
★ いずれも時間は、１３：３０～１４：３０

★ 介護予防のお話と軽い体操をします。動きやすい服装でご参加ください

（飲み物やタオルもご持参ください）

 ★ 家族介護教室家族介護教室家族介護教室家族介護教室は四日市羽津医療センター附属介護老人保健施設内にあります

問い合わせ先　羽津在宅介護支援センター　　ＴＥＬ　３３４－３３８７

 

 

 

主催：児童福祉部会

～暑い夏を緑のカーテンで快適に過ごしましょう～

対　象 羽津地区在住の小学生（定員２０名）

内　容 省エネ講座・グリーンカーテンの説明など 参加費 ５００円（当日徴収いたします）

ゴーヤ苗の配布（ひとり２苗） 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・ハンカチまたはタオル

◎ 申込受付 ４月２３日（火）　８：３０から受付を開始します

窓口、またはお電話でお申し込みください

◎ 参加費 無料 ◎ 定　員 ６０名 【問い合わせ・申し込み先】 主催：女性委員会

◎ その他 ＊羽津地区在住の方 羽津地区市民センター

＊定員になり次第締め切ります ＴＥＬ　３３１－４４６５

４月２７日から５月６日の間が１０日間の連休になることから、５月１日に住民異動届や ☆ 定　員 ２０名

戸籍届などの受付を行う臨時窓口を市民課で開設いたします。ぜひご利用ください。 ☆ 持ち物 タオル・水分補給の飲み物

☆ 参加費 無料

＊地区市民センターは開設していません＊地区市民センターは開設していません＊地区市民センターは開設していません＊地区市民センターは開設していません

当日の主な取扱い業務 ４月２２日（月）　１０：００より受付開始（先着順）

転入・転出届などの手続き、戸籍の届出、印鑑登録の手続き、住民票の写し・戸籍・ 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、

印鑑登録証明書の交付・各種税証明書の交付。 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）

（個人番号カードなどを利用した特例転入、住民票の広域交付はできません。）

羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００）

なお、近鉄四日市駅高架下の市民窓口サービス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近鉄四日市駅高架下の市民窓口サービス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は、 ＴＥＬ・ＦＡＸ　３３１－５３３３　　Ｅメール　 jimukyoku＠hazu.org

１０連休中も開館（１０：００～１９：００）しておりますので、併せてご案内します。

※転入・転居・国民健康保険加入届など、一部取り扱いできない業務があります。

市民課　　ＴＥＬ　３５４－８１５２　ＦＡＸ　３５９－０２８２

よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！よっかいち・はつらつ健康塾！のご案内のご案内のご案内のご案内

日　程

５/７

（火）

６/４

（火）

７/２

（火）

８/６

（火）

９/３

（火）

９/９

（月）

羽津地区

市民センター

日　程

１０/１

（火）

１０/１５

（火）

１１/５

（火）

１２/４

（水）

令和２年

　　　３/９

　　　（月）

令和２年

　　　３/１７

　　　（火）

開催場所

家族介護

教室

羽津いかるが町

集会所

東ソークラブ かすみの里

羽津中

公会所

羽津地区

市民センター

かすみの里

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】  いわしのかば焼き・きゅうりとわかめの酢の物【メニュー】  いわしのかば焼き・きゅうりとわかめの酢の物【メニュー】  いわしのかば焼き・きゅうりとわかめの酢の物【メニュー】  いわしのかば焼き・きゅうりとわかめの酢の物

５月２８日（火）　１０：３０～１１：３０５月２８日（火）　１０：３０～１１：３０５月２８日（火）　１０：３０～１１：３０５月２８日（火）　１０：３０～１１：３０
５月１１日（土）１０：００～１３：００５月１１日（土）１０：００～１３：００５月１１日（土）１０：００～１３：００５月１１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

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

開催場所

ラポール

ブルーミング

家族介護

教室

羽津いかるが町

集会所

さろん

ｄｅ 志氐我野

戸籍届・住民異動届戸籍届・住民異動届戸籍届・住民異動届戸籍届・住民異動届などのなどのなどのなどの臨時窓口開設臨時窓口開設臨時窓口開設臨時窓口開設（５月１日）についてについてについてについて

