
持ち物　 ●登録のある犬のとき・・・・お知らせのはがき（３月下旬発送予定）と注射費用

●新たに登録する犬のとき・・・・登録費用と注射費用

主催：健康ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会 ●市外で登録があり、転入登録する犬のとき・・・・前住地で交付された犬鑑札と注射費用

費   用 ★集合注射 １頭につき３，２００円（注射料金２，６５０円＋注射済票交付手数料５５０円）

★登録 １頭につき３，０００円

※おつりのいらないようにご協力をお願いします

【注意事項】

☆ 対　象 ・・・・ おおむね６５歳以上の方 ① ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け首輪は外れないようにしっかりと付け首輪は外れないようにしっかりと付け首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人が犬を制御できる人が犬を制御できる人が犬を制御できる人が

☆ 持ち物 ・・・・ タオル・飲み物など 連れてお越しください連れてお越しください連れてお越しください連れてお越しください（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします）

② フン尿の始末は連れて来られた人が責任を持って行ってくださいフン尿の始末は連れて来られた人が責任を持って行ってくださいフン尿の始末は連れて来られた人が責任を持って行ってくださいフン尿の始末は連れて来られた人が責任を持って行ってください

③ 雨天の場合でも実施します

【問い合わせ先】 衛生指導課   ＴＥＬ ３５２－０５９１　ＦＡＸ ３５１－３３０４

☆問い合わせ先☆　健康づくり課　ＴＥＬ　３５４－８２９１

対象：おおむね６５歳以上の方

『介護予防』のお話と簡単な体操をします。軽い体操のできる服装でご参加ください。

参加費無料・申し込みもいりません。お気軽にご参加ください。 ≪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

垂坂山ブルーミングハウス　　　金原真由美　TEL３３１－８６６０

【問い合わせ先】　　羽津地区在宅介護支援センター　　ＴＥＬ　３３４－３３８７

主催 まちづくり推進協議会

さろん ｄｅ 志氐我野運営委員会

主催： 羽津地区まちづくり推進協議会

児童福祉部会 ４月１４日（日）４月１４日（日）４月１４日（日）４月１４日（日） ベビーマッサージ教室ベビーマッサージ教室ベビーマッサージ教室ベビーマッサージ教室 ＊ バレトンは、バレエ・フィットネス・ヨガ

４月１５日（月）４月１５日（月）４月１５日（月）４月１５日（月） バレトン教室バレトン教室バレトン教室バレトン教室 を組み合わせた有酸素運動です。

４月２２日（月）４月２２日（月）４月２２日（月）４月２２日（月） バランスボール教室バランスボール教室バランスボール教室バランスボール教室

【問い合わせ先】 ４月２３日（火）４月２３日（火）４月２３日（火）４月２３日（火） 親子ヨガ教室親子ヨガ教室親子ヨガ教室親子ヨガ教室

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）

対　象 羽津地区在住の小学生（定員２０名） 平日１０：００～１６：００

参加費 ５００円（当日徴収いたします） ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　　 【問い合わせ先】　羽津地区まちづくり推進協議会事務局　ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

持ち物 エプロン・三角巾またはバンダナ（頭を覆うもの） Ｅメール　 jimukyoku＠hazu.org

ふきん２枚・ハンカチまたはタオル

【申込方法】 ４月１日（月）　１０：００より受付開始（先着順）

申込書（羽津地区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、

直接事務局へお申し込みください。（ＴＥＬ・ＦＡＸ・Ｅメールでの申し込みは不可）

１１/２１（木）１１/２１（木）１１/２１（木）１１/２１（木）

１２/１９（木）１２/１９（木）１２/１９（木）１２/１９（木） ２０２０年　１/１６（木）２０２０年　１/１６（木）２０２０年　１/１６（木）２０２０年　１/１６（木） ２０２０年　３/１９（木）２０２０年　３/１９（木）２０２０年　３/１９（木）２０２０年　３/１９（木）

開催場所開催場所開催場所開催場所 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

☆　申込不要・参加費無料　☆

 ４月１８日（木）１３：３０～１５：００ 羽津地区市民センター　２階ホール

２０１９年度　年間日程　２０１９年度　年間日程　２０１９年度　年間日程　２０１９年度　年間日程　　＊運動しやすい服装でご参加ください

開催日開催日開催日開催日

５/１６（木）５/１６（木）５/１６（木）５/１６（木） ６/２０（木）６/２０（木）６/２０（木）６/２０（木） ７/１８（木）７/１８（木）７/１８（木）７/１８（木） ９/１９（木）９/１９（木）９/１９（木）９/１９（木）

４月１７日（水）　１３：３０～１４：３０　さろん ｄｅ 志４月１７日（水）　１３：３０～１４：３０　さろん ｄｅ 志４月１７日（水）　１３：３０～１４：３０　さろん ｄｅ 志４月１７日（水）　１３：３０～１４：３０　さろん ｄｅ 志氐氐氐氐我野我野我野我野

