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おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２７年１０月２０日（№１４）

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）
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１１月１３日（金） 別名３丁目 東ソー社宅 １３：２０～１４：００
大宮町 志氐神社 １４：１０～１４：４０

八田２丁目「エステート羽津」前 １４：５０～１５：２０
１１月１８日（水） 緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００

11111111月の自動車文庫月の自動車文庫月の自動車文庫月の自動車文庫

無理のないストレッチ体操・筋トレをしたり、レクリエーションなどで体を動かします。

みなさんお誘い合わせの上、ご参加ください。

☆日 時 １１月１２日（木） １３：３０～１５：００

☆場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

☆持ち物 タオル・水分補給の飲み物 （動きやすい服装でおこしください）

<問い合わせ先> 健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

参加費 無料

申込み 不要

１１月１０日（火）１１月１０日（火）１１月１０日（火）１１月１０日（火） １３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０１３：３０～１４：３０
◇場 所 羽津いかるが町集会所

◇対象者 おおむね６５歳以上の方

◇内 容 「高齢期の身体づくり」について

◇持ち物 筆記用具、タオル、飲み物など各自必要なもの

緊急連絡先がわかるもの

≪問い合わせ先≫ 四日市市北地域包括支援センター ＴＥＬ ３６５－６２１５

羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３４－３３８７

参加費 無料

申込み 不要

羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ羽津地区市民センターで行う集団検診のお知らせ
羽津地区市民センターで実施される「集団がん検診」の日が、まぢかに迫ってきました。申し込み

をされた方は、１０月下旬に受診券がお手元に届きます。届きましたら、日程の確認をお願いいたし

ます。

検 診 日 １１月４日（水）・５日（木）・６日（金）

検診内容 ・胃がん検診(午前） ・大腸がん検診(午前・午後）

・子宮頸がん検診(午後）・乳がん検診（マンモグラフィ）（午前・午後）

※ 受付は乳がん検診のみ２階会議室で、その他は１階和室で行います。

※ 羽津地区消防分団車庫の改築工事を行っています。工事に伴い駐車スペースが減って

☆場 所 羽津地区市民センター ２階ホール

☆講 師 葛山 雅代さん

☆定 員 ２０名（先着順）

☆材料費 ６５０円（色紙付きセット）

☆持ち物 はさみ、目打ち・筆（糊つけ用）

☆申込み １０月２２日(木）８：３０～羽津地区市民センター窓口にて受付

材料費を添えてお申し込みください

<問い合わせ先> 羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

再 掲

読 み 聞 か せ 講 座

日日日日 時時時時 １１月１９日（木）１１月１９日（木）１１月１９日（木）１１月１９日（木） 講講講講 師師師師 松岡松岡松岡松岡 由香さん由香さん由香さん由香さん

１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００ 定定定定 員員員員 ３０名３０名３０名３０名

場場場場 所所所所 羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール 参加費参加費参加費参加費 無料無料無料無料

締締締締 切切切切 １１月６日（金）１１月６日（金）１１月６日（金）１１月６日（金） 託託託託 児児児児 あり（無料）あり（無料）あり（無料）あり（無料）

※※※※ 羽津地区市民センター窓口にある専用用紙に記入して、センター窓口羽津地区市民センター窓口にある専用用紙に記入して、センター窓口羽津地区市民センター窓口にある専用用紙に記入して、センター窓口羽津地区市民センター窓口にある専用用紙に記入して、センター窓口

または郵送にてお申し込みくださいまたは郵送にてお申し込みくださいまたは郵送にてお申し込みくださいまたは郵送にてお申し込みください

～絵本に命が宿るとき～

＜申込用紙送付先＞＜申込用紙送付先＞＜申込用紙送付先＞＜申込用紙送付先＞ 〒５１０－０００３〒５１０－０００３〒５１０－０００３〒５１０－０００３ 四日市市大宮町１３－１２四日市市大宮町１３－１２四日市市大宮町１３－１２四日市市大宮町１３－１２

四日市市羽津地区市民センター四日市市羽津地区市民センター四日市市羽津地区市民センター四日市市羽津地区市民センター『『『『絵本の講座申し込み絵本の講座申し込み絵本の講座申し込み絵本の講座申し込み』』』』係あて係あて係あて係あて

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 羽津絵本の会羽津絵本の会羽津絵本の会羽津絵本の会 千種千種千種千種 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３２－１０１３３３２－１０１３３３２－１０１３３３２－１０１３

森森森森 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３３１－５０５０３３１－５０５０３３１－５０５０３３１－５０５０

