
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 
令和 ４年 ６月 ２０日（№６） 

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。 

◎投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！ 
◎第１期日前投票所 総合会館 

投票日 ６月２３日（木）～７月９日（土） ８：３０～２０：００ 
 

 ◎第２期日前投票所 三重北勢健康増進センター  ◎第５期日前投票所 南消防署南部分署 

◎第３期日前投票所 防災教育センター      ◎第６期日前投票所 北消防署北部分署 

◎第４期日前投票所 中消防署中央分署 

投票日 ７月 ２日（土）～  ９日（土） ８：３０～２０：００ 
       
◎商業施設期日前投票所 トナリエ四日市 ４階わくわく・ふれあい広場 

投票日 ７月 ７日（木）～  ９日（土）１０：００～２０：００ 
    

※期日前投票所によって開設期間等が異なりますので、ご注意ください。 

※今回の選挙では新たに上記商業施設で期日前投票ができます！ぜひご利用ください！！ 
 

投票所（期日前投票所を含む）における「新型コロナウイルス感染症対策」について 

選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での感染症対策を行います。  

投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自身の感染症対策にご理解とご協力をお願い 

申し上げます。 

      
 

 

 

など マスクの着用 咳エチケット 
手指の 

アルコール消毒 の確保 
定期的な換気 

飛沫防止シート
の設置 

【問い合わせ先】選挙管理委員会事務局 ＴＥＬ３５４－８２６９ 

 

   

 

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の入場券を持って 

所定の投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所以外では投票できませんので 

ご注意ください。 

羽津第一投票区の皆様へ 

（羽津小学校体育館が投票所） 
 

羽津小学校改修工事のため、選挙当日 

７月１０日（日）は西門から入れません。 

恐れ入りますが北門（正門）に回って 

投票所へお越しください。 

回 

覧 

              

 

※参加当日は、自宅で検温をして、マスク着用でお越しください。 

【申込み】７月１日（金）８：３０より受付開始（電話または窓口でお申込みください） 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区市民センター ＴＥＬ３３１－４４６５                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

夏休み子ども教室「貝がらでマリンポットを作ろう！」 

日 時：８月１７日（水） １３：３０～１５：００ 

場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール 
対 象：羽津地区在住の小学生（1～3 年生は保護者同伴でお願いします） 

定 員：１０名（定員になり次第締め切り） 

講 師：四日市公害と環境未来館 

持ち物：縦・横・高さが全て１０㎝程度以上の作品の持ち帰り用袋 

 参加費無料 

 参加費無料 

夏休み子ども教室「プログラミングでゲームを作ろう！」 
手のひらサイズのプログラミング専用パソコンを使って、オリジナルゲームづくりを体験しましょう！ 

日 時：８月２日（火） ①９：３０～１０：３０  ②１１：００～１２：００    

場 所：羽津地区市民センター ２階 ホール 
対 象：羽津地区在住の小学生（１～２年生は保護者同伴でお願いします） 

定 員：各回１０名（各回とも定員になり次第締め切り） 

講 師：伊藤 千絵 さん【（株）ロボネット】 

『はじめての手話講座』のご案内 

～手話って何？聞こえないってどんなこと？～ 一緒に考え学びましょう！ 
小学生からおとなまで、どなたでも参加できます。１日だけの参加もできます。 

 （小学生の参加の送迎は保護者の方でお願いします） 

日 時：７月２７日（水）、８月３日（水）・２４日（水）・３１日（水） 

１３：３０～１５：００（いずれの日も同じ時間です） 

場 所：羽津地区市民センター ２階ホール 
申込み：７月１９日（月）までに下記へお申込みください 

【申込み・問い合わせ先】手話サークル『はばたき』松永 ＴＥＬ０８０－５１５１－３４９２ 

羽津地区市民センター窓口でも受け付けます  

参加費無料  

主催：手話サークル はばたき 



よっかいち・はつらつ健康塾！ 
７月１２日（火）１３：３０～１４：３０ 八田第３自治会集会所 
おおむね６５歳以上の方を対象に、介護予防のための健康知識を学んでいただく講座です。 

参加費無料です。軽い体操ができる服装でご参加ください。 

申込み：７月８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 

ヘルスリーダーによる イキイキ教室 
７月２１日（木）１３：３０～１５：００ 羽津地区市民センター２階ホール 

おおむね６５歳以上の市民の方々を対象に、介護予防の運動・レクリエーション ～ストレッチ・ 

筋トレ・脳トレなど～ を行います。申込み不要・参加費無料です。体温調整しやすく動きやすい服装 

でご参加ください。 

※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  

７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  

６日 
（水） 

 
１３日 
（水） 

２０日 
（水） 

２７日 
（水） 

みのり保育所 
ＴＥＬ３３２－２３９２ 

９:３０～１４:３０ 
５日・ 6 日・ 7 日・１２日・１３日・１４日 

１９日・２０日・２１日・２６日・２７日・２８日 
    （火・水・木）                                                                            

羽津保育園 
ＴＥＬ３３１－６９８７ 

９:３０～１１:３０  
６日 

（水） 
 

１４日 
（木） 

２１日 
（木） 

２８日 
（木） 

羽津文化幼稚園 
ＴＥＬ３３１－３６１５ 

１０:００～１１:３０  
１１日 
（月） 

 
２５日 
（月） 

羽津幼稚園 
ＴＥＬ３３１－４７１２ 

１０:００～１１:３０ 
１日 

（金） 
６日 

（水） 
８日 

（金） 
１５日 
（金） 

２２日 
（金） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊産婦・乳幼児サポート講座 
 『サロン de志氐我野』にて開催 

