
主催：健康推進部会 健康づくり グラウンドゴルフ大会 

３月６日（日）９：００～（受付８：３０～）  

羽津北小学校 運動場 【雨天の場合は３月１3 日（日）】 

参加資格 ：羽津地区在住で健康に自信のある成人の方。（今回は成人の方のみが対象です） 

申 込 み：２月２８日（月）までに、所定の用紙に住所氏名を記入し下記窓口で直接お申込みください 

（申込用紙はセンター２階階段前にあります。） 

 

参加費無料 

主催：女性委員会 女子力アップ講座  優しいストレッチヨガ講座 
３月２４日（木）１３：００～１４：３０ 

羽津地区市民センター ２階ホール 
講 師：中村 美帆 さん 

定 員：１６名（定員になり次第締め切り） 

持ち物：ヨガマット（ある方）またはバスタオル、水分、動きやすい服装 

参加費：無料 

申込み：2月２８日（月）～３月１８日（金）に、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付けておりません） 

 

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 
 

３月１３日（日）ベビーマッサージ教室     

３月１４日（月）マタニティヨガ教室      

３月１５日（火）バレトン教室 

 

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 

３月２２日（火）親子ヨガ教室 

３月２８日（月）親子でバランスボール 

 

羽津地区まちづくり推進協議会主催事業のご案内 

 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

「 睡 眠 」 と 「 健 康 」 の 知 恵 袋 講 座 

みなさん、眠れていますか。「なかなか寝付けない」「早朝に目が覚めて、そのあと眠れない」など、

眠りについて悩みを抱える方、多いのではないでしょうか。健康で元気にいるために、病気や感染症

を予防するためには、質の高い睡眠が大切です。 

そこで、今回、専門家を招いて、寝具選びのポイントから寝室の温度や湿度、眠りについてのお悩み

解決方法など、睡眠について楽しく学ぶ時間を設けました。 

みなさん、お誘いの上、ぜひご参加くださいますよう、ご案内します。 

日 時 ３月９日（水）１４：００～１５：００ 

場 所 羽津地区市民センター ２階ホール 
：３０名 （先着順 ・定員になり次第締め切ります） 

申込み：電話でお申込みください。 

◆◆参加特典◆◆当日講演終了後、希望者の方には「血管年齢」を測定します。 

ご自分の実年齢と比べてみませんか。 

【申込み・問い合わせ先】 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５ 

参加費無料 

回 

覧 

              

 

お 知 ら せ 
令和 ４年 ２月 ２０日（№ ２２） 

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/   

春休み子ども応援教室「プログラミングでゲームを作ろう！」 
令和２年度から、小学校でプログラミングの学習が必修化されています。 

「プログラミング」って難しいイメージがある分、どのような内容を学習するか気になりませんか。 

手のひらサイズのプログラミング専用パソコンを使って、オリジナルゲームづくりを体験しましょう！ 

日 時：３月２８日（月） ① ９：３０～１０：３０  

②１１：００～１２：００    

場 所：羽津地区市民センター ２階ホール 

講 師：堀田 武志 さん【（株）ロボネット】  

定 員：各回１０名（共に先着順） 

対 象：羽津地区在住の小学生（１～２年生は保護者同伴でお願いします） 

申込み：３月１日（火）９時より受付開始、羽津地区市民センターまでお電話でお申込みください 

※参加当日は、自宅で検温をして、マスク着用でお越しください。 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５ 

紙面でご案内の講座、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。 

マイナンバーカード 申請サポート始めました！
羽津地区市民センターでは、写真の無料撮影や申請書記入のお手伝いをさせていただく 

マイナンバーカード申請サポートを始めました。 

窓口の混雑状況等で、お待たせする場合がありますので、事前にお電話いただきますようお願いいたします。 

 期間は３月２５日（金）までとなります。（再開する場合は、改めてお知らせいたします。） 

【問い合わせ先】羽津地区市民センター TEL３３１－４４６５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３月 の自 動 車 文 庫 
３月 3 日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

