お 知 ら せ

平成３０年

１月

にこにこミージュックボックス
がやってくる

１０日（№１９）

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/

２月１４日（水）１０：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール
定 員
申込み

謹んで新春のお慶びを申し上げます
本年もどうぞよろしくお願いいたします
羽津地区市民センター・まちづくり推進協議会

主催：はづ子育て支援

ぴよぴよ

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

４０組（定員になり次第締め切ります）
１月２４日（水）８：３０から羽津地区市民センター
１月２４日（水）８：３０から
窓口にて受付
電話での申込みはできません

<問い合わせ先>

羽津地区市民センター

ＴＥＬ ３３１－４４６５

～羽津地区の人権擁護委員 交代のお知らせ～

職員一同

人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で、地域や町の皆さんのために日々、
人権啓発活動などに取り組んでいます。
人権についてお困りやお悩みの際は、私たちのまちの人権擁護委員にご相談ください。

バラの花やレモンの香りで幸せな気持ちになったり、さわやかな気分になる、こんな経験はありま
せんか？
アロマテラピーは植物がもつ芳香成分を利用して、精神や肉体を健康にする自然療法のことです。
何かと慌ただしい毎日ですが、ひとときでも心身ともにリラックスしましょう！！

◆羽津地区の新しい人権擁護委員は、
羽津地区の新しい人権擁護委員は、
恒矢 景子（つねやけいこ）さん
景子（つねやけいこ）さん です。 （南いかるが町）
南いかるが町）
（任期は平成３０年１月１日から３年間）
◆みんなの人権１１０番
みんなの人権１１０番

２月６日（火）１０：００～１１：３０
羽津地区市民センター ３階調理室
講 師
定 員
材料費
申込み
締切り

羽津地区市民センター

『文化講演会』
寺院建築の見方 ～富田・善教寺～
２月１１日（日） １３：００～１６：００
富田地区市民センター ２階ホール

ＴＥＬ

しいたけ作りを体験しよう！！

主催：羽津郷土史と民俗研究会
羽津地区まちづくり推進協議会
三泗ヘリテージの会
富田地区社会福祉協議会 文化部会
羽津地区市民センター
後援：四日市市教育委員会
中日新聞社

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

＜主催＞ＮＰＯ法人 緑の会羽津
羽津地区市民センター

１月２７日（土）９：３０～１２：００
（９：００より受付開始）
・場 所
・定 員
・申込み

３３１－４４６５

・講義の後、善教寺（南富田町）へ見学に行きます。（徒歩６分位）
講 師
三浦正幸先生（広島大学大学院教授）
申込不要
資料代
１００円（当日徴収）
※駐車場が狭いため、できるだけ公共交通機関でお越しください。
※善教寺では外でのお話なので、防寒対策を十分にしてください。
※雨や雪でも行います。

回
覧

井上 キヨ子さんは任期満了で退任されま
キヨ子さんは任期満了で退任されました
さんは任期満了で退任されました。
した。
お世話になりました。ありがとうございました。

櫻井 博美さん（アトリエ ソワ）
２４名（先着順）
６００円
１月１８日（木）８：３０から羽津地区市民センター窓口にて受付
材料費を添えてお申し込み下さい
１月３０日（火）

<問い合わせ・申し込み先>

０５７０－００３－１１０

再掲

・材料費

垂坂公園・羽津山緑地 公園管理棟バルコニー
４０名（定員になり次第締切）
１月１０日（水）から受付（電話は不可）
緑の会羽津 公園事務所まで
１００円（当日徴収）
暖かく動きやすい服装でお越しください

＜問い合わせ・申し込み先＞
ＮＰＯ法人 緑の会羽津 公園事務所（９：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３３－５５９７

１月２１日（日）１３：００～１６：００
四日市市総合会館 ８階視聴覚室で行われる
四日市市議会 市制１２０周年記念 シティ・ミーティングのテーマが決まりました
シティ・ミーティングのテーマ
①「選挙」について
②「市議会・市議会議員のイメージ」について
③「市議会の必要性・期待する役割」について
④「市民参加の議会」について
４つの会場に分かれて、シティ・ミーティングを行います。
お好きな会場へご参加ください。
<問い合わせ先>
問い合わせ先>

四日市市議会事務局 議事課

ＴＥＬ ３５４－８３４０

橋北小学校

給食パート募集のお知らせ

浄化槽をお使いの皆様

（１月下旬からの勤務です）
職 種：小学校給食調理員補助 （給食パート） ２名
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）
時 間：８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
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）
申込み：１月５日（金）～１月１９日（金）
教育総務課に電話のうえ、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。
<問い合わせ・申し込み先>

