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お 知 ら せ 
令和 元年 ７月  ５日（№７） 

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/   

第１５回『羽津学』～羽津を丸ごと知ろう～「歴史講座」 
第１講  伊賀留我神社の行事   

『はづ第２集』に書かれている「伊賀留我神社の１年」をもとにお話しいただきます。 

申込み不要、参加費無料です。冊子をお持ちの方は、当日持ってきてください。 

日時：７月２０日（土）１３：３０～１５：３０   場所：羽津地区市民センター ２階ホール 

講師：岩田 健司 さん（伊賀留我神社 宮司） 

【問い合わせ先】羽津郷土史と民俗研究会        

TEL０９０－１７８２－５０７１（森）  TEL３３２－１４０２（山本） 

              
固定資産税・都市計画税 

（第２期） 納期限は７月３１日（水）

【申込み】７月３日（水）８：３０より受付開始（電話または窓口でお申し込みください） 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５ 

 
日時：７月２４日（水） １０：００～１３：００ 

場 所：羽津地区市民センター ３階 調理室 

対 象：羽津地区の小学生と保護者（親、祖父母など） 

定 員：１２組（定員になり次第締め切り） 

参加費：おとな ５００円、こども ３００円（当日集金） 

講 師：羽津ヘルスメイトのみなさん 

持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、台ふき 

 
日時：８月９日（金） １３：３０～１５：３０ 

場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール 

対 象：羽津地区の小学生 

定 員：２０名（定員になり次第締め切り） 

講 師：四日市公害と環境未来館 

持ち物：直径２０㎝程度の作品の持ち帰り用袋（大きめの紙袋、ふろしき など） 

参加費無料  

 

日時：① ７月３０日（火） ９：３０～１１：３０ 

日時：② ８月２６日（月）１３：３０～１５：３０ 

     ※①②のどちらかをお選びください 

場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール 

対 象：羽津地区の小学生（保護者の方も一緒に参加できます） 

定 員：各回３０名（定員になり次第締め切り） 

講 師：東ソー（株）四日市事業所のみなさん 

参加費無料  

再 掲 載 

『行燈の作品貼り』ボランティア募集！ 総務委員会・盆踊り実行委員会 

８月５日（月）１９：００～  さろん de 志氐我野 

本年度より盆踊り大会にて、小学生の絵の作品を行燈にして飾ります。 

つきましては、青年団 OB・OG の方、障子貼りの得意な方のお手伝いをお願いします。 

 ※ご協力いただける方は事務局までご連絡をお願いします。当日参加も OK です。 

キッズ料理教室 『羽 津おうちごはん』 児童福祉部会 

８月３日（土）１０：００～１３：００   羽津地区市民センター ３階調理室 

【メニュー】 お好み焼き 
対 象：羽津地区在住の小学生   定 員：２０名     参加費：５００円 

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 

申込み：７月２２日（月）～２６日（金）【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、 

直接事務局へお申込みください。（TEL・FAX・メールでの申込みは不可） 

 

羽津 ボッチャ大会 参加者募集！ 

「ボッチャ」の楽しさ・面白さを知っていただくため、簡単な講習の後チームに分かれて試合を行います。 

日 時：８月３日（土）１８：００開始 （１７：３０～受付） 
場 所：四日市ドーム 
対 象：羽津地区在住の中学生以上の方（今回は、普通にボールを投げられる方） 

ダブルス（２名）、団体（３名）でチームを作り申込んでください。 

申込み：７月３日（水）～ （当日参加も OK）、事務局へお申込みください 

 

健康推進部会・四日市市スポーツ推進委員羽津地区 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会（羽津地区市民センター ２階） 

                 ＴＥＬ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

羽津地区まちづくり推進協議会 主催事業のご案内 

３階  図書室に新しい本が入りました 

今回は小学校の課題図書が入りました。夏休みの読書感想文などに読んでみませんか。 

本の貸出はお一人５冊まで、貸出期間は２週間です。 

≪小学生課題図書≫ 

魔女ののろいアメ（低学年） 

スタンリーとちいさな火星人（低学年） 

子ぶたのトリュフ（中学年） 

かべのむこうになにがある？（高学年） 

≪子ども向け≫ 

たべものやさん しりとりたいかいかいさいします 

ノラネコぐんだん そらをとぶ 

パンダおやこたいそう 

≪一般向け≫ 

  そして、バトンは渡された 

ベルリンは晴れているか 

ノーサイド・ゲーム 

定員になりましたので 

締め切りました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★通知カード、マイナンバーカード（個人番号カード）について 

