
～　健康体操で寒い冬を元気に過ごしませんか？　～
寒い季節となりましたが、こんな時こそお部屋の中で
気軽にできる健康体操をやってみませんか？
今回お招きする講師は、普段整骨院で身体のバランスや歩行などを整える施術を行っており、
年齢を問わず、それぞれの体力に合わせた体操を教えていただきます。
参加費無料です。お気軽にご参加ください。

講　師：北出真彦さん（さぽーと整体整骨院院長、柔道整復師）
１．可燃ごみ１．可燃ごみ１．可燃ごみ１．可燃ごみ ◎ 持ち物 タオル、飲み物等各自必要なもの

◎ 定　員 １５名
◎ 申し込み方法 １２月２０日（水）　８：３０～　ＴＥＬまたは羽津地区市民センター窓口
【申し込み・問い合わせ先】　羽津地区市民センター　ＴＥＬ　３３１－４４６５

２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル２．破砕ごみ・資源物・ペットボトル 収集日程表のとおり
破砕ごみ ・・・・・ 年末は１２月２７日（水）、年始は1月１７日（水）から
資源物 ・・・・・ 年末は１２月１５日（金）、年始は1月　５日（金）から
ペットボトル ・・・・・ 年末は１２月２２日（金）、年始は1月１２日（金）から

※粗大ごみ戸別有料収集の受付　年末は１２月２８日（木）まで、年始は1月４日（木）から

３．し尿３．し尿３．し尿３．し尿 年末は１２月２９日（金）まで、年始は1月４日（木）から
（○印は受入日）

※事業者の受け入れは１２月２９日（金）までとなります ★ 対　 象 羽津地区在住の小学生
詳しくは、　『広報よっかいち』１２月下旬号『広報よっかいち』１２月下旬号『広報よっかいち』１２月下旬号『広報よっかいち』１２月下旬号　をご覧ください ★ 定 　員 ２０名

★ 参加費 ５００円
★ 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
＊服装は自由ですが、動きやすい服装でご参加ください。

★★★　申し込み方法　★★★
申込書（まちづくり推進協議会事務局にあります）に必要事項を記入の上、
羽津地区まちづくり推進協議会事務局へお申し込みください。

◇対象者 平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方
＊１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。 ☆問い合わせ先☆
＊市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、 羽津地区まちづくり推進協議会事務局　（平日１０：００～１６：００）　　
   下記までご連絡ください。 ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　　Ｅメール　jimukyoku＠hazu.org

◇開催時間 開場：１２：００　　開演：１３：００（式典は１時間程度を予定）
◇その他 ・入場受付は行いません。

・酒類等の飲食物の持ち込みはできません。　（入場をお断りする場合があります）
・第１ホールが満席の場合は、第２ホールに入場してください。 貸し出しは、２週間（一人５冊まで）
・駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 但し、新刊は一人２冊までです

◇問い合わせ先 こども未来課　　青少年育成室　ＴＥＬ　３５４－８２４７ ・ 墨の香 梶ようこ ・ てぶくろ いもとようこ
※広報『よっかいち』の１２月下旬号でも詳しくお知らせしますのでご覧ください。 ・ 劇場 又吉直樹 ・ てぶくろ エヴィゲーニィ・ラチョーフ
※四日市市公式サイト（ホームページ）からもご確認いただけます。 ・ この嘘がばれないように 川口俊和 ・ はらぺこあおむし エリック・カール

http://www5.city.yokkaichi.mie.jp/menu79067.html ・ こうそくどうろ　パタパタえほん モリナガヨウ
四日市市の新成人は３２４１名、うち羽津地区の方は１８３名羽津地区の方は１８３名羽津地区の方は１８３名羽津地区の方は１８３名です。おめでとうございます！（Ｈ２９．１０．１現在） ・ ゆきのひ エズラ・ジャック・キーツ

