
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：：こどもこどもこどもこども未来課青少年育成室未来課青少年育成室未来課青少年育成室未来課青少年育成室　　ＴＥＬ　　　ＴＥＬ　　　ＴＥＬ　　　ＴＥＬ　３５４３５４３５４３５４－－－－８２４７８２４７８２４７８２４７

■申込方法
１０月１日～３０日に、名前、住所、電話番号、購入希望数を、電話かファクス、Eメールで、下記申込先へ

■販売数量
５００箱、１世帯につき１０箱まで。期間中でも予定数量になり次第終了します

■料金
１箱１，８００円（５００㎖ペットボトル２４本入　賞味期限２０１７年７月）

認知症予防のための食生活の話を聞いた後、楽しく運動をしませんか？ ■その他
“おすすめの常備菜”の試食もあります。申し込み不要・参加費無料です。ぜひご参加ください。

食生活については「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」が食生活については「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」が食生活については「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」が食生活については「食生活改善推進員（ヘルスメイト）」が
運動については「ヘルスリーダー」が担当します。運動については「ヘルスリーダー」が担当します。運動については「ヘルスリーダー」が担当します。運動については「ヘルスリーダー」が担当します。 ■申し込み・問い合わせ先

上下水道局総務課（ＴＥＬ：３５４－８３５０　ＦＡＸ：３５４－８２４９　メール：suidousoumu@city.yokkaichi.mie.jp)

≪問い合わせ先≫　健康づくり課　　ＴＥＬ　３５４－８２９１

参加費無料・申し込み不要
今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。今のお住まいと住民票の住所が異なる場合は、住所の変更をお願いします。

※通知カードは転送不要で送られます。
※来年1月以降の各種申請に個人番号が必要となりますので、通知カードは通知カードは通知カードは通知カードは

＊参加される際、緊急連絡先をお伺いしております。連絡先がわかる物をお持ちください。 　 なくさないよう大切に保管してください。　 なくさないよう大切に保管してください。　 なくさないよう大切に保管してください。　 なくさないよう大切に保管してください。
❋対 象 者  おおむね６５歳以上の方
❋内　　容 「転倒予防」についてのお話 ◆送付物の内容
❋持 ち 物 筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの ・通知カード＋個人番号カード交付申請書（世帯人数分）

動きやすい服装でお越しください。 　※通知カードと申請書が一体となっております。
≪問い合わせ先≫ 四日市市北地域包括支援センター ＴＥＬ　３６５－６２１５ ・案内文書

羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ　３３４－３３８７ ・個人番号カード交付申請書の送付用封筒（1通につき1部）
◆個人番号カードとは、住民基本台帳カードに替わるカードです

個人番号カードは、希望し申請をされた人のみ交付されます。
個人番号カードの交付を希望される場合には、個人番号カード交付
申請書の郵送の他、スマートフォンやウェブ等での申請が可能です。
また、個人番号カード用の顔写真の添付が必要になります。
（詳しくは申請書で確認してください）

第２回　　９月３０日（水）　１３：３０～ ◆マイナンバー制度のお問い合わせ
あいさつの手話を覚えよう！ 国が、コールセンターを開設しています（有料）。

参加費無料。どなたでも参加できます 第３回　　１０月７日（水）　１３：３０～ 【日本語窓口】
簡単な手話を覚えましょう！ 自分の名前を表してみよう！ ０５７０－２０－０１７８　（全国共通ナビダイヤル）０５７０－２０－０１７８　（全国共通ナビダイヤル）０５７０－２０－０１７８　（全国共通ナビダイヤル）０５７０－２０－０１７８　（全国共通ナビダイヤル）

【外国語対応（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）】
０５７０―２０―０２９１　（全国共通ナビダイヤル）０５７０―２０―０２９１　（全国共通ナビダイヤル）０５７０―２０―０２９１　（全国共通ナビダイヤル）０５７０―２０―０２９１　（全国共通ナビダイヤル）

※受付時間は、平日９：３０～１７：３０（土日祝・年末年始を除く）です。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、０５０－３８１６－９４０５におかけください。

