
階

９

階

　学校教育課

　ＴＥＬ　３５４－８２５０

　市立小・中学校の転校、新入学手続きなど

回

覧

２

階

　市民税課

　ＴＥＬ　３５４－８１３３

　原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など

　　　（四日市市発行のナンバープレートのみ）

３

階

　保険年金課

　ＴＥＬ　３５４－８１５９

　　　　　３５４－８１６１

　国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き

　介護・高齢福祉課

　ＴＥＬ　３５４－８４２７

　　　　　３５４－８１９０

　要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など

窓　　口 取　扱　業　務

1

階

　市民課

　ＴＥＬ　３５４－８１５２

　転入・転出などの手続き（継続転入・転出は除く）、戸籍

　の届出

　住民票の写し（広域交付住民票は除く）・戸籍の証明書の

　交付、印鑑登録・証明書の交付、各種税証明の交付

　こども保健福祉課

　ＴＥＬ　３５４－８０８３

　児童手当、子ども医療費助成の手続き

おおおお 知知知知 らららら せせせせ
平成２９年 ３月 ５日（№２３）

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/

＜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

■第３講■■第３講■■第３講■■第３講■

３月２３日（木） ８：００～１７：００

滋賀県甲賀市土山宿・三重県亀山市坂下宿

文化財巡り（募集定員：４５名文化財巡り（募集定員：４５名文化財巡り（募集定員：４５名文化財巡り（募集定員：４５名 費用費用費用費用 ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円))))

コース：羽津地区市民センター ⇒ 坂下宿 ……昼食…… ⇒ 土山宿・土山本陣跡見学

８：００集合・出発 １７：００頃帰着予定

・東海道の西の難所、鈴鹿峠をはさんで坂下宿と土山宿を訪ねます

・馬子唄会館・東海道伝馬館・土山宿本陣跡を見学します

参加費：当日徴収致します（昼食代は含んでおりません）

持ち物：お茶・筆記用具・天候により雨具など（各自必要と思われるもの）

申込み：羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）

＜問い合わせ先＞ ０９０－１７８２－５０７１（森）または ０５９－３３１－４２０１（岩田）

２月１１日（土）に予定していましたが、雪の為延期になりましたので、再度募集します

※前回応募された方を優先とさせていただきます

現在受付中

四日市市と近隣市町（桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市、松阪市）

の７市２町で行います

※ 地区市民センターは開設していませんので、ご注意ください地区市民センターは開設していませんので、ご注意ください地区市民センターは開設していませんので、ご注意ください地区市民センターは開設していませんので、ご注意ください

※ 外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も本庁１階ロビーに開設します

（開設時間は １０：００～１２：００、１３：００～１５：００）

※ 各階とも開設時間は ８：３０～１７：１５ です

※ 詳しくは広報よっかいち２月下旬号をご覧ください

３月２６日（日）日曜窓口を開設

◎◎◎◎ 四日市市役所の開設場所と内容四日市市役所の開設場所と内容四日市市役所の開設場所と内容四日市市役所の開設場所と内容

おもちゃ図書館がやってくる！おもちゃ図書館がやってくる！おもちゃ図書館がやってくる！おもちゃ図書館がやってくる！

おもちゃ図書館とは・・・・・・おもちゃ図書館とは・・・・・・おもちゃ図書館とは・・・・・・おもちゃ図書館とは・・・・・・

障害のある子もない子も、おもちゃを通して仲よくあそぶ「ふれあいコーナー」それが、

おもちゃ図書館です。

子どもたちが、おうちの方やボランティアたちとともに、おもちゃで遊ぶ楽しさを知って

ほしいと願っております。みなさん、あそびに来てください。

※※※※ この日も遊ぼう会は、さろんこの日も遊ぼう会は、さろんこの日も遊ぼう会は、さろんこの日も遊ぼう会は、さろんdededede志氐我野で行っています。志氐我野で行っています。志氐我野で行っています。志氐我野で行っています。

