
羽津地区在住で、幼稚園・保育園に行っていない乳幼児と保護者５０組（先着順）
★申込方法★

１１月２９日（水）８：３０～羽津地区市民センター窓口にて受付
協　賛♪老人クラブ 『春風会』協　賛♪老人クラブ 『春風会』協　賛♪老人クラブ 『春風会』協　賛♪老人クラブ 『春風会』 電話や代理での申し込み受付はできません

★問い合わせ先★
参加費無料 羽津地区市民センター　ＴＥＬ　３３１－４４６５
申し込み不要

講　師 ♪　リズムメイトのみなさん講　師 ♪　リズムメイトのみなさん講　師 ♪　リズムメイトのみなさん講　師 ♪　リズムメイトのみなさん

講　師　　下田　正由さん・四日市公害と環境未来館のみなさん
≪問い合わせ先≫　羽津地区市民センター　ＴＥＬ　３３１－４４６５ 定　員　　羽津地区在住の方２４名（応募多数の場合は抽選）

持ち物　　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。
申込み　　１１月２４日（金）【当日消印有効】まで１１月２４日（金）【当日消印有効】まで１１月２４日（金）【当日消印有効】まで１１月２４日（金）【当日消印有効】までに、

下記宛先に往復ハガキでお申し込みください。
【記入要領】

・申込みは、お一人様１通のみといたします。複数枚の応募はできません。
・１通のハガキで申し込めるのは１名のみです。

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 ・往信面の表面に宛先、裏面に申込者の住所・氏名・電話番号をご記入ください。
定　　員：　２４名　 【宛　先】
メニュー：　ローストビーフ・鮭のソテークリームマスタード 〒510-0003　四日市市大宮町１３－１２　羽津地区市民センター　しめ縄飾り講座 係〒510-0003　四日市市大宮町１３－１２　羽津地区市民センター　しめ縄飾り講座 係〒510-0003　四日市市大宮町１３－１２　羽津地区市民センター　しめ縄飾り講座 係〒510-0003　四日市市大宮町１３－１２　羽津地区市民センター　しめ縄飾り講座 係
材 料 費：　１，５００円（当日、徴収致します）
持 ち 物：　エプロン・手ふきタオル・持ち帰り用の入れ物
申 込 み：　１１月２０日（月）１０：００より受付開始（先着順）
　　　　　（電話でのお申し込みはご遠慮ください）

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。
＜問い合わせ・申し込み先＞ 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が行っています。
　　羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００） 羽津地区学童保育所では、平成３０年４月からの利用児童を募集します。
　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　　３３１－５３３３　　Ｅメール　jimukyoku@hazu.org 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、入所申込書を配布させていただきます。

＜問い合わせ先＞
羽津学童保育所 ＴＥＬ　３３２－０７８９

ＴＥＬ　０８０－６９１５－９４６９
羽津北学童保育所 ＴＥＬ　０９０－３５８３－６０８３　

運動とレクリエーションで楽しく！笑って！
介護予防を目指しましょう！

≪問い合わせ先≫ ≪問い合わせ先≫ ◇募集職種 小学校給食調理員補助（給食パート）１名
羽津在宅介護支援センター　ＴＥＬ３３４－３３８７ 健康づくり課　　ＴＥＬ　３５４－８２９１ ◇業務内容 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

◇勤務日 給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
★  おおむね６５歳以上の方が対象です ★ 参加費無料・申し込み不要です ◇勤務時間 ８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
★ 筆記用具・タオル・飲み物など各自必要なものをご用意いただき、動きやすい服装でご参加ください ◇時間給 ９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

◇申し込み 応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ３５４－８２３６）に電話のうえ、
履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

◇応募期間　◇応募期間　◇応募期間　◇応募期間　 １１月２０日（月）～１１月３０日（木）１１月２０日（月）～１１月３０日（木）１１月２０日（月）～１１月３０日（木）１１月２０日（月）～１１月３０日（木）

さろん ｄｅ 志さろん ｄｅ 志さろん ｄｅ 志さろん ｄｅ 志氐氐氐氐我野我野我野我野 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

「介護予防」についてのお話と軽い体操
橋北小学校　給食パートを募集橋北小学校　給食パートを募集橋北小学校　給食パートを募集橋北小学校　給食パートを募集（１２月中旬からの勤務です）

回
覧

１２月６日（水）　１３：３０ ～ １４：３０１２月６日（水）　１３：３０ ～ １４：３０１２月６日（水）　１３：３０ ～ １４：３０１２月６日（水）　１３：３０ ～ １４：３０ １２月１４日（木）　１３：３０ ～ １５：００１２月１４日（木）　１３：３０ ～ １５：００１２月１４日（木）　１３：３０ ～ １５：００１２月１４日（木）　１３：３０ ～ １５：００

