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９月２７日（木）・１０月４日（木） ９：３０～１１：３０
羽津地区市民センター ２階ホール

羽津地区防災訓練＆防災フェスタ
９月２日（日） ９：００～１２：００（雨天決行）

羽津小学校体育館

及び

校庭

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、炊き出し、かき氷、カレーライスのふるまいも 予定しております。
皆さまのご参加お待ちしております。
＊ ９：００に１分間
１分間、防災サイレンを吹鳴します。（前回の「お知らせ
はづ」で３０秒間吹鳴と
１分間
お知らせしまし たが１分間の間違いでした。お詫びして訂正させていただきます）
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】 羽津地区連合自主防災会 会長 西脇良孝 ＴＥＬ ０９０－２３４８－２４２９

講 師：八田 郁子さん
定 員：２０名（羽津地区在住で２回とも参加できる方）

乳幼児のための救命救急講座

材料費：１作品６８０円（色紙代含む、当日徴収します）
第１回

９月５日（水） １０：３０～１１：３０ 子どもの病気とホームケア

申込み：９月４日（火）８：３０より受付開始
第２回

１０月３日（水） １０：３０～１１：３０ 子どもの事故予防

羽津地区市民センター窓口・電話にて受け付け（先着順）
場 所：さろん ｄｅ 志氐我野
講 師：江川美佳さん（四日市羽津医療センター勤務 小児救急看護認定看護師）
※申し込み不要。参加費無料。１日だけの参加もできます。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

≪申し込み・問い合わせ先≫
申し込み・問い合わせ先≫羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

地球にやさしい生ごみの減らし方
主催：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会

９月２２日（
９月２２日（土）１０：００～１３：００
羽津地区市民センター ３階 調理室
講師：石崎克彦さん（四日市羽津医療センター グランドシェフ）
グランドシェフ）
定
員：２０名（
員：２０名（定員になり次第締め切り）
定員になり次第締め切り）
メニュー：スープカレー
参 加 費：食材費実費（
費：食材費実費（１,０００円）
０００円）
持 ち 物：エプロン、
物：エプロン、手ふきタオル、
手ふきタオル、持ち帰り用タッパー
申し込み：９月３日（
申し込み：９月３日（月）～１４日（
～１４日（金）（平日１０：００～１６：００）
平日１０：００～１６：００）
下記事務局にて受け付け（
下記事務局にて受け付け（電話でのお申し込みはご遠慮ください）
電話でのお申し込みはご遠慮ください）
【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（羽津地区市民センター２階）
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

９月 ６日（木）
９月１４日（金）
９月１４日（金）
９月１９日（水）

回
覧

八田二丁目「エステート羽津」前
別名三丁目 ブルーミングハウス
大宮町 志氐神社
緑丘町 集会所駐車場

１４：３０～１５：００
１３：２０～１４：００
１４：１０～１４：５０
１４：２０～１５：００

ダンボール で コンポストづくり
１回目

９月１２日（水） １４：００～１６：００

ダンボールコンポストの作り方

２回目

９月２６日（水） １４：００～１６：００

アフターフォロー講座

場 所：羽津地区市民センター ２階ホール
講 師：四日市ダンボールコンポストの会
材料費無料
定 員：１５名
持ち物：筆記用具
その他：帰りにミカン箱くらいの荷物があります。
申込み：８月２１日（火）より、窓口または、電話にて受け付けます。（定員になり次第締め切ります）
【申し込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ ３３１－４４６５

第３９回 羽津地区文化祭 出展者募集
今年も、１１月３日（土・祝）・４日（日）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？
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）
展示期間：１１月３日（土・祝）午後のみ・１１月４日（日）終日
申込締切：８月３１日（金） ※申し込み用紙は下記事務局にあります
【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 （羽津地区市民センター 2階
平日１０：００～１６：００）
ＴＥＬ・ＦＡＸ ３３１－５３３３ E-mail : jimukyoku＠hazu.org

９月
９月４日（火）１３:
９月４日（火）１３:３０～１４:
３０～１４:３０
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）
はづ子育て支援ぴよぴよ
５日
１２日
１９日
２６日
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０
（水）
（水）
（水）
（水）
ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所

場所：羽津中公会所
内容：「介護予防」について
問い合わせ先 ：羽津在宅介護支援センター
TEL ３３４－３３８７

９月１３日（木）１３:
９月１３日（木）１３:３０～１５:
３０～１５:００
場所：羽津地区市民センター ２階ホール
問い合わせ先：健康づくり課
TEL ３５４－８２９１

