
　★募集対象　　作品の出展　１人１部門につき１点　(大きさに制限あり）

　★申込締切　　８月３１日（木）　※申し込み用紙は事務局にあります

★★　申し込み・問い合わせ先　★★★★　申し込み・問い合わせ先　★★★★　申し込み・問い合わせ先　★★★★　申し込み・問い合わせ先　★★
羽津地区まちづくり推進協議会事務局羽津地区まちづくり推進協議会事務局羽津地区まちづくり推進協議会事務局羽津地区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　　平日１０：００～１６：００）（羽津地区市民センター　2階　　平日１０：００～１６：００）（羽津地区市民センター　2階　　平日１０：００～１６：００）（羽津地区市民センター　2階　　平日１０：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　E-mail : jimukyoku＠hazu.orgＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　E-mail : jimukyoku＠hazu.orgＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　E-mail : jimukyoku＠hazu.orgＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　E-mail : jimukyoku＠hazu.org

四日市市制１２０周年記念市民企画イベント四日市市制１２０周年記念市民企画イベント四日市市制１２０周年記念市民企画イベント四日市市制１２０周年記念市民企画イベント

　　

大規模地震発生を想定した防災訓練、及び防災フェスタを羽津小学校にて開催します。
当日はさまざまな防災イベントを企画しております。皆さまのご参加お待ちしております。

＊ ９：００に３０秒間、防災サイレンを吹鳴します。
近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

<問い合わせ先>　<問い合わせ先>　<問い合わせ先>　<問い合わせ先>　羽津地区連合自主防災会　　会長　西脇良孝羽津地区連合自主防災会　　会長　西脇良孝羽津地区連合自主防災会　　会長　西脇良孝羽津地区連合自主防災会　　会長　西脇良孝

ＴＥＬ　０９０－２３４８－２４２９ＴＥＬ　０９０－２３４８－２４２９ＴＥＬ　０９０－２３４８－２４２９ＴＥＬ　０９０－２３４８－２４２９

主催 四日市徹夜踊り実行委員会 【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】【問い合わせ先】
後援 四日市市 四日市徹夜踊り実行委員会四日市徹夜踊り実行委員会四日市徹夜踊り実行委員会四日市徹夜踊り実行委員会

キッズ料理教室キッズ料理教室キッズ料理教室キッズ料理教室 四日市商工会議所 （羽津地区まちづくり推進協議会事務局内）（羽津地区まちづくり推進協議会事務局内）（羽津地区まちづくり推進協議会事務局内）（羽津地区まちづくり推進協議会事務局内）
四日市観光協会 ＴＥＬ :　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）ＴＥＬ :　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）ＴＥＬ :　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）ＴＥＬ :　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

E-mail　: tetsuya-odori＠hazu.orgE-mail　: tetsuya-odori＠hazu.orgE-mail　: tetsuya-odori＠hazu.orgE-mail　: tetsuya-odori＠hazu.org

対　象 羽津地区在住の小学生（就学前のお子様の参加を希望される方はお問い合わせください）
定　員 ２０名 平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴い、平成２８年度分市民税（均等割）が
参加費 ５００円（保護者の方も一緒に食事をされる場合は、１人につき５００円加算） 課税されない人を対象に、「臨時福祉給付金（経済対策分）」を支給しています。
持ち物 エプロン・三角巾またはバンダナ（頭を覆うもの）・ふきん２枚・ハンカチ・タオル等 但し、課税されている人に扶養されている場合、生活保護の受給者などは対象外です。

＊服装は自由ですが、動きやすい服装でご参加ください 受付期限は、平成２９年８月３１日（木）です。期限までに受付がお済みになりませんと、
申込み 別途配布する案内書兼申込書に必要事項を記入の上、まちづくり推進協議会 支給対象であっても臨時福祉給付金（経済対策分）が支給されませんのでご注意ください。