・ おしりたんてい
　ププッおおどろぼうあらわる！ トロル

・ １００円たんけん なかがわひろたか
・ ざんねんないきもの辞典

平成３０年１月１８日（木）１４：００～１５：００　羽津地区市民センター　２階ホール平成３０年１月１８日（木）１４：００～１５：００　羽津地区市民センター　２階ホール平成３０年１月１８日（木）１４：００～１５：００　羽津地区市民センター　２階ホール平成３０年１月１８日（木）１４：００～１５：００　羽津地区市民センター　２階ホール
年末・年始 『ごみ・し尿』 収集のお知らせ年末・年始 『ごみ・し尿』 収集のお知らせ年末・年始 『ごみ・し尿』 収集のお知らせ年末・年始 『ごみ・し尿』 収集のお知らせ
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４．クリーンセンター受入４．クリーンセンター受入４．クリーンセンター受入４．クリーンセンター受入
１２月 1月
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○ 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 １２月１３日１２月１３日１２月１３日１２月１３日
（水）（水）（水）（水）

受付開始受付開始受付開始受付開始
（先着順）

　平成３０年１月７日（日）四日市市文化会館で開催します。
　対象となる方は、ぜひご参加ください。

クリスマス人形劇、
キッズ料理教室どちらも

３階図書室に新しい本が入りました

○ ○ 休休休休 休休休休 休休休休 休休休休

おおおお 知知知知 らららら せせせせ 平成２９年１２月 ５日（№１７）

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/

クリスマス人形劇クリスマス人形劇クリスマス人形劇クリスマス人形劇
１２月２４日（日）１２月２４日（日）１２月２４日（日）１２月２４日（日） １３：３０～１３：３０～１３：３０～１３：３０～

羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター羽津地区市民センター ２階ホール２階ホール２階ホール２階ホール

申込不要・参加費無料です。
お気軽にご参加ください。



市民　市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、市民　市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、市民　市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、市民　市民・消費生活相談室に寄せられた相談事例などから、
安全に安心して消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。安全に安心して消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。安全に安心して消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。安全に安心して消費生活を送るために役立つ情報をお知らせします。

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？ 【相談事例】
受講開始から１年以内に受講を完了すれば、援助会員として登録できます。 業者が突然、自宅にやってきて、「台風で壊れた屋根を保険金を使って修理しないか」と勧誘された。
１講座からでも受講できます。 無料で調査し、保険金の申請のための書類も作ってくれるというが、信用できるのか。

場　　所 四日市市勤労者・市民交流センター　東館３Ｆ 【アドバイス】
テキスト代 ２，０５０円 大きな自然災害の後には、このような相談が多く寄せられます。
申込方法 ＴＥＬ、ＦＡＸにて平成３０年１月１３日(土)までにお申し込みください。 本当に必要な工事なのか慎重に検討し、工事を実施する場合には、
そ の 他 託児あり（無料）※事前にお申し込みください。 必ず複数の業者から見積もりをとり、家族や周りの人にも相談しましょう。

保険を使用する際には、工事契約前に自分で損害保険会社等に連絡し、
保険金の支払いの対象になるのか、申請はどうするのかなどを確認しましょう。

１/２０（土）　９：３０～１６：００ 相互援助活動の趣旨・子どもの栄養と食生活 また、訪問販売による契約は、クーリングオフができる場合があります。
１/２１（日）１０：００～１６：００ 子どもの心と身体の発達・小児看護 悪質な業者は、消費者に考える時間を与えずに話を進めようとするので注意が必要です。
１/２７（土）１０：００～１５：３０ 子どもの世話(あそび)・発達障害について～その子どもとの接し方～ 不安なときや、疑問を感じた場合はすぐに市民・消費生活相談室にご相談ください。
１/２８（日）１０：００～１５：３０ 子どもの病気・子どもの心に寄り添う ■契約トラブルに関するご相談は
２/　３（土） 　９：３０～１５：００ 子どもの安全と事故・救急法 相談専用電話　ＴＥＬ ３５４－８２６４（月～金曜日９：００～１２：００、１３：００～１６：００祝日・年末年始を除く）

