お 知 ら せ

平成２７年１１月

５日（№１５ ）
１１月２５日（水） １０：３０～１２：００
羽津地区市民センター
２階ホール

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/

１１月２７日（金） １３：３０～１５：００
羽津地区市民センター
２階ホール
※ 老人クラブ
「春風会」協賛

講 師

リズムメイトのみなさん

※ 工事に伴い、駐車スペースが限られています。
なるべく徒歩か、自転車等でお越しください

＜問い合わせ先＞

羽津地区市民センター

ＴＥＬ

１１月１６日（月） １９：００～２０：３０
羽津会館 １階ホール
講 師

【 申し込み先・問い合わせ先 】

回
覧

羽津地区市民センター

ＴＥＬ ３３１－４４６５

羽津北小学校からのマラソン記録会へのご協力のお願い

１２月１７日（木） ９：３０～１１：３０
羽津地区市民センター
２階ホール
下田 正由さん・四日市公害と環境未来館のみなさん
２０名（先着順）
持ち帰り用袋、剪定ばさみ（ある方のみ）
汚れてもよい、作業のしやすい服装でお越しください
１１月２０日（金）８：３０～窓口・電話にて受付（先着順）

材料費
無 料

工事に伴い、駐車スペースが限られています。
なるべく徒歩か、自転車等でお越しください。

＜申し込み先・問い合わせ先＞ 羽津地区市民センター

参加費
無 料

☆対 象 羽津地区内に在住で、幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者
☆定 員 ４０組（先着順）
☆申込み １２月４日（金）８：３０～市民センター窓口にて受付
※開催場所が羽津地区市民センターではありませんので、お間違えなく

主催：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

新しい年を、世界にひとつだけの自分で心を込めて作ったしめ縄を飾って、迎えませんか？

※

四日市市北消防署 署員
参加費
４０組
無料
①新生児、乳児に対する異物除去や止血法
②乳児、小児に行う心肺蘇生法の手順
☆申込み
１１月１３日（金）８：３０～市民センター窓口にて受付
※工事に伴い、駐車スペースが限られています。なるべく徒歩か自転車で
お越しください。

１２月１６日（水） １０：００開演
志氐神社
参集殿

３３１－４４６５

＜問い合わせ先＞ 羽津地区連合自主防災会
会長 西脇良孝
ＴＥＬ ０９０－２３４８－２４２９

申込み

師
員
容

今回は会の初めに、手洗い講習を１５分程度行います。

※ 駐車場がありませんので、徒歩・自転車等でお越しください

講 師
定 員
持ち物

はづ子育て支援
ぴよぴよ
主催行事

参加費 無料
申込み 不要

四日市大学教授 鬼頭浩文氏
被災地の体験者の方２名
東日本大震災被災者からのメッセージ
羽津地区におすまいの方

内 容
対 象

☆講
☆定
☆内

ＴＥＬ ３３１－４４６５

例年、本校北側・東側周辺の道路を使ってマラソン記録会を行っております。本年度も下記の日
程で試走および記録会を計画しております。地域の皆様には通行等でご迷惑をおかけしますが、
子どもたちのためにご理解・ご協力いただきますよう、お願い致します。
＜実施日・時間＞
マラソン試走日 １１月１２日（木）１７日（火）２６日（木）※予備日 １１月３０日（月）
９：００～１２：３０・１３：４０～１５：００
マラソン記録会 １２月２日（水）
※予備日１２月３日（木）
９：００～１２：００

羽津地区学童保育所説明会のご案内
学童保育所とは、放課後に保護者等がいない家庭の児童をお預かりし、安心して過ごす場所
を提供するものです。その設置・運営は、指導員と保護者による学童保育所運営委員会が行っ
ています。羽津地区学童保育所では、平成２８年４月からの利用児童を募集します。運営方法
や学童での過ごし方をお話させていただきます。ご利用を希望される方は、説明会にご参加く
ださい。当日、入所申込書等を配布させていただきます。
日 時：１２月６日（日）１０：００～１１：００
場 所：羽津地区市民センター ２階ホール
※工事に伴い、駐車スペースが限られていますので、なるべく徒歩か、自転車等でお越しくだ
さい。
＜問い合わせ先＞

