平成３１年

３月

３月３１日（日）日曜窓口を開設

５日（№２３ ）

お 知 ら せ
羽津地区市民センタ－
ＴＥＬ３３１－４４６５
羽津地区連合自治会
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/

四日市市と近隣市町（桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市、松阪市）の
７市２町で行います。
※地区市民センターは開設していませんのでご注意ください。
７市２町で行います
。
※地区市民センターは開設していませんのでご注意ください
。

◎四日市市役所の開設場所と内容（各階とも８：３０～１７：１５）
階

窓口

取 扱 業 務

１

市民課
TEL３５４－８１５２
TEL３５４－８１５２

転入・転出などの手続き（継続転入・継続転出は除く）、戸籍の届出、
住民票の写し（広域交付住民票は除く）
・戸籍の証明書の交付、印鑑
登録・証明書の交付、各種市税証明の交付

こども保健福祉課
TEL３５４－８０８３
TEL３５４－８０８３

児童手当、子ども医療費助成の手続き

市民税課
TEL３５４－８１３３
TEL３５４－８１３３

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
（四日市市発行のナンバープレートのみ）

◇統一地方選挙のお知らせ◇
階

三重県知事選挙・三重県議会議員選挙
◎投票日

４月

７日（日）
７日（日）７：００～２０：００

◎投票所

羽津第一投票所（羽津小学校）
羽津第二投票所（羽津北小学校）
羽津第三投票所（羽津中学校）

２
階

３

四日市市議会議員選挙

階

◎投票日

４月２１日（日）
４月２１日（日）７：００～２０：００
日（日）７：００～２０：００

◎投票所

羽津第一投票所（羽津小学校）
羽津第二投票所（羽津北小学校）
羽津第三投票所（羽津中学校）

９
階

※入場券に記載してある投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を
持って所定の投票所へお出かけください。
入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。

投票ができる
時間

８：３０

４月２０日（土）

２０：００

～

市議会議員選挙

３月２２日（金）
四日市市総合会館
４月６日（土）

四日市市視覚障害者協会指定の施術所で、１回につき１枚利用できます
有効期間：平成３１年４月１日～翌年
有効期間：平成３１年４月１日～翌年３月３１日
翌年３月３１日
対 象 者：満７０歳以上の方
身体障害者手帳を持つ肢体障害１・２級の方
交付枚数：年間１０枚
※市民センターで申請すると、後日利用券が郵送されます
≪問い合わせ先≫障害福祉課 ＴＥＬ３５４－８１７１

～

四日市市防災教育センター

～

～

３月３０日（土） ４月１５日（月）

三重北勢健康増進センター

市立小・中学校の転校、新入学手続きなど

平成３１年度「はり・きゅう・マッサージ利用券」の申請を受付します
平成３１年度「はり・きゅう・マッサージ利用券」の申請を受付します

～

県議会議員選挙

要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など

四日市市選挙管理委員会 GY

施設名称
県知事選挙

学校教育課
TEL３５４－８２５０
TEL３５４－８２５０

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き

※外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も本庁１階ロビーに開設します
（１０：００～１２：００、１３：００～１５：００）。

◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇
投票ができる期間

保険年金課
TEL３５４－８１５９
TEL３５４－８１５９
３５４－８１６１
介護・高齢福祉課
TEL３５４－８４２７
TEL３５４－８４２７
３５４－８１９０

３月３０日（土）
４月６日（土）
四日市市中消防署中央分署
四日市市南消防署南部分署

４月６日（土）
コンビナート構成７社が安全確保のため、法定の一斉定期修理を行います。

四日市市北消防署北部分署

期間中は延べ５０，０００人が構内に入り、ピーク時（３月１８日～４月５日）
期間中は延べ５０，０００人が構内に入り、ピーク時（３月１８日～４月５日）には、
ピーク時（３月１８日～４月５日）には、
周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。

【問い合わせ先】選挙管理委員会事務局

ＴＥＬ３５４－８２６９
交通渋滞緩和策として、工事開始時間の変更、時差出勤等を実施します。
皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

回
覧

≪定期修理期間≫３月４日（月）～４月２７日（土）５５日間
≪問い合わせ先≫東ソー株式会社 四日市事業所 総務課 ＴＥＬ３６４－１１１１

３階 図書室に新しい本が入りました
≪子ども向け≫

わか な

障害福祉部会・人権教育部会

全盲の歌姫『上田若渚』コンサート
入場無料
申込み不要

３月２３日（土）

１０：００～１１：３０ ラポール・ブルーミング
（別名三丁目３－１０）

１３：３０～１４：３０ かすみの里
（白須賀一丁目１２－８）

＜プロフィール＞
平成１２年３月１２日生まれ。
愛知県豊田市在住。先天性の視
覚障害で、生まれた時から全盲。
小さい頃から歌が大好きで、将
来の夢は笑いのとれる歌手。
平成２７年～２９年と３年連続
で「２４時間テレビ」に出演。