援助活動を円滑に進めるために　講習のまとめ ■この記事に関する問い合わせ先
市民・消費生活相談室（ＴＥＬ ３５４－８１４７　ＦＡＸ ３５４－８４５２）

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。  ～　未来につなぐ相続登記　次世代を担う子どもたちのために～

日　　時 平成３０年２月１０日(土)　１３：００～１５：００　
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。　　　 不動産を相続した後、長期間相続登記をせず、放置しておくと…

場　　所 四日市市勤労者・市民交流センター　東館３Ｆ 　　①更に次の相続が発生して相続人の確定が難しくなる。
定　　員 会場の都合により、３０名程度といたします。(先着順に受け付けます)　　 　　②相続登記の手続費用が高額になる。
申込方法 ＴＥＬ、ＦＡＸにてお申し込みください。　　 　　③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。
託　　児 有り/無料　※事前にお申し込みください。 　　④不動産が適正に管理されず、荒地や空き家等が増え、環境が悪化する。

といった様々な問題が発生する可能性があります。
申し込み･問い合わせ先 四日市市ファミリー・サポート・センター　　ＴＥＬ/ＦＡＸ　３２３－００２３ 大切な不動産を次世代に引き継ぐため、相続登記の手続を進めましょう。

また、相続手続を簡素化することを目的として、「法定相続情報証明制度」を開始しました。
この制度は、戸籍などの書類を基に、法務局が法定相続人が誰であるのかを確認し、
戸籍謄本等に代わる公的証明書を無料で発行するものです。

『こども子育て交流プラザ』は、年末年始（１２月２９日～１月３日）を除き毎日開館しています。 相続登記はもちろんのこと、金融機関における預貯金の払戻し等、様々な相続手続で御利用いただけます。
季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを開催しています。 「相続登記の手続」及び「法定相続情報証明制度」に関する詳細は、法務局ホームページをご覧ください。
広い多目的ホールや、クッキングルーム、工作室や図書室など、充実した施設で雨の日も遊べます。
また幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「あそび広場」も実施しています。ぜひ、ご来館ください。 【問い合わせ先】  津地方法務局四日市支局　ＴＥＬ３５３－２２３７

親子クラフト「ぽんぽんけん玉」親子クラフト「ぽんぽんけん玉」親子クラフト「ぽんぽんけん玉」親子クラフト「ぽんぽんけん玉」 親子でいっしょに簡単なけん玉をつくろう！
１２/　２（土）１２/　２（土）１２/　２（土）１２/　２（土）
１２/１９（火）１２/１９（火）１２/１９（火）１２/１９（火） ＜事前に備えておくべきこと＞＜事前に備えておくべきこと＞＜事前に備えておくべきこと＞＜事前に備えておくべきこと＞

中高生の居場所計画中高生の居場所計画中高生の居場所計画中高生の居場所計画 中高生のお悩み聞きます。一緒に楽しく遊びましょう！ ◇気象庁などの最新の情報を収集する
１２/　９（土）１２/　９（土）１２/　９（土）１２/　９（土） ◇積雪で外出できないことに備えて、水、食料、燃料（灯油）などを備蓄する
１２/２４（日）１２/２４（日）１２/２４（日）１２/２４（日） ◇持病の薬を切らさないように注意する

プラザクリスマス会プラザクリスマス会プラザクリスマス会プラザクリスマス会 プラザで楽しいクリスマス会を行います！ ◇停電に備えて、使い捨てカイロ、予備電池、懐中電灯、携帯ラジオなどを準備する
◇家屋（カーポート、農業用ビニールハウス）などを耐雪化する
　冬場使用しないビニールハウスを外す

