令和

お 知 ら せ

２年

参加費
無 料

２月２０日（№２２）

主催：四日市市スポーツ推進委員協議会 東部ブロック

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/

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

３月１５日（日）

９：００～（受付は８：００～８：４５）

＊天候等で中止の場合は３月２２日（日）に延期

三滝グラウンド（新浜町）
◎参加資格

羽津・橋北・海蔵の各地区在住であること
中学生以上で、健康に自信のある方
◎競技方法 ８ホール × ３ラウンド （個人戦）
◎申込方法 ３月５日（木）までに羽津地区スポーツ推進委員 西澤までご連絡ください
＊用具の貸出あり（ご希望の方は申込み時にお伝えください）

―主 催－
羽津地区連合自主防災会

【申込み・問い合わせ先】羽津地区スポーツ推進委員 西澤
ＴＥＬ０８０－４２２５－２３９５

３月１１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

羽津地区まちづくり推進協議会

妊産婦・乳幼児サポート講座

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。

１０：３０～ 『サロン de 志氐我野』にて開催

アルファ米で作ったドライカレー、トマトスープ等のふるまいも予定しております。

３月１８日（日）ベビーマッサージ教室
３月 ９日（月）マタニティヨガ教室
３月１７日（火）バレトン教室
３月２３日（月）親子でバランスボール
３月２４日（火）親子ヨガ教室

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。
【問い合わせ先】

羽津地区連合自主防災会 会長 後藤正
垂坂山ブルーミングハウス

金原真由美 ＴＥＬ３３１－８６６０

中 華 料 理

女性委員会

３月２８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）
メニュー：麻婆豆腐、エビチリ、ぎょうざ
定
員：２０名（定員になり次第締め切り）
参 加 費：１,０００円（食材費実費）
持 ち 物：エプロン、手ふきタオル、持ち帰り用タッパー
申 込 み：３月９日（月）～１９日（木）（電話での申込みは不可）
【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階）
TEL・FAX３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

回
覧

参加費無料
申込み不要

ＴＥＬ０９０－４２６０－４００７

主催：羽津地区まちづくり推進協議会

女子力アップ講座

主催事業のご案内

よっかいち・はつらつ健康塾！

ヘルスリーダーによる

３月

３月１９日（木）１３：３０～１５：００

９日（月）１３：３０～１４：３０

場所：羽津地区市民センター

３月１７日（火）１３：３０～１４：３０
場所：かすみの里

イキイキ教室

場所：羽津地区市民センター ホール
問い合わせ先：健康づくり課
ＴＥＬ３５４－８２９１

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
ＴＥＬ３３４－３３８７
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。

ごみはきめられた日の朝８時３０分までに
きめられたものを
きめられた集積場へ出しましょう
収集日については「ゴミ取集日程表」でご確認ください。
必ずお住いの地域の集積場を確認して決められた場所へ出しましょう。
7.う。

３月 みんなであそぼう！

◆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

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
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０
ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所
９：３０～１４：３０
ＴＥＬ３３２－２３９２
羽津保育園
９：３０～１１：３０
ＴＥＬ３３１－６９８７
羽津文化幼稚園
１０：００～１１：３０
ＴＥＬ３３１－３６１５
羽津幼稚園
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０
３歳児対象
１０：００～１2：３０

４日
（水）

１１日
（水）

１８日
（水）

２５日
（水）

３日・ ４日・ ５日・１０日・
１１日・１２日（火・水・木）
５日
１２日 １９日 ２６日
（木） （木） （木） （木）
４日
（水）
６日
１３日
（金） （金）
４日（水）弁当体験

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
、近鉄四日市駅高
架下の市民窓口
のいずれかで申請書を取得できます。

◆住民票とマイナンバーカードに旧姓（旧氏）が併記できるようになりました
令和元年 11 月 5 日から住民票やマイナンバーカード、署名用電子証明書に、過去に称していた旧姓
（旧氏）を併記することができるようになりました。旧姓（旧氏）を併記することで旧姓が各種証明
に使えます。（旧姓は 1 人に 1 つだけ併記することができます）
希望される方は、旧姓が記載された戸籍謄本とマイナンバーカード、または通知カード及び運転免許
証等の本人確認書類（マイナンバーカードをお持ちの方は不要）を持参のうえ、市民課、各地区市民
センター（中部を除く）または市民窓口サービスセンターで手続きして下さい。
詳しくは、総務省 HP（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html）
または、市民課までお問い合わせください。

◆コンビニ交付サービスについて

園内に新しく設置された路面表示をチェックしながらクイズに答えて、ウオーキングを楽しみましょう！
同会場内で、日永梅林梅まつりも開催します。
■開催日時

３月１日（日）
※小雨決行

■受付場所
及び
受付時間

９：３０～11：３０

あすなろう四日市駅

９：１２発、または９：４８発の列車にご乗車ください。

無料

記念品のお渡しは 11：３０までとなります。

片道２７０円）

不要（当日、受付でチャレンジカードを受け取り、ご参加ください。
）

■対

１時間程度ウオーキングができる方（小学生以下は保護者同伴）

◆マイナンバーカードマイキーＩＤ設定について
国によるマイナンバーカードを活用した消費活性化策（マイナポイント）が来年度に実施される予定
です。マイナポイントの利用には、マイナンバーカードによるマイキーID 設定が必要となります。
詳しくは、
（https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/）をご覧ください。

※但し、四日市あすなろう鉄道の運賃は参加者負担

■申 込 み
■そ の 他

一 時 停 止 日 ： ３ 月 １ ２ 日 （ 木 ） 終 日

② 南部丘陵公園北ゾーン日永梅林梅まつり会場内（地図参照）９：３０～１１：００まで

（あすなろう四日市駅⇒西日野駅
象

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。

９：２０～１０：００

※ゴールは、②梅まつり会場内の受付のみ
■参 加 費

◆コンビニ交付サービスの一時停止のお知らせ

日永梅林梅まつりが中止の場合は、中止となります。

① 四日市あすなろう鉄道 西日野駅

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平成３１年２月１日から始まりました。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。

【問い合わせ先】市民課 TEL３５４－８１５２ FAX３５９－０２８２

・参加者にはゴール時に記念品配布有り（先着３００個）
・四日市あすなろう鉄道西日野駅で受付すると特典あり（先着１００個）

【問い合わせ先】公共交通推進室
健康づくり課

ＴＥＬ３５４―８０９５

北ゾーンの
日永梅林付近です

ＴＥＬ３５４―８２９１

３月 ５日（木）
３月１３日（金）
３月１３日（金）
３月１７日（火）

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

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

御池沼沢植物群落で環境保全や植物の観察のボランティアをしませんか
日 時
場 所
内 容
説明会

４月から令和３年３月までの間の、毎月２～３回
御池沼沢植物群落（西坂部町）
除草作業や学習会
３月 14 日（土）文化財整理作業所（寺方町）
※事前に申込みが必要です。
申込み
３月 11 日（水）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ
メール、ファックス、郵送、またはご持参ください。応募用紙は、ホームページから
ダウンロードしていただくか下記までご連絡ください。
【問い合わせ先】社会教育・文化財課 ＴＥＬ３５４－８２４０ ＦＡＸ３５４－８３０８
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

