お 知 ら せ

平成２７年

８月２０日（№１０）

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/

◇場
◇講
◇内

所
師
容

◇定 員
◇申込み

９月６日（日） ８：００～１２：００（雨天決行）
☆

内 容

避難訓練・避難所設営訓練
（当日は午前８時に３０秒間サイレンが１回鳴ります）
近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

＜問い合わせ先＞

◇場 所
◇対象者
◇内 容
◇持ち物

１３：３０～１４：３０

羽津中公会所
おおむね６５歳以上の方
「お口の健康」について
筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの

≪問い合わせ先≫

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

９月１０日（木）

１３：３０～１５：００
羽津地区市民センター

参加費 無料
申込み 不要

ＴＥＬ ３６５－６２１５
ＴＥＬ ３３４－３３８７

２階

ホール

参加費 無料
申込み 不要

対 象 ：おおむね６５歳以上の方
持ち物 ：タオル、飲み物など
動きやすい服装でお越しください
＜問い合わせ先＞
健康づくり課
ＴＥＬ ３５４－８２９１

９/９(水)は

乾電池・水銀体温計の収集日です

各戸配布する使用済乾電池・水銀体温計収集袋（赤色）で自治会の指定場所に
出してください。
＊ 各戸配布する袋は広報８月下旬号と同時配布します

回
覧

羽津地区市民センター

再掲載

参加費
無 料

ＴＥＬ ３３１－４４６５

（２回シリーズ）

講師：八田郁子さん

来年の干支（申）をつくりませんか？図案は、初心者から上級者までいろいろあります。

場 所
定 員
材料費
申込み

「よっかいち・はつらつ健康塾！」のご案内
９月１日（火）

<問い合わせ先>

日 時

羽津地区まちづくり推進協議会
羽津地区連合自主防災会 会長 西脇良孝
ＴＥＬ ０９０－２３４８－２４２９

乳幼児の応急処置の大切さを一緒に学びませんか
羽津地区市民センター ２階ホール
四日市市北消防署 署員
・新生児、乳児に対する異物除去や止血法
・乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順
４０組
８月２６日（水）８：３０より
市民センター窓口にて受付いたします

９月１７日（木） ９：３０～１１：３０
９月２９日（火） ９：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
１７名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）
１枚 ６００円（当日徴収します）
８月２５日（火）８：３０より市民センター窓口・電話にて
受付いたします（先着順）

＜申し込み・問い合わせ先＞
羽津地区市民センター

再掲載

ＴＥＬ ３３１－４４６５

今年も、１０月３１日（土）・１１月１日（日）に羽津小学校にて羽津地区文化祭を開催します
再
★募集対象
作品の出展 １人１部門につき１点 (大きさに制限あり）
掲
★展示期間
１０月３１日（土）午後のみ
載
１１月 １日（日）終日
★申込締切
８月３１日（月） ※申し込み用紙は事務局にあります
＜申し込み・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・ＦＡＸ ３３１－５３３３ E-mail : jimukyoku＠hazu.org

羽津地区消防分団車庫の改築工事を９月～翌年３月上旬まで行うことになりました。
工事に伴い駐車スペースが減りますので、市民センターにお越しの際は、なるべく
徒歩か自転車でお越し下さい。
皆様には、工事期間中何かとご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。

９月１０日（木） 別名３丁目 東ソー社宅
大宮町
志氐神社
八田２丁目「エステート羽津」前
９月１５日（火） 緑丘町
集会所駐車場

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

９月
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
TＥＬ ３３１－４４６５
みのり保育所
TＥＬ ３３２－２３９２
羽津保育園
TＥＬ ３３１－６９８７
羽津文化幼稚園
ＴＥＬ ３３１－３６１５
羽津幼稚園
TＥＬ ３３１－４７１２
（３歳児対象）

１０：００～１１：３０
９：３０～１４：３０
９：３０～１１：３０
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０

２日
（水）

１６日
（水）

３０日
（水）

１日、２日、３日、８日、９日、１０日、１５日、
１６日、１７日、２４日、２９日、３０日
（火・水・木）

３日
（木）
２日
（水）
４日
（金）

１０：３０～１１：３０

１０日
（木）
１１日
（金）
９日
（水）

１７日
（木）
１６日
（水）
１８日
（金）

２４日
（木）

あなたのまちの在宅介護支援センター
～ 介護でお悩みの方へ ぜひ一度ご相談ください ～
高齢者の介護は、家族や周囲の人の負担が大きく、様々な問題や悩みを抱えることも少なくあり
ません。そんな中で介護を継続していくためには、悩みを介護者だけで抱え込むのではなく、早い
段階で専門家に相談することが必要です。
四日市市では、そんな時に、身近な地域で高齢者の介護・福祉・医療に関する相談ができる窓口
として、
として、「在宅介護支援センター」を各地区に設置しています。「在宅介護支援センター」は、社
会福祉法人などに対して、市から業務を委託している公的機関で、２４時間３６５日
会福祉法人などに対して、市から業務を委託している公的機関で、２４時間３６５日無料で相談に
３６５日無料で相談に
応じています。困ったときは、ご遠慮なくご相談ください。
羽津地区担当の在宅介護支援センターは下記の通りです
＜羽津在宅介護支援センター ＞
所在地
四日市市羽津山町１０－８
ＴＥＬ ３３４ － ３３８７
＜問い合わせ先＞
問い合わせ先＞
介護・高齢福祉課 ＴＥＬ ３５４－８１７０