再再再再
掲掲掲掲
載載載載

１２月１３日（水）１０：００～
志氐神社　参集殿

≪この日は、さろん ｄｅ 志氐我野での『みんなであそぼう』の開催はありません≫

再再再再
掲掲掲掲
載載載載

      １２月１５日（金）１０：００～１２：００      １２月１５日（金）１０：００～１２：００      １２月１５日（金）１０：００～１２：００      １２月１５日（金）１０：００～１２：００
　　　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

参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料

１２月７日（木）　１３：３０～１５：００１２月７日（木）　１３：３０～１５：００１２月７日（木）　１３：３０～１５：００１２月７日（木）　１３：３０～１５：００

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

１２月１０日（日）１０：００～１３：００　羽津地区市民センター　３階調理室１２月１０日（日）１０：００～１３：００　羽津地区市民センター　３階調理室１２月１０日（日）１０：００～１３：００　羽津地区市民センター　３階調理室１２月１０日（日）１０：００～１３：００　羽津地区市民センター　３階調理室

１２月１０日（日）１０：００～１１：００  　羽津地区市民センター　２階ホール１２月１０日（日）１０：００～１１：００  　羽津地区市民センター　２階ホール１２月１０日（日）１０：００～１１：００  　羽津地区市民センター　２階ホール１２月１０日（日）１０：００～１１：００  　羽津地区市民センター　２階ホール健康づくりボランティア
　四日市市ヘルスリーダーの会による

♪

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年１１月２０日（№１６）

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/

♪♬♫

参加費

無 料♫ ♪



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）

ＴＥＬ３２４－２２８６

TEL３３２－２３９２

TEL３３１－６９８７

TEL３３１－３６１５

TEL３３１－４７１２

ご不明な点は、以下までお問合せください。
★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 四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」  四日市市本町９－８　本町プラザ３階

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 ＴＥＬ：354-8331　FAX：354-8339　Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
場合には、市民課までご連絡ください。 ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/index.shtml

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 講演会と事例報告をとおして、「あなた」あるいは「あなたの家族」がもし病気を抱え療養が必要になった時、
などに変更があると、申請は受け付けされません。などに変更があると、申請は受け付けされません。などに変更があると、申請は受け付けされません。などに変更があると、申請は受け付けされません。 『在宅医療』が選択肢のひとつとなるよう、一緒に考えてみませんか。

★マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について 手話通訳・要約筆記有
◆差出有効期限切れの送付用封筒はそのままお使いいただけます 申込不要・参加費無用

「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている （定員２００人）
個人番号カード交付申請書の送付用封筒（返信用封筒）については、 事例報告 「みんなで支えた在宅療養生活」
差出有効期限が平成２９年１０月４日差出有効期限が平成２９年１０月４日差出有効期限が平成２９年１０月４日差出有効期限が平成２９年１０月４日になっている場合でも、 コーディネーター 松尾　秀一さん（四日市医師会）
平成３１年５月３１日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。平成３１年５月３１日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。平成３１年５月３１日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。平成３１年５月３１日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。 報 告 者 玉垣浩美さん(四日市医師会：在宅主治医の立場から) 【問い合わせ先】

下濱美帆さん（訪問看護ステーション：訪問看護師の立場から) 健康福祉課　
◆送付用封筒の材料をダウンロードできます 藤田倫子さん(市民：家族の立場から) ＴＥＬ　３５４－８２８１
下記のサイトから、封筒作成の材料をダウンロードいただけます。 *在宅医療の利用方法がよくわかる四日市市在宅医療ガイドブックを当日配布します。 ＦＡＸ　３５９－０２８８

【マイナンバーカード総合サイト】 https://www.kojinbango-card.go.jp/https://www.kojinbango-card.go.jp/https://www.kojinbango-card.go.jp/https://www.kojinbango-card.go.jp/
※ トピックス「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」「個人番号カード交付申請書の送付用封筒について」中の

「封筒材料のダウンロードはこちら」「封筒材料のダウンロードはこちら」「封筒材料のダウンロードはこちら」「封筒材料のダウンロードはこちら」をクリックしてください。 ２０歳以上６５歳くらいまでで、子どもが好きな人で意欲のある人を募集しています。
　注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。

【問い合わせ先】　市民課　ＴＥＬ３５４－８１５２ 四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録説明会を開催いたします。
登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受けることができます。
年度ごとの登録になりますので、平成２８年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。

