
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
３月 ８日（月）マタニティヨガ教室 

３月１4 日（日）ベビーマッサージ教室     

３月 16 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 

３月２2 日（月）親子でバランスボール 

３月２３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。 

 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 

【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・FAX ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

             Email jimukyoku＠hazu.org 

 

☆ ★ ☆ ３ 月 の 自 動 車 文 庫 ☆ ★ ☆ 

3 月 4 日（木） 八田二丁目「エステート羽津」敷地内 １４：３０～１５：００ 

          （バス停車場が「八田第一自治会児童公園南」から変わりました） 

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

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

3 月１６日（火） 緑丘町 集会所           １４：２０～１５：００ 

回 

覧 

              

 

お 知 ら せ 
令和 ３年 ２月 ２０日（№２２ ） 

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。 

リ ズムジ ャンプ教 室 
３月１３日（土）１０：００～ 羽津地区市民センター ２階ホール 

リズムジャンプは音楽リズムに合わせて運動を行いことで、リズム感を養いながら運動能力を高める

新しいトレーニング方法です。プロ野球球団でも採用しています。 

 対 象：羽津地区在住の小学生・幼児 

 定 員：２０名（先着順） 

 申込み：下記事務局へ直接お越しいただくか、FAX・メールでお申し込みください。 

      （電話での申込みは受付けておりません） 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 児童福祉部会 

参加費無料 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 
3 月 9 日（火）１３：３０～１４：３０ 羽津地区市民センター２階ホール 

（予定されていた、３月１６日（火）かすみの里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：３月８日（月）までに下記まで申込みが必要です  

【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 
3 月１8 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。 

【問い合わせ先】高齢福祉課 ＴＥＬ３５４－８１７０  

※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。 

◆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（または個人番号通知書）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 

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）で、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ます。 

※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。 

◆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 ３月１２日（金）、１６日（火）、１７日（水）終日 

【問い合わせ先】市民課 ＴＥＬ３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 

３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。 

（参加費無料、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 

３日 
（水） 

１０日 
（水） 

１７日 
（水） 

２４日 
（水） 

３１日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９：３０～１４：３０ 
２日・３日・４日・９日・１０日・１１日 
（火・水・木） 

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９：３０～１１：３０ 
４日 
（木） 

１１日 
（木） 

１８日
（木） 

 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０：００～１１：３０ 
３日 
（水） 

 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ 

１０：００～１１：３０ 
５日 
（金） 

１２日 
（金） 

 
 

３歳児対象 １０：００～１１：３０  
１０日 
（水） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．１１ （木 ）  訓 練 を実 施 します 

  午前９時から「津波警報」のサイレンが鳴ります 
三重県北勢市町において、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて「津波警報」の

サイレンを約１分間吹鳴します。避難訓練は行いませんが、情報が届いたとき、避難のため

の行動がすぐにとれるか、避難グッズは備わっているか、皆さんも確認しておきましょう。 

【放 送 内 容】 

こちらは広報よっかいちです。只今から、訓練放送を行います。 

「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回 

津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。 

これは訓練放送です。 

「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回 

津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。 

こちらは広報よっかいちです。これで訓練放送を終わります。 

下りチャイム。 

【問い合わせ先】危機管理監危機管理室   ＴＥＬ３５４－８１１９  

×2 回 

×１回 

カナダ体操チーム応援メッセージの募集 

今年７月に四日市市で東京 2020 オリンピックの事前キャンプを行うカナダ体操チーム 

に向けた「応援メッセージ」を募集します。 

ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体操チームが実際に練習する会場に飾るほか、市のホーム

ページなどの広報物に掲載する予定です。 

ご応募いただいた方全員に、「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」（1人 1 回まで）を 

お送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッセージの応募者にカナダ体操チームから

のプレゼントもあります。 

応募方法：５月３１日（月）【必着】までに、メールまたは郵送    

※ 応募方法等詳しくは、ホームページでご確認ください。 

【問い合わせ先】国体推進課 ＴＥＬ３５４－８４６２ FAX３５４－８３３８ 

〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

        メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp 

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。 

【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 

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 

 

 

 

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 

ＣＴＹ ケーブルＮｅｗｓで 

羽津会館の大壁画作成の思い出が放送されます 
羽津地区の皆さんに親しまれている羽津会館の大壁画「志氐の 

大地に生きる」（１９９３年完成）、当時の制作エピソードや 

思い出が放送されます。ぜひご覧ください。 

放送日時：３月９日（火）１８：００～（２０分番組） 

【当日再放送 ２１：００～ ・ ２４：００～】 

※ 月～金曜日放送分１週間まとめて再放送 

【土曜日１３：００～ ・ 日曜日１８：００～】 

放送チャンネル：１２ｃｈ（ＣＴＹ） 

春 の 火 災 予 防 運 動  ３月１日～７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。 

●四日市市消防本部公式チャンネル 

当消防本部ではホームページ内に YouTube チャンネルを開設し、様々な広報用動画を配信してい

ます。コロナ禍で集まっての訓練が困難であるため、広報用動画を参考にして下さい。 

 

四日市市消防本部公式チャンネル 

【https://www.youtube.com/channel/UCamPmftadFCPlONeodrqJmw】 
 

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

３月は自殺対策強化月間です。 
新型コロナの影響により、こころの不調を感じている人もいるのではないでしょうか。 

四日市市保健所では、精神科医師や保健師、精神保健福祉士による「こころの相談（予約制）」のほか、

「新型コロナウイルス感染症に伴うこころの傾聴電話」を行っています。ぜひご利用ください。 
 

◆こころの相談窓口（保健予防課）平日８：３０～１７：１５ 

TEL ３５２－０５９６ 

◆新型コロナウイルスに伴うこころの傾聴電話（傾聴ボランティア） 

    毎週月曜日、火曜日、金曜日の  １３：００～１７：００ （祝日を除く） 

TEL ３５４－８０９２ 
 

【問い合わせ先】保健所保健予防課 ＴＥＬ３５２－０５９６ 


