
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

再掲載 

 
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、Ｅ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 

参加費無料 

１０月 ９日（日） １０：００～ 

          １１：００～ 

ベビーマッサージ教室 ねんねクラス （１～１０ヵ月） 

よちよちクラス（１１ヵ月以上） 

１０月１０日（月・祝）１５：００～ マタニティヨガ教室 

１０月１８日（火） １０：３０～ バレトン教室 

１０月２４日（月） １４：００～ バランスボール de 産後骨盤整体 

１０月２５日（火） １０：３０～ 親子ヨガ教室 

【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） 

 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 
１０月１３日（木）１３：３０～１５：００ 羽津地区市民センター２階ホール 

おおむね６５歳以上の市民の方々を対象に、介護予防の運動・レクリエーション ～ストレッチ・ 

筋トレ・脳トレなど～ を行います。申込み不要・参加費無料です。体温調整しやすく動きやすい服装 

でご参加ください。 

※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。 

お 知 ら せ 
令和 ４年 ９月 ２０日（№１２） 

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/   

回 

覧 

              

 

妊産婦・乳幼児サポート講座 
 『さろん de志氐我野』にて開催 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

参加費無料 

申込み不要 

よ っ か い ち ・ は つ ら つ 健 康 塾 ！ 
１０月   ４日 （火）   １３： ３０～   １４ ：３０  別名６丁目集会所【申込み締切９月３０日

（金）】 

１０月 １１日（火）１３：３０～  １４：３０        羽津会館【申込み締切１０月 7 日（金）】 
おおむね６５歳以上の方を対象に、介護予防のための健康知識を学んでいただく講座です。 

参加費無料です。軽い体操ができる服装でご参加ください。 

それぞれの申込み締切日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 

 

◆市民窓口サービスセンター業務停止のお知らせ                     

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、メンテナンス作業のため、 

下記の通り業務を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■戸籍に関する証明書の発行業務停止 

１０月８日（土）、９日（日）、１０日（月・祝） 

◆コンビニ交付サービスの一時停止について                         

メンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■一時停止日時 

１０月 ７日（金） １９：００～ 
１０月 ８日（土）、９日（日）、１０日（月・祝） 終日 

■停止するサービス…すべての証明書 

【問い合わせ先】市民課 ＴＥＬ３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 
「睡眠」と「健康」の知恵袋講座② 

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 

～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！～ 

参加費無料 

再掲載 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

１０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 
 

５日 
（水） 

１２日 
（水） 

１９日 
（水） 

２６日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２  

４日・５日・６日・１１日・１２日・１３日・
１８日・１９日・２０日・２５日・２６日・２
７日（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７  

６日 

（木） 

１３日 

（木） 
２０日 
（木） 

２７日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

 
３日 

（月） 
 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２  

１２日 
（水） 

１４日 
（金） 

２１日 
（金） 

２８日 
（金） 

 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 
こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。ぜひ、ご来館ください！！ 

【開館時間】＜第 1 部＞ ９：００～１１：３０  ＜第 2 部＞１２：３０～１４：００ 

      ＜第 3 部＞１５：００～１９：００ 

※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 

１０月１１日（火） 

９：３０～１１：００ 

※受付終了時間１０：３

０ 

赤ちゃん広場 

体重測定や助産師に発育相談がで

きます。 

対象/０歳～１８か月、出産予定の人 

定員/当日先着 10 組 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

１０月１６日（日） 

①１０：００～１１：００ 

②１５：３０～１６：３

０ 

手形カードをつくろう 

家族で手の大きさくらべをしよう。

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） 

１０月１６日（日） 

①１０：００～１１：００ 

②１５：３０～１６：３

０ 

プラザフォトスポット 

家族や友だち同士で写真をとろう。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき１グループ５名まで 

１０月２4 日（月）～ 

31 日（月） 

９：００～１７：００ 

※消毒時間は除く 

ハロウィンタトゥーシール 

手描きのタトゥーシールを作っ

て、自分自身をハロウィン風にデ

コっちゃおう！ 

対象/どなたでも 

定員/材料がなくなり次第終了 

※アレルギーや肌に不安のある方は 

お控えください。 

※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】こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０－５０２０ ＦＡＸ３３４－０６０６  

ＨＰ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

四日市北警察署管内『防犯ボランティア情報交換会』を開催します！ 

わたしたちのまちをもっと安全で安心なまちにするために、この地域の事件・事故の発生状況やその対策に

ついて情報交換してみませんか。防犯活動（子どもの見守りなど）をされている方、したいと考えている方、

興味がある方や地域・子どもの安全に関心がある方のご参加をお待ちしております！ 

日 時 １０月１８日（火）１４：００～１６：００ 

会 場 四日市北警察署 ３階大会議室 

主 催 四日市市地域防犯協議会 

内 容：・わたしが取り組む防犯について、情報交換 

     ・四日市北警察署、四日市市からの情報提供 

     ・全員参加の座談会 

定 員：３０名  

申込み １０月１４日（金）までに、氏名・出席人数・連絡先をご連絡ください 

【申込み・問い合わせ先】市民協働安全課（四日市市地域防犯協議会事務局） 

ＴＥＬ３５４－８１７９ ＦＡＸ３５４－８３１６ 

 

 
羽 津 地 区 運 動 会 【１０月２３日（日）実施】 

参加者追加募集！  
★★締め切り １０月１４日（金）★★ 

 は も り あ 四 日 市 講 演 会  

日 時 １１月１７日（木）１４：００～１５：３０（開場１３：３０） 

会 場 四日市商工会議所 １階ホール 

講 師 杉山 春さん（ルポライター） 

定 員 １００人程度 

申込み １０月１日（土）９：００受付開始、定員になり次第締切り 

託 児 無料・先着５人程度（６か月～未就学児まで） 

    【１１月５日（土）までにお申込みください】 

※マスクの着用をお願いします。新型コロナウィルス感染症の状況に 

より、講演が中止・延期となる場合があります。 

 

【申込み・問い合わせ先】男女共同参画センター「はもりあ四日市」 

本町９番８号 本町プラザ３階   

ＴＥＬ３５４－８３３１ FAX３５４－８３３９ 

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

児童虐待とＤＶ ～取材を通して見えてきたもの～ 

１０月 の自 動 車 文 庫 
１０月 ６日（木）八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

１０月１４日（金）別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

１０月１４日（金）大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

１０月１８日（火）緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

 