３月１１日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

３月１１日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

３月１５日（火） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 

３月 ８日（火）１３：３０～１４：３０ 羽津地区市民センター ２階ホール 

申込み：３月４日（金）までに下記まで申込みが必要です 

※マスクの着用、緊急連絡先、当日ご自宅での検温のご協力をお願いしております。 

 また、体調の悪い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は、中止・時間の短縮・人数制限をする場合があります。 

【申込み・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 

３月１７日（木）１３：３０～１５：００ 羽津地区市民センター ２階ホール 

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  

紙面でご案内の講座、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。 
春の火災予防運動 ３月１日～７日  

おうち時間  家族で点検  火の始末 
●火災の発生状況 

令和３年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７４件です。このうち建物火災が３７件で、

主な出火原因は、放火（疑いを含む）、たき火、こんろ、たばこ、ストーブになります。 

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント 

≪４つの習慣≫ 

① 寝たばこは絶対にしない、させない。 

② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

③ こんろを使うときは火のそばを離れない。 

④ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

≪６つの対策≫ 

① 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 

② 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。 

③ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。 

④ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

●書道パフォーマンスを実施しました 

四日市市消防本部・四日市市防火協会は、市民の火災予防意識の高揚を図ることを目的として、三重県

立川越高等学校のご協力のもと、書道パフォーマンスを実施しました。 

書道パフォーマンスの様子は、２月２６日（土）以降に四日市市消防本部公式ホーム 

ページ内の YouTube チャンネルにて公開いたしますので、ぜひご覧ください。 

四日市市消防本部公式ホームページ 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.php 
【問い合わせ先】 消防本部予防保安課 ＴＥＬ３５６－２０１０ FAX３５６－２０４１ 

３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）（羽津幼稚園の開始時間が変更になりました） 

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  

９日 
（水） 

１６日 
（水） 

２３日 
（水） 

３０日 

（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
１日・２日・３日・８日・９日・１０日・ 
１５日・１６日・１７日 （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
２日 
（水） 

１０日 
（木） 

１７日 
（木） 

 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０  
７日 
（月） 

 
羽津幼稚園 

ＴＥＬ３３１－４７１２ 
１０：３０～１１：３０ 

４日 
（金） 

１１日 
（金） 

 
３歳児対象 １０：３０～１１：３０  

９日 
（水） 

 

保育無料券とは、2 人目以降の子どもを出産した後の、保護者の心身の負担を軽減するため、 市内の

認可保育園・こども園で実施する一時保育を、上の子が 2 回まで無料で利用できる券のことです。 

保育無料券を受け取るには、交付申請をしていただく必要があります。 
 

申 請 方 法：こども未来課（総合会館 3 階）、各地区市民センターまたは市民窓口サービスセンター 

（近鉄四日市駅高架下）にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へ 

対 象 者：市内在住の産婦で、２人目以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉（未就学児に限る）を 

養育している人 

利 用 期 間：保育無料券を受け取った日から、出産月の 12か月後の月末まで 

※保育園・こども園（保育認定）に通園している場合は利用できません 

※幼稚園に通園している場合は、土曜日や長期休暇などに利用できます 

利用方法等：一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、各園にお問い合わせください。 

※利用するには、事前登録が必要です 

【問い合わせ先】こども未来課 TEL３５４－８０６９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユネスコ無形文化遺産 
「鳥出神社の鯨船行事」山車蔵巡り参加者募集 

