令和３年４月から令和４年３月までの毎月２～３回（午前中） 

場 所  御池沼沢植物群落（西坂部町） 

内 容  除草作業や生育している植物に関する学習会 

説明会  お申込後、担当より日程調整させていただきます。 

申込 み  ３月３１日（水）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ 

メール、ファックス、郵送、あるいはご持参ください。 

応募用紙は、ホームページからダウンロードしていただくか 

下記までご連絡ください。 

【問い合わせ先】社会教育・文化財課 ＴＥＬ３５４－８２３８ ＦＡＸ３５４－８３０８ 

E メール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

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。 

何卒ご理解いただけますようお願いいたします。 

 

 

４月 ７日（水） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

４月１４日（水） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

４月１４日（水） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

４月１６日（金） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

４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 

７日 

（水） 

１４日 

（水） 

２１日 

（水） 

２８日 

（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
２0 日・２１日・２２日・２７日・２８日 

（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
８日 

（木） 

１５日

（木） 

２２日 

（木） 
 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０ ４月はお休みです 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０  

１６日 

（金） 

２３日 

（金） 

３０日 

（金） 

 ３歳児対象 
１０：００～１１：３０ ４月はお休みです 

 

◆◆ よっかいち・はつらつ健康塾！からのお知らせ ◆◆ 

４月開催は未定です。 
 

３階図書室に新しい本が入りました 

話題の本や絵本など新しい本が入りました。 

本の貸出しはお一人様５冊まで、貸出し期間は２週間です。 

≪一般向け≫               ≪子ども向け絵本≫ 

お探し物は図書室まで  青山美智子       ピヨピヨもりのゆうえんち  工藤ノリコ 

この本を盗む者は  深緑野分           おやくそくえほん  高濱正伸 

逆ソクラテス  伊坂幸太郎             きょうりゅうオーディション  たしろちさと 

モンテッソーリ教育が教えてくれた            やるもん やるもん にこちゃんがやる！ 原あいみ 

「信じる」子育て  モンテッソーリ教師あきえ 

 

「撮影マナー」を守りましょう 

楽しそうに遊んでいる子ども、仲むつまじく歩いている老夫婦、きれいな着物を着て歩く人など・・・ 

街を歩いていると、スマホやデジカメで写真に残したい光景に出会うことがありますね。 

しかし、そんな時に無断で撮影してもいいのでしょうか？ 

人物が特定できる写真を無許可で撮影するのは、「撮影マナー違反」はもちろん、「肖像権侵害」に

なりえます。 

また、知らない人からスマホやカメラを向けられるのは、とても不安になる行為です。 

知らない人や街中の人を無断で撮影しないようにしましょう。 

どうしても撮りたい場合は、声をかけて許可をもらうようにしましょう。 

幼児・児童・生徒を撮影する場合は、保護者の許可が必要です。 

 