教育総務課

ＴＥＬ ３５４－８２３６

★税の電子申告をお考えの人は早めにマイナンバーカードの申請を
市民課（ＴＥＬ ３５４－８１５２

浄化槽には合併処理（すべての生活排水を処理するもの）と単独処理（トイレの排水のみ
処理するもの）の２種類があります。そのどちらも普段の保守点検や清掃とは別に、法定検
処理するもの）の２種類があります。そのどちらも普段の保守点検や清掃とは別に、法定検
査を受検する必要があります。つきましては（一般財団法人）三重県水質検査センター（下
記連絡先）に法定検査の申込みをし、受検していただきますようお願い申し上げます。
【有料：３，８００
【有料：３，８００円（～２０人槽以下）】
３，８００円（～２０人槽以下）】
また合併処理浄化槽をお使いで下記の条件に当てはまる方には、維持管理費の補助制度が
あります。（
あります。（単独処理浄化槽は対象外）
。（単独処理浄化槽は対象外）
条 件：
件：補助対象区域（公共下水道の供用区域外）にお住まいであること
補助対象区域（公共下水道の供用区域外）にお住まいであること
浄化槽を設置している建築物が、専用住宅または併用住宅であること
補助額：１１，０００円……
補助額：１１，０００円……５人～６人槽
……５人～６人槽
１４，０００円……
１４，０００円……７人～９人槽
……７人～９人槽
１７，０００円……
１７，０００円……１０人～５０人槽
……１０人～５０人槽 （２９年度）

ＦＡＸ ３５９－０２８２）

確定申告をインターネット上で行う時には、マイナンバーカードと電子証明書が必要です。
マイナンバーカードを申請されてから、お受取りの案内文書を送付するまでに１ヶ月半ほど
要しますので、電子申告などのご利用をお考えの人はマイナンバーカード、電子証明書の申請
をお早めにお願いします。
をお早めにお願いします
※送付された申請書の氏名・住所等に変更がある場合、申請書は使用することができませんの
で、市役所、地区市民センター、市民窓口サービスセンターまで、お問い合わせいただきます
ようお願いします。 なお、有効期限内の住民基本台帳カード（電子証明書が有効期限内であ
る必要があります）でも、確定申告をインターネット上で行うことができます。
※住民基本台帳カード・電子証明書の新規発行及び更新手続きは平成２７年１２月末で終了し
住民基本台帳カード・電子証明書の新規発行及び更新手続きは平成２７年１２月末で終了し
ておりますので、ご注意ください。
ております

法定検査（第１１条）を受検し、総合判定が「適正」または「おおむね適正」となった場
合に補助金が交付されます。
お住まいの区域が補助の対象であるかどうかは、上下水道局生活排水課までお問い合わせ
ください。
平成２９年度の補助制度の申請書類の提出締切が平成３０年３月３１日までとなっていま
すので、平成２９年度に補助制度をご利用の場合は、平成３０年２月ごろまでに受検を済ま
せてください。
※法定検査の申し込み先……
法定検査の申し込み先……一般財団法人
……一般財団法人 三重県水質検査センター
ＴＥＬ ０５９－２１３－０７０７
ＦＡＸ ０５９－２１３－０７０８
＜問い合わせ先＞

四日市上下水道局 生活排水課
ＴＥＬ ３５４－８４０２

ＦＡＸ ３５４－８３７５

「第５０回みんなの消費生活展」
“安心して暮らせる２１
“安心して暮らせる２１世紀”
２１世紀” ～消費者が主役となる社会～

２８年４月から乾電池の回収方法が変更になっています
日 時 ：１月１９日（金）～１月２１日（日）１０：００～１７：００
：１月１９日（金）～１月２１日（日）１０：００～１７：００
会 場 ：近鉄百貨店 四日市店１１
四日市店１１階
１１階 近鉄アートホール
内 容 ：展示とステージイベントがあります
【展示】
①環境コーナー ・・・・・・最新ガス機器の紹介と家庭の省エネ診断ほか
②食コーナー
・・・・・・食の地産地消についてのパネル展示やお茶・牛乳の試飲ほか
③防災・防犯・住コーナー・・非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など防災関連展示、防犯活
動の紹介ほか
④金融・相談コーナー・・・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示と啓発のほ
か、行政相談委員による無料相談（予約不要）も行います。
※なお、上記以外に古着リフォーム、手芸、袋物の実演もあります。
（実演参加には、材料費３００円～７００円程度が必要）

２週間に１回 資源ごみの日に透明または半透明の袋に
入れて出してください

地区市民センターでは回収していません

第一、
第一、第三火曜日の
第三火曜日の午前９
午前９時から、
から、市民センターで
市民センターで書道
センターで書道をする
書道をする
サークル『
サークル『火曜書道教室』
火曜書道教室』では、
では、只今部員を
只今部員を募集しています
募集しています。
しています。
初心者の
初心者の方大歓迎です
方大歓迎です。
です。

※【ステージイベント】については、「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください

ご希望の
希望の方は、羽津地区市民センター
羽津地区市民センター（ＴＥＬ
センター（ＴＥＬ ３３１－
３３１－４４６５）
４４６５）
へお問
へお問い合わせください。
わせください。
＜問い合わせ先＞
市民生活課 市民・消費生活相談室
四日市消費者協会

ＴＥＬ ３５４－８１４７
ＴＥＬ ３５７－５０６９