ＦＡＸ ３３４ － ３３７７

ＦＡＸ ３５４－８２８０

１０月からマイナンバーの通知が始まります
１０月からマイナンバーの通知が始まります
平成２７年１０月から、皆様一人ひとりに12桁の個人番号（マイナンバー）が通知され、平成２８年
１月から社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーの利用が始まります。
◆今後のスケジュール
■平成２７
■平成２７年
２７年１０月～
１０月～
住民票を有する皆様に「通知カード」が郵送されます。通知カードには次の事項が記載されます。
①氏名 ②住所 ③生年月日 ④性別 ⑤マイナンバー
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合
を除いて、番号は変更されないので、通知カードは大切に保管してください。
■平成２８
■平成２８年
２８年１月～
マイナンバーの利用が開始され、「個人番号カード」を希望し申請いただいた人には同カードが交
付されます（通知カードは回収となります）。従来の「住民基本台帳カード（住基カード）」は発
行されなくなります。すでに発行済の住基カードは有効期限の満了まで利用できますが、「個人番
号カード」と併せての所持はできません。「個人番号カード」交付時に住基カードも回収となりま
す。
＜問い合わせ先＞ 市民課 ＴＥＬ ３５４－８１５２ ＦＡＸ ３５９－０２８２

１０月１日、全国一斉に国勢調査が行われます。正確な人口や世帯構成、住宅の状況な
ど日本の姿を知るため、国内に住む全ての人を対象として５年ごとに実施されています。
調査結果は、これからの行政を考えていく大切な資料となり、私たちの暮らしのさまざま
な分野で生かされることになります。
今回の調査から、従来の紙の調査票での回答のほか、新たにインターネットによる回答
が可能となりました。紙の調査票で回答していただく場合は、封入して調査員に提出する
か、郵送で提出するかを、世帯で選択していただけます。
●調査の方法
インターネットによる回答を推進するため、９月上旬に調査員が世帯ごとに「インター
ネット回答の利用案内」を配布し、インターネット回答を９月２０日まで
９月２０日まで受け付けます。
９月２０日まで
その後、インターネット回答がなかった世帯にのみ、９月下旬に紙の調査票を配布します。
紙の調査票は、１０月７日までに
１０月７日までに調査員に提出していただくか、郵送で提出してください。
１０月７日までに
●調査の対象
１０月１日現在国内に常住するすべての人（「常住する人」とは、その場所に調査日
現在３か月以上住んでいる人、あるいは調査日前後を通じて３か月以上住むことになっ
ている人）
●調査についてのお問い合わせ先
国勢調査コールセンター 設置期間 ８月２４日（月）～１０月３１日（土）
受付時間 ８：００～２１：００（土・日・祝日も利用可）
ＴＥＬ ０５７０－０７－２０１５（ナビダイヤル）
ＩＰ電話の場合 ＴＥＬ ０３－４３３０－２０１５（ひかりライン）
詳しくはウェブサイトで
国勢調査２０１５
検索
＜問い合わせ先＞
ＩＴ推進課
ＴＥＬ ３２５－６０１１ ＦＡＸ ３５９－０２８６

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間のお知らせ
近年、高齢者・障害者に対する虐待などの事案が多く発生しています。そこで、このような高
齢者・障害者をめぐる様々な人権問題の解決にむけて今年度も全国一斉「高齢者・障害者の人
権あんしん相談」の強化週間を実施します。
～実施期間や相談番号のお知らせ～
✿期 間：９月７日(月)～９月１３日(日)の7日間
✿時 間：８：３０～１９：００（土日は１０：００～１７：００）
✿ＴＥＬ：０５７０－００３－１１０ （全国共通フリーダイヤル・無料）
＜問い合わせ先＞
津地方法務局人権擁護課
ＴＥＬ ０５９－２２８－４１９３ ＦＡＸ ０５９－２１３－３３１９

市内に本社がある建設業者による住宅リフォームを支援します
市内に本社がある建設業者により、現在お住まいの住宅を改修される場合に、その費用の一部を
助成します。
対 象： 市内在住で、自己の所有する住宅に居住しており、世帯全員が、市税を滞納していない人
補助額： 対象となる工事に要した費用の２０％（１，０００円未満切り捨て）で、１０
１０万円
１０万円まで。
万円
※申し込み多数の場合は抽選となります。
申込み： ９月２４日～
２４日～１０
日～１０月
１０月７日（土・日を除く）８：３０～１７：１５
日（土・日を除く）８：３０～１７：１５
市役所１１階１１１会議室に申請書など、必要書類をお持ちください。
※申請書は、商業勤労課窓口、各地区市民センターで配布する他、市ホームページからもダウン
ロードできます。
※この補助事業は今年度限りとなります。その他、詳細については、広報よっかいち８月下旬号
に掲載していますので、ご確認ください。
＜問い合わせ先＞

商業勤労課（ＴＥＬ ３５４－８１７５

ＦＡＸ ３５４－８３０７）

