
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

女子力アップ講座 

石崎シェフの料理教室 
１０月９日（日） １０：００～１２：００ 

羽津地区市民センター ３階調理室 
講 師：石崎 克彦 さん 

定 員：１６名（先着順） 

参加費：１，０００円 

持ち物：エプロン、三角巾、ふきん 

申込み：９月２０日（火）～３０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） 

【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 

メニュー 

お持ち帰り 
中華弁当 

敬老の日 ご長寿おめでとうございます 
羽津地区在住の７０歳以上の方は、２,９０３名です。 

令和４年７月現在 

 

回 
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口座振替で‼  

納税は、便利で安心な   【問い合わせ先】 

収納推進課 ＴＥＬ ３５４－８１４１ 

         ＦＡＸ ３５４－８３０９ 

お 知 ら せ 
令和 ４年 ９月 ５日（№１１ ） 

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：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会 

「睡眠」と「健康」の知恵袋講座② 
～よい睡眠とれていますか？ちょっとした工夫で睡眠満足度アップ！～ 

   １０月６日（木）１４：００～１５：００ 

   羽津地区市民センター ２階ホール 
内 容：よい睡眠のための睡眠環境 

     ＊寝具（枕、布団、マットレス等）選びのポイント 

     ＊寝室の温度や湿度など、よりよい睡眠をとるための睡眠環境 

     ＊「夜中に目が覚めてしまう」「なかなか寝付けない」などのお悩み別の解決法 

定 員：３０名（定員になり次第締め切り） 

申込み：羽津地区市民センターへ、電話または窓口でお申込みください。 

その他：講座終了後「野菜摂取レベル測定会」を実施します。ご興味のある方はご参加ください。 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５ 

参加費無料 

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≫                  

   夜に星を放つ      窪 美澄            

   スタッフロール     深緑 野分 

  ヘパイストの侍女    白木 健嗣 

  定年オヤジ改造計画   垣谷 美雨 

   おいしいごはんが食べられますように  高瀬 隼子 
 

≪こども向け≫ 

   ドーナツペンタくん        柴田 ケイコ 

   いつつごうさぎのきっさてん    まつお りかこ 

   コンビニてんちょうネコイチさん  ヤスダ ユミコ 

   １日１０分でちずをおぼえる絵本  あきやま かぜさぶろう 

 