<問い合わせ先> はづ子育て支援ぴよぴよ 代表内田 ＴＥＬ ０９０－３３０３－１０２３

参加費 無料

申込み 不要

主催 はづ子育て支援ぴよぴよ

再 掲

「女性の、女性による、

女性のためのまちづくり会議」による

３月３１日（金）１０：００～１３：００

羽津地区市民センター ３階 調理室

講 師： 四日市羽津医療センター グランドシェフ 石崎克彦さん

定 員： ２０名

メニュー： 春野菜を使ったオリジナルサラダ

菜の花とベーコンのパスタ

参 加 費： 食材費実費（１，０００円）

持 ち 物： エプロン・手ふきタオル

申 込 み： ３月１３日（月）１０：００より受付開始

（電話でのお申し込みはご遠慮ください）

※詳しくは下記までお問い合わせください

＜申し込み先・問い合わせ先＞

羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）

ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ Ｅメール jimukyoku@hazu.org

「春のパスタ」をつくろう



　シティ・ミーテ

　ィングテーマ

　教育行政全般

　について

　商工業の振興に

　ついて

　防災全般につ

　いて

　運転免許自主返

　納と高齢社会に

　おける公共交通

　のあり方について

会　　場

あさけプラザ

２階第４・５会議室

橋北交流会館

３階第６会議室

総合会館

７階第１研修室

塩浜地区

市民センター

２階大会議室

常任委員会 教育民生 産業生活 総　　務 都市・環境

所管事項

　教育、こども、

　健康福祉など

　商工業、農林水

　産業、市民文化、

　市立病院など

　市政の企画、財

　務、危機管理、

　消防など

　道路、住宅、上

　下水道、区画整

　理、環境衛生など

日　時

３月２８日（火）

１８：３０～２０：４５

３月２９日（水）

１８：３０～２０：４５

２月定例月議会の議会報告会を、３月２８日、２９日に開催します。常任委員会ごとに分かれて４

会場で開催します（詳細は下記参照）。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。

四日市市議会四日市市議会四日市市議会四日市市議会 議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ議会報告会のお知らせ

第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

※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。

※全会場、手話通訳いたします。

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

※総務常任委員会（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。

＜問い合わせ先＞ 議会事務局 議事課 ＴＥＬ ３５４－８３４０

お知らせお知らせお知らせお知らせ

生活バスよっかいち（羽津地区内で主に運行されている）がCTYで放映されます！

３月２１日（火）～３月３１日（金）放送 「乗って守ろう！公共交通」

ちゃんねるよっかいち

CTY 地デジ１２ｃｈ 月・水・金・日 9:30～、20:30～

火・木・土 12:30～、20:30～

※※※※ 番組放送期間終了後、番組放送期間終了後、番組放送期間終了後、番組放送期間終了後、YouTubeYouTubeYouTubeYouTubeで動画配信しますで動画配信しますで動画配信しますで動画配信します

（四日市市のホームページからも見られます）（四日市市のホームページからも見られます）（四日市市のホームページからも見られます）（四日市市のホームページからも見られます）

https://www.youtube.com/playlist?list=PLepPVCPPihttps://www.youtube.com/playlist?list=PLepPVCPPihttps://www.youtube.com/playlist?list=PLepPVCPPihttps://www.youtube.com/playlist?list=PLepPVCPPi----t4OI4X1LrPSuGeNlTRcyxDDt4OI4X1LrPSuGeNlTRcyxDDt4OI4X1LrPSuGeNlTRcyxDDt4OI4X1LrPSuGeNlTRcyxDD

＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞＜問い合わせ先＞ 広報広聴課広報広聴課広報広聴課広報広聴課 ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５４－８２４４３５４－８２４４３５４－８２４４３５４－８２４４

『東海道中膝栗毛』の主人公「弥次さん」が日永でまんじゅうの食べ比べを

したことにちなみ、四日市あすなろう鉄道線で、まんじゅう列車を運行しま

す。対象ダイヤのあすなろう鉄道に乗って日永郷土資料館へお越しいただい

た人にまんじゅうを配布します。沿線の東海道散策にもよい季節となります

ので、ぜひお立ち寄りください。

※対象ダイヤは市のホームページでご確認ください。

◆日 時 ３月１８日（土）９：３０～１５：００（まんじゅう配布時間）

◆内 容 ①四日市あすなろう鉄道に乗車 ⇒ ②車内で呈茶券をもらう

（西日野駅のみ駅で配布）⇒ ③日永郷土資料館でまんじゅう

をゲット！（資料館ではクイズに答えて景品もゲット！）

◆注意事項 まんじゅうは先着順で５００名までです

＜問い合わせ先＞ 都市計画課公共交通推進室

ＴＥＬ ３５４－８０９５ ＦＡＸ ３５４－８４０４

あさけプラザで開催する文化祭において生け花親子体験をおこないます。

興味のある方は是非ご参加ください。

生け花親子体験参加者募集生け花親子体験参加者募集生け花親子体験参加者募集生け花親子体験参加者募集

・時 間 １０：００～１５：００（両日とも）

・指 導 池坊万華の会

・定 員 ２５組（両日とも）

・申込み ３月１４日（火）９：００～ あさけプラザまで

（電話または、窓口にて）

＜申し込み先・問い合わせ先＞ あさけプラザ ＴＥＬ ３６３－０１２３

第２９回 あさけプラザ春の文化祭

３月１８日（土）・１９日（日）

コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行っています。

期間中は延べ６０，０００人が構内に入り、ピーク時（３月２１日～４月７日）ピーク時（３月２１日～４月７日）ピーク時（３月２１日～４月７日）ピーク時（３月２１日～４月７日）には、

周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。

交通渋滞の緩和策として、工事開始時間の変更、時差出勤等を実施しています。

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しておりますが、引き続きご理解のほど宜しくお願い

致します。

定期修理期間定期修理期間定期修理期間定期修理期間 ：：：： ２月８日（水）～４月２３日（日）２月８日（水）～４月２３日（日）２月８日（水）～４月２３日（日）２月８日（水）～４月２３日（日） ７４日間７４日間７４日間７４日間

＜問い合わせ先＞

東ソー株式会社 四日市事業所 総務課 ＴＥＬ ３６４－１１１１

四日市港霞ヶ浦地区コンビナートにおいて

一斉定期修理が行われています

少しだけ、勇気を出してあいさつを

みんなであいさつ広がる羽津の大きな輪


