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市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ
市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）は、システム調整のため、下記の日程は
臨時休業いたします。皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

臨時休業日
＜問い合わせ先＞

手話講座のご案内

１０月３日（土）終日
１０月４日（日）終日

市民課
市民窓口サービスセンター

ＴＥＬ
ＴＥＬ

３５４－８１５２
３５９－６５２１

「こにゅうどうくん」を応援しよう！
主催：手話サークルはばたき／羽津地区市民センター

第２回 ９月３０日（水）１３：３０～１５：００
羽津地区市民センター ２階 ホール
<内容>
内容> あいさつの手話を覚えよう！ ３回講座で、次回は、
１０月７日（水）１３：３０～
<内容> 自分の名前を表してみよう！
※ 当日参加・１日だけの参加もＯＫです
＜申し込み・問い合わせ先＞
羽津地区手話サークル「はばたき」代表 松永（ＴＥＬ ３３２－３４９２）
羽津地区市民センター窓口でも受け付けています

女性だけのまちづくり会議のご案内
ご好評いただいています『女性の、女性による、女性のためのまちづくり会議』の今年度
２回目を開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。

「こにゅうどうくん」が全国のキャラクターの一番を決める人気
投票に挑戦しています。パソコンやスマホで下記のアドレスから
“毎日”投票できます。
【投票期間】１１月１６日（月）まで（投票受付中）
ゆるキャラグランプリ オフィシャルウェブサイト
http：//www.yurugp.jp/index.php
毎日投票してね！
<問い合わせ先>
観光推進課

ＴＥＬ ３５４－８１７６

お詫びと訂正について
センターだより８月下旬号に掲載した「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間の案内に
誤りがありました。
誤）０５７０－００３－１１０（全国共通フリーダイヤル・無料）
正）０５７０－００３－１１０（全国共通・
全国共通・通話料有料
全国共通・通話料有料）
通話料有料
皆様にご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。お詫びして訂正いたします。
＜問い合わせ先＞ 人権センター ＴＥＬ ３５４－８６０９ ＦＡＸ ３５４－８６１１

☆日 時
☆場 所
☆託 児

９月２６日（土） １３：３０～
ラ・ポール（垂坂山ブルーミングハウス別館）
臨時託児所（無料）を開設します

「よっかいち・はつらつ健康塾！」のご案内

※３回目は１１月２９日（日）に予定しています
＜問い合わせ先＞ 羽津地区まちづくり推進協議会事務局長 藤井ゆか
ＴＥＬ ０９０－１６２５－６５１７
Ｅメール fujiiyuka＠hazu.org

ご長寿おめでとうございます
羽津地区の７０歳以上の方は２，４７８名です
平成２７年７月１日現在
回
覧

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「よっかいち・
はつらつ健康塾！」を開催します。参加費は無料、申込みもいりません。お誘い合わせの上、ぜひ
ご参加ください。
・時 間 １３：３０～１４：３０

