羽津地区市民センタ－
 331－4465
羽津地区社会福祉協議会
 331－5333 （事務局）

お 知 ら せ
平成２４年６月２０日 （№６）

ホームページ：http://hazu.org/

青空のもと皆でグラウンドゴルフを楽しみませんか。
お友達、ご近所の方お誘いあわせご参加下さい。
記念品も用意しています。
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参加費は無料です

７月７日（土） ９：００～１２：００
※雨天の場合８日（日）に順延
垂坂公園・羽津山緑地 交流広場
１８才以上、性別は問いません
１００名 多数の場合は抽選となります。
抽選になった場合、当選者には連絡をしません。
６月３０日（土）までに所定の申込用紙で緑の会羽津事務局宛に
お申込下さい。申込用紙は緑の会羽津公園事務所にあります。

♪日 時
♪場 所
♪対 象
♪材料費
♪持ち物
♪申込み

８月７日(火) １０：００～１３：００
羽津地区市民センター ３階 調理室
羽津地区の小学生１６名 （定員になり次第締め切り）
３００円
エプロン・三角巾・ふきん
・７月１８日(水)から受け付けを開始します。
羽津地区市民センターの窓口で申込み用紙に、住所、氏名、
電話番号をご記入の上、材料費を添えてお申し込み下さい。
・当日欠席の場合でも返金はできませんのでご了承下さい。
《問い合わせ先》
羽津地区市民センター

ＴＥＬ３３１－４４６５

《問い合わせ先》
NPO法人 緑の会羽津公園事務所 TEL･FAX ３３３－５５９７
消費者講座開催のお知らせ

毎年、羽津地区では、９月の敬老の日前後に、高齢者を敬愛し、長寿を祝う
ことを目的に羽津地区社会福祉協議会が敬老行事を実施しています。行事の実
施にあたっては、四日市市から地区内にお住まいの７０歳以上の方の名簿（住
所、氏名、生年月日、性別を記載）を閲覧させてもらっています。
個人情報への配慮から、名簿の取扱いについては、この敬老行事にのみ使用
し、適正な管理、秘密保持を徹底していますのでご理解をお願いします。
なお、名簿への
名簿への掲載
への掲載に
掲載に同意されない
同意されない方
されない方は、誠にお手数
にお手数ですが
手数ですが、
ですが、介護・
介護・高齢
福祉課（
福祉課（電話３５４
電話３５４－
３５４－８４２５）
８４２５）へ７月９日（月）までにご連絡
までにご連絡をお
連絡をお願
をお願いします。ご
連絡をいただいた方は名簿に掲載されませんので、ご長寿をお祝いする記念品
をお贈りすることができません。あらかじめご承知おきください。また、これ
までに同意されない旨のご連絡をいただいた方については、改めて連絡してい
ただく必要はありません。
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✿講 師
✿内 容
✿参加費

７月６日（金） １３：３０～１４：３０
羽津地区市民センター ２階 ホール
消費生活専門相談員
悪徳商法の手口や実態、その対処法についてお話します
無料、申込みも不要です

《問い合わせ先》
羽津地区市民センター

ＴＥＬ３３１－４４６５

四日市市議会

議会報告会のお知らせ

６月定例月議会の議会報告会を７月３日、４日に開催します。常任委員会ごとに２日に分
けて18時30分から１日２常任委員会ずつ、４会場で開催します。（詳細は下記参照）
定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。
報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。事前のお申し込みは不要
ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

第１部：議会報告会
日

会

７月３日（火）
１８：３０ ～ ２０：４５

時

常 任
委員会

場

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

７月４日（水）
１８：３０ ～ ２０：４５

教 育 民 生

産 業 生 活

総合会館
７階第１研修室

中消防署中央分署
３階多目的ホール

三重北勢健康増進ｾﾝﾀｰ

諏訪町２番２号

曽井町391番地２

塩浜町１番地１１

シティ・
○高齢者施策全般に
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
ついて
テーマ

総

務

（ヘルスプラザ）
１階研修室

○消防・防災について ○防災対策について

【取り扱い業務】住民票、戸籍、税、印鑑登録証明書発行や住民異動届、
戸籍届、印鑑登録受け付け、市税収納など
※転入、転居、国保加入届けなど平日１７：００以降と土日祝日には
一部取り扱いができない業務があります。

