
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市議会 議会報告会 中止のお知らせ 

 １０月９日（金）、１２日（月）に開催を予定しておりました８月定例月議会の議会報告会は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止とさせていただきます。 

 市民の皆様の健康を守るための判断となります。ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

【問い合わせ先】 四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ３５４－８３４０ 

＜がん検診（個別・集団）新規申込＞ 

9 月 7 日（月）より受付を再開しています。 

再開にあたり、集団がん検診の日程を一部変更しております。申し込み窓口・ホームページ等でご確認

の上、お申込みください。 

個別がん検診は、申し込み締め切り日を、令和 3 年 2 月 1 日（月）まで延長いたします。 

 

【問い合わせ先】健康づくり課 成人健診係    

        ＴＥＬ ３５４－８２８２  FAX ３５３－６３８５ 

 

女子力アップ講座 『黒板アート講座』 

日 時：１０月１７日（土）１０：００～１１：４０ 

場 所：サロン de志氐我野 
講  師：稲垣 朋美さん 

定  員：１５名（定員になり次第締め切り）    参加費：１，０００円（材料費） 

持 ち 物：ウェットティッシュ、持ち帰り用の袋（Ａ４サイズが入るもの） 

申 込 み：9 月２８日（月）～１０月９日（金）に、下記事務局へ直接お越しください。 

（電話での申込みは受付けておりません） 

☆作品はＡ４サイズで２種類から選べます 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

女性委員会 

令和２年度 がん検診の実施の再開について 

令和 2 年度のがん検診につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個別がん検診、集団

がん検診ともに実施を見合せておりました「大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん検診」を再開させて

いただくこととなりました。 

 

 

お 知 ら せ 
令和 ２年 ９月 ２０日（№１２） 

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/   

回 

覧 

              

 

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） 

 

主催：さろんｄｅ志氐我野 

【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） 

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。 

＜再開後のがん検診の実施について＞ 

個別がん検診（医療機関での検診） 

実施期間：９月２３日（水）～令和３年 2 月２８日（日） 

お手持ちの令和 2 年度がん検診受診券はそのままご利用いただけます。もし、お手元にない場合は健康

づくり課まで、お問い合わせください。 

※検診を受ける前に必ず医療機関へお問い合わせの上、受診いただきますようお願いいたします。 

 

《羽津地区まちづくり推進協議会からのお知らせ》 

１０月１８日（日）に予定されていた「羽津地区運動会」は 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止になりました。 

新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況等によって、再度見合わせとなる 

場合があります。 

 

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 
１０月１１日（日）ベビーマッサージ教室        

１０月２０日（火）バレトン教室 

※１０月１２日（月）マタニティヨガ教室は中止になりました 

 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

参加費無料 
申込み不要 

１０月２６日（月）親子でバランスボール 

１０月２７日（火）親子ヨガ教室 

 

 

集団がん検診（バスによる地区巡回検診） 

既に検診をお申し込みいただいている方全員へ、がん検診実施再開についてのご案内を送付させていた

だきます。 

再開にあたり、検診日程が当初の予定から一部変更となります。個別に日程変更等のお願いの文書を併

せて送付させていただきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内 

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。 

 

 

１０月 ８日（木） 八田第一自治会児童公園南    １４：３０～１５：００ 

１０月１６日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

１０月１６日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

１０月２０日（火） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 
１０月 ６日（火）１３：３０～１４：３０ 羽津中公会所 

※１０月１３日（火）家族介護教室は中止になりました 
「介護予防」について、おおむね６５歳以上の方、２０名程度で行います。参加費無料です。 

申込み：１０月２日（金）までに下記まで申込みが必要です 

※マスクの着用、緊急連絡先の記入、当日ご自宅での検温のご協力をお願いしております。 

 また、体調の悪い方は参加を控えていただきますようお願いします 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止・時間の短縮・人数制限をする場合があります。 

【申込み・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 
１０月１５日（木）１３：３０～１４：３０ 

羽津地区市民センター２階ホール 

介護予防・認知症予防の運動やレクリエーションを行います。申込み不要・参加費無料です。 

※マスクの着用、水分補給をお願いします。発熱や咳等の風邪の症状がみられる方・基礎疾患を 

お持ちの方で、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。

【問い合わせ先】高齢福祉課 ＴＥＬ３５４－８１７０  

参加料 無料 

羽津小学校  給食パートを募集 （１０月下旬からの勤務です） 
◇募集職種：小学校給食調理員補助（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（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間：８：３０～１５：００（労働時間５時間４５分） 

◇時 間 給：１，０１０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（ＴＥＬ３５４－８２３６）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：９月２３日（水）～１０月７日（水） 

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します 
（地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。） 

日時：１０月７日（水）１１：００ごろから数分程度 

【放送内容】上りチャイム音（♪ピンポンパンポン  ） 

「これは、J アラートのテストです。」×３ 

「こちらは、こうほうよっかいちです。」 

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン  ） 

●059-351-4004（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。 
【問い合わせ先】危機管理室 ＴＥＬ３５４－８１１９ 