　１２月６日（水）  　１２月６日（水）  　１２月６日（水）  　１２月６日（水）  ◇指導員登録説明会
八田二丁目 「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００１４：３０～１５：００

　１２月１３日（水）　１２月１３日（水）　１２月１３日（水）　１２月１３日（水）
別名三丁目　東ソー住宅 １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００ ◇申込方法 １２月１４日（木）まで１２月１４日（木）まで１２月１４日（木）まで１２月１４日（木）までに、住所、名前、電話番号(あればファックス、Ｅメール
大宮町　志氐神社 １４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０ アドレス)を、電話かファックス、Ｅメールで下記申し込み先まで

　１２月１５日（金）  　１２月１５日（金）  　１２月１５日（金）  　１２月１５日（金）  ◇問い合わせ・申し込み先 こども未来課 ＴＥＬ　３５４－８０６９　ＦＡＸ　３５４－８０６１
緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００ Eメール:kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

１２月１６日（土）１８：００～　　四日市市文化会館　第４ホール１２月１６日（土）１８：００～　　四日市市文化会館　第４ホール１２月１６日（土）１８：００～　　四日市市文化会館　第４ホール１２月１６日（土）１８：００～　　四日市市文化会館　第４ホール

（水）

マイナンバーカードの受け取り と 申請書送付用封筒 についてのお知らせ

在宅医療講演会        ～知っていますか？在宅医療～～知っていますか？在宅医療～～知っていますか？在宅医療～～知っていますか？在宅医療～

１２月１７日（日）１３：３０～１５：３０１２月１７日（日）１３：３０～１５：３０１２月１７日（日）１３：３０～１５：３０１２月１７日（日）１３：３０～１５：３０ （開場１３：００）
四日市市総合会館８階　視聴覚室四日市市総合会館８階　視聴覚室四日市市総合会館８階　視聴覚室四日市市総合会館８階　視聴覚室
　　　四日市市の在宅医療の『今』　　　四日市医師会　伊藤毅さん　　　四日市市の在宅医療の『今』　　　四日市医師会　伊藤毅さん　　　四日市市の在宅医療の『今』　　　四日市医師会　伊藤毅さん　　　四日市市の在宅医療の『今』　　　四日市医師会　伊藤毅さん

市内学童保育所の指導員を募集市内学童保育所の指導員を募集市内学童保育所の指導員を募集市内学童保育所の指導員を募集 ・・・・放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか・・・・

３歳児対象 １０：００～１１：３０
６日

（金） （金） （金）

羽津幼稚園
１０：００～１１：３０

１日 ８日 １５日

（水） （水）

羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０

６日 ２０日

みのり保育所 　５日・６日・７日・１２日・１３日・１４日
９：３０～１４：３０

（火・水・木）

羽津保育園
９：３０～１１：３０

７日 １４日 ２１日 ２８日

（木） （木） （木） （木）

２７日

（水） （水） （水）

はづ子育て支援ぴよぴよ
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０

６日 ２０日

１２月
将来のライフプランを考え、今の生活も大切にしながら、起業したり、収入を増やしたりす

るためには、何をすべきか考えます。

日 時：１２月１６日（土）１３：３０～１５：００

場 所：本町プラザ１階 ホール（四日市市本町９－８）

対 象：市内に在住・通勤・通学する女性（趣味・特技等を生かし起業を考えている方など）

講 師：森井 佳子さん（Up-Stage キャリアコンサルタント）

村木 祐加子さん（アメイジングファクトリー 書家）

加藤 真理さん（ＮＰＯ法人ワークスタイル・デザイン代表）
託 児：有（無料。１０名程度。１２月１日（金）までに要申込み）
申込み：電話、ＦＡＸ、Ｅメールで、はもりあ四日市まで。

平成３０年２月３日（土）～４日（日）に開催する「はもりあフェスタ」で、女性の起業支援とし

てチャレンジショップを行います。あなたの手作り作品手作り作品手作り作品手作り作品・サービスサービスサービスサービスを販売・提供してみませんか。

日 時：平成３０年２月３日（土）１０：００～１５：００

場 所：本町プラザ１階 ホール

対 象：市内に在住・通勤・通学する女性で、起業に興味のある方（初めての方優先）

申込み：１１月２１日（火）１７：００までに、所定の申込用紙を利用し、Ｅメール、

ＦＡＸ、または持参で、はもりあ四日市まで。

※申込用紙は、はもりあ四日市、各地区市民センター、はもりあ四日市のホームページにあります。

差出有効期間

平成２９年１０月

４日まで