事務局あてに提出 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。

臨時福祉給付金室　ＴＥＬ　３５４－８０９２　　ＦＡＸ　３５４－８０９３臨時福祉給付金室　ＴＥＬ　３５４－８０９２　　ＦＡＸ　３５４－８０９３臨時福祉給付金室　ＴＥＬ　３５４－８０９２　　ＦＡＸ　３５４－８０９３臨時福祉給付金室　ＴＥＬ　３５４－８０９２　　ＦＡＸ　３５４－８０９３
※詳しくは、別途配布される案内書をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

　　 申込不要・参加費無料
＜申し込み・問い合わせ先＞　＜申し込み・問い合わせ先＞　＜申し込み・問い合わせ先＞　＜申し込み・問い合わせ先＞　 お気軽にご参加ください
　　　　羽津地区まちづくり推進協議会事務局　（平日１０：００～１６：００）　　　　　　羽津地区まちづくり推進協議会事務局　（平日１０：００～１６：００）　　　　　　羽津地区まちづくり推進協議会事務局　（平日１０：００～１６：００）　　　　　　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　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　　Ｅメール　jimukyoku＠hazu.org　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　　Ｅメール　jimukyoku＠hazu.org　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　　Ｅメール　jimukyoku＠hazu.org

問い合わせ先　：　羽津地区市民センター  ＴＥＬ　３３１－４４６５問い合わせ先　：　羽津地区市民センター  ＴＥＬ　３３１－４４６５問い合わせ先　：　羽津地区市民センター  ＴＥＬ　３３１－４４６５問い合わせ先　：　羽津地区市民センター  ＴＥＬ　３３１－４４６５

会場：四日市ドーム会場：四日市ドーム会場：四日市ドーム会場：四日市ドーム

今年も、１１月３日（金・祝）・４日（土）に羽津小学校にて羽津地区文化祭が開催されます。
日頃の成果や腕前を披露してみませんか？

　★展示期間　　１１月３日（金・祝）午後のみ
　　　　　　　　１１月４日（土）終日

９月３日（日） ８：４０～１２：００（雨天決行）９月３日（日） ８：４０～１２：００（雨天決行）９月３日（日） ８：４０～１２：００（雨天決行）９月３日（日） ８：４０～１２：００（雨天決行）

　　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　及び及び及び及び　校庭　校庭　校庭　校庭

９月９日（土） １２：００（正午）９月９日（土） １２：００（正午）９月９日（土） １２：００（正午）９月９日（土） １２：００（正午）
　　　　　　　　～ ９月１０日（日） １２：００（正午）　　　　　　　　～ ９月１０日（日） １２：００（正午）　　　　　　　　～ ９月１０日（日） １２：００（正午）　　　　　　　　～ ９月１０日（日） １２：００（正午）

再掲載

市制１２０周年記念事業として、踊りフェスティバルを開催します。
踊りの参加者、協賛企業、模擬店等出店者を募集しております。
また、ボランティアでの参加も大歓迎です。

おおおお
羽羽羽羽 うううう

津津津津 ごごごご んんんん
ちちちち はははは

９月９日（土）１０：００～１３：００　９月９日（土）１０：００～１３：００　９月９日（土）１０：００～１３：００　９月９日（土）１０：００～１３：００　（食事・後片付けを含む）（食事・後片付けを含む）（食事・後片付けを含む）（食事・後片付けを含む）

羽津地区市民センター　３階調理室羽津地区市民センター　３階調理室羽津地区市民センター　３階調理室羽津地区市民センター　３階調理室

【メニュー】　ハンバーグ定食【メニュー】　ハンバーグ定食【メニュー】　ハンバーグ定食【メニュー】　ハンバーグ定食

８月７日（月）より受付開始（先着順）８月７日（月）より受付開始（先着順）８月７日（月）より受付開始（先着順）８月７日（月）より受付開始（先着順）

絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ

８月３０日（水）１０：３０～１１：３０８月３０日（水）１０：３０～１１：３０８月３０日（水）１０：３０～１１：３０８月３０日（水）１０：３０～１１：３０
    

                                                                                            羽津地区市民センター ２階ホール羽津地区市民センター ２階ホール羽津地区市民センター ２階ホール羽津地区市民センター ２階ホール
回
覧

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年８月 ５日（№９）

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
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四日市 徹夜おどりの祭典



