
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

☆4 月１５日（金） １４：００～１４：１５ いかるが集会所（大字羽津甲） 

☆4 月１５日（金） １４：３０～１５：０５ 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 

③ 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） 

   フン尿の始末は、連れてこられた人が責任をもって行ってください。 

④ 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 

 

お 知 ら せ 
令和 ４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。 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 

４月２１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  

令和４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 

５／１９（木）  ６／１６（木）  ７／２１（木）  ８／１8（木） 

９／１５（木） １０／１３（木） １１／１７（木） １２／１５（木） 

令和５年 

 １／１９（木） 

令和５年 

２／１６（木） 

令和５年 

３／１６（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 

              

 

女子力アップ講座 ねこクリップ手芸講座  

４月１４日（木） １３：００～１５：００ 

さろん ｄｅ 志氐我野 
講  師： 平野寿子 さん 

定  員：１６名（定員になり次第締め切り） 

材 料 費：２００円（１個分） 

持 ち 物：裁縫道具 

申 込 み：３月２８日（月）～4月８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 
 

【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 

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１０日（日）ベビーマッサージ教室     

４月１１日（月）マタニティヨガ教室      

４月１９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 

４月２５日（月）親子でバランスボール 

４月２６日（火）親子ヨガ教室 

 

四日市市プレミアム付デジタル商品券「よんデジ券」の 

申込受付が４月４日（月）から始まります！ 

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済の回復などを図るため、 

市内の店舗で利用できる「よんデジ券」が発行されます。 

4 月 4 日（月）からの市民先行の申込受付が始まるため、羽津地区市民センターで 

利用者向け説明会が開催されます。新型コロナ感染症拡大防止のため、説明会は 

予約制となっております。 

よんデジ券ホームページ 

https://4digi-ken.jp        

 

【問い合わせ先】 

 四日市市プレミアム付デジタル商品券コールセンター TEL０１２０－７６９－６０３ 

 

羽津地区市民センターの説明会開催日・・・４月１９日（火）午前 

  要予約 よんデジ券ホームページから申込みをお願いします。 

◆◆ 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。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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。 

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）（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 

６日 
（水） 

１３日 
（水） 

２０日 
（水） 

２７日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
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 
１４日 
（木） 

２１日 
（木） 

２８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 

１０：３０～１１：３０ 
１５日 
（金） 

２２日 
（金） 

 
 

３歳児対象 １０：３０～１１：３０ ４月はお休みです 

 

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≫                 

 赤と青のエスキース   

残月記          

燕は戻ってこない     

ペッパーズ・ゴースト   

さよならの向こう側   

とにもかくにもごはん   

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 

なぜ、読解力が必要なのか？ 

なぜ僕らは働くのか   

≪子ども向け≫                 

 こすってあそべる！ポケモンはみがき            

 パンどろぼうとなぞのフランスパン            

ぐらぐらゆれたらだんごむし 

チャレンジミッケ！11 

へんてこりんなおみせ 

 しょうぼうしゃ、てんけんよし 

≪子ども向け≫                 

 ゴリラさんだめです   

ちゃのまのおざぶとん   

まゆとかっぱ      

あやしいぶたのたね   

動物の迷路       

 あんなに あんなに 

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 

４月 １日（金）～ 

４月 ５日（火） 

13：00～14：00 

15：00～17：00 

みんなの夢インタビュー 

将来の夢、新学期の目標などあなたの夢をおしえてね。

収録した音声は、後日 CTY-FM で放送されます。 

対象/4 歳～中学生 

協力/CTY-FM 

4 月 17 日（日） 

10：00～11：00 

15：30～16：30 

手形カードをつくろう 

家族で手形を押して、手の大きさを比べてみましょう。

お子さんの成長記録にもなります。 

対象/どなたでも 

定員/各回当日先着 15 組 

（1 家族 1 枚まで） 

4 月 24 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/当日先着 10 組 

4 月 27 日（水） 

15：30～16：00 

新聞紙レクリエーション 

新聞紙をやぶいたり、乗ったり、飛ばしたり、いろいろ

なあそびをやってみよう！ 

対象/小学生 

定員/当日先着１２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、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   https://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

期 間  令和４年４月から令和５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  ４月１５日（金）までに、応募用紙を下記申込み先へメール、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。 

《ホームページアドレス》 

https;//www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/bunkazai/monument/ 

oikenumazawa/pg946.html 

【申込み・問い合わせ先】 

（3 月 31 日まで）社会教育・文化財課    ＴＥＬ３５４－８２３８ ＦＡＸ３５４－８３０８ 

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

（４月 １日から）文化課 文化財グループ  ＴＥＬ３５４－８２３８ ＦＡＸ３５４－４８７３ 

E メール：上記と同じ。ただし４月１５日（金）まで。 

 

「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 

 

４ 月 の 自 動 車 文 庫 
４月 ８日（金） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

４月１５日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

４月１５日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

４月２０日（水） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

羽津地区の皆様へ  地域マネージャー 前田俊明より 

平素は、羽津地区及び市民センター事業にご支援、ご協力頂きありがとうございます。 

私事で大変恐縮ですが、平成２８年から地域マネージャーとして、皆様のご協力の下、務めさせて頂き

ましたが、今年３月末をもちまして任期満了となります。６年間本当にありがとうございました。 

 ６年前に地域マネージャーとして羽津地区に参りましたが、私の住まいである塩浜とはかなりの距離

があり、どのような地区でどのような街なのか何も分らず、地域マネージャー業務についても何をすれ

ばよいのかわからないままに業務をおこなってまいりました。地域マネージャーは地域とのパイプ役と

して役割が大事だと聞き、少しでも地域のお役に立てればと思いながらやってまいりました。 

 羽津地区は海あり里山ありの素晴らしい環境の中で、地域の多くの皆様のご協力で、多数の 

イベントが開催され地域の絆づくりに貢献しております。ここ２年程はコロナ禍で、イベントも 

中止が多く残念ではありますが、今後も皆様のご健康と、羽津地区のご発展をお祈りしております。 


