平成２７年 ３月 ２０日（№２４）

お 知 ら せ

羽津地区市民センタ－
ＴＥＬ３３１－４４６５
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/

犬は生後９１日以上になったら、登録を申請し、狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられて
います。登録は生涯に１回、狂犬病予防注射は毎年１回、必ず受けなければなりません。

＜羽津地区の集合注射＞
４月２０日（月）

◇統一地方選挙のお知らせ◇
三重県知事選挙・三重県議会議員選挙
◎投票日 ４月１２日（日） ７：００～２０：００
◎投票所 羽津第一（羽津小学校）
羽津第二（羽津北小学校）
羽津第三（羽津中学校）

１４：1
１４：1０～１4
０～１4：3０

羽津地区市民センター

１4：５０～１5
：５０～１5：４０

持ち物

◎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
◎新たに登録する犬・・・・注射費用と登録費用
◎市外で登録があり、
転入登録する犬・・・前住地で交付された犬鑑札、注射費用

費 用

集団注射・・１頭につき ３，２００円
（注射料金２，６５０円＋注射済票交付手数料５５０円）
登
録・・１頭につき ３，０００円
◆おつりのいらないよう、ご協力をおねがいします

四日市市議会議員選挙
◎投票日 ４月２６日（日） ７：００～２０：００
◎投票所 羽津第一（羽津小学校）
羽津第二（羽津北小学校）
羽津第三（羽津中学校）

いかるが集会所

＊注意事項＊

※入場券に記載してある投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけ
ください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

お知らせのハガキを忘れずに持参ください
事故防止のため首輪が外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人が
連れて来てください
フン尿の始末は、飼い主が責任を持って行ってください
雨天の場合でも実施します

＜問い合わせ先＞

衛生指導課

TEL ３５２－０５９１

◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇
投票ができる期間

施設名称

県議会議員選挙 市議会議員選挙

おおむね６５歳以上の方を対象に、いつまでも元気でイキイキとした生活が送れるように、介
護予防に関する知識を学ぶ教室です

3月27日（金）

四日市市総合会館
(諏訪町2番2号）

平成２７年度 前半 実施日
4月11日（土）

第２期日前投票所

4月4日（土）

4月20日（月）

(塩浜町1番地11)

８：３０ ～
２０：００迄

～

第３期日前投票所

4月11日（土）

５月

６月

７月

８月

９月

１２日（火）

２日（火）

７日（火）

４日（火）

１日（火）

話の内容

介護予防

ひざ痛予防

認知症予防

腰痛予防

お口の健康

場 所

羽津地区
市民センター

八田第三集会所

東ソークラブ

城山町集会所

羽津中公会所

日 程

～

4月4日（土）

～

三重北勢健康増進センター

よっかいち・はつらつ健康塾！のご案内

投票ができる時間

～

第１期日前投票所

県知事選挙

4月25日（土）

四日市市防災教育センター
(富田二丁目4番15号)

第４期日前投票所

4月11日（土）

四日市市中消防署中央分署

時

間

持 ち 物

１３：３０～１４：３０
筆記用具・タオル・水分補給の飲み物

* 申込不要・参加費無料です
* 動きやすい服装でお越しください
* 連絡先のわかるものをご用意ください

(曽井町391番地2)

【問い合わせ先】
【問い合わせ先】

回
覧

四日市市選挙管理委員会事務局
四日市市諏訪町１番５号
ＴＥＬ ３５４－８２６９

四日市市北地域包括支援センター
羽津在宅介護支援センター

ＴＥＬ ３６５－６２１５
ＴＥＬ ３３４－３３８７

あいさつで 絆つながる 羽津のまち
あいさつは 羽津のまちから 私から

３月２１日 １３：００オープン！

４月

四日市公害と環境未来館
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

１０：００～１１：３０

TEL ３３１－４４６５

【開館日】 火曜～日曜日

１日

８日

１５日

２２日

水

水

水

水

みのり保育所

９：３０～１４：３０

【休館日】 月曜日（祝日の場合は翌日）

主に３つのエリアで構成されています
１．展示エリア （博物館２階）
２．学習エリア （博物館１階）
３．活動エリア （じばさん三重２階）

１４日・１５日・１６日・２１日・２２日・２３日
火 ・ 水 ・ 木 ・ 火 ・ 水 ・

９：３０～１７：００

≪ 博物館１．２階 ≫

春休み中は工作体験が盛りだくさん！
✿ 押し花（しおり、カレンダー）づくり
✿ 貝がらステンシル
✿ アクリルたわし作り
✿ ウェルカメボードづくり など

四日市公害と環境未来館
（住所） 四日市市安島１丁目３番１６号 ＴＥＬ ３５４－８０６５ ＦＡＸ ３５４－４４１２

木

２８日・３０日
火

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

・ 木

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

９日

１６日

２３日

３０日

木

木

木

木

１０：００～１１：３０

４月はお休みです

１０：００～１１：３０

４月はお休みです

橋北小学校給食パート募集

（４月上旬からの勤務です）

◇募集職種

小学校給食調理員補助（給食パート）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

８：３０～１５：１５ （労働時間６時間）

◇時間給

８８１円（通勤費は別途支給）

◇申し込み

応募を希望される方は教育総務課（ＴＥＬ ３５４－８２３６）に電話のうえで
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、合格者に対して面接を実施します。

◇応募期間

３月２３日（月）～３月２７日（金）

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園
TEL ３３１－４７１２

３歳児対象

４月はお休みです

１０：３０～１１：３０

４月１０日（金）
１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：４０
１４：５０～１５：２０

別名三丁目 東ソー住宅
大宮町 志氐神社
八田二丁目「エステート羽津」前

４月１６日（木）
１４：２０～１５：００

緑丘町 集会所駐車場

平成２７年度

□■□■□■□

羽津地区市民センターからのお願い

■□■□■□■

例年、４月上旬は、住所変更・国民健康保険加入及び喪失・各書類の更新などのお手
続きで来館される方が集中し、窓口業務にかなり時間を要します。集中予想日を避けて
いただくと、待ち時間の短縮になります。
みなさまのご協力、よろしくお願いいたします。

集中予想日

「はり・きゅう・マッサージ利用券」の申請を受付します

４月１日（水）～４月３日（金）・４月６日（月）

四日市市視覚障害者協会指定の施術所で、１回につき１枚利用できます
○有効期間
○対 象 者
○交付枚数

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
・満７０歳以上の方
・身体障害者手帳を持つ肢体障害１・２級の方
年間１０枚

＊市民センターで申請した場合、利用券は後日郵送されます

○問い合わせ先

障害福祉課

ＴＥＬ

３５４－８１７１

■□■□■□

羽津地区市民センター図書室からのご案内

■□■□■□

本の寄贈がありましたので、是非ご利用ください。
（ 寄贈者 ）四日市地域ゆかりの「郷土作家」顕彰事業委員会 様
（寄贈図書）四日市の礎Ⅱ ６０人のドラマとその横顔
（内

容）四日市ゆかりの文学者、医師、看護師、事業経営者など60人の事績を紹介