キッズ料理教室「羽津おうちごはん」「羽津おうちごはん」「羽津おうちごはん」「羽津おうちごはん」

【メニュー】　マーボー【メニュー】　マーボー【メニュー】　マーボー【メニュー】　マーボー豆腐豆腐豆腐豆腐

とうふ

　　　　とととと　　　　杏仁杏仁杏仁杏仁

あんにん

豆腐豆腐豆腐豆腐

どうふ

妊産婦・乳幼児サポート講座

４月１３日（土）１０：００～１３：００４月１３日（土）１０：００～１３：００４月１３日（土）１０：００～１３：００４月１３日（土）１０：００～１３：００

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

開催時間開催時間開催時間開催時間 １３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００１３：３０～１５：００

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

回

覧

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

羽津地区の２次避難所（福祉避難所）である垂坂山ブルーミングハウスと羽津地区

連合自主防災会が協働で防災訓練を行います。

当日は煙体験テント、アルファ米の炊き出し訓練、豚汁等のふるまいも予定してお

ります。地域の皆様のご参加をお待ちしています。

また、当日はブルーミングハウス主催の『ブルーミングマルシェ』も開催されます

ので、お気軽にご参加ください。

参加費無料

申込不要です１０：３０～　『さろん ｄｅ 志氐我野』　にて開催

４月１８日（木）　１４：１０～１４：３０　　　いかるが集会所（大字羽津甲）４月１８日（木）　１４：１０～１４：３０　　　いかるが集会所（大字羽津甲）４月１８日（木）　１４：１０～１４：３０　　　いかるが集会所（大字羽津甲）４月１８日（木）　１４：１０～１４：３０　　　いかるが集会所（大字羽津甲）

　 　　　　　　　　１４：５０～１５：３０　　　羽津地区市民センター　北側　駐輪場　 　　　　　　　　１４：５０～１５：３０　　　羽津地区市民センター　北側　駐輪場　 　　　　　　　　１４：５０～１５：３０　　　羽津地区市民センター　北側　駐輪場　 　　　　　　　　１４：５０～１５：３０　　　羽津地区市民センター　北側　駐輪場

— 主 催 —

羽津地区連合自主防災会

再掲載再掲載再掲載再掲載

４/１２４/１２４/１２４/１２

（金）（金）（金）（金）

４/１２

（金）

３/２５

（月）

４/５

（金）

４/１９４/１９４/１９４/１９

（金）（金）（金）（金）

４/１４/１４/１４/１

（月）（月）（月）（月）

お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正 平成３１年２月２０日号に掲載した、『さんきゅう食堂』の日程に誤り

がありました。お詫びして訂正させていただきます。

さんきゅう食堂

開催日

申し込み さんきゅう食堂

開催日

申し込み

開始 締切 開始 締切

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

平成３１年 ３月２０日（№２４）

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/

正しくは正しくは正しくは正しくは



★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

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。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。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。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）（参加費は無料で、予約はいりません）（参加費は無料で、予約はいりません）（参加費は無料で、予約はいりません）

★コンビニ交付サービスについて

ＴＥＬ３２４－２２８６

TEL３３２－２３９２

※

TEL３３１－６９８７

TEL３３１－３６１５ ●サービスを利用できる場所 ●取得できる証明書

　全国の

　・セブン　イレブン ①住民票の写し　　…２００円

TEL３３１－４７１２ 　・ファミリーマート ②印鑑登録証明書　…２００円

　・ローソン ③所得課税証明書　…２００円

　・ミニストップ ④戸籍謄本・抄本　…４５０円

　・イオンリテール　など ⑤戸籍の附票の写し…２００円

※④、⑤は住所・本籍ともに四日市市の方に限ります。

※１５歳未満の方はご利用できません。

　　（所得課税証明書を除く）

※取得できる証明書は最新のものに限ります。

　住民票の除票や改製原住民票、除籍謄本・抄本、

　改製原戸籍謄本・抄本などは交付できませんので、

　ご注意ください。

サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。サービスの詳細は、四日市市のホームページをご確認ください。

★マイナンバーカードの申請方法

【問い合わせ先】　北消防署　指導係　ＴＥＬ３６５－５３２５【問い合わせ先】　北消防署　指導係　ＴＥＬ３６５－５３２５【問い合わせ先】　北消防署　指導係　ＴＥＬ３６５－５３２５【問い合わせ先】　北消防署　指導係　ＴＥＬ３６５－５３２５ ※

くるべ古代歴史館 【問い合わせ先】　市民課　ＴＥＬ　３５４－８１５２　ＦＡＸ　３５９－０２８２

【第１弾】八脚門をくぐろう！【第１弾】八脚門をくぐろう！【第１弾】八脚門をくぐろう！【第１弾】八脚門をくぐろう！

４月２７日（土）１３：００～１５：００（雨天でも実施します）

≪催しもの１≫　　　　八脚門・塀説明会　第１回 １３：００～　第２回 １４：００～

≪催しもの２≫　八脚門をバックに、古代衣装を着てみよう！（雨天中止）

１３：３０～１５：００  ４組（応募多数の場合は抽選。１組５人まで）

　４月１０日（水）  　４月１０日（水）  　４月１０日（水）  　４月１０日（水）  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