５月１日（水）　８：３０～１７：１５　　市役所１階　市民課５月１日（水）　８：３０～１７：１５　　市役所１階　市民課５月１日（水）　８：３０～１７：１５　　市役所１階　市民課５月１日（水）　８：３０～１７：１５　　市役所１階　市民課

申込方法

問い合わせ

申し込み先

回

覧

平成３１年度４月の人事異動 （敬称略）

よろしくお願いします（着任）

【羽津中学校】 校長 天野 智裕（三重大学大学院教育学研究科准教授から）

【羽津小学校】 校長 瀧嶋 透 （川越町川越南小学校から）

【羽津北小学校】 教頭 天春 隆志（三重小学校から）

【羽津地区市民センター】 副館長 山下 史郎（会計管理室から）

お世話になりました（離任）

【羽津中学校】 校長 渡部 克博（菰野町菰野中学校へ）

【羽津小学校】 校長 前田 典昭（泊山小学校へ）

【羽津北小学校】 教頭 林 美里（退職）

【羽津地区市民センター】 副館長 森本 芳樹（保々地区市民センターへ）

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

平成３１年 ４月 ５日（№ １ ）

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/  



「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。

本　選 １０月２０日（日）　文化会館第１ホール

司会・進行 青島広志さん

応募資格 家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません

参加料 １グループにつき２，０００円

応募方法 応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および ◇ 応募資格 市内在住の満６０歳以上（４月１日現在）の方

応募資料を下記実行委員会まで送付してください。

締　切 ７月１８日（木）（必着） ◇ 受付場所 文化振興課（市役所５階）・各地区市民センター・三浜文化会館

※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、

　 文化会館、各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。　 文化会館、各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。　 文化会館、各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。　 文化会館、各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。 ◇ 応募方法 申込受付場所にある所定の用紙に必要事項を記入し、ご応募ください

◇問い合わせ・申し込み先

全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（四日市市役所　文化振興課内） 【問い合わせ先】　　文化振興課　　ＴＥＬ　３５４－８２３９　ＦＡＸ　３５４－４８７３

〒５１０－８６０１　四日市市諏訪町１－５

ＴＥＬ　３５４－８２３９　ＦＡＸ　３５４－４８７３

ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/

メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

★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

★コンビニ交付サービスについて

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。

※ 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。

★コンビニ交付サービスの一時停止について

コンビニ交付サービスについて、点検作業のため、

下記の日時にサービスを一時停止させていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】

■サービス停止日時■サービス停止日時■サービス停止日時■サービス停止日時 ４月１２日（金）１３：００～２０：００４月１２日（金）１３：００～２０：００４月１２日（金）１３：００～２０：００４月１２日（金）１３：００～２０：００ 市民課

４月２８日（木）終日４月２８日（木）終日４月２８日（木）終日４月２８日（木）終日 ＴＥＬ　３５４－８１５２　ＦＡＸ　３５９－０２８２

ＴＥＬ　３３０－５０２０   ＦＡＸ　３３４－０６０６　

ホームページ　http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

【主なイベント日時・内容】 ≪料金　無料≫

対　象/小学生

（平成31年度　四日市市地域防犯活動支援事業補助金） 持ち物/上ぐつ

■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等 対　象/どなたでも

■補助額 補助対象経費の９／１０以内（上限１０万円） ＊百円未満の端数は切り捨て （材料がなくなり次第終了）

■応募締切 ５月７日（火）　

■申請方法　　　 お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出

■問い合わせ先■ 市民協働安全課　ＴＥＬ　３５４－８１７９

＊詳細はHPまたは『 ここここどもここここそだてここここうりゅう通信 』をご確認ください。

【四日市市東新町２６番３２号　橋北交流会館４階】

　　　*年末年始を除き毎日開館しています。

第８回　全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち　出場ファミリー募集第８回　全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち　出場ファミリー募集第８回　全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち　出場ファミリー募集第８回　全国ファミリー音楽コンクールinよっかいち　出場ファミリー募集

募集期間　　４月１日（月）～４月２２日（月）募集期間　　４月１日（月）～４月２２日（月）募集期間　　４月１日（月）～４月２２日（月）募集期間　　４月１日（月）～４月２２日（月）

