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お 知 ら せ 
令和 ４年 ５月 ２０日（№ ４ ） 

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/   

健康づくり グランドゴルフ大会 

６月１２日（日）９：００～（受付８：３０～）※雨天の場合は２６日（日） 
羽津小学校 グランド 

参加資格：羽津地区在住で健康に自信のある成人の方。初心者歓迎 

（用具のない方は本部で用意しています。） 

申 込 み：６月６日（月）までに、所定の用紙に住所氏名を記入して下記窓口で直接受付 

      （申込用紙はセンター２階階段前にあります。）    

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

健康推進部会 

参加費無料 

【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） 

            ＴＥＬ・ＦＡＸ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

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。 

６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 

１日 
（水） 

８日 
（水） 

 
１５日 
（水） 

２２日 
（水） 

２９日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 9:30～14:30 

１日・ ２日・ ７日・ ８日・ ９日 
１４日・１５日・１６日・２１日・２２日 
２３日・２８日・２９日・３０日（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

9:30～11:30 
２日 
（木） 

９日 
（木） 

 
１６日 
（木） 

２３日 
（木） 

３０日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

10:00～11:30  
１３日 
（月） 

 
２７日 
（月） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ 10:00～11:30 

３日 
（金） 

８日 
（水） 

１０日 
（金） 

１７日 
（金） 

２４日 
（金） 

 

 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 
６月１４日（火）１３：３０～１４：３０ 別名一丁目集会所 

「介護予防」について、おおむね６５歳以上の方、１０名程度で行います。参加費無料です。 

申込み：６月１０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 
６月１６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  

妊産婦・乳幼児サポート講座 

『さろん de志氐我野』にて開催 
 

◆6 月１２日（日）ベビーマッサージ教室     

ねんねクラス（１～１０ヵ月）   １０：００～ 

よちよちクラス（１１ヵ月以上）  １１：００～ 

◆6 月１３日（月）マタニティヨガ教室 １５：００～ 

 

 

 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

【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） 

◆6 月２１日（火）バレトン教室 

◆6 月２７日（月）親子でバランスボール 

◆6 月２８日（火）親子ヨガ教室 

※上記いずれも １０：３０～  

 

参加費無料 
申込み不要 

♪申込受付 ５月２５日（水）８：３０より受付開始 

  ※定員になり次第締め切ります。（６月１０日締切） 

電話・羽津地区市民センター窓口にて受付 

♪定  員 ２０組  
★通常の「ぴよぴよ（さろんｄｅ志氐我野）」も開催しています。 

 

＊幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者が対象です 

※マスクの着用、発熱、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 

【 申込み・問い合わせ先 】羽津地区市民センター  ＴＥＬ ３３１－４４６５ 

主催：はづ子育て支援 ぴよぴよ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   羽津小学校 給食パートを募集（７月上旬からの勤務です） 

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 … １０４０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 … ５月３０日（月）～６月１０日（金） 

新・増築の家屋調査にご協力ください 

 

令和 4 年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築した人には、市役所資産税課から家屋調査の手紙をお送り

します。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。手紙が届きましたら調

査にご協力をお願いします。 

また、相続・売買・贈与などにより未登記の家屋の名義変更をした場合は、「家屋補充課税台帳登録者の変更

届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 

【問い合わせ先】資産税課家屋係 ＴＥＬ３５４－８１３５  ＦＡＸ３５４－８３０９ 

子育てを地域で支えあう  
四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ  

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている 

状況等を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。 

新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の 

人も、受講してください。 

日  時：６月２５日（土）１３：００～１6：0０（講習会のみの人は１４：３０終了）  

※講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。    

場  所：三浜文化会館 ２階 視聴覚室 

定  員：会場の都合により、２０名程度といたします。（先着順に受け付けます）    

申 込 み：電話にてお申し込みください。   

保  育：あり（無料）※事前にお申し込みください。 

【申込み・問い合わせ】四日市市ファミリー・サポート・センター   

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

TEL３２３－００２３ 

 

ファミリー・サポート・センターの利用料等が変わります 

７月１日（金）利用分からファミリー・サポート・センター利用料を改定します。 

また、新たに多子世帯・多胎児世帯・ひとり親等世帯等を対象として利用料を補助する 

制度が始まるほか、事前打ち合わせを行っていただいた援助会員のみなさんに、謝礼と 

して図書カード（５００円／回）をお渡しします。（依頼会員の負担はありません。） 

■利用料の改定 

利用形態 利用時間帯 
利用料 

改定前（～6/30） 改定後（7/1～） 

通常利用 

※日・祝・年末年始も同様 

７：００～１９：００ ７００円／時 ８００円／時 

１９：００～翌７：００ ８００円／時 ９００円／時 

 ■多子世帯等へ利用料の半額を補助 

補助対象：多子世帯・多胎児世帯・ひとり親世帯・生活保護受給世帯・市民税非課税世帯 

補 助 額：利用料×１／２ 

※交通費、食事代、キャンセル料等実費負担分は対象外。 

※これまでのきょうだい割引については、引き続き適用します。 

申請手順：①補助登録申請書をこども未来課へ提出 

②補助対象と認められた人は、７月利用分より４半期ごとに交付申請書兼請求書を 

こども未来課へ提出 

■そ の 他 

詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、こども未来課へお問い合わせください。 

 【問い合わせ先】こども未来課 子育て支援係 

TＥＬ３５４－８０６９ ＦＡＸ３５４－８０６１ 

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

 

市ホームページ 

６月 ２日（木） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

６月１６日（木） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

６月１６日（木） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

６月２２日（水） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

 

橋北こども園 保育パート募集 

募集人員：保育パート（会計年度任用職員） 5 名  

業務内容：保育補助（保育士資格は必須ではありません） 

勤務時間：平日早朝パート…：８：００～ ９：３０ １名 

：平日夕方パート…１６：００～１７：３０ １名 

：：：：：：：：：：：：：１６：００～１７：４５ １名 

：：：：：：：：：：：：：１６：００～１８：００ :２名 

時 間 給：１０１０円 

勤務日数：応相談 

勤務場所：橋北こども園（東新町２６－３２） 

応募方法：橋北こども園（新田）までご連絡ください。 

【問い合わせ先】橋北こども園 ＴＥＬ３３１－４０４９ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1493447914/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MzA3OC5wbmc-/RS=%5eADBx3AKCD58vbCNktlCKfMMoiHDgFY-;_ylt=A2RCL7Bp4wJZo2oAPVaU3uV7