はがきづくりはがきづくりはがきづくりはがきづくり 紙すきをしてオリジナルのはがきを作りましょう！ ◇スコップなどの除雪用具を常備する 詳しくは
１２/２３（土）１２/２３（土）１２/２３（土）１２/２３（土） ◇水道管（特に地上配管部分）や蛇口にタオルを巻きつけるなどの ・広報よっかいち
１２/２６（火）１２/２６（火）１２/２６（火）１２/２６（火） 　凍結防止対策を行う 　　　１１月下旬号

＜降雪・積雪時＞＜降雪・積雪時＞＜降雪・積雪時＞＜降雪・積雪時＞ ・市のホームページ
　◇「不要不急の外出を控える」「早めに帰宅する」などの的確な判断を行う 　をご覧ください

四日市市東新町２６番３２号　橋北交流会館４階 　◇積雪量が多くならないうちに、小まめに除雪を行い自宅の出入口を確保する
ＴＥＬ：３３０－５０２０　ＦＡＸ：３３４－０６０６ 【問い合わせ先】　危機管理室（ＴＥＬ３５４－８１１９　ＦＡＸ３５０－３０２２）

　家屋を取り壊したときは、市役所資産税課　家屋係　までご連絡ください。
　物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。 １１月２０日号に掲載の羽津文化幼稚園『なかよしランド』の開催日に変更羽津文化幼稚園『なかよしランド』の開催日に変更羽津文化幼稚園『なかよしランド』の開催日に変更羽津文化幼稚園『なかよしランド』の開催日に変更がありました。

 【連絡先】　資産税課家屋係（ＴＥＬ　３５４－８１３５・８１３８）

新規援助会員講習会のお知らせ
保険金が使える？～住宅修理契約トラブルにご注意！～保険金が使える？～住宅修理契約トラブルにご注意！～保険金が使える？～住宅修理契約トラブルにご注意！～保険金が使える？～住宅修理契約トラブルにご注意！～

申し込み･問い合わせ先　　四日市市ファミリー・サポート・センター　　ＴＥＬ/ＦＡＸ　３２３－００２３申し込み･問い合わせ先　　四日市市ファミリー・サポート・センター　　ＴＥＬ/ＦＡＸ　３２３－００２３申し込み･問い合わせ先　　四日市市ファミリー・サポート・センター　　ＴＥＬ/ＦＡＸ　３２３－００２３申し込み･問い合わせ先　　四日市市ファミリー・サポート・センター　　ＴＥＬ/ＦＡＸ　３２３－００２３

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ

相続登記をお忘れではありませんか？相続登記をお忘れではありませんか？相続登記をお忘れではありませんか？相続登記をお忘れではありませんか？

『お知らせ はづ』 みんなであそぼう　からのお知らせ

１２月の開催日は、１２月の開催日は、１２月の開催日は、１２月の開催日は、　　　　６日・１３日・２０日・２７日６日・１３日・２０日・２７日６日・１３日・２０日・２７日６日・１３日・２０日・２７日　　　　の　毎週水曜日１０：００～１１：３０です。の　毎週水曜日１０：００～１１：３０です。の　毎週水曜日１０：００～１１：３０です。の　毎週水曜日１０：００～１１：３０です。

１２/１６（土）１２/１６（土）１２/１６（土）１２/１６（土） １３：３０～１５：００ 対象：高校生まで

①１１：００～１２：００　②１３：１５～１４：１５　③１４：３０～１５：３０
 対象：小学生まで（受付開始：各回開始１５分前から受付 先着２０名）

四日市市こども子育て交流プラザ

家屋を取り壊したときはご連絡ください家屋を取り壊したときはご連絡ください家屋を取り壊したときはご連絡ください家屋を取り壊したときはご連絡ください

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 参加費無料・申し込み不要

大雪時の注意事項についてご確認ください大雪時の注意事項についてご確認ください大雪時の注意事項についてご確認ください大雪時の注意事項についてご確認ください
１０：３０～１１：３０ 対象：０～５歳まで（受付開始：１０：１５～ 先着２０名）

１４：００～１６：００ 対象：高校生まで