“元気印”で過ごすための食生活の話や楽しい運動を紹介します。 

食生活については「食生活改善推進員」が、運動については「ヘルスリーダー」が担当します。 

 富田地区  防災訓練に伴う防災サイレンの吹鳴について 

１０月２５日（日）富田地区において防災訓練が行われます。 

防災訓練を行うにあたり、当日の朝９：００と９：０５にサイレンを鳴らします。 

周辺地域の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力お願いいたします。 

【問い合わせ先】 富田地区市民センター ＴＥＬ３６５－１１４１（平日８：３０～１７：１５） 

１０月２２日（木）１０：００～１１：３０        

羽津地区市民センター ２階ホール 

対  象：おおむね６５歳以上の市民 

定  員：２０名程度（申込必要・応募者多数の場合は抽選） 

        ※結果は参加できない方のみお知らせします。 

持 ち 物：マスク、タオル、飲み物、筆記用具、運動しやすい服装でお越し下さい。 

そ の 他：発熱や咳症状などの風邪症状がある方、基礎疾患をお持ちの方で感染リスクを 

心配される方は、参加を控えてください。 

申し込み：１０月８日（木）【必着】までに、講座名、郵便番号、住所、名前（ふりがな）、 

年齢、電話番号を、はがきか電話、ファクス、または直接高齢福祉課（市役所３階）へ 

お知らせください。 

※新型コロナウイルスの影響で中止とさせていただく場合がございます。詳しくは、下記にご確認ください。 

【申込み・問い合わせ先】高齢福祉課 〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５  

ＴＥＬ３５４－８１７０ ＦＡＸ３５４－８２８０ 

 

認知症予防のための

運動と食生活に 

ついて学びましょう

♪              

１０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  

７日 
（水） 

１４日 
（水） 

２１日 
（水） 

２８日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ ９：３０～１４：３０ 

１日・６日・７日・８日・１３日・１４日 
１５日・２０日・２１日・２２日・２７日 
２８日・２９日  （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ ９：３０～１１：３０ 

１日 
（木） 

８日 
（木） 

１５日 
（木） 

２２日 
（木） 

２９日 

（木） 
羽津文化幼稚園 

ＴＥＬ３３１－３６１５ 
１０：００～１１：３０  

７日 
（水） 

 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０  

９日 
（金） 

１６日 
（金） 

２３日 
（金） 

３０日 
（金） 

 ３歳児対象 
１０：００～１１：３０   

１４日 
（水） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設 

四日市市では、平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記のとおりマイ

ナンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。 

 この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、

ご自宅宛てに郵送(本人限定郵便・特例型)させていただきますので、受け取りのために再度

お越しいただく必要はありません(カード到着まで、おおよそ２か月程度かかります)。 

 また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口（右表参照）へ電話予

約（平日８：３０～１７：１５）してください。 

 予約受付は１０月 1日（木）より開始いたします。 

 

 
１． 申請に必要なもの 

 申請の際には、以下の書類を持参してください。 

 (1)本人確認書類(Ａを１点、またはＢを２点) 

Ａ 

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交付年

月日が平成２４年４月１日以降のものに限る)、身体障害者手帳、在留カード、

特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類 

Ｂ 

健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証

など、「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合わせで

「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの 

(2)通知カード、または個人番号通知書 

(3)顔写真(縦４．５cm×横３．５cm、６か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの) 

(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) 

(5)認印 

※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。 

※１５歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が 

必要となります。 

２.開設窓口・開設時間【８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０】 

  （事前予約制、先着４８人まで、１人あたり２０分） 

 

★羽津地区市民センターの休日申請受付窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。 

※他の地区市民センターでも休日窓口を開設しています。（右表参照） 

お申込みは、各センターへお願いします。 

１１月

３．センター開設日一覧表

 

開 設 日 場  所 

１１月１４日（土） 【申込期限：１１月６日（金）】 羽津地区市民センター 

１階窓口 １２月１２日（土） 【申込期限：１２月４日（金）】 

 

 

 

日にち 申込み期限 センター名 電話番号 

１日（日） 10/23（金） 
富田 365-1141 

四郷 321-2021 

7 日（土） 10/30（金） 

保々 339-0001 

川島 321-3020 

日永 345-3197 

河原田 345-5020 

中部 354-8152 

(市民課) 

8 日（日） 10/30（金） 

三重 331-3276 

下野 337-0001 

内部 345-3951 

14 日（土） 11/ 6（金） 

羽津 331-4465 

海蔵 331-3284 

橋北 331-3787 

水沢 329-2001 

常磐 351-1751 

小山田 328-1001 

15 日（日） 11/ 6（金） 

県 326-0001 

神前 326-2751 

塩浜 345-2403 

桜 326-2051 

楠 398-3111 

23 日（月・

祝） 
11/13（金） 

富洲原 365-1136 

八郷 365-0259 

大矢知 364-8704 

 