★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
８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、日本武道館で
政府主催の「全国戦没者追悼式」が行われます。 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
市民・事業者の皆さんも当日正午から１分間の黙とうをお願いします。 いただいていない場合には、市民課までご連絡ください。
黙とうの時間にあわせて、市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。 ② マイナンバーカードを申請してから数カ月以上経過しているにもかかわ
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。 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・

地区市民センター（中部を除く）・市民窓口サービスセンターまでお問い
健康福祉課（ＴＥＬ　３５４－８１０９　ＦＡＸ　３５９－０２８８） ＴＥＬ　３５４－８１５２ 合わせください。

ＦＡＸ　３５９－０２８２ ＊ マイナンバーカードを申請するに当たり、マイナンバーカードを申請するに当たり、マイナンバーカードを申請するに当たり、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。

健康づくり課では、地域で活動する「食」のボランティア食生活改善推進員を
養成するため栄養教室を開催します。自分自身のためはもちろん、家族や地域の ★マイナンバーカード１枚でできること
人の健康づくりのために食生活について学びませんか？

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マイナポータルマイナポータル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。

★本人通知制度についてのご案内

本人通知制度とは、事前登録者の住民票・戸籍の証明などを第三者に交付した場合に、
交付があったことを登録者本人にお知らせする制度です。

①証明書の交付年月日
②交付した証明書の種別と部数 といった内容が通知されます。
③交付請求者の種別（代理人、第三者等）

※ただし、交付請求者の氏名・住所等は通知されません。

本人通知制度は ①四日市市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人
②四日市市の戸籍に記載されている人（①、②ともに除かれた人を含む）

８/５（土） １３：３０～１４：３０ プラザdeドッチボール大会プラザdeドッチボール大会プラザdeドッチボール大会プラザdeドッチボール大会 　が登録できます。
プラザに来てくれた、たくさんの人たちとドッチボールをしよう！ 登録を申請される場合は、本人確認書類（運転免許証等）をご持参の上、

市役所1階市民課までお越しください。登録期間は登録日から3年です。
８/１３（日） ① １０：００～１２：００ 夏休み工作企画「とうろうをつくろう」夏休み工作企画「とうろうをつくろう」夏休み工作企画「とうろうをつくろう」夏休み工作企画「とうろうをつくろう」

② １３：００～１５：３０ 幻想的に光る「とうろう」を自分たちで作ろう！ ※代理人が申請される場合の必要な書類については、市民課までお問い合わせください。

８/１４（月） ① １１：００～１２：００ みんなでプラザを飾ろうみんなでプラザを飾ろうみんなでプラザを飾ろうみんなでプラザを飾ろう
② １３：００～１５：３０ みんなの折り紙や切り紙の工作、イラストでプラザを飾ろう！

今回は夏のおばけとお月見ウサギを作るよ！

★ 対　象　幼児・小学生（未就学児は保護者同伴）
★ 定　員 なし
【問い合わせ先】 こども子育て交流プラザ　　ＴＥＬ　３３０－５０２０こども子育て交流プラザ　　ＴＥＬ　３３０－５０２０こども子育て交流プラザ　　ＴＥＬ　３３０－５０２０こども子育て交流プラザ　　ＴＥＬ　３３０－５０２０

住所：四日市市東新町２６番３２号（橋北交流会館　４階） ＜国民健康保険特定健康診査＞　記載内容の訂正＜国民健康保険特定健康診査＞　記載内容の訂正＜国民健康保険特定健康診査＞　記載内容の訂正＜国民健康保険特定健康診査＞　記載内容の訂正
　【ささがわ通り心・身クリニック（２ページ、日永地区）】

