グラウンドゴルフ大会のお知らせ
平成２９年

６月 ５日（№５ ）

お 知 ら せ

羽津地区 春季 グラウンドゴルフ同好会大会
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/

６月１１日（日）

羽津小学校運動場

参加希望の方は当日８：３０までに受付をすませてください（受付時に参加費３００円を徴収します）
試合方法：２ラウンド（１６ホールＸ２）
雨天の場合
６/２５
（日）

羽津地区の方ならどなたでも参加できます（道具の貸し出しあり）
協 賛
【問い合わせ先】

山本

ＴＥＬ

３３１－２５０５

老人クラブ 『春風会』

７月１０日（月） １４：３０～１６：００
羽津地区市民センター ２階 ホール

再掲載
主催

講 師
リズムメイトのみなさん

♪

はづ子育て支援

ぴよぴよ

参加費無料・申し込み不要です
お気軽にご参加ください♪

問い合わせ先
羽津地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－４４６５

申込受付

定

員

毎年、羽津地区では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、
羽津地区社会福祉協議会により、敬老行事を実施しています。
行事の実施にあたっては、四日市市から７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、
生年月日、性別を記載）を閲覧させていただいております。
名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持の厳守
を徹底いたしますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、

６月１４日（水）８：３０より受付開始
羽津地区市民センター窓口にて受付
電話や代理での申し込みは受付できません
４０組

（定員になり次第締め切ります）

【 問い合わせ先 】

主

羽津地区在住の幼稚園・保育園に行って
いない乳幼児と保護者が対象

羽津地区市民センター

催 ： ＮＰＯ法人

緑の会 羽津

・

ＴＥＬ

３３１－４４６５

羽津地区市民センター

あずまや

再掲載
６月３０日（金）までに 介護・高齢福祉課（ＴＥＬ３５４－８４２５）へ
介護・高齢福祉課（ＴＥＬ３５４－８４２５）へ
６月１０日（土） ９：００～１２：００
ご連絡をいただきますようお願いします。その場合、お名前等が名簿に載りませんので、
敬老記念品をお届けできません。ご了承ください。
また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。

当日
場

所

参加資格

あいさつが笑顔が作る羽津のまち
あいさつが世代をつなぎ広がる輪
＊

管理棟バルコニーにて

垂坂公園・羽津山緑地全域

雨天の場合６月１７日（土）に延期
８：３０より受付開始（先着１００名）
参加費

無料

どなたでも参加できます。
家族または友人とお気軽にご参加ください。
歩きやすい靴、長袖シャツ、長ズボンを着用ください。

参加者全員に
ペットボトル飲料（５００ｍℓ）１本プレゼント

ご希望の方には
【羽津の花】
マリーゴールドの苗
【羽津の木】
はなももの苗木

＊
プレゼント!!

回
覧

問い合わせ先

ＮＰＯ法人 緑の会 羽津 公園事務所
ＴＥＬ ３３３－５５９７（９：００～１６：００）

通知カード、マイナンバーカードについて

市民課

ＴＥＬ ３５４－８１５２

ＦＡＸ ３５９－０２８２

★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
① 通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、
まだお受け取りいただいていない場合には、市民課までご連絡ください。
② マイナンバーカードを申請してから数ヶ月以上経過しているにもかかわらず、
市役所から受け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課もしくは
下記のマイナンバーカードコールセンターまでお問い合わせください。
＊ マイナンバーカードを申請するに当たり、「個人番号カード交付申請書」の
名前・住所などに変更があると、申請は受け付けされません。
【マイナンバーカードコールセンター】 ０１２０－９５－０１７８（無料）

新図書館を含む中心市街地複合拠点施設整備の基本的な考え方について、広く市民の皆さ
んに知っていただき、また本施設の機能や空間のあり方について、直接意見交換を行うため、
市内４カ所で懇談会を開催します。日程は下記のとおりです。
参加人数

開催日時・場所

参加申込受付期間

６月２５日（日）１４：００～１５：３０（予定）
あさけプラザ

６月 ８日（木）～６月２３日（金）

７月１６日（日）１４：００～１５：３０（予定）
四日市市文化会館

６月２３日（金）～７月１４日（金）

７月２３日（日）１４：００～１５：３０（予定）
中消防署中央分署

６月２３日（金）～７月２１日（金）

８月２０日（日）１４：００～１５：３０（予定）
三浜文化会館

６月２３日（金）～８月１８日（金）

０１２０－６０１－７８５（ＦＡＸ）

★マイナンバーカード１枚でできること
① マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
② マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な時に、これ１枚で済む唯一のカードとして活用できます。
③ 平成２９年度後半開始予定のマイナポータルへのログインや、e-Taxなどの申請に利用できます。
④ 四日市市においても、平成３１年初めごろに、コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの取得が
できる見通しです。その他、今後も色々な使いみちが拡大される予定です。

