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年末・年始の窓口業務のご案内
羽 津 地 区 市 民 セ ン タ ー
１２月２９日（水）～ 令和４年１月３日（月）までお休みさせていただきます
※ 戸籍の届出（出生・婚姻・死亡等）の受付と埋火葬許可証の交付は、
市役所地下１階宿直室で休まず行います（TEL３５４－８１７７）
※ 詳しくは「広報よっかいち」１２月下旬号をご覧ください

羽津地区まちづくり推進協議会事務局（市民センター ２階）
１２月２８日（火）～ 令和４年１月４日（火）までお休みさせていただきます

羽津地区まちづくり推進協議会主催事業のご案内
キッズ料理教室 「羽津テイクアウトおうちごはん」
令和４年１月１５日（土）１０：００～１２：００
羽津地区市民センター ３階 調理室

メニュー
折りたたみ寿司
デザート

対 象：羽津地区在住の小学生
定 員：２０名
参加費：３００円
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、ふきん２枚、ハンカチ
（持ち帰り用の容器はこちらで用意します）
申込み：１2 月２２日（水）１０：００より受付開始（先着順）
申込書（羽津地区まちづくり推進協議会事務局にあります）に、必要事項を記入の上、
下記事務局へ直接お申込みください。（ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールでの申込みは不可）

女子力アップ講座 ＤＶＤ鑑賞会 「お終活」

主催：女性委員会

笑って、泣けて、役に立つ！家族の騒動をコミカルに描いたヒューマンコメディ。幅広い世代の
方々に楽しんでいただけます。お気軽にご参加ください。

令和４年１月２３日（日）９：４５～１２：００
羽津地区市民センター ２階 ホール

地域マネージャーの募集
募 集 内 容：地域マネージャー（会計年度任用職員（フルタイム））
募 集 人 数：１０人程度
職 務 内 容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
任
期：令和４年４月１日から令和５年３月３１日（再任用する場合もあります）
勤 務
地：各地区市民センター（詳しくは、募集要項をご覧ください）
主な受験資格：次の要件を全て満たす人
①昭和３２年４月２日以降に生まれた人。ただし、平成３０年度に地域マネージャーに
任用され、令和３年度まで継続して任用されている者（任用期間が令和３年度で４年
目となる者）については、この限りでない。
②これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人
③地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人
④民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員（正規任用職員）として職務経験の
ある人は、任用開始日において、公務員退職後３年以上経過していること。
⑤夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人
⑥地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない人
⑦外国籍の場合、永住者または特別永住者の在留資格を有する人
⑧四日市市に在住する人
募 集 期 間：令和４年１月４日（火）～１月３１日（月）まで【当日必着】
応 募 方 法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、
市役所 5 階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から
金曜日の８：３０～１７：１５までにお願いします。
【問い合わせ先】市民生活課 TEL３５４－８１４６

回
覧

主催：児童福祉部会

参加費無料

定 員： ３０名
申込み：１月５日（水）１０：００より受付開始（先着順）
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。
（電話での申込は受付けておりません）

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
１月 ９日（日）
ベビーマッサージ教室
１月１０日（月・祝）マタニティヨガ教室
１月１８日（火）
バレトン教室

参加費無料
申込み不要

１月２４日（月）親子でバランスボール
１月２５日（火）親子ヨガ教室

【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

令 和 ４年 １月 の自 動 車 文 庫
１月１２日（水）

八田二丁目「エステート羽津」前

１４：３０～１５：００

１月１９日（水）

別名三丁目 ブルーミングハウス

１３：２０～１４：００

１月１９日（水）

大宮町

志氐神社

１４：１０～１４：５０

１月２０日（木）

緑丘町

集会所

１４：２０～１５：００

マイナンバーカード出張申請サポートを実施します！
「マイナンバーカードを作りたいけど、
作り方がわからない」ということはありませんか？そんな方のために、

商業施設などでマイナンバーカード出張申請サポートを実施します！
申請サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！（なくなり次第終了）
この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！
※ ＱＲコード付き交付申請書があると短時間で申請ができます。

サポート内容（予約不要・写真撮影無料）
・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い
・インターネットでの申請のお手伝い
・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け
・交付申請書送付用封筒の交付
・マイナンバーカードに関する相談・案内など