日にち 申込み期限 センター名 電話番号 

5 日（土） 11/27（金） 保々 339-0001 

6 日（日） 11/27（金） 

三重 331-3276 

富洲原 365-1136 

水沢 329-2001 

小山田 328-1001 

12 日（土） 12/ 4（金） 

下野 337-0001 

富田 365-1141 

羽津 331-4465 

海蔵 331-3284 

川島 321-3020 

日永 345-3197 

河原田 345-5020 

13 日（日） 12/ 4（金） 

神前 326-2751 

内部 345-3951 

塩浜 345-2403 

桜 326-2051 

四郷 321-2021 

常磐 351-1751 

楠 398-3111 

19 日（土） 12/11（金） 

橋北 331-3787 

中部 354-8152 

(市民課) 

20 日（日） 12/11（金） 

県 326-0001 

八郷 365-0259 

大矢知 364-8704 

 

飼 い主 さんへお願 い ～ご近所に迷惑をかけていませんか？～ 

犬のフンは責任をもって処理しましょう！ 

 ・道路や公園、他人の敷地内などは犬や猫のトイレではありません。 

  散歩の時には必ずシャベル・ビニール袋などのフンを片付ける道具を携帯し、 

必ず「ペットのフン」を持ち帰りましょう。 

 ・飼育小屋の周辺は清潔にしましょう。 

１2月

【お問い合わせ先】羽津地区市民センター （平日 ８：３０～１７：１５） 

ＴＥＬ３３１－４４６５ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

１０月１８日（日） 

１０：００～１７：００ 

プラザフォトスポット 

友だち同士、家族で写真をとりに

きてね。 

対象/どなたでも 

※1 回につき１グループ 5 名まで 

１０月１８日（日） 

１０：３０～１１：００ 

クイズ１・２・３ 

頭と体をつかってクイズの答え

をみつけよう！ 

対象/小学生 

定員/当日先着 15 名 

※雨天中止 

１０月２０日（火） 

１０：００～１１：３０ 

赤ちゃん広場 

助産師に相談したり、体重を測っ

たり、ふれあいましょう。 

対象/0～18 ヶ月、出産予定の人 

定員/当日先着 10 組 

※11：00 までに受付をしてくださ

い。時間の都合上、相談出来ない

場合があります。 

持ち物/母子手帳、赤ちゃんを寝か

せるためのタオル 

１０月２４日（土） 

９：３０～１１：００ 

１５：００～１６：３０ 

魔女からの招待状 

魔女からハロウィンパーティー

の招待状が届いたよ。お菓子を集

めてパーティーに参加しよう。 

対象/小中学生 

※1 回につき 1 グループ 5 名まで 

※景品がなくなり次第終了 

※所要時間は３０分～1 時間です。

時間内にお越しください。 

 
料金 無料 

※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、ホームページをご覧いただくか、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  

第９回全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち  

無観客開催＆ライブ配信決定！ 

日  時 １０月１８日（日）１３：００～１７：００（予定） 

視聴方法 ・ケーブルテレビ「シー・ティー・ワイ」 

     ・CTY コネクト（スマートフォンアプリ） 

     ・Youtube Live 

 

「家族」と「絆」をテーマに全国から応募があった中から、予選を勝ち抜いた 15 家

族が四日市を舞台に腕を競い合います。 

今回は無観客開催とし、本選の模様をライブ配信いたします。それぞれの個性が輝く

バラエティ豊かな家族の演奏による音楽コンクールをぜひご覧ください。 

 

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

〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５ 

ＴＥＬ３５４－８２３９ ＦＡＸ３５４－４８７３ 

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 

     

補助には次の条件を満たす必要があります 

・四日市市内に在住 

・６５歳以上（昭和３１年４月１日以前に生まれた方） 

・市税の滞納がない 

・所有する自動車が自家用車である（１人１台） 他 

補助金の申請について 

補助金の申請は、市の登録を受けている店舗にて行っていただきます。申請については、店舗

にご相談ください。なお、登録を受けている店舗は、四日市市ホームページで『高齢運転者』と検

索し、『後付け装置取扱事業者一覧』をご覧いただくか、四日市市役所 道路管理課にお問い合わ

せください。 

 補助金の期限は令和３年３月３１日までですが、取り付け工事や書類の提出等を全て終えている

必要があるため、余裕をもって、お早めに申請してください。 

 

【四日市市ホームページのURL】 

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583376797522/index.html 

本市では、高齢者のペダルの踏み間違いによる事故の防止対策として、後付けのペダルの急発

進抑制装置の取り付けにかかる補助金を交付しております。令和２年度までの補助制度であり、

国の補助金にも限りがあるため、この機会にぜひご活用ください。 

【問い合わせ先】道路管理課交通安全係 ＴＥＬ３５４－８１５４ 

カー用品店で取り付けた場合の一例 

  (取り付け費)    

  (国 補 助 金) －  

  (市 補 助 金) －  

   支 払 い額      

国産車ディーラーで取り付けた場合の一例 

  (取り付け費)   ９０，０００円 

  (国 補 助 金) －４０，０００円 

  (市 補 助 金) －３５，０００円 

   支 払 い額    １５，０００円 

補助制度を用いた場合の支払い額の一例 

※国の補助金がある場合 