平成２７年度 後半 実施日

・持ち物 筆記用具・タオル・水分補給の飲み物など
動きやすい服装でおこしください

１０月

１１月

１２月

３月

６日（火）

１０日（火）

１日（火）

１日（火）

話の内容

転倒予防

高齢期の身体づくり

ウォーキング

高齢期の食生活

場 所

八田第１集会所

羽津いかるが町集会所

かすみの里

羽津会館

日 程

＜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

ＴＥＬ ３６５－６２１５
ＴＥＬ ３３４－３３８７

１０月以降マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
（住民票の住所地に）
やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない人は、居所情報登録申請を
してください。
☆申請の期間
８月２４日（月）～９月２５日(金）（受付中）
☆申 請 先
住民票がある市町村
☆申請に必要なもの
①登録する人の本人確認書類
②居所に居住していることを証明する書類が必要です。
代理人が申請する場合には、さらに
③代理人の代理権を証明する書類
④代理人の本人確認書類も必要となります。
☆申請が必要な人
①一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院、入所されている人
②ＤＶ、ストーカー行為、児童虐待等の被害者
③東日本震災による被災者
④その他やむを得ない理由により住所地で受取ができない人
☆申請手続きする人
①申請が必要な人
②①の法定代理人及び任意代理人
市内に住民票がある人については、受付は市民課(郵送も可)の他、各地区市民センター等(中部
を除く)の窓口で行います。詳しくは事前にお問い合わせください(郵送は市民課のみで受付してお
ります)。
市外に住民票がある人については、該当の市区町村にご確認ください。
＜問い合わせ先＞

市民課

ＴＥＬ ３５４－８１５２

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
８月定例月議会の議会報告会を、１０月８日、９日に開催します。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。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、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
第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

日

常任委員会
シティ・ミー
ティングのテー
マ

会

１０月８日（木）
１８：３０～２０：４５

時

場

総

務

防災対策について

常磐地区
市民センター
２階大会議室

教育民生
スポーツ施設
整備について
日永地区
市民センター
２階大会議室

１０月９日（金）
１８：３０～２０：４５
産業生活

都市・環境

四日市市の産業
振興について

ごみ・リサイク
ル等について

総合会館
７階第１研修室

富洲原地区
市民センター
２階大会議室

子育てに関心のある男性を「父親の子育てマイスター」に認定する「父親の子育てマイ
スター」養成講座を下記の日程で開催します。また、第１回（９／２６）は公開講座と
なっており、どなたでも参加することができます。ふるってご参加ください。
公開講座 育児を楽しむ笑顔のパパへ！
NPO法人ファザーリング・ジャパン
9/26(土)
代表理事 安藤 哲也さん
～家庭を支えるパパ力（ぢから）のススメ～
10/18(日)

ママに変身 驚きの３分間

市こども保健福祉課 保健師

11/22(日)

パパッと簡単！ お手軽ランチ講座

料理教室講師 吉武 奈穂子さん

12/13(日)

先輩マイスターと語ろう

パパスマイル四日市

1/17(日)

必殺遊び術！！at 子育て支援センター

2/13(土)

グループトークの発表
父親の子育てマイスター認定式

日永西三丁目2-18

諏訪町2-2

パパスマイル四日市

※ 講座時間帯９／２６⇒１３：００～１６：００ 他⇒９：３０～１２：００
※ ９／２６は手話通訳あり
場
定
料
託
申 込

所
員
金
児
み

四日市市文化会館、四日市市総合会館 他
養成講座２０人程度 公開講座１００人程度
無料
有り（生後１０か月～就学前まで。要申込）
住所、名前、電話番号、Ｅメールアドレス、託児の有無を、はがきか電話、
ファックス、Ｅメールで、こども未来課へ
申込期限
９月２４日(木)
※ 講座に関する情報は市ホームページにも掲載しています。
＜申し込み・問い合わせ先＞
こども未来課 〒５１０－００８５ 四日市市諏訪町２－２
ＴＥＬ ３５４－８０６９ ＦＡＸ ３５４－８０６１
Ｅメールアドレス kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

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。
平成２８年度の助成を希望するコミュニティ組織は、各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、子供会、保存会など地域に密着する活動
をしている団体）・自主防災組織
●書類提出期限
平成２７年１０月６日（火）までに市民協働安全課へ
●募集する事業
一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業・青少年
健全育成助成事業・地域防災組織育成助成事業
※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
<問い合わせ先>

城西町8-11

遊び術講師 重盛 貴夫 さん

市民協働安全課

ＴＥＬ ３５４－８１７９

富州原町31-46

※産業生活常任委員会（総合会館）に、参加ご希望で、お車でお越しになる方は、市営駐車場に駐車して
ください
※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

（９月３０日（水）は交通事故死ゼロを目指す日です）

声かけて

声かけ合って

地域の輪