令和４年１月

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表

イオンモール四日市北 １階イベントスペース
１０：００～１８：００
アピタ四日市店 2 階休憩スペース
（西側エスカレータ横）
１０：００～１５：３０
市民窓口サービスセンター前
１６：３０頃～１９：００
イオン四日市尾平店 1 階催事場
（東側エスカレータ横）
１０：００～１８：００
イオンタウン四日市泊 1 階中央イベント広場
１０：００～１８：００

８日（土）
、9 日（日）
、１０日（月）、２９日（土）、
３０日（日）
６日（木）、７日（金）
、１３日（木）、１４日（金）、
２０日（木）
、２１日（金）
、２７日（木）
、２８日（金）
６日（木）、７日（金）
、１３日（木）、１４日（金）、
２０日（木）
、２１日（金）
、２７日（木）
、２８日（金）

大雪時の注意事項についてご確認ください
事前に備えておきましょう！！
・雪で外出できない場合に備えて、水、食料、燃料（灯油）などを備蓄する
・持病の薬を切らさないよう、少し多めに持つ（早めのご準備を）
・停電に備えて、使い捨てカイロ、予備電池、懐中電灯、携帯ラジオなどを準備する

やむを得ず外出する場合は細心の注意を払いましょう！！
・路面凍結している部分は歩かない（横断歩道の白線上など）
・普段よりも時間に余裕をもって行動する
・スタッドレスタイヤ、チエーンなど滑り止めを必ず装備する
・吹雪の中での運転は、ライト点灯、スピードダウン、車間距離の確保

除雪をする時は注意しましょう！！
・晴れの日は屋根の雪が緩むため落雪に注意する
・雪下ろしは命綱やヘルメット、滑りにくい靴を着用し、必ず二人以上で行う
・屋根からの転落に備え、建物の周りに雪を残して雪下ろしを行う

気象庁ホームページ「今後の雪」
気象庁のホームページで過去２４時間分積雪の深さと積雪量に加え、
６時間先までの予報を一体的に確認することが可能になりました。
http://www.jma.go.jp/bosai/snow/
【問い合わせ先】危機管理室

１５日（土）、１６日（日）
２２日（土）、２３日（日）

※２月以降の予定は、改めてご案内いたします。
【問い合わせ先】市民課 TEL３５４－８１５２

年末年始も新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください！
以下のポイントに注意して、年末年始を過ごしましょう。
★ マスクの着用や手洗い等の手指衛生、換気とともに密接・密集・密閉を回避し、感染予防対策を徹底
しましょう。
★ 帰省や旅行によって感染を広げないように、混雑しない時期の移動を検討いただくとともに帰省の
２週間前から大人数や長時間の飲食をさけるなど、慎重に行動しましょう。
★ 会食の際に会話するときはマスクを着用し、食事中は会話しない「黙食」を実施しましょう。

令和４年１月

TEL３５４－８１１９
FAX３５０－３０２２

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
１２日
１９日
２６日
志氐神社内『さろんｄｅ志氐我野』 １０：００～１１：３０
（水）
（水）
（水）
ＴＥＬ３２４－２２８６
みのり保育所
１１日・１２日・１３日・１８日・１９日・
ＴＥＬ３３２－２３９２
９：３０～１４：３０ ２０日・２５日・２６日・２７日
（火・水・木）
羽津保育園
１３日
２０日
２７日
９：３０～１１：３０
ＴＥＬ３３１－６９８７
（木）
（木）
（木）
羽津文化幼稚園
１７日
３１日
１０：００～１１：３０
ＴＥＬ３３１－３６１５
（月）
（月）
羽津幼稚園
１４日
２１日
２８日
ＴＥＬ３３１－４７１２ １０：００～１１：３０ （金）
（金）
（金）
３歳児対象
１２日
１０：００～１１：３０
（水）

ヘルスリーダーによる

イキイキ教室

令和４年１月２０日（木）１３：３０～１５：００
発熱などの症状がみられたら … ① 身近な医療機関に連絡をしてください。
② 相談する医療機関に迷う場合は、下記へお問合せください。
【受診・相談センター】
四日市市保健所保健予防課 TEL０５９－３５２－０５９４（ ９：００～２１：００）
三重県救急医療情報センター TEL０５９－２２９－１１９９（２１：００～翌９：００）

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