【問い合わせ先】　　　市民課　（ＴＥＬ　３５４－８１５２ ・ ＦＡＸ　３５９－０２８２）

雨天の場合は、１０月２５日（日）に延期

― ― ― ― 三重県青少年健全育成条例改正三重県青少年健全育成条例改正三重県青少年健全育成条例改正三重県青少年健全育成条例改正（（（（７７７７月月月月１１１１日施行日施行日施行日施行） ） ） ） ――――

　　　　フィルタリングはフィルタリングはフィルタリングはフィルタリングは、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上のののの有害有害有害有害なななな情報情報情報情報・サイトから・サイトから・サイトから・サイトから、、、、子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守るるるる重要重要重要重要なななな手立手立手立手立てでてでてでてで
すすすす。。。。ケータイやスマートフォンにケータイやスマートフォンにケータイやスマートフォンにケータイやスマートフォンに絡絡絡絡んでんでんでんで子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが被害被害被害被害にあうケースもにあうケースもにあうケースもにあうケースも多多多多くくくく報告報告報告報告されていますされていますされていますされています。。。。
おおおお子子子子さんをさんをさんをさんを被害被害被害被害からからからから守守守守るためにるためにるためにるために、、、、おおおお子子子子さんのケータイやスマートフォンにはぜひフィルタリングをさんのケータイやスマートフォンにはぜひフィルタリングをさんのケータイやスマートフォンにはぜひフィルタリングをさんのケータイやスマートフォンにはぜひフィルタリングを
設定設定設定設定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
なおなおなおなお、、、、三重県青少年健全育成条例三重県青少年健全育成条例三重県青少年健全育成条例三重県青少年健全育成条例のののの改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、フィルタリングのフィルタリングのフィルタリングのフィルタリングの設定設定設定設定がががが
保護者保護者保護者保護者のののの義務義務義務義務（（（（特例有特例有特例有特例有））））としてとしてとしてとして定定定定められましためられましためられましためられました。。。。

万が一の災害に備えて飲料水の備蓄を！万が一の災害に備えて飲料水の備蓄を！万が一の災害に備えて飲料水の備蓄を！万が一の災害に備えて飲料水の備蓄を！
　　　　　期間・数量限定で「泗水の里」を自宅まで無料配送

１０月１８日（日）　９：３０～
羽津小学校　運動場

四日市のおいしい天然水「泗水の里」を期間・数量限定で自宅まで無料配送します（市内に限る）。
この機会に災害に備えた飲料水の備蓄をご検討ください。

―　裏　―

「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内� おおむね６５歳以上の市民対象

納付書（申込後郵送）でお支払いの後、ご自宅へ配送（平日９時～１７時頃）。１箱につき試飲用の泗水の
里を1本差し上げます。また賞味期限を記載したこにゅうどうくんのシール（２枚１組）をお渡しします。

１０月２２日（木）１０：００～１１：３０　羽津地区市民センター　２階　ホール

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
10月から、通知カードが順次送付されます。通知カードとは、住民の一人ひとりに
個人番号を通知するものです。通知カードは原則住民票の住所に簡易書留（世帯
主宛）で届きます。

１０月６日（火）　１３：３０ ～ １４：３０　　八田第１集会所１０月６日（火）　１３：３０ ～ １４：３０　　八田第１集会所１０月６日（火）　１３：３０ ～ １４：３０　　八田第１集会所１０月６日（火）　１３：３０ ～ １４：３０　　八田第１集会所

▼通知カード（イメージ図）
―　表　―

主　催
手話サークルはばたき
羽津地区市民センター

≪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

回
覧

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２７年 ９月 ２０日（№１２）

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/

詳しくは１０月上旬に配布する

プログラムをご覧ください



相続・贈与・売買などの登記、担保権設定・抹消等の登記、債務整理手続き、簡易裁判所の訴
訟・民事調停手続き、成年後見手続きやその他一般的な法律に関する相談に、無料で応じます。

■日時　■日時　■日時　■日時　１０月１０日（土）　１０：００～１５：００
■場所　■場所　■場所　■場所　じばさん三重　５階 情報交換室２ (会場へのお問い合わせはご遠慮ください)