訂正前訂正前訂正前訂正前 訂正後訂正後訂正後訂正後

８月２７日（日）開催の「四日市花火大会」で、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を実況中継で紹介しながら花火を打ち上げます。 ＜後期高齢者健康診査＞　医療機関の追加＜後期高齢者健康診査＞　医療機関の追加＜後期高齢者健康診査＞　医療機関の追加＜後期高齢者健康診査＞　医療機関の追加
◇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）

戦没者を追悼し平和を祈念する日   ８月１５日に黙とうを戦没者を追悼し平和を祈念する日   ８月１５日に黙とうを戦没者を追悼し平和を祈念する日   ８月１５日に黙とうを戦没者を追悼し平和を祈念する日   ８月１５日に黙とうを

♪食生活改善推進員養成のための「栄養教室」受講生募集♪♪食生活改善推進員養成のための「栄養教室」受講生募集♪♪食生活改善推進員養成のための「栄養教室」受講生募集♪♪食生活改善推進員養成のための「栄養教室」受講生募集♪

❉
→→→→ ❉

❉
　　こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ ❉

❉
【主なイベント日時・内容】【主なイベント日時・内容】【主なイベント日時・内容】【主なイベント日時・内容】 事前申し込み不要、参加費無料です。

❉
❉

国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査の受診医療機関一覧の訂正について

６月下旬、市からお送りした「特定健康診査受診券」および三重県後期高齢者医療広域連合から
お送りした「後期高齢者健康診査受診券」に同封されている受診医療機関一覧の内容に誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。

メッセージ花火受付中！！ 休診日
事前予約

休診日
事前予約

午後

日永
ささがわ通り
   心・身クリニック

四日市市日永西３－５－３７ ３４８－７０７０

全日 午後 全日
月・水・土 日・祝 不要 月・木・土 水・日・祝 必要

地区 医療機関名 所在地 電話番号
◇申込：８月１７日（木）まで（先着順）

日永
ささがわ通り
   心・身クリニック

四日市市日永西３－５－３７ ３４８－７０７０

＊ 詳しくは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、
四日市花火大会実行委員会（ＴＥＬ３５４－８４０５）までお問い合わせください。 【問い合わせ先】　保険年金課　ＴＥＬ　３５４－８１５８　ＦＡＸ　３５９－０２８８【問い合わせ先】　保険年金課　ＴＥＬ　３５４－８１５８　ＦＡＸ　３５９－０２８８【問い合わせ先】　保険年金課　ＴＥＬ　３５４－８１５８　ＦＡＸ　３５９－０２８８【問い合わせ先】　保険年金課　ＴＥＬ　３５４－８１５８　ＦＡＸ　３５９－０２８８

日永
ささがわ通り
   心・身クリニック

四日市市日永西３－５－３７ ３４８－７０７０

ｚ

対象者対象者対象者対象者 受講後、四日市市食生活改善推進協議会

の会員としてボランティア活動ができる

２０歳以上の市民

日日日日 時時時時 ①9月12日、②10月24日、③11月21日

④12月12日、⑤1月16日（全5回）

いずれも火曜日10：00～15：00

場場場場 所所所所 四日市市総合会館(市役所 西隣)

内内内内 容容容容 講義や調理実習など

定定定定 員員員員 40名

料料料料 金金金金 1,800円(実習材料費）

申し込み方法申し込み方法申し込み方法申し込み方法

８月２４日８月２４日８月２４日８月２４日((((必着必着必着必着))))までまでまでまでに、健康づくり課窓口かは

がき、電話、ファクスで、名前(ふりがな)、性別、

住所、電話番号、生年月日、「栄養教室受講希

望」と明記の上お申し込み下さい。応募多数の場

合は抽選となります。(結果は全員に連絡しま

す。)

<申し込み先>

〒510-8601 諏訪町1-5  健康づくり係

ＴＥＬ354-8291  FAX353-6385

ｚ

ｚ