再再再再 掲掲掲掲

～羽津を丸ごと知ろう～ 「歴史講座」

第１１回第１１回第１１回第１１回 『『『『羽津学羽津学羽津学羽津学』』』』 第３講「羽津氏と海上交通」第３講「羽津氏と海上交通」第３講「羽津氏と海上交通」第３講「羽津氏と海上交通」

１０月３１日（土）１３：３０～１０月３１日（土）１３：３０～１０月３１日（土）１３：３０～１０月３１日（土）１３：３０～ 羽津小学校体育館羽津小学校体育館羽津小学校体育館羽津小学校体育館

講 師 駒田 利治氏（元三重県教育委員会世界遺産特命監）

参加費 無料（事前申し込み不要）

※ 羽津地区には、四日市市指定史跡「羽津城址」があります。ここの城主は、室町時代から

戦国時代にかけて、四日市の赤堀・浜田とここ羽津で大きな勢力を持った赤堀三家のうち

の一家で「羽津氏」を名乗りました。羽津氏一族は、伊勢湾で大きな活躍をしましたので、

今回の講座では、その様子をわかりやすくお話しいただきます。

＜主催＞ 羽津郷土史と民族研究会

羽津地区まちづくり推進協議会

羽津地区市民センター

海蔵地区サイレン海蔵地区サイレン海蔵地区サイレン海蔵地区サイレン

吹鳴のお知らせ吹鳴のお知らせ吹鳴のお知らせ吹鳴のお知らせ
①海蔵地区防災訓練①海蔵地区防災訓練①海蔵地区防災訓練①海蔵地区防災訓練 海蔵地区市民センター内モーターサイレン吹鳴海蔵地区市民センター内モーターサイレン吹鳴海蔵地区市民センター内モーターサイレン吹鳴海蔵地区市民センター内モーターサイレン吹鳴

１１月１５日（日）９：００～ ３０秒１回

②三ツ谷公会所、野田公会所②三ツ谷公会所、野田公会所②三ツ谷公会所、野田公会所②三ツ谷公会所、野田公会所 防災無線サイレン試行吹鳴防災無線サイレン試行吹鳴防災無線サイレン試行吹鳴防災無線サイレン試行吹鳴

１１月２１日（土）９：００～ ５秒鳴～６秒休～５秒鳴～６秒休～５秒鳴を１回とし、若干の

間をおいて３回

再再再再 掲掲掲掲



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

（金）
（３歳児対象） １０：３０～１１：３０

１１日 ２７日
（水）

１０：００～１１：３０
６日 １３日 ２０日
（金） （金） （金）

(水） （水）

（木） (木） （木）
２６日

１０：００～１１：３０
１１日 ２５日

９：３０～１４：３０

９：３０～１１：３０
５日 １２日 １９日

（木）

（水） （水）
１０：００～１１：３０

１１日 １８日

11月

４日、５日、１０日、１１日、１２日、１７日、１８日、

１９日、２４日、２５日、２６日 （火、水、木）

■マイナンバーの通知が開始されました■マイナンバーの通知が開始されました■マイナンバーの通知が開始されました■マイナンバーの通知が開始されました

・１０月から、マイナンバーをお知らせする通知カードが、世帯別に簡易書留で送付されます。

通知カードはなくさないよう大切に保管してください。通知カードはなくさないよう大切に保管してください。通知カードはなくさないよう大切に保管してください。通知カードはなくさないよう大切に保管してください。