シルバー人材センター入会説明会
【対象者】

新図書館（中心市街地複合拠点施設）にかかる懇談会を開催します

市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲がある人

■地域入会説明会
（会場への問い合わせはご遠慮ください）
6月27日（火）14:00～
あさけプラザ 第１小ホール
6月29日（木）10:00～
橋北地区市民センター 会議室
6月30日（金）14:00～
河原田地区市民センター ホール
持ち物 ： 筆記用具
＊当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～⑤をご持参ください。
①
印鑑
④
銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
②
顔写真（3×4㎝）
⑤
運転免許証、保険証など本人確認ができるもの
③
年会費3,600円
■定期入会説明会について
毎月第２水曜日13:30～
四日市市シルバー人材センター（四日市市十七軒町９番１０号）
＊持ち物は、地域入会説明会と同じ
■問い合わせ先
シルバー人材センター ＴＥＬ ３５４－３６７０ ＦＡＸ ３５１－４８３０

各回
８０人程度
（先着順）

≪対 象≫
市内に在住または通勤・通学する人
≪申込方法≫
参加申込受付期間内に、参加申込書に必要事項をご記入のうえ、
郵便、ＦＡＸ、またはＥメールで政策推進課へお申し込みください。
申込書は、地区市民センターに配架するチラシをご利用いただくか、市ホームページより入手いただけます。
≪問い合わせ・申し込み先≫
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１番５号 政策推進課
ＴＥＬ ３５４－８１１２ ＦＡＸ ３５４－３９７４ Ｅメール：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp

「子どもの人権１１０番」強化週間のお知らせ
学校における「いじめ」の事案や、家庭内における児童虐待の事案が依然として数多く発
生していることから、子どもをめぐる様々な人権問題の解決にむけて、全国一斉で「子ども
の人権１１０番」強化週間を実施します。
～
✿
✿
✿

実施期間や相談番号のお知らせ ～
期間：６月２６日(月)～７月２日(日)の７日間
時間：８：３０～１９：００（土日は１０：００～１７：００）
番号：０１２０－００７－１１０ （全国共通フリーダイヤル）

【問い合わせ先】 津地方法務局人権擁護課
ＴＥＬ ０５９－２２８－４１９３ FAX ０５９－２１３－３３１９

地域づくりマイスター養成講座

受講生募集

市民協働安全課では、これからの地域づくりを担うために必要となる能力等の習得を目的とした、
地域づくりマイスター養成講座を開催します。
地域のまちづくりに興味がある方からのご応募をお待ちしております。
全９回中、５回以上の出席と８００字程度のレポート提出で修了証を交付いたします。
◎開催日時（予定）
以下の土曜日（全９回） ９：３０～１２：００
７月２２・２９日、８月１９・２６日 、９月９・１６日
１０月７・１４日、１２月１６日
ただし、９月１６日は９：３０～１６：３０、１０月１４日は１３：３０～１５：３０
◎開催場所
四日市市総合会館７階 第３研修室ほか
◎内容
申込締切 ６月３０日（金）
地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、
定
員 ４０名
コミュニケーション演習、地域資源のマッピング演習、
（応募者多数の場合抽選）
コンフリクトマネジメント演習、グループ討議など
【問い合わせ・申し込み先】
市民協働安全課（後藤、渡瀬）

ＴＥＬ

３５４－８１７９

ＦＡＸ

３５４－８３１６

病児保育室「チェリーケア」が ６月１日

にオープンします！

病児保育室は、病気療養中で、保育園・小学校などの集団生活に不安がある子どもを、
一時的にあずかるところです。専任の看護師と保育士がいて安心です。
四日市市病児保育室「カンガルーム」（中部８番１７号 二宮病院東側）に加えて、
桜花台にも病児保育室がオープンします。

桜花台一丁目４５－１（子育て支援センターさくらんぼ

２階）

ＴＥＬ＆ＦＡＸ ３４０－７０１５
開 設 時 間： 月～金 ９：００～１７：３０（クリニックの休診日を除く）
利用できる児童： 市内に居住し、保育所、幼稚園、小学校に通園又は通学している子ども
利 用 料 金： ２，０００円（所得税非課税世帯は１，０００円、市民税非課税世帯は無料）
※ 診察代の他、食事代等実費負担あり
定員：３名（予約が必要です）