※お車でのご来場は、駐車スペースに限りがありますので、
徒歩等でのご来場にご協力をお願いします。

さろん de 志氐我野運営委員会

妊産婦・乳幼児サポート講座
参加費無料
申込み不要

マタニティヨガ教室
３月２５日（月）１０：３０～１１：３０

さろん de 志氐我野

対 象：安定期に入った妊婦さん
ゆ き え

≪一般向け≫

宝島
おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ！？
ププッゆきやまのしろいかいぶつ！？
ニムロッド
ノラネコぐんだん おばけのやま
１Ｒ１分３４秒
ルラルさんのぼうえんきょう
愛なき世界
パンダ
パンダ銭湯
ひと
おならしりとり
ドアをあけたら
ぜったいに さわっちゃダメ？
本の貸し出しはひとり５冊、２週間です。
へんしんたんてい
新刊の貸し出しはひとり２冊までです。
かたづけしないとどうなるの？

橋北小学校 給食パートを募集（４月中旬からの勤務です）
◇募集職種…小学校給食調理員補助（給食パート）１名
◇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）
◇勤務時間…８：３０～１５：１５（労働時間６時間）
◇時 間 給…９２５円 ※平成３０年度の単価。今後変更の可能性あり。
平成３０年度の単価。今後変更の可能性あり。
（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇申 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、
応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ３５４－８２３６）に電話のうえ、
履歴書を提出してください
履歴書を提出してください。書類選考のうえ、面接を実施します。
ください。書類選考のうえ、面接を実施します。
◇応募期間…３月５日（火）～１９日（火）

講 師：伊藤爾己枝
師：伊藤爾己枝さん
持ち物：フェイスタオル、飲み物（ヨガマットをお持ちの方はご持参ください）

どちらも
参加費無料
申込み不要

女 性 委 員 会

女子力アップ講座

アーティフィシャルフラワーアレンジ教室
記 念 講 演 会

～造花を使ったフラワーアレンジメント～

４月６日（土）１０：００～１２：００

さろん de 志氐我野

講 師：岩田つねこさん
参加費：１,
師：岩田つねこさん
参加費：１,０００円（当日徴収）
０００円（当日徴収）
定 員：２０名
持ち物：なし
申込み：３月１８日（月）～２９日（金）
申込み：３月１８日（月）～２９日（金）
下記事務局窓口にて受付（電話での申込みはご遠慮ください）

日 時：３月２３日（土）１３：００～１４：４０（受付
時：３月２３日（土）１３：００～１４：４０（受付１２：３０から）
１２：３０から）
場 所：あさけプラザ ホール （定員３００名）
内 容：演題「八脚門の復元と古代建築の見かた」
講師 箱崎和久さん（奈良文化財研究所 都城発掘調査部 遺構研究室長）
遺構研究室長）
※古代建築の研究者であり、久留倍官衙遺跡「八脚門」の復元考察者。
考察にあたってのポイントや、現代に残る古代建築の見かた・楽しみかたについてのお話

八 脚 門 建 設 現 場 見 学 会
≪申込み・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
申込み・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
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・ＦＡＸ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

日 時：３月２３日（土）１５：００～１６：４０
場 所：久留倍官衙遺跡史跡地内（大矢知町
所：久留倍官衙遺跡史跡地内（大矢知町２３２３－１）
内 容：完成間近の状態を、学芸員の解説とともにご覧いただきます
駐車場：くるべ古代歴史館駐車場をご利用ください
駐車場：くるべ古代歴史館駐車場をご利用ください

垂坂山ブルーミングハウスとの協働防災訓練開催のご案内
八脚門復元建築中写真

主催：羽津地区連合自主防災会
羽津地区連合自主防災会と垂坂山ブルーミングハウスと協働で防災訓練を行います。
内容は次回の「お知らせ はづ」でご案内します。どなたでもお気軽にご参加ください。

≪問い合わせ先≫教育委員会社会教育課 TEL３５４－８２４０
TEL３５４－８２４０ FAX３５４－８３０８
FAX３５４－８３０８
久留倍官衙遺跡公園ホームページ
くるべいせき
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube

３月２７日（水）１３：３０～１５：００（雨天決行）
垂坂山ブルーミングハウス 駐車場

納税は、便利で安心な口座振替で‼
≪問い合わせ先≫羽津地区連合自主防災会 会長 西脇良孝
TEL０９０－２３４８－２４２９
TEL０９０－２３４８－２４２９
垂坂山ブルーミングハウス
金原真由美 TEL３３１－８６６０
TEL３３１－８６６０

≪問い合わせ先≫収納推進課
問い合わせ先≫収納推進課 ＴＥＬ３５４－８１４１ ＦＡＸ３５４－８３０９