【第２弾】勾玉をつくろう！【第２弾】勾玉をつくろう！【第２弾】勾玉をつくろう！【第２弾】勾玉をつくろう！ 　４月１７日（水）　４月１７日（水）　４月１７日（水）　４月１７日（水） 別名三丁目　ブルーミングハウス １３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００１３：２０～１４：００

４月２９日（月・祝）１０：００～１２：００（受付９：３０～） 　４月１７日（水）　４月１７日（水）　４月１７日（水）　４月１７日（水） 大宮町　志氐神社 １４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０１４：１０～１４：５０

〔対　象〕小学生以上（小学生は保護者同伴） 　４月１８日（木）  　４月１８日（木）  　４月１８日（木）  　４月１８日（木）  緑丘町 集会所駐車場 １４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００１４：２０～１５：００

〔定　員〕１５人（応募多数の場合は抽選）　　

〔その他〕汚れてもいい服装でお越しください 第１弾≪催しもの２≫・第２弾は、事前の

申し込みが必要となります。

【第３弾】菖蒲湯の葉っぱをもらおう！【第３弾】菖蒲湯の葉っぱをもらおう！【第３弾】菖蒲湯の葉っぱをもらおう！【第３弾】菖蒲湯の葉っぱをもらおう！ 詳しくは、『広報よっかいち』3月下旬号、

５月５日（日・祝）１３：００～ 久留倍官衙遺跡公園ホームページ

端午の節句でお風呂に入れる菖蒲の葉っぱを （http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）

プレゼントします（先着２０人） をご覧ください。

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）を、まだお受け取りいただいていない場

合は、市民課へご連絡ください。

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

３日 １０日 １７日 ２４日

（水） （水） （水） （水）

みのり保育所

９：３０～１４：３０

　２３日・２４日・２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（火・水・木）

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニなどの店舗内に設置されているマルチコ

ピー機（キオスク端末）を操作することにより、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証

明書が取得できるコンビニ交付サービスが２月１日から始まりました。コンビニで証明書

を取得できる便利なサービスですので、ぜひご利用ください。

羽津保育園

９：３０～１１：３０

１１日 １８日 ２５日

サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カード・通知カードで

はご利用できませんのでご注意ください。（木） （木） （木）

くるべ古代歴史館くるべ古代歴史館くるべ古代歴史館くるべ古代歴史館（四日市市大矢知町２３２３－１）　ＴＥＬ　３６５－２２７７　ＦＡＸ　３６５－２２８８

３歳児対象 ３歳児のみ４月はお休みです３歳児のみ４月はお休みです３歳児のみ４月はお休みです３歳児のみ４月はお休みです

マイナンバーカードは、通知カードと一緒に送付された「個人番号カード交付申請書」で

申請できます。また、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。

申請書を紛失した場合は、市役所１階の市民課、中部を除く各地区市民センター、近

鉄四日市駅高架下の市民窓口サービスセンターのいずれかで申請書を取得できますの

で、お問い合わせください。

ゴールデンウィークイベントゴールデンウィークイベントゴールデンウィークイベントゴールデンウィークイベント

羽津文化幼稚園

４月はお休みです４月はお休みです４月はお休みです４月はお休みです

羽津幼稚園

１０：００～１１：３０

１９日 ２６日

（金） （金）

羽津地区市民センターからのお知らせ羽津地区市民センターからのお知らせ羽津地区市民センターからのお知らせ羽津地区市民センターからのお知らせ

春は就職や進学、転勤に伴う引っ越しのシーズンです。住所変更・国民健康保険加入及び喪失・

各書類の更新などのお手続きで窓口は毎年、終日にわたり大変混雑します。迅速な処理を心掛け

ていますが、長くお待たせする場合もありますので、なるべくお早めに、また、時間に余裕を

もってお越しいただきますようにお願いいたします。

既に設置しているお家も定期的に作動確認をしましょう。既に設置しているお家も定期的に作動確認をしましょう。既に設置しているお家も定期的に作動確認をしましょう。既に設置しているお家も定期的に作動確認をしましょう。

住宅用火災警報器は電池式です。そして電池の寿命はおよそ住宅用火災警報器は電池式です。そして電池の寿命はおよそ住宅用火災警報器は電池式です。そして電池の寿命はおよそ住宅用火災警報器は電池式です。そして電池の寿命はおよそ１０１０１０１０年とされています。年とされています。年とされています。年とされています。

いざという時に適切に作動させるために下の図のように確認してみましょう。いざという時に適切に作動させるために下の図のように確認してみましょう。いざという時に適切に作動させるために下の図のように確認してみましょう。いざという時に適切に作動させるために下の図のように確認してみましょう。

※ひもをひっぱるタイプもあります

試験ボタンを押す！

住宅用火災警報器を点検してください!!

住宅用火災警報器設置義務化から１０年～

反応がなければ説明書をよく読み電池交換をしてください

まがたま

はっきゃくもん

しょうぶゆ


