お 知 ら せ

平成２８年

７月 ２０日（№

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/

再
掲
載

主催

参加費
無 料
主催：羽津地区まちづくり推進協議会
社会福祉事業本部

手話サークル はばたき
羽津地区市民センター

第１回

８月 ３日（水） 聞こえないってどんなこと？

第２回

８月１０日（水） 手話とは？

第３回

８月１７日（水） あいさつの手話を覚えよう！

自分の名前を手話で表してみよう
聞こえない人と話してみよう
手話で歌ってみよう

羽津地区市民センター ２階ホール １３：３０～１５：００
地域での高齢者支援の仕組み『地域包括ケアシステム』について皆様に
知っていただくための講演会です

どなたでも
参 加
できます

聞こえない人に伝えてみよう！

≪申し込み・問い合わせ先≫

羽津地区市民センター

当日参加や
１回だけの
参加も
大歓迎です

ＴＥＬ ３３１－４４６５
ＦＡＸ ３３０－０２２４

８月１８日（木） １９：００～
羽津地区市民センター ２階 ホール
≪問い合わせ先≫
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）
ＴＥＬ ３３１－５３３３ （平日１０：００～１６：００）

主催：羽津地区まちづくり推進協議会
共催：羽津地区連合自治会 羽津地区民生委員児童委員協議会

８月６日（土） ８：００出発 １１：００終了（受付：７：３０～８：３０）
受付場所：ヴィラ四日市 駐車場 （垂坂町８－２）
参加資格：年齢は不問ですが、小学生以下は保護者同伴原則
＊ただし、小学校高学年（４年生以上）は保護者の同意書提出があれば
子供だけのグループ参加可能

申込方法：ＦＡＸ・Ｅメール・専用申込用紙にてお申し込みください
（専用の申込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あります）

私たちと一緒に盆踊りを盛り上げていただける方！下記日程で盆踊り練習会を開催いたします。
どなたでも参加いただけます。お気軽にお越しください。
★盆踊り練習会
７月２９日（金）ブルーミング
（羽津中学校正門前を北に入ったつきあたり）
８月 ５日（金）羽津会館
８月１１日（木）八田第一集会所
８月１７日（水）羽津地区市民センター
【問い合わせ先】

申し込み・問い合わせ先
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）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ （平日１０：００～１６：００）
Ｅメール ｊｉｍｕｋｙｏｋｕ＠ｈａｚｕ．ｏｒｇ

１９：００～２０：３０

まちづくり推進協議会事務局
ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

平成２８年度 人権講演会

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 人権教育部会

身近な出来事から考える私たちの ”人 権 ”
講師：四日市市人権センター 中島久恵さん

羽津地区市民センターで行われる肺がん・結核検診日は

８月２９日（月） １３：００～１５：００

ご希望の方は、８月１５日（月）までに、羽津地区市民センター窓口にてお申込み下さい
回
覧

＊参加費無料・申し込み不要です。多数のご参加、お待ちしてます。

です
問い合わせ先

まちづくり推進協議会事務局
ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

少しだけ、勇気を出して、あいさつを

いつまでも元気で過ごすために、地域の皆さんと一緒に介護予防を始めませんか？
簡単なストレッチ・筋力トレーニングの紹介をします。
対 象 ： 会場と駐車場の確保ができ、参加者がおおむね６５歳以上で５人以上の団体
日 時 ： ６ヵ月間に最高5回まで(実施中に年度を越えても可)
月～金曜日の午前または午後に30分から１時間程度（実施月は相談に応じます）
内 容 ： 皆さんで介護予防に取り組んでいけるよう、パンフレットやカセットテープ・CD・
DVDなども使用し、体操をお伝えします
料 金 ： 無 料
＊＊＊ 申し込み方法 ＊＊＊
はがきに、団体名・代表者の名前・郵便番号・住所・電話番号・「地域でお達者ク
ラブ」希望と明記の上、下記宛先に郵送いただくか、ＴＥＬ・ＦＡＸまたは、直接健康
づくり課窓口（市役所３階）にてお申し込みください
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５
健康づくり課
（ＴＥＬ３５４－８２９１ ＦＡＸ３５３－６３８５）

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

TEL ３３１－４４６５

３日

１０日

１７日

（水）

（水）

（水）

２日・３日・４日・９日・１０日

みのり保育所

９：３０～１４：３０

２３日・２４日・２５日・３０日・３１日（火・水・木）

TEL ３３２－２３９２

羽津保育園

９：３０～１１：３０
TEL ３３１－６９８７

羽津文化幼稚園

４日

１８日

２５日

（木）

（木）

（木）

２４日

１０：００～１１：３０

（水）

TEL ３３１－３６１５

羽津幼稚園

１０：００～１１：３０
TEL ３３１－４７１２

３歳児対象

１日

２３日

（金）

（金）

１０：３０～１１：３０

＊事前に、実施日時等について、代表者と健康づくり課の打ち合わせが必要です

新・増築の家屋調査にご協力をお願い致します
平成２８年１月２日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課
の職員が調査に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の
基礎となるものです。市職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認
のうえ、調査にご協力をお願いします。また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋
の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税台帳登録者の変更申請書」の提出が必
要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。
≪問い合わせ先≫ 資産税課家屋係 ＴＥＬ３５４－８１３５ ＦＡＸ３５４－８３０９

高齢者向け給付金の申請はお済みですか
平成２７年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成２８年度中に６５歳以上になる人を対象に、
「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」として３万円を支給しています。８月１９日
（金）までに申請されませんと、支給対象であっても高齢者向け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。

８月２日（火）
◇
◇
◇
◇

場 所
対 象
内 容
持ち物

◇
◇
◇
◇

◇ 問い合わせ先 ◇

臨時福祉給付金室 ＴＥＬ３５４－８０９２ ＦＡＸ３５４－８０９３
（ 受付：四日市市役所 ３階 健康福祉課窓口 ）

１３：３０～１４：３０

かすみの里 （白須賀１丁目１２番８号）
おおむね６５歳以上の方
『フットケア』についてのお話
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。
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

８月２１日（日）に四日市港富双緑地で開催される『四日市花火大会
四日市花火大会』で
８月２１日（日）
四日市花火大会
花火とともにメッセージを届けてみませんか？
内容：名前を含めて２５文字以内のメッセージ
料金：３万円（特典：４人分のテーブル席・花火大会オリジナルフォト進呈）
申し込み：８月１０日（水）まで。先着順です。お早めにお申し込みください。
詳しくは、四日市花火大会ホームページ（http://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）
四日市花火大会ホームページ（http://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）をご覧いただくか、
四日市花火大会ホームページ（http://kankou43yokkaichi.com/hanabi/）
四日市花火大会実行委員会（ＴＥＬ３５４－８４０５）までお問い合わせください。
四日市花火大会実行委員会（ＴＥＬ３５４－８４０５）
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レインツリーの国
有川浩
コーヒーが冷めないうちに
川口俊和
羊と鋼の森
宮下奈都
64（ﾛｸﾖﾝ）
横井秀夫
ずらーりカエル
松橋利光／高岡昌江
ねこざかなのおしっこ
わたなべゆういち
りゆうがあります
ヨシタケシンスケ
なきむしおばけ
なかのひろたか
おばけとたからさがし
新井洋行
いちにちパンダ
大塚健太
おしりたんてい
トロル
おしりたんてい
ププッレインボーダイヤをさがせ！
トロル
かいけつゾロリの
ようかい大うんどうかい
原ゆたか

★本の貸し出しは、おひとり5冊まで。貸出期間は２週間です。
（新刊の貸し出しは２冊までです）