例年８月１４日・１５日に富田地区で行われるユネスコ無形文化遺産の「鳥出神社の鯨船行事」。 

祭り当日では見ることのできない各組の山車蔵内の見学や、各保存会からの解説もある山車蔵巡りに参加 

しませんか。※新型コロナウイルス感染症拡大により中止の場合がございます。 

日  時：３月１２日（土）８：４５～１２：３０頃（８：３０受付） 

集合場所：富田地区市民センター ２階ホール 

内 容：鳥出神社、北・中・南島組、古川町の４つの山車蔵、東富田会館を巡ります 

（約 3ｋｍ、解説付き） 

申込み：３月３日（木）までに、参加者全員（１組５人まで）の名前・年齢、代表者の住所・電話番号を、 

FAX、メールにて、申込用紙を社会教育・文化財課へ 

※詳しくは、『広報よっかいち』2月下旬号、 

ＨＰ（「とりでじんじゃのくじらぶね」検索）をご覧ください 

【問い合わせ先】四日市市教育委員会社会教育・文化財課  

TEL３５４－８２３８  FAX３５４－８３０８ 

E-mail syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

市指定文化財「旧四郷村役場」 耐震補強・修理工事 現場見学会 参加者募集 

令和 3 年に築１００年を迎えた、市指定文化財「旧四郷村役場」（四郷郷土資料館）は、昨年１０月より耐震

補強・修理工事を行っております。このたび、歴史的建造物の内部構造や文化財特有の特殊な工事の状況を

公開します。工事で発見された部材や上下窓、工事写真パネルなどもあわせて展示します。通常は見られな

い工事中の文化財建造物をぜひご覧ください。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や内容変更する場合があります。 

日  時：３月２０日（日） １０：３０～１６：００ （小雨決行） 

※ １回１時間×４回。各グループ２０名程度。応募者多数の場合は抽選となります。 

※ 時間を選択することはできません。 

見学場所：旧四郷村役場（四郷郷土資料館。西日野町３３７５） 

集合場所：四郷小学校運動場（旧四郷村役場すぐ北側です。西日野町３２０７－１） 

※ 駐車場はございません。徒歩または公共交通機関でお越しください。 

対  象：小学 5年生以上の方 

申 込 み：３月７日（月）までに、参加者全員（１組３名まで）の名前と年齢、代表者の住所、電話番号を、 

FAX、メール、四日市の文化財申込みフォーム（右下 QR コード参照）、往復はがきで 

〒510-8601 諏訪町 1-5 四日市市教育委員会 社会教育・文化財課「旧四郷村役場」係へ 

【申込み・問い合わせ先】 

教育委員会 社会教育・文化財課 TEL３５４－８２４０ FAX３５４－８３０８ 

メール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

忘れ物をお預かりしています 
羽津地区市民センターでは、センター館内や敷地内にお忘れになられ

たものをお預かりしています。お心当たりのある方は羽津地区市民 

センターまでご連絡お願いいたします。 

３月３１日（木）まで保管しておりますが、お申し出のない場合処分

させていただきます。 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 
【開館時間】＜第 1 部＞ ９：００～１１：３０  ＜第 2 部＞１２：３０～１４：００   

＜第 3 部＞１５：００～１７：００ 

※各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。 

【主なイベント日時・内容】参加費無料 

３月１４日（月）  

10：15～11：00 

〇〇（まんまる）広場 

みんなで楽しくおしゃべりしましょう。 

対象/四日市に引っ越しされた人 

定員/当日先着１２組 

３月２０日（日） 

10：00～17：00 

プラザフォトスポット 

３月にちなんだ顔はめパネルが登場す

るよ。お誕生日用のパネルもあるよ。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき１グループ 5 名まで 

 

３月２６日（土） 

15：30～16：30 

プラザ音楽会 

息のあったアンサンブルと吹奏楽の響

きを楽しみましょう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着５０名 

出演/四日市市立橋北中学校音楽部 

３月３０日（水） 

13：00～14：00 

 

スポーツ活動総選挙 

選挙で 1 位になった競技をするよ。 

投票に来てね。 

対象/小学生 

定員/当日先着１２組 

投票期間/３月１４日（月）～２５日（金） 

※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、イベント実施 

状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

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

HP  http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

紙面でご案内の講座、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。 

多文化共生講演会開催のお知らせ            主催 四日市市 共催 四日市市自治会連合会 

１０年後の地域の姿 ～「共存」から「共生」へ～ 
住民の半数以上が外国人という埼玉県川口市の芝園団地の自治会事務局長を講師に迎え、様々な課題に直面 

する中で「開かれた自治会構想」を打ち出し、日本人と外国人の関係づくりに取り組んできた体験談を紹介 

いただき、今後の地域づくりについて考えます。 

日 時：３月１７日（木）１８：３０～２０：３０ 
会 場：総合会館８階視聴覚室〔オンライン（Zoom）配信を併用予定〕 

講 師：岡﨑 広樹 さん（川口市芝園団地自治会 事務局長） 

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：事前にＦＡＸ、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 

いただくか、直接電話でお申込みください。 

【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 
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