７月７日（土）・８日（日）
あさけプラザ
２階第４・５会議室

ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします

下之宮町296番地１
○防災対策について
○交通施策について

市では、下記の人権に関する学習会の参加者に対し、参加費などの一部を助成します。
（※ただし、全額自己負担する場合に限ります。）
助成対象：市内に在住、または通勤、通学する人で、人権に関する学習会に参加する人
助 成 額：市の交付要綱に基づき、参加費・交通費・宿泊費の１/２（学生の場合は４/５）
申込方法：７月１３日（金）までに、申請書を郵送か直接、
〒５１０－００８５ 諏訪町２－２ 総合会館７階 人権センターへ。
申請書は同センターへ請求するか、人権センターホームページ
（http://www５.city.yokkaichi.mie.jp/menu７３２６８.html）
からもダウンロードできます。
TEL 354-8609 FAX 354-8611

（近鉄四日市駅高架下・TEL３５９－６５２１）

都市・環境

※全会場、手話通訳いたします。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※教育民生常任委員会（総合会館）に参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営中央駐車場に
駐車してください。

《問い合わせ先》
人権センター（日・祝日休館）

（１０：００～１９：００ ただし、火曜日は休業）

平成24年1月2日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課
の職員が調査に伺います。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。市職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確
認のうえ、調査にご協力をお願いします。
また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家
屋補充課税台帳登録者の変更申請書」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

各町、各グループでチームを作って参加してください。
❒日 時
❒場 所
❒参加費
❒主 催

６月２４日（日） ９：００～
羽津北小学校グランド
無料
羽津地区体育振興協議会

今回はファーストピッチ！

◆部落解放第４４回全国高校生集会

日時
場所

７月３０日（月）～３１日（火）
三重県鳥羽市（戸田家ほか）

《申込み・問い合わせ先》
羽津地区体育振興協議会 代表 鈴木（TEL090-3569-5096）

の予定
６月６日、羽津地区市民センターの南面にゴーヤを１０数本植えて
グリーンカーテンを設置しました。夏の暑さをエアコンだけに頼らず、
また緑を生かした心地よい環境を保ちつつ、節電もめざしています。
設置にあたっては、竹を切り出しての支柱作りからネット張り、
苗の植え付けまで一連の作業をNPO法人「緑の会羽津」の皆さんに
ボランティアでおこなっていただき
ました。
暑い中をご協力いただきありがとう
ございました。

✿時間：１０：００～１１：３０ （みのり保育所は９：３０～１４：３０）
みのり保育所
３日・４日・５日・１０日・１１日・１２日・１７日・１８日・
１９日・２４日・２５日・２６日・３１日
tel 332-2392
羽津文化幼稚園
１１日
tel 331-3615
(水)
はづ子育て支援 ぴよぴよ ４日(水)は
お休みです
tel 331-4465

５日
(木)
６日
(金)

羽津保育園
tel 331-6987
羽津幼稚園
tel 331-4712
（3歳児対象）
１０：３０～１１：３０

平成27年国勢調査 第1次試験調査のお知らせ
平成27年国勢調査の実施に先立ち、平成24年7月12日に国勢調査の試験調査を
一部の地域で行います。この試験調査は、平成22年国勢調査時に課題となった調
査方法などの改善検証や、平成27年国勢調査の実施計画に必要な基礎資料を得る
ことを目的として実施されます。県知事から任命された国勢調査員が6月中旬か
ら7月下旬にかけて調査票等の配布・回収を行います。
今回の試験調査では、まずはインターネットでの回答を優先的にお願いし、イ
ンターネットによる回答をされなかった方に、後日調査票の配布を行います。調
査票の提出については、調査員への手渡しか、郵送提出をお願いします。
調査員がお伺いした際には、お手数をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
対象地域

霞ヶ浦町の一部
白須賀一丁目～三丁目の一部

納 期 の お 知 ら せ
７月２日(月)は市県民税の第１期分の納期限です。
お忘れなく！ お早めに！

１１日
(水)
１２日
(木)
１３日
(金)
１１日
(水)

１８日
(水)
１９日
(木)

２５日
(水)
２６日
(木)

にこにこミュージックボックスがやってくるよ！
♪時 間
♪場 所
♪対 象
♪定 員
♪参加費
♪申込み

１０：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階 ホール
地区内在住で幼稚園・保育園へ行っていない乳幼児と保護者
４０組 （定員になり次第締め切ります）
無 料
６月２７日（水）から羽津地区市民センターの窓口で受付します。
電話での申込みは受付できません。直接本人が申し込んで下さい。

《問い合わせ先》 羽津地区市民センター

TEL ３３１－４４６５

７ 月 の 自 動 車 文 庫
７月１２日（木）
・別名三丁目東ソー社宅
・志氐神社
・八田二丁目エステート羽津前
７月１７日（火）
・緑丘町集会所前

１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：４０
１４：５０～１５：２０
１４：２０～１５：００