■申込■申込■申込■申込　予約不要。直接会場へお出かけください。
問い合わせ先： 三重県司法書士会　四日市支部　三木（ＴＥＬ ３７７－３０００）

市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７）

TEL　３３１－４４６５ (会場へのお問い合わせはご遠慮ください)

遺言、相続、契約、離婚、示談等での書面作成、内容証明、クーリングオフ、成年後見、
各種許認可申請、会社設立などについての相談に、無料で応じます。

■日時及び場所 　■日時及び場所 　■日時及び場所 　■日時及び場所 　①１０月３日（土）　１０：００～１６：００
日永カヨー　１階　中央広場横

②１０月１０日（土）　１０：００～１６：００
TEL　３３２－２３９２ ララスクエア（アピタ四日市店）　１階　「徳兵衛」店横

③１０月１８日（日）　１０：００～１６：００
イオン四日市尾平店　１階　エスカレーター横

TEL　３３１－６９８７ ■申込■申込■申込■申込　予約不要。直接会場へお出かけください。
問い合わせ先： 三重県行政書士会四日市支部　山本（ＴＥＬ ０９０－４０８６－４５４５）

市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７）
TEL　３３１－３６１５

TEL　３３１－４７１２

■日時　１０月１９日（月）　１３：００～１６：００■日時　１０月１９日（月）　１３：００～１６：００■日時　１０月１９日（月）　１３：００～１６：００■日時　１０月１９日（月）　１３：００～１６：００
■場所　四日市市総合会館　７階　第二研修室  (四日市市諏訪町２番２号)■場所　四日市市総合会館　７階　第二研修室  (四日市市諏訪町２番２号)■場所　四日市市総合会館　７階　第二研修室  (四日市市諏訪町２番２号)■場所　四日市市総合会館　７階　第二研修室  (四日市市諏訪町２番２号)

◇主　催 ：　暴力追放三重県民センター　　　　　　　　
◇協  力 ：　暴力追放三泗地区市町民会議（四日市市役所内）　　　　　　　
◇問い合せ先 ：　暴力追放三重県民センター　　　　　0120-31-8930

羽津地区の民生委員が中心となって活動している子育て支援団体で、       三重県警察本部組織犯罪対策課　　　059-222-0110
お子さんと保護者の交流の場となっています。       四日市南警察署　　　　 　　        　059-355-0110

※　線路側入り口よりお入りください

※入場整理券を９月２４日(木)から配布します。（お一人につき４枚まで）
※配布場所は、文化振興課、文化会館、あさけプラザ、各地区市民センター、男女共同参画センターです。
※往復はがきでの申し込みもできます。（はがき1枚につき４人まで）

詳しくは文化振興課（ＴＥＬ３５４－８２３９）へお問い合わせください。

 司法書士による「法の日」無料相談会 司法書士による「法の日」無料相談会 司法書士による「法の日」無料相談会 司法書士による「法の日」無料相談会

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

７日 １４日 ２８日
 行政書士による無料相談会 行政書士による無料相談会 行政書士による無料相談会 行政書士による無料相談会（水） （水） （水）

 羽津保育園
９：３０～１１：３０

１日 ８日 １５日

１日・６日・７日・８日・１３日・１４日

 みのり保育所 ９：３０～１４：３０ １５日・２０日・２１日・２２日・２７日

２８日・２９日　（火・水・木）

２２日 ２９日

（木） （木） （木） （木） （木）

 羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

１４日

（水）
 民事介入暴力巡回無料法律相談 民事介入暴力巡回無料法律相談 民事介入暴力巡回無料法律相談 民事介入暴力巡回無料法律相談

 羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

１６日 ２３日
暴力団からの不当な要求や嫌がらせなどにお困りの方に対し、専門的に相談を取り扱うセン
ター相談員をはじめ、警察官や弁護士が直接皆さんからの相談をお聞きします。秘密は厳守
致します。

