
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 
令和 ２年１０月２０日（№１４ ） 

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/   

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 
 

１１月 ８日（日）ベビーマッサージ教室     

１１月 ９日（月）マタニティヨガ教室      

１１月１７日（火）バレトン教室 

 

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 

１１月１６日（月）親子でバランスボール 

１１月２４日（火）親子ヨガ教室 

 

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） 

 

【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） 

健康づくりグラウンドゴルフ大会 

日時：１１月８日（日） ９：００～ （受付８：３０） 
場所：羽津小学校 運動場 【雨天の場合１２月１３日（日）】 

 

参加資格：羽津地区在住で健康に自信のある成人の方。初心者歓迎（用具のない方は本部で用意します） 

申 込 み：１０月３０日（金）までに、センター２階階段前にある所定の用紙に住所・氏名等を記入し、 

下記事務局に提出してください。（電話での申込みは受け付けません） 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 

   健康推進部会 

参加費無料 
 

回 

覧 

              

 

１１月２２日（日）８：４５～１２：００（雨天決行） 

羽津小学校体育館 
 
今年度の羽津地区全体防災訓練は羽津小学校で開催します。コロナ禍であっても災害はいつ起こるとも限りません。

当日は新型コロナウイルス感染症対策を中心とした訓練になりますが、「新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けた避難所運営訓練」をメインに「避難行動要支援者の安否確認」「情報伝達訓練」を行います。 

指南役として三重大学川口准教授を迎えて行います。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、参加者は各町自治会長・防災隊長・防災女性部員などに限定します。 

一般の方の参加や見学はお控えいただきますようお願いします。 

【問い合わせ先】 

羽津地区連合自主防災会 会長 後藤正  

   ＴＥＬ０９０－４２６０－４００７ 

羽津地区市民センター 地域マネージャー前田 

   ＴＥＬ３３１－４４６５ 

主催：羽津地区連合自治会 

羽津地区連合自主防災会 

９：００に６０秒間、防災サイレンを吹鳴します。 

近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、 

ご協力の程よろしくお願いします。 

 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 文化部会 

第４１回 羽 津 地 区 文 化 祭 

１１月１日（日）９：００～１５：００ 
羽津小学校 体育館 

内容：作品展示、自転車シュミレーション、ヤギの餌やり体験 など 
（今回は、舞台発表・模擬店はございません。） 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為以下の点にご協力をお願いいたします。 

① ご来場の時は、マスクの着用・スリッパの持参をお願いします。 

② 発熱や咳症状のある方は、来場はご遠慮ください。 

③ 高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で感染リスクを心配される方は来場はご遠慮ください。 

④「新型コロナウイルス接触確認アプリＣＯＣＯＡ」や「安心みえるＬＩＮＥ」などをご活用ください。 

【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） 

１１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 

４日 
（水） 

１１日 
（水） 

１８日 
（水） 

２５日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
４日・５日・１０日・１１日・１２日・ 
１７日・１８日・１９日・２４日・２５日 
２６日  （火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ ９：３０～１１：３０ 

５日 
（木） 

１２日 
（木） 

１９日
（木） 

２６日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ １０：００～１１：３０  

１１日 
（水） 

 
２５日 
（水） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ 

６日 
（金） 

１３日 
（金） 

２０日 
（金） 

２７日 
（金） 

 
３歳児対象 １０：００～１１：３０ 今月はお休みです 

 

紙面でご案内の講座、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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

《四日市市消防本部からのお知らせ》 

秋の火災予防運動 １１月９日～１５日 
その火事を 防ぐあなたに 金メダル 

●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント 

≪3 つの習慣≫ 

① 寝たばこは、絶対やめる。 

② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

③ ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

≪4 つの対策≫ 

① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 

④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

●もしものときに備えて 

  住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどを 

ふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は１０年です。 

【問い合わせ先】消防本部予防保安課 ＴＥＬ３５６－２０１０  FAX３５６－２０４１ 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 
１１月１９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  

よっかいち・はつらつ健康塾！ 
１１月１０日（火）１３：３０～１４：３０  羽津いかるが町集会所 

「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：１１月６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、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 

◆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。大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。 

※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・通知カードでは利用できません。 

◆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 

日時：１１月１日（日）終日 

       一時停止するサービス・・・すべての証明書 

日時：１１月１３日（金）１９時から、１１月１４日（土）、１５日（日）の終日 

一時停止するサービス・・・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本）、戸籍の附票の写し 

※住民票の写し・印鑑登録証明書・所得課税証明書は上記期間内でも交付可能です。 

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ 

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を停止します。

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。 

■臨時休業日：１１月１日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

【問い合わせ先】市民課 ＴＥＬ３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 

保育無料券とは、第 2 子以降の子の出産後における保護者の心身の負担軽減のため、市内の認可保育

園・こども園での一時保育に上の子を 2 回まで無料で預けられる券のことです。保育無料券を受け取

るには、交付申請をしていただく必要があります。 

＜申 請 方 法＞ 

こども未来課（総合会館 3 階）、各地区市民センター、市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅

高架下）にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へご提出ください。 

＜対 象 者＞ 

市内在住の産婦で、第 2 子以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉(未就学児)を養育している人。 

＜利 用 期 間＞ 

保育無料券を受け取った日から、出産月の 12 か月後の月末まで。 

＜利 用 方 法 等＞ 

一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、各園にお問い合わせください。 

【問い合わせ先】こども未来課 TEL３５４－８０６９ 

保育無料券の申請はお済みですか？ 

羽津小学校 給食パートを募集（１１月下旬からの勤務です） 

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：８：３０～１５：００（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。 

応募期間：１０月２０日（火）～１１月４日（水） 

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。 

 

１１月 ５日（木） 八田第一自治会児童公園南    １４：３０～１５：００ 

１１月１８日（水） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

１１月１８日（水） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

１１月１９日（木） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 