四日市市出身 

ばらのまち福山 

ミステリー文学新人賞 

主催：羽津絵本の会・羽津地区市民センター 

子育て中の皆さんへ ～ ぷち絵本セラピー 
～ちょっぴり心がかるくなる絵本の世界～ 

１０月１３日（木）１０：００～１２：００ 

羽津地区市民センター ２階ホール 
絵本セラピーは、絵本の力を借りて自分と向き合うことができる「ふれあいと気づきのワークショップ」です。 

講  師：鳴川 敏美 さん 

（絵本セラピスト協会認定 基礎絵本セラピスト JPIC 読書アドバイザー  学校司書 保育士） 

定 員：３０名 

託 児：あり（無料）  

利用される方は、９：３０～９：５０までに、１階和室で受付を済ませてください（時間厳守） 

申込み：９月３０日（金）【必着】までに申込用紙にご記入のうえ、羽津地区市民センター窓口へ持参 

または郵送していただくか、メール（hazuehonnokai@gmail.com）でお申込みください。 

      ※ 申込用紙は、市民センター１階パンフレット置き場にあります 

      ※ 応募者が定員を超えて参加できないときはご連絡します。 

【問い合わせ先】羽津絵本の会 千種 ＴＥＬ０８０－９７３４－１９６７ 

                田中 ＴＥＬ０９０－７６０４－８４０９ 

参加費無料 

mailto:hazuehonnokai@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集 
 

一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を行っています。

令和５年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。 

●助成対象団体：コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・自主防災組織 

●募集する事業：①一般コミュニティ助成事業 

 ②コミュニティセンター助成事業 

 ③青少年健全育成助成事業 

        ④地域防災組織育成助成事業 

●書類提出期限：①②③については、９月３０日（金）までに市民生活課へ 

        ④については、１０月７日（金）までに危機管理課へ 

※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。  

   http://www.jichi-sogo.jp/ 

９月は健康増進普及月間および食生活改善普及運動月間です。 
 

この機会に生活習慣を見直して、健康づくりを始めてみませんか？ 

１．運 動 … 毎日の活動に「プラス 10」を！ 

～今より 10 分多く、毎日体を動かしてみましょう～ 

２．食 事 … 食事をおいしく、バランスよく！ 

                ～減塩、腹八分目、朝食も欠かさずに～ 

３．禁 煙 … たばこは百害あって一利なし！ 

～今すぐ止めましょう～ 

４．クスリ … 生活習慣の改善で治らない時には薬での治療が必要です。 
 

ストレッチ運動は自宅で道具を使わず、短時間でできるのでおすすめの運動です。 

なかでも太もも前やふくらはぎ、ひざ裏などの足を伸ばすストレッチは血流が 

よくなるので、血管をやわらかく健やかに保ち、若々しさの維持が期待できると 

言われています。今日から毎日の生活に取り入れてみませんか。 
 

【問い合わせ先】健康づくり課 ＴＥＬ３５４－８２９１ 

 

ポスターコンクール受賞者の 
ポスターは９月１４日（水）から
掲載しているよ！ぜひ来てね！ 

 

－ 地域デビューの入り口は、体のことから － 

「介護予防ボランティア ヘルスリーダー養成講座」のご案内 

日 時：１０月２８日、１１月４日・１１日・１８日・２５日（全５回） 

いずれも金曜日 １４：００～１６：１５      

会 場：なやプラザ 3 階 音楽室大（蔵町 4-17） 

対 象：受講後にヘルスリーダーとしてボランティア活動ができる方 

※有資格者（看護師、理学療法士、作業療法士など）で、現在職務に従事している人は除く 

講 師：荒深 裕規 さん（日本福祉大学 社会福祉総合研修センター コーディネーター）  

内 容：介護予防に関する講義や運動の実習など 

定 員：１５名程度（応募多数の場合は抽選） 

持ち物：マスク、飲み物、中履き、運動しやすい服装でお越し下さい。 

申込み：１０月１４日（金）【必着】までに、講座名、郵便番号・住所、名前（ふりがな）、年齢、 

電話番号を、はがき・電話・FAX のいずれかの方法で申込先へお知らせいただくか、   

ホームページの申込フォーム、または、下記 QR コードからお申込みください。 

その他：発熱や咳などの風邪症状がある方、基礎疾患をお持ちの方で感染リスクを心配される方は 

参加をお控えください。 

また、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合がございます。 

【申込み・問い合わせ先】高齢福祉課 〒５１０－８６０１ 諏訪町１－５  

ＴＥＬ３５４－８１７０ FAX３５４－８２８０  
 

ホームページからの申込み 

参加費無料 

     

または 
こちらを読み取り 申込みフォーム 

まっちゃんの子育て無料相談 ～一人で抱えずに不安を話してください！～ 

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、

引きこもりなどの相談を事前予約制【９月２０日（火）締切】で受け付けます。 

詳しくは、直接、下記連絡先へお問い合わせください。 

日 時：9 月２６日（月）13：００～17：００ 

場 所：羽津地区市民センター  1 階 和室 

相談員：松永高弘（クペリ代表理事・所長、あおい幼稚園園長) 

主 催：一般社団法人子ども子育て・教育研究所（クペリ） 

後 援：公益財団法人ささえあいのまち創造基金  

《ささえあい基金の寄付で運用しています》 

【申込み・問い合わせ先】ＴＥＬ ０９０－９１８４－７０８８ E-mail: info@cperi.net 

  ※コロナウイルス感染症の状況により中止することもありますのでご了承ください。 

クペリ HP QR コード 

羽津小学校・下野小学校 給食パートを募集（１０月下旬からの勤務です） 

募集職種 … 小学校給食調理員補助（給食パート）各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（春・夏・冬休みは勤務なし） 

勤務時間 … 羽津小学校 ８：３０～１５：１５（労働時間６時間） 

下野小学校 ８：４５～１５：３０（労働時間６時間）※変更の可能性あり 

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 … 羽津小学校勤務の場合、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。社会保険加入あり。 

申 込 み … 応募を希望される方は、教育総務課（TEL３５４－８２３６）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 … ９月１２日（月）～２２日（木） 

【申込み・問い合わせ先】教育総務課 TEL３５４－８２３６ 

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。 

生活排水課では、生活排水を適正に処理していただくように啓発を行っています。 

この一環として、公共下水道や浄化槽の維持管理など生活排水についての相談会や、アンケートにご協

力いただいた方に水回りの家事に便利な粗品をお渡ししますので、お気軽にご参加ください。 

※相談会はイベントスケジュールに応じて、窓口を閉めている時間帯もございます。 

  日時：９月１９日（月・祝） 

  場所：イオンタウン四日市泊 

【問い合わせ先】生活排水課 ＴＥＬ３５４－８２２１ 

http://www.jichi-sogo.jp/

