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 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しています。（各地区市民センター月１回） 

 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)。 

 ７月～８月の予定と各窓口の連絡先は右表のとおりです。事前予約制となりますので、申請を希望される方は、

各窓口へ電話予約（平日 8：３０～１７：１５）してください。 

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（本人署名の場合は不要） 

※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。 

（詳細はご予約時にご説明します） 

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 

開 設 日   （申込期限） 場    所 

７月 １ ０ 日 （ 土 ）【申込期限：７月２日（金）】 

８月 １ ４ 日 （ 土 ）【申込期限：８月５日（木）】 
羽津地区市民センター 

※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申請受付窓口を開設しています。お申込みは、各地区市民センターへ 

お願いします。（右表参照） 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５（平日８:３０～１７:１5） 

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設 
休日に地区市民センターで申請すると 

マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！ 

お 知 ら せ 
令和 ３年 ６月  ５日（№ ５） 

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/   

8 月 

３．センター開設日一覧表 

 

日にち 申込み期限 センター名 電話番号 

3日(土) 6/25(金) 三重 331-3276 

4日(日) 6/25(金) 

海蔵 331-3284 

川島 321-3020 

神前 326-2751 

桜 326-2051 

10日(土) 7/2(金) 

富田 365-1141 

下野 337-0001 

羽津 331-4465 

日永 345-3197 

11日(日) 7/2(金) 大矢知 364-8704 

17日(土) 7/9(金) 

橋北 331-3787 

常磐 351-1751 

楠 398-3111 

18日(日) 7/9(金) 

富洲原 365-1136 

八郷 365-0259 

県 326-0001 

水沢 329-2001 

中部 
354-8152 

(市民課) 

22日 

(木・祝) 
7/15(木) 塩浜 345-2403 

24日(土) 7/15(木) 小山田 328-1001 

25日(日) 7/15(木) 
四郷 321-2021 

内部 345-3951 

31日(土) 7/21(水) 
保々 339-0001 

河原田 345-5020 

 

日にち 申込み期限 センター名 電話番号 

1日(日) 7/21(水) 
桜 326-2051 

県 326-0001 

7日(土) 7/30(金) 

富田 365-1141 

海蔵 331-3284 

三重 331-3276 

日永 345-3197 

8日(日) 7/30(金) 富洲原 365-1136 

9日 

(月・祝) 
7/30(金) 八郷 365-0259 

14日(土) 8/5(木) 

保々 339-0001 

羽津 331-4465 

塩浜 345-2403 

15日(日) 8/5(木) 

水沢 329-2001 

中部 
354-8152 

(市民課) 

21日(土) 8/13(金) 

橋北 331-3787 

川島 321-3020 

常磐 351-1751 

河原田 345-5020 

22日(日) 8/13(金) 大矢知 364-8704 

28日(土) 8/20(金) 

下野 337-0001 

神前 326-2751 

小山田 328-1001 

内部 345-3951 

楠 398-3111 

29日(日) 8/20(金) 四郷 321-2021 

 

【問い合わせ先】健康づくり課 ＴＥＬ３５４－８２９１ 

※台風などの気象状況や自然災害および選挙の日程等で予約後、日程変更をお願いする場合があります。 

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。熱中症を予防し、

暑い夏を元気に過ごしましょう。 

１．上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。 

２．喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給をしましょう。 

３．日頃から暑さに備えた体づくりやバランスのとれた食事、十分

な睡眠といった体調管理を行いましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

催物中止のご案内 

前号の「お知らせ はづ」でご案内しました下記の６月開催予定の催物は、

新型コロナウイルス感染予防のため中止となりました。 

何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 

 【市主催事業】 

 よっかいち・はつらつ健康塾 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 

             納期限は  

       ６月３０日(水)です  

市民税 ・県民税  

（第 １期 ）  

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。 
計量法により、商取引・証明用に使用する「はかり」は２年に１度の検査が義務付けられています。 

羽津地区市民センターにて、下記日時で実施しますので、持ち込みをお願いします。 

【日 時】６月１７日（木）９：３０～１１：３０ 

【場 所】羽津地区市民センター 

【対象となるはかり】   ①商店、露店などの商品売買用     

            ②病院、薬局などの調剤用       

            ③病院、学校などの体重測定用    

            ④農・漁業などの生産者の生産物売買用  

            ⑤工場、事業所などの材料購入・製品販売用  

            ⑥農協、漁協などの物資集荷・出荷用     

            ⑦運送業者などの貨物運賃算出用                

＊構造上、移動できないはかりを使用している人、開業や廃業した人は、        

市民・消費生活相談室（TEL３５４－８１４７）までご連絡ください。 

 

はかりの検査 を実 施 します 

地域づくりマイスター養成講座 受講生募集  

市民協働安全課では、今年度も「地域づくりマイスター養成講座」を開催します。 

地域のまちづくりに興味をお持ちの方、ご応募をお待ちしております。 

◆開催日時 

（全て土曜日） 

７月１７日、３１日、８月２８日、９月１１日、１０月２日、３０日、１１月２０日、

１２月４日の全８回、９：３０～１２：００ 

（７月１７日は１３：３０～１６：００、１０月２日は９：３０～１６：３０） 

◆場  所 総合会館７階 第３研修室 

◆内  容 地域社会と住民自治に関する講義や事例紹介、効果的な取材・広報について、 

地域資源のマッピング演習、レポート作成など 

◆締め切り ６月３０日（水） 

◆その他 定員４０名（応募者多数の場合抽選） 

◆問い合わせ先 市民協働安全課 ＴＥＬ３５４－８１７９／ＦＡＸ３５４－８３１６ 

 

女子力アップ講座 『ハーバリューム講座』 

日時：７月１５日（木）１３：００～１４：３０ 

場所：サロンｄｅ志氐我野 
講 師：松下 福美さん 

定 員：１６名（定員になり次第締め切り） 

参加費：１,０００円（材料費） 

持ち物：持ち帰り用の袋、はさみ 

申込み：6 月２８日（月）～7 月９日（金）に、下記事務局へ直接お越しいただくか、ＦＡＸ 

    メールでお申込みください。（電話での申込みは受付けておりません） 

【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） 

            （平日１０：００～１６：００） 

ＴＥＬ・ＦＡＸ３３１－５３３３ Email jimukyoku@hazu.org 

主催：羽津地区まちづくり推進協議会 女性委員会 

受講者募集 

             

四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していただけ

る講座です。今年度は「高齢社会」「文化芸術」「医療」等に関する５つのコースを開催します。複数

コースの受講も可能です。 

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号 または市ホームページでご案内しています。 

申し込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどにあります。

多くの方のお申し込みをお待ちしています！ 

申込締切：７月１日（木）必着 

【申込み・問い合わせ先】  市民文化部文化振興課 ＴＥＬ３５４－８２３９ 

毎年、羽津地区では、高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、羽津地区社会 

福祉協議会により、敬老行事を実施しています。 

行事の実施にあたっては、四日市市から７０歳以上の方の名簿（住所、氏名、生年月日、 

性別を記載）を閲覧させていただいております。 

名簿の個人情報については、この敬老行事にのみ使用し、秘密保持の厳守を徹底いたし 

ますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。 

なお、名簿にお名前等を載せたくない方は、誠にお手数ですが、ご本人様から 

６月３０日（水）までに 高齢福祉課（ＴＥＬ３５４－８４５５）へ 

ご連絡をいただきますようお願いします。その場合、お名前等が名簿に載りませんので、 

敬老記念品をお届けできません。ご了承ください。 

また、昨年までにご連絡をいただいた方は、改めてご連絡いただく必要はありません。 