＊詳しくは、『広報よっかいち　３月下旬号』をご覧ください＊詳しくは、『広報よっかいち　３月下旬号』をご覧ください＊詳しくは、『広報よっかいち　３月下旬号』をご覧ください＊詳しくは、『広報よっかいち　３月下旬号』をご覧ください

マイナンバーカードについてのご案内

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。マイナンバーカード（申請した人）には受取期限があります。受取期限は市役所から送付した受取

の案内文書に記載されております。受取期限をすぎた場合でも、当分の間は保管していますが、早めの受取

をお願いします。

四日市市こども子育て交流プラザ四日市市こども子育て交流プラザ四日市市こども子育て交流プラザ四日市市こども子育て交流プラザ

地域での自主防犯活動を支援します！

４月１４日（日）４月１４日（日）４月１４日（日）４月１４日（日）

１３：３０１３：３０１３：３０１３：３０

　　　～１５：００　　　～１５：００　　　～１５：００　　　～１５：００

レクリエーションで友だちづくりレクリエーションで友だちづくりレクリエーションで友だちづくりレクリエーションで友だちづくり

ボールや新聞紙などを使った

いろいろなあそびを通じて、

みんなでなかよく体を動かそう！

地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使

用する物品の購入などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。

　＊動きやすい服装で

　　　　　　　　 ご参加ください

４月２０日（土）４月２０日（土）４月２０日（土）４月２０日（土）

　　 ２１日（日）　　 ２１日（日）　　 ２１日（日）　　 ２１日（日）

１０：３０１０：３０１０：３０１０：３０

　　　～１５：００　　　～１５：００　　　～１５：００　　　～１５：００

みんなでこいのぼり作りみんなでこいのぼり作りみんなでこいのぼり作りみんなでこいのぼり作り

みんなで「大きなこいのぼり」と、

あそべる「フワフワこいのぼり」を

作ります。 　＊１２：００～１３：００は

　　　　　　　　　休憩時間です

市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ市内に住む外国人市民の母語をネイティブティ――――チャチャチャチャ――――の指導の下、の指導の下、の指導の下、の指導の下、

楽しく交流しながら学びませんか。楽しく交流しながら学びませんか。楽しく交流しながら学びませんか。楽しく交流しながら学びませんか。

■対象：１６歳（高校１年生）以上の人 ■場所：国際交流センター

■定員：各講座２０～２５人（先着順。６人以下の場合は不開講）

■受講料：各講座１３，５００円（全１０回。プリントテキスト代込み）

■講座開講期間：５月１４日（火）～７月２０日（土）

■おもな講座内容：英会話（入門・初級・中級・ポップカルチャーほか）ポルトガル語（入門・初級）・

スペイン語（入門・初級・中級）・ハングル（入門・初級）・中国語（入門・初級）・

ハングル（入門・初級）・ベトナム語（入門・初級）・タイ語（入門・初級）

■申込み方法：４月２１日までに受講希望講座名・住所・名前・電話番号・メールアドレス・

語学レベル・受講動機を往復はがきかファックス、メールで、または国際交流センターへ

■詳しくは、四日市国際交流センターのホームページ（https://yokkaichi-shinko.com/yic/）または

各地区市民センターにある募集案内で詳しい内容を必ずご確認の上、お申込みください。

■問い合わせ・申し込み先■問い合わせ・申し込み先■問い合わせ・申し込み先■問い合わせ・申し込み先

四日市国際交流センター四日市国際交流センター四日市国際交流センター四日市国際交流センター （月曜日・祝日・年末年始休館）（月曜日・祝日・年末年始休館）（月曜日・祝日・年末年始休館）（月曜日・祝日・年末年始休館） ９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００

四日市市諏訪町１－５四日市市諏訪町１－５四日市市諏訪町１－５四日市市諏訪町１－５ 四日市市役所北館５階四日市市役所北館５階四日市市役所北館５階四日市市役所北館５階

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ ３５３－９９５５３５３－９９５５３５３－９９５５３５３－９９５５ メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス yic@yokkaichiyic@yokkaichiyic@yokkaichiyic@yokkaichi----shinko.comshinko.comshinko.comshinko.com

♪♪♪♪

♬♬♬♬

♫♫♫♫

♪♪♪♪

♫♫♫♫

♪♪♪♪

♬♬♬♬

♫♫♫♫

♪♪♪♪


