
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

１２月１３日（日）ベビーマッサージ教室     

１２月１４日（月）マタニティヨガ教室      

１２月１５日（火）バレトン教室 

 

 

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 

１２月２１日（月）親子でバランスボール 

１２月２２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） 

 

お 知 ら せ 
令和 ２年１１月２０日（№１６ ） 

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/   

四 日 市 税 務 署 か ら の お 知 ら せ 

 

 

 

１２月２１日（月）１０：００～１６：００ 

ララスクエア四日市 １階駅側入口前にて「ｅ-Ｔax 相談会」を開催します。 

ｅ-Ｔax は、マイナンバーカードを準備していただくか（ＩＣカードリーダライタ又はマイナンバーカード 

対応のスマートフォンが必要です。）、税務署でＩＤ・パスワードを発行することで利用できます。 

「ＩＤ・パスワード」の発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ち 

の上、お越しください。 

【問い合わせ先】四日市税務署 個人課税部門 ＴＥＬ３５２－３１４４ 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 
１２月 ９日（水）１３：３０～１４：３０ サロン de 志氐我野 
「介護予防」について、おおむね６５歳以上の方、１５名程度で行います。参加費無料です。 

申込み：１２月４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 

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。 

１２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 

２日 
（水） 

９日 
（水） 

１6 日 
（水） 

※２３日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
1 日・2 日・3 日・8 日・9 日・10 日 
（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
3 日 
（木） 

１０日 
（木） 

１５日
（火） 

２４日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０ 
２日 
（水） 

 
１６日 
（水） 

 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ 

４日 
（金） 

※１１日 
（金） 

１８日 
（金） 

 

 
３歳児対象 １０：００～１１：３０  

9 日 
（水） 

 

※ぴよぴよ ２３日（水）は通常開催はありませんが、さろん de 志氐我野にてクリスマス会としてサンタさんが 

プレゼントを配ります。（申込み不要・先着 100 名） 

※羽津幼稚園 １１日（金）クリスマス会を行います。 
【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） 

～ご自宅からのｅ-Ｔａｘが 

    「新しい生活様式」です～ 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 
１２月１７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  

確定申告の 

準備はお早めに！ 

３階 図書室 に新 しい本 が入 りました 
新しい本が入りました。本の貸出しはお一人様５冊まで、貸出し期間は２週間です。 

≪ 

              

回 

覧 

              

 

《一般向け》                《こども向け》 

◆志麻さん式 定番家族ごはん タサン志麻 ◆もりのおふとん  西村敏雄 

◆リュウジ式 悪魔レシピ  リュウジ   ◆ノラネコぐんだんケーキを食べる  工藤ノリコ 

◆魔法のてぬきごはん てぬキッチン    ◆ぼくんちのおふろ  山田美津子 

◆犬がいた季節  伊吹有喜        ◆パンダのパンだ   牛窪良太 

◆夢をかなえるゾウ４ ガネーシャと死神  水野敬也 

◇「ピンポンパンポンプー」中居正広 近日入荷予定です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時  12 月６日（日）９：００～1２：００ ※小雨実施 

場  所  天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町） 

       大池中学校南東約 350ｍ 

内  容  除草および集草 

持ち物等  作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機 

申 込 み  12 月２日（水）までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を電話か E メールで、 

社会教育・文化財課までお知らせください。 

              自家用車をご利用の方は、８：30 までに文化財整理作業所（四日市中央工業高校南側  

寺方町字北浦 1506）にお越しください。 

 

【問い合わせ先】四日市市教育委員会 社会教育・文化財課 

ＴＥＬ３５４－８２３８/E メール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 

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】 

１２月１９日（土） 

１５：３０～１６：３０ 

※１５：００～受付開始 

タスポニーってなんだ？ 対象/小学生 

定員/当日先着１２名 

１２月２０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名まで 

１２月２５日（金） 

１５：３０～１６：３０ 

※１５：００～受付開始 

クリスマスパーティー！ 対象/こここカードを持っている小学生

（こここカードは当日でも作ることがで

きます）定員/当日先着５０名 

１２月２８日（月） 

９：００～１７：００ 

大そうじＤＡＹ 

プラザをみんなの力できれいに 

しよう！ 

対象/どなたでも 

定員/各回当日先着 10 名 

 

 
 

 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                               

   

 

 

 

１２月 ３日（木） 八田第一自治会児童公園南    １４：３０～１５：００ 

１２月１１日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

１２月１１日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

１２月１６日（水） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

ノハナショウブ（５月頃） 

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  

 
 
 

－4月から子どもへの体罰は法律で禁止されました－ 

子どもを虐待から守るのは 地域の人々の「気づき」と「連絡」です 

これらは全て体罰です 

●言葉で 3 回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた 

●大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた 

●宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった 

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談ください 
●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談 

四日市市こども家庭課 : ０５９－３５４－８２７６ 
 

●児童相談所全国共通ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９
い ち は やく

  

◆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 か月半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。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：１２月２２日（火）終日  

◆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：１２月１２日（土）、１３日（日）終日 

【問い合わせ先】市民課 ＴＥＬ３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 

 

 

 

日   時：令和３年１月３０日（土）、３１日（日）、２月１３日（土）１０：００～１５：３０ 

          ２月 ６日（土）１０：００～１６：００ 

２月  ７日（日）  ９：３０～１６：００ 

場   所：三浜文化会館  

申 込 方 法：電話にて令和３年１月２３日（土）までに下記ファミリー・サポート・センターへ 

テキスト代：２,０５３円 

そ の 他：託児あり（無料）※事前にお申込みください 

【申込み・問い合わせ先】四日市市ファミリー・サポート・センター  TEL／FAX３２３－００２３ 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

子育てを地域で支えあう    

四日市市ファミリー･サポート・センター  新規援助会員講習会のお知らせ 

「近所の人が虐待しているのでは？」と感じたら、どうせ人ごと・・・、関わりたくない・・・

という意識は捨てましょう。子どもはほとんどの場合、自分から助けを求めることがで

きません。子どもを救うために、あなたが、ぜひ行動を起こしてください。 