（金）

「　はづ子育て支援 ぴよぴよ　」　ってなに？

（金） （金）

３歳児対象 １０：３０～１１：３０
７日 ３０日

〈　場　所　〉　羽津地区市民センター　１階　和室　〈　場　所　〉　羽津地区市民センター　１階　和室　〈　場　所　〉　羽津地区市民センター　１階　和室　〈　場　所　〉　羽津地区市民センター　１階　和室　

日　　時　 １０月１８日（日）１３：００開演（１２：２０開場）日　　時　 １０月１８日（日）１３：００開演（１２：２０開場）日　　時　 １０月１８日（日）１３：００開演（１２：２０開場）日　　時　 １０月１８日（日）１３：００開演（１２：２０開場）
場　　所　 四日市市文化会館第１ホール場　　所　 四日市市文化会館第１ホール場　　所　 四日市市文化会館第１ホール場　　所　 四日市市文化会館第１ホール
入 場 料　 無料（入場整理券が必要です）入 場 料　 無料（入場整理券が必要です）入 場 料　 無料（入場整理券が必要です）入 場 料　 無料（入場整理券が必要です）

１０月５日(必着)までに「往復はがき」の往信用裏面に音楽コンクール入場整理券希望と明記し、
(1)郵便番号(2)住所(3)名前（グループの場合は代表者名）(4)電話番号(5)希望枚数（はがき1枚に
つき４人まで）を記入のうえ、〒510-8601　四日市市　文化振興課　までお送りください。
なお、申し込み期限内であっても定員に達した場合は整理券（返信はがき）をお出しできない場合
がありますのでご了承ください。

（水）

１０月１４日（水）１０月１４日（水）１０月１４日（水）１０月１４日（水）

別名三丁目 東ソー住宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００

大宮町 志氐神社 １４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０１４：１０～１４：４０

八田二丁目「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０１４：５０～１５：２０

１０月１６日（金）１０月１６日（金）１０月１６日（金）１０月１６日（金）

緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

シルバー人材センターの会員になって健康で生きがいのあるシニアライフをシルバー人材センターの会員になって健康で生きがいのあるシニアライフをシルバー人材センターの会員になって健康で生きがいのあるシニアライフをシルバー人材センターの会員になって健康で生きがいのあるシニアライフを!!!!!!!!

入会説明会を入会説明会を入会説明会を入会説明会を「海蔵地区市民センター」「海蔵地区市民センター」「海蔵地区市民センター」「海蔵地区市民センター」で開催で開催で開催で開催

四日市市シルバー人材センターでは、四日市市内在住の原則６０歳以上で、健康で働く意欲のある人を
会員として募集しています。「入会説明会」を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

◆日◆日◆日◆日 時時時時 １０月１３日（火）１０：００～１０月１３日（火）１０：００～１０月１３日（火）１０：００～１０月１３日（火）１０：００～

◆場◆場◆場◆場 所所所所 海蔵地区市民センター海蔵地区市民センター海蔵地区市民センター海蔵地区市民センター ２階２階２階２階 小会議室小会議室小会議室小会議室

◆持ち物◆持ち物◆持ち物◆持ち物 筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具
※当日入会手続きをされる場合は、次の①から⑤をご持参ください。
①印鑑 ②顔写真（３cm×４cm）③銀行か郵便局の通帳（ご本人名義） ④年会費３,６００円
⑤ご本人の氏名・住所・生年月日が確認できる書類（運転免許証、パスポート、健康保険証等）

上記日程のご都合が悪い方は、次の日程でも「入会説明会」を開催します。

１０月 ８日（木）１０：００～ あさけプラザ ２階第５会議室

１０月１３日（火）１４：００～ 日永地区市民センター ２階ホール

１０月１６日（金）１０：００～ 川島地区市民センター ２階大会議室

その他、定期の入会説明会を開催しています。

毎月第２水曜日 １３：３０～ 四日市市シルバー人材センター ３階会議室

【【【【問い合わせ先】】】】 公益社団法人四日市市シルバー人材センター
ＴＥＬ ３５４－３６７０ ・ ＦＡＸ ３５１－４８３０

ホームページ http://www.ｙｏｋｋａｉｔｉ-ｓｊｃ．or．ｊｐ

＊シルバー人材センター以外の会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

月