羽津学童保育所
羽津北学童保育所

ＴＥＬ ３３２－０７８９
ＴＥＬ ０９０－３５８３－６０８３

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＞

１１月１４日（土）終日
１１月１５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

住宅リフォーム事業費補助金を追加募集しています（受付中）
住宅リフォーム事業費補助金を追加募集しています（受付中）
市内に本社がある建設業者により、現在おす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、
１０万円
１０万円まで
万円
☆申込期間 平成２８
平成２８年
２８年１月２９日（土・日を除く）
２９日（土・日を除く）８：３０
日（土・日を除く）８：３０～
８：３０～１７：１５まで
ただし、予算額に達した時点で終了
ただし、予算額に達した時点で終了
☆申 込 み 市役所７階商業勤労課に申請書など、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しています。市の
ホームページからもダウンロードできます。）
※詳細については、商業勤労課にお問い合わせください。
なお、市ホームページにも掲載しています。

１２月５日（土） ９：００～１２：００ （８：３０から受付します）
雨天の場合１２月６日（日）に順延

グラウンドゴルフで
楽しみながら健康に！

☆場 所 垂坂公園・羽津山緑地 交流広場
☆定 員 １８歳以上 ８０名
☆申込み 所定の用紙にご記入のうえ、緑の会羽津 公園事務所へお申し込みください
申込み用紙は公園事務所にあります
参加費
☆締 切 １１月２０日（金）（先着順）
豪華？記念品
無 料
＜申し込み先・問い合わせ先＞
ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所（９：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ
３３３－５５９７

お願い

あります

家屋を取り壊したときは市役所までご連絡ください

家屋を取り壊したときは、市役所資産税課 家屋係 までご連絡ください。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。
＜連絡先＞

資産税課 ＴＥＬ ３５４－８１３５

＜申し込み先・問い合わせ先＞
商業勤労課 ＴＥＬ ３５４－８１７５ ＦＡＸ ３５４－８３０７

平成２７
平成２７年度臨時福祉給付金の申請はお済みですか
２７年度臨時福祉給付金の申請はお済みですか？
年度臨時福祉給付金の申請はお済みですか？
平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴い、平成２７年度分市民税（均等割）
が課税されない人を対象に、「平成２７年度臨時福祉給付金」を支給しています。
ただし、課税されている人に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合な
どは対象外です。
受付期限は、平成２８年１月２９日（金）です。期限までに受付がお済みになりま
せんと、支給対象であっても臨時福祉給付金が支給されませんのでご注意ください。
支給対象と思われる人で、まだ申請されていない人は、下記までご連絡をお願いし
ます。
＜問い合わせ先＞
臨時福祉給付金室

ＴＥＬ ３５４－８０９２

ＦＡＸ ３５４－８０９３

ＦＡＸ ３５４－８１３８

難聴者・中途失聴者教室のご案内
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意を！
マイナンバーが通知されることに関連して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」など
という不審な電話やメールなどに十分注意してください。
市役所等の公的機関が、電話でマイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きに関
して、口座番号などを聞くことはありません。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断る
不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断るようにしてくだ
不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断る
さい。 少しでも不安に思ったら、お気軽に、
市民・消費生活相談室 相談専用電話：３５４－８２６４
※相談時間：月～金９：００～１２：００と１３：００～１６：００
または、最寄りの警察などにご相談ください。
【問い合わせ先】 市民・消費生活相談室（四日市市役所 １階）
ＴＥＬ ３５４－８１４７

・１１月２９日（日）１３：３０～１５：３０
講演会 「聴こえやコミュニケーションで困っていませんか？
－役に立つ耳マーク、筆談グッズ、筆談アプリも紹介－」
講 師
藤谷 弘晃さん
場 所
四日市市総合会館 ３階軽作業室
・１２月５日（土）１３：３０～１５：３０
内 容
難聴者・中途失聴者自身の体験に基づく制度やグッズ紹介、座談会等
場 所
四日市市総合会館 ３階社会適応訓練室
対 象 市内在住の難聴者・中途失聴者及び家族、関心のある方
参加費
定 員 ２０名
無 料
締 切 １１月１９日（木）※両日参加できない方は申込時にお伝えください
申込み 電話、ＦＡＸ、E－mail にてお申し込みください
＜申し込み先・問い合わせ先＞
四日市市社会福祉協議会 四日市市障害者福祉センター （四日市市総合会館 ３階）
ＴＥＬ ３５４－８２７５
ＦＡＸ ３５４－８４２６
E-mail：y-with@m3.cty-net.ne.jp

