
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 
令和 ２年 ６月２０日（No．６） 

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/   

紙面にてご案内の講座、事業などは新型コロナウイルス感染症の状況に 

よっては実施できない場合があります。 

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 

高齢者食堂『さんきゅう食堂』 

開催日時・申込み開始日など、新型コロナウイルス感染症対策のため未定です。 

詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。 

会 場：さろんｄｅ志氐我野 

対 象：７０歳以上はどなたでも、７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方 

昼食代：３９０円（開催日当日徴収します） 

 

妊産婦・乳幼児サポート講座 

１０：３０～ 『サロン de志氐我野』にて開催  
７月１2 日（日）ベビーマッサージ教室     

７月１３日（月）マタニティヨガ教室      

７月２１日（火）バレトン教室 

７月２７日（月）親子でバランスボール 

７月２８日（火）親子ヨガ教室 

 

【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） 

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

参加費無料 
申込み不要 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

主催：さろんｄｅ志氐我野 

回 
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７月 7 日（火） 八田第一自治会児童公園南    １４：３０～１５：００ 

（バス停車場が「エステート羽津」前から変わりました。） 
 
7 月１０日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

７月１０日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

７月１７日（金） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

危機管理室からのお知らせ         

風水害時における避難の考え方のポイント（市民の方へ） 
 

避難を考える際には、以下のポイントを確認の上で、新型コロナウイルス 

感染症等の感染拡大防止にご協力をお願いします。 

１．避難しない方が安全な場合も！？ ～自分の住んでいる場所の危険性を確認しましょう～ 

安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。台風・豪雨時に自宅の外に避難が 

必要かどうか、あらかじめハザードマップ等で確認しましょう。 

２．避難所以外に安全な場所はありますか？ ～命を守るための避難の方法を考えましょう～ 

市の指定避難所への避難だけでなく、安全な親戚・知人宅や自宅の２階への避難など、どのタイ 

ミングで、どのような避難を行うかを前もって検討しておきましょう。 

※必要な場合は避難所へ迷わず避難してください。 

３．マスク、消毒液、体温計を忘れずに！ ～避難場所での感染症対策にご協力ください～ 

・避難する前に検温等により健康状態の確認を行ってください。 

・マスクや消毒液、体温計等を持参してください。 

・こまめな手洗いや、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底してください。 
 

ご自宅の浸水防止対策に「ブルーシート」を貸し出します。 

家庭でもできる「ブルーシート」を使った浸水防止対策を防災情報ホームページに掲載しました。 

令和元年９月４日・５日の豪雨で浸水（床下・床上）された住宅にお住まいで希望される方に、 

試行的に「ブルーシート」の貸し出しを行いますので、詳しくは危機管理室までお尋ねください。 

【問合せ先】危機管理室 TEL３５４－８１１９ 

７月 みんなであそぼう！ 
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』 

ＴＥＬ３２４－２２８６ 
１０：００～１１：３０ 

１日 
（水） 

8 日 
（水） 

15 日 
（水） 

22 日 
（水） 

２９日
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
１日・２日・７日・８日・９日・１４日 
１５日・１６日・２１日・２２日・２８日 
２９日・３０日  （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ ９：３０～１１：３０ 

２日 
（木） 

９日 
（木） 

１６日
（木） 

３０日 
（木） 

 

 
羽津文化幼稚園 

ＴＥＬ３３１－３６１５ １０：００～１１：３０ 
１日 
（水） 

8 日 
（水） 

 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ 

3 日 
（金） 

10 日 
（金） 

 
31 日 
（金） 

 

 
 

３歳児対象 １０：００～１１：３０  
8 日 
（水） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！ 
【主なイベント日時・内容】 

7 月 1 日（水）～7 日（火） 
9：00～17：00 

みんなの願いを集めよう☆ 
対象/どなたでも ※材料がなくなり次第終了 

7 月 12 日（日） 
15：30～16：00 

えほんのひろば 
対象/どなたでも ※先着１０名 

7 月 19 日（日） 
10：00～11：30 

よかパパひろば 
対象/どなたでも ※当日先着１０組、9：00より受付開始 

７月 19 日（日） 
10：00～17：00 

プラザフォトスポット 
対象/どなたでも ※１回につき１グループ（5人）まで 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。 
※開館状況など詳しくは、ホームページご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。 

【問い合わせ先】こども子育て交流プラザ  HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 
TEL３３０―５０２０ FAX３３４－０６０６  

羽津地区では、令和 2 年 3 月 27 日に土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾ

ーン）の指定が、三重県によって行われました。 

四日市市は、がけ崩れ等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、市民の生命・

財産を守るため、危険住宅を除却し、安全な住宅への移転（建て替え）を促進することを目的とした

事業を行っています。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

 

土砂災害特別警戒区域 
（通称：レッドゾーン） 
に指定された区域 

 

 

① 規制 
新築・増築などの工事を行う場合に建築物が構造規制を受けます 

② 補助 
住宅の除却、建て替え費用の一部が助成されます 

（1）除却等費         最大９７．５万円 

（2）建設助成費（一般地域）  最大４２１万円 

【問い合わせ先】 

指定区域に関すること…三重県 四日市建設事務所 総務・管理室 管理課 TEL３５２－０６６７ 

支援措置に関すること…四日市市 都市整備部 建築指導課 建築調整係  TEL３５４－８２０６ 

構造規制に関すること…四日市市 都市整備部 建築指導課 建築確認係  TEL３５４－８２０８ 

◆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。 

申請書に顔写真を貼付し郵送していただく方法のほか、パソコンやスマートフォンからでも申請できます。 

マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1 か月程度時間がかかりますので、ご希望される方は、お早めに

ご申請ください。 

※ 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 に つ い て 

コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用して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サービスです。

※ 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・通知カードでは利用できません。 

大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。 

◆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）が今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、ホームページ（https://id.mykey.soumu.go.jp/mypage/MKCAS010/）をご覧ください。 

【問い合わせ先】市民課 ＴＥＬ３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 

羽津小学校 給食パートを募集（７月中旬からの勤務です） 
◇募集職種：小学校給食調理員（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：給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間：８時３０分～１５時（労働時間５時間４５分） 

◇時 間 給：１０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他：他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に勤務することがあります。 

 ◇申 込 み：応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話のうえ、履歴書 

を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間：６月２２日（月）～７月３日（金） 

よっかいち・はつらつ健 康 塾 ！ 
日時：７月１４日（火）１３：３０～１４：３０ 

場所：東ソークラブ 

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 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 
日時：７月１６日（木）１３：３０～１時間程度 

場所：羽津地区市民センター ２階ホール 

内容：介護予防の運動、認知症予防の運動など 

【問い合わせ先】高齢福祉課課 ＴＥＬ３５４－８１７０ 

新型コロナウイルス感染症の状況

によって、中止や時間の短縮・人

数制限をする場合があります。 

マスクの着用、水分補給をお願いします。 

発熱や咳などの風症状がある方、感染リ

スクを心配される方は、参加を控えてい

ただきますようお願いします。 

四日市市議会  議会報告会のお知らせ 
日 時：７月８日（水）１８：３０～２０：００ 

会 場：総合会館７階 第１研修室 

第１部…議会報告会  第２部…シティ・ミーティング（意見交換会）テーマ 四日市市政全般について 

※ 頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。 

※ 全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 

※ 天候等により中止となる場合があります。また、進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く

終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止や開催方法の変更をさせていただく場合がございますの

で、あらかじめご了承ください。 

【問い合わせ先】四日市市議会事務局 議事課 TEL３５４－８３４０ 

申込み不要 

参加費無料 