４日・５日・６日・１１日・１２日・１３日・１８日・１９日
９：３０～１４：３０

２０日・２５日・２６日・２７日 （火・水・木）

おおむね６５歳以上の方が対象です。申込み不要、参加費無料です。
タオル、飲み物などをお持ちいただき、軽い体操ができる服装でお越しください。

TEL３３２－２３９２
羽津保育園

６日

１３日

２０日

２７日

（木）

（木）

（木）

（木）

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７
羽津文化幼稚園

１２日

２６日

(水）

（水）

１０：００～１１：３０
TEL３３１－３６１５
羽津幼稚園

７日

１４日

２１日

（金）

（金）

（金）

１０：００～１１：３０
TEL３３１－４７１２

５日
３歳児対象

１０：００～１１：３０
（水）

地域マネージャーの募集
募集人数：１人
職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
任
期：１１月１９日～平成３１年３月３１日（再任用する場合もあります）
勤 務 地：桜地区市民センター
主な受験資格：次の要件を全て満たす人
①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人
③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、
３年以上経過していること
④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑤四日市市に在住する人
募集期間：８月２０日（月）～９月１８日（火）【必着】
応募方法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所
５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から金曜日
（祝日を除く）の８：３０～１７：１５までにお願いします。
【応募・問い合わせ先】市民生活課 四日市市諏訪町１番５号 ＴＥＬ ３５４－８１４６

入場無料
徹夜おどりの祭典
９月８日（土） １０：００～ ９月９日（日） １５：００

「 未 来 に つ な ぐ 相 続 登 記」
相続登記はお済ですか？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…
①相続人に、さらに相続が発生し相続人の確定が難しくなる。
②相続登記の手続費用が高額になる。
③不動産の売却やローンの手続がすぐにできない。
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。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、法務局では、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。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や税務署で
の相続税の申告等、様々な相続手続で御利用いただけます。
「相続登記の手続き」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。
【問い合わせ先】 津地方法務局四日市支局 ＴＥＬ３５３－２２３７
※ 専門家への依頼を検討されている方は司法書士にご相談ください。

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！
【主なイベント日時・内容】参加費無料、申し込み不要
対象：小学生
地震ゆれ実験
１１：００～１２：００
簡単な実験を通して液状化と耐震のしく 定員：各回先着２０名
１４：００～１５：００
（当日９：００から整理券配布）
みを知ろう。
対象：どなたでも 定員：なし
プラザおんがくかい
９月１６日（日） １４：００～１４：３０ ヴァイオリンとピアノの音色でいろいろな 協力：奥村優さん（ヴァイオリン）
井浦貴子さん（ピアノ）
音楽を楽しもう。
対象：どなたでも
敬老会
９月１７日（月） １４：００～１５：００ おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にけ 定員：なし
んちゃん（腹話術人形）に会いに行こう。 協力：有竹幸子さん
対象：年中児～小学生
メモ帳作り
１１：００～１２：００
９月２４日（月）
のりと紙を使って、自分だけのメモ帳を 定員：各回先着２０名
１３：３０～１４：３０
（当日９：００から整理券配布）
作ろう。
【問い合わせ先】 こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０－５０２０ ＦＡＸ３３４－０６０６
９月１日（土）

四日市

シルバー人材センター入会説明会のお知らせ

＊青少年健全育成条例の規定により１８歳未満の方は２２：００～５：００の間は入場できません
■定期入会説明会（毎月第２、第４水曜日に開催）

会場：四日市ドーム
２９時間ぶっ通しで『盆踊り・よさこい』などのステージや、『２８時間マラソン・スポーツ鬼ごっこ・
ボッチャ』などのイベントも盛りだくさん！近鉄四日市駅からシャトルバス（ノンステップ）も出ます。
【問い合わせ先】四日市徹夜踊り実行委員会（羽津地区まちづくり推進協議会事務局内）
ＴＥＬ３３１－５３３３ E-mail：tetsuya-odori＠hazu.org
【主 催】 四日市徹夜踊り実行委員会
【後 援】四日市市、四日市市教育委員会 、四日市商工会議所、四日市観光協会

９月１２日（水）・１０月１０日（水）１３：３０～
９月２６日（水）・１０月２４日（水）１３：３０～

シルバー人材センター（十七軒町）
あさけプラザ 2階 第１小ホール

対 象：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
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 ②顔写真（3×4㎝） ③年会費３,６００円 ④銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの）
⑤運転免許証、保険証など本人確認ができるもの
その他：あさけプラザへの問い合わせはご遠慮ください。
【問い合わせ先】シルバー人材センター ＴＥＬ３５４－３６７０ FAX３５１－４８３０