・通知カードをお受取りになれなかった場合、不在通知をご確認の上、郵便局の再配達をご

利用ください。郵便局でお受取りされなかった通知カードは、一定期間市役所で保管され

ます。

・通知カードが届いた人で、住所の変更や氏名が変わった場合は、カードの記載内容を変更

しますので、通知カード（変更される人全員分）を窓口にご提出ください。

■個人番号カードについて■個人番号カードについて■個人番号カードについて■個人番号カードについて

・個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できます。また、e-Tax（国税

電子申告・納税システム）などの電子申告が行えます。

・個人番号カードの交付を希望される場合には、通知カードと一緒に送付される「個人番号

カード交付申請書」に必要事項を記入の上、顔写真を貼付し、返信用封筒に入れて郵送して

ください。申請はスマートフォンやパソコンからでも可能です。

■住民基本台帳カードをお持ちの場合■住民基本台帳カードをお持ちの場合■住民基本台帳カードをお持ちの場合■住民基本台帳カードをお持ちの場合

・住民基本台帳カードの発行は平成２７年１２月２８日で終了します。電子証明書の更新は平

成２７年１２月２２日までです。

※個人番号カードがお手元に届くまでに数カ月を要する場合もあるため、平成２７年分の電

子申告を予定している人や身分証明書としてご利用の人は、更新（有料）をお勧めします。

・住民基本台帳カードをお持ちの場合、カードに記載された有効期限まではご利用いただけま

すが、個人番号カードを取得される際には、住民基本台帳カードを回収します。

■個人番号カードの交付方法■個人番号カードの交付方法■個人番号カードの交付方法■個人番号カードの交付方法

・年内に個人番号カードを申請された場合、平成２８年１月以降順次「交付通知書」が住民票

のある自治体に届きます。四日市市の場合、交付通知書に交付案内の文書を同封して、本人

宛（転送不要）にてお送りしますので、交付案内に記載された期間内に、本人が次のものを

お持ちいただいて市役所へ個人番号カードを受け取りに来てください。初回の交付手数料は

無料です。

①交付通知書②本人確認書類（運転免許証等）③通知カード④住民基本台帳カード

（ある人のみ）

※③、④は窓口で回収となります

※受け取りの際に、窓口で暗証番号を設定していただきます。

<問い合わせ先> 市民課（ＴＥＬ ３５４－８１５２ ＦＡＸ ３５９－０２８２）

秋の火災予防運動 １１月９日～１５日
無防備な 心に火災が かくれんぼ

～火災の原因～～火災の原因～～火災の原因～～火災の原因～
平成２７年中の四日市市消防本部管内で発生した火災の主な原因は、放火、たばこ、

電気関係です。

～火災を防止するために～～火災を防止するために～～火災を防止するために～～火災を防止するために～
●家の周りに燃えやすいものを置かない。（放火防止）

●寝たばこは絶対しない。（たばこの吸いがらを処分するときは水に浸す）

●たき火は風の強いとき、空気が乾燥しているときは行わない。

●コンセントやプラグはほこりをためないように定期的に清掃する。

●洗濯物などストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

●こんろなどを使用中にそばを離れるときは、必ず火を止める。

～火災から身を守るために～～火災から身を守るために～～火災から身を守るために～～火災から身を守るために～
●住宅用火災警報器が、適切に作動することを確認し、ホコリなどをふき取りましょう。

●住宅用消火器などを設置しましょう。

●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣り近所の協力体制をつくりましょう。

<問い合わせ先> 四日市市消防本部予防保安課 ＴＥＬ ３５６－２０１０

防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達訓練を実施します防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達訓練を実施します防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達訓練を実施します防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達訓練を実施します

全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国一斉情報伝達訓練の実施に伴い、Jアラートと本市の防災

行政無線（固定系）を連動させた訓練を行います。

この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて、本市が市内に設置している防災行政無

線（固定系）などから訓練用の放送を行うものです。

防災行政無線（固定系）などを用いた情報伝達訓練の実施防災行政無線（固定系）などを用いた情報伝達訓練の実施防災行政無線（固定系）などを用いた情報伝達訓練の実施防災行政無線（固定系）などを用いた情報伝達訓練の実施
（１）実施する日時

１１月２５日（水）午前１１時００分から数分程度

（２）訓練で行う放送内容

・情報伝達手段 ①防災行政無線 ②ＦＭよっかいち

・放送内容 市内１１７か所に設置してある防災行政無線（固定系）から一斉に次のよう

に放送されるほか、ＦＭよっかいちの番組に割込んで放送します。

①上りチャイム音 ②「これは、テストです。」×３回

③「こちらは、四日市市です。」④下りチャイム音

＜問い合わせ先＞ 危機管理室 ＴＥＬ ３５４－８１１９

地域住民の皆さまに参加して

いただく訓練ではありません １１月８日（日）９：００～１１月８日（日）９：００～１１月８日（日）９：００～１１月８日（日）９：００～（受付を８：３０までにすませてください）

※雨天時は１１月２２日（日）延期

羽津小学校羽津小学校羽津小学校羽津小学校 運動場運動場運動場運動場 （当日受付にて、参加費（３００円）を徴収致します）

※申し込み方法

申し込み用紙は、羽津地区市民センター１階パンフレット置き場に置いてあります

必要事項を記入して、２階まちづくり推進協議会入口横のＢＯＸへ入れて下さい

＜問い合わせ先＞ 羽津地区体育振興協議会 山本 ＴＥＬ ３３１－２５０５

再再再再 掲掲掲掲

申込締切

１０月３０日

（金）