通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだ受け取っていない場合は、 

市民課までご連絡ください。 

★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・通知カードでは利用できません。 

まだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にぜひ申請をお願いします。 

★マイナンバーカードの申請方法について 

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。 

◆コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ 

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

一時停止日  ７月１７日（水）終日 

【問い合わせ先】市民課 TEL３５４－８１５２  FAX３５９－０２８２ 

新・増築の家屋調査にご協力を 
 平成３１年１月２日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、市役所資産税課の職員が調査に伺

います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるものです。市職員は、固定

資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、調査にご協力をお願いします。 

また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、「家屋補充課税台帳登録者

の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊したときもご連絡をお願いします。 

【問い合わせ先】資産税課家屋係 TEL３５４－８１３５  FAX３５４－８３０９ 

1. 上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。 

2. 喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。 

3. 日頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分な睡眠といった

体調管理を行いましょう。 

【問い合わせ先】健康づくり課 TEL３５４－８２９１ 

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。 

熱中症を予防し、暑い夏を元気に過ごしましょう。 

－第７０回四日市市献血推進の日－ 

場所：近鉄四日市駅北口ふれあいモール付近 

日時：７月２６日（金）１０：００～１１：３０ ・ １３：００～１４：３０ 

※ 献血は近鉄四日市駅前スターアイランドビル４階 献血ルームサンセリテで受付けます。 

サンセリテは常設の献血ルームで火曜日以外の毎日献血可能です。骨髄バンクへの登録も 

受付けています。 

【問い合わせ先】保健予防課 管理医療係 TEL３５２－０５９０  

平成３１年度四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します 

募 集 対 象  

①文 化 功 労 者…長年（概ね２０年以上）にわたり学術、芸術、その他文化の振興に寄与し、その 

功績が顕著である個人（６０歳以上）または団体。ただし、本市在住、在勤、出身、 

本市にゆかりがある、または、活動拠点が市内にある個人、団体。 

②市民文化奨励賞…市民文化を振興するため、文化における活躍と文化振興への寄与が、将来において 

さらに期待される個人または団体。ただし、本市在住、在勤、出身、本市にゆかり 

があるかまたは、活動拠点が市内にある個人、団体。 

候補者の推薦 ①または②に該当する個人または団体があるときは、関係機関および関係団体からの推薦 

による。候補者の推薦にあたっては、募集要項に従って推薦書および候補者調書を提出。 

審 査 方 法 ①②とも書類による審査 

募 集 期 間 7 月 1 日（月）～ 8 月 5 日（月）【消印有効】 

【問い合わせ先】文化振興課 TEL３５４－８２３９ 

 

『はじめての手話講座』のご案内 

どなたでも参加できます。当日参加、１日だけの参加もできます。 

会 場：羽津地区市民センター ２階ホール  

時 間：１３：３０～１５：００（いずれの日も同じ時間です） 

７月２４日（水）・聞こえないとは？ ・聞こえない人とのコミュニケーション 

        ・伝えあってみよう 

７月３１日（水）・伝えあってみよう ・あいさつの手話 

８月 ７日（水）・名前を伝えてみよう 

【申込み・問い合わせ先】 

   羽津地区手話サークル『はばたき』代表 松永 ＴＥＬ３３２－３４９２ 

   羽津地区市民センター窓口でも受け付けます 

再 掲 載 

参加費無料  

♪食生活改善推進員 養成講座 「栄養教室」 受講生募集♪ 

受講後に四日市市食生活改善推進協議会の会員としてボランティア活動ができ、市内に在住する20歳以上

の人を対象に募集します。（※過去に受講したことのない人） 

日 時：①８月２０日、②９月１７日、③１０月２９日、④１２月１７日、⑤令和２年１月２８日 

（全5回、いずれも火曜日） １０：００～１５：００ 

場 所：四日市市役所及び四日市市総合会館 

内 容：講義や調理実習など 

定 員：３０人（応募多数の場合は抽選となります。結果は全員に連絡します） 

料 金：２,０００円(実習材料費） 

申込み：8 月 7 日（水）【必着】、健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクスで、名前(ふりがな)、年齢、 

住所、電話番号、「栄養教室受講希望」と明記の上お申込み下さい。 

【申込み・問い合わせ先】健康づくり課 〒510-8601 諏訪町 1-5    

TEL３５４－８２９１  FAX３５３－６３８５ 