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 

７月１０日（日） １０：００～ 

         １１：００～ 

ベビーマッサージ教室 ねんねクラス （１～１０ヵ月） 

よちよちクラス（１１ヵ月以上） 

７月１１日（月） １５：００～ マタニティヨガ教室 

７月１９日（火） １０：３０～ バレトン教室 

７月２５日（月） １０：３０～ 親子でバランスボール 

７月２６日（火） １０：３０～ 親子ヨガ教室 

【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） 

 

農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などといった「人と農地の

問題」の解決に向けて５年後あるいは１０年後に誰がどのように農地を利

用するのかなどの計画、「人・農地プラン」について各地区の農業委員、

農地利用最適化推進委員、各地区農業推進協議会長、JA、市役所で話し

合い再構築を行いました。つきましては、対象地区の「人・農地プラン」

について、組回覧をご確認ください。また、右記 QR コードからもご確認

いただけます。 

【問い合わせ先】農水振興課 TEL３５４－８１８０ 

人・農地プラン HP 

各地区の人・農地プランについて 

 

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。 

羽津小学校 給食パートを募集（９月上旬からの勤務です） 

募集職種 … 小学校給食調理員（給食パート）２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 … １０４０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。 

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。 

応募期間 … ６月２７日（月）～７月８日（金） 

 

 

今年は盆踊り大会を開催します。また盆踊りの練習会も行います。 

☆ 盆踊り練習日 ☆  

 ７月２７日（水）１９：００～２０：３０ ブルーミング・ハウス 地域交流スペース 

7 月３１日（日）１４：００～１６：００ 羽津地区市民センター ２階ホール 

 ８月 ３日（水）１９：００～２０：３０ 羽津会館 １階大ホール 

 ※ 参加される方はマスクの着用をお願いします。また、発熱や咳等の風邪の症状がみられる方は、 

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、中止する場合があります。 

【問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会（羽津地区市民センター ２階） 

                ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００） 

主催：羽津地区盆踊り実行委員会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です 
この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理解を

深め、明るい社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆さまの

ご協力をお願いします。 

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司です。

犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。 

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 時 ： ７ 月 ２ ０ 日 （ 水 ） 終 日 

【問い合わせ先】マイナンバーカードサービスセンター  

TEL３４０－８３７１ FAX３４０－８３７２ 

◆コンビニ交付サービスの一時停止について 

マイナンバーカード出張申請サポートを再開します！ 

「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、

昨年度好評いただいた商業施設などでのマイナンバーカード出張申請サポートを再開します！ 

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！ 

サ ポ ー ト 内 容 

・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（切手不要）のお渡し 

・マイナンバーカードに関する相談・案内など 

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階専門店通路 

（ホームセンター側入口付近） 

１０：００～１８：００ 

７月 
１６日（土）・１７日（日）・１８日（月・祝） 

３０日（土）・３１日（日） 

８月 １３日（土）・１４日（日） 

アピタ四日市店 

2 階休憩スペース 

（西側エスカレーター付近） 

6 月⇒１０：００～１５：３０ 

7・８月⇒１０：００～１８：００ 

６月 ２９日（水）・３０日（木） 

７月 
１日（金）・７日（木）・８日（金）・１４日（木）・１５日（金） 

２１日（木）・２２日（金）・２８日（木）・２９日（金） 

８月 
４日（木）・５日（金）・１１日（木・祝）・１２日（金） 

１８日（木）・１９日（金）・２５日（木）・２６日（金） 

市民窓口サービスセンター前 

（近鉄四日市駅高架下） 

１６：３０頃～１９：００ 

６月 ２９日（水）・３０日（木） 

イオン四日市尾平店 

（1 階中央エスカレーター下） 

１０：００～１８：００ 

７月 ２日（土）・３日（日）・９日（土）・１０日（日） 

８月 ６日（土）・７日（日） 

イオンタウン四日市泊 

6 月⇒２階グリーンスペース 

（フードコート付近） 

7・８月⇒１階中央イベント広場 

１０：００～１８：００ 

６月 ２５日（土）・２６日（日） 

７月 ２３日（土）・２４日（日） 

８月 ２０日（土）・２１日（日）・２７日（土）・２８日（日） 

【問い合わせ先】マイナンバーカードサービスセンター TEL３４０－８３７１ 

 

～ 熱 中 症 予 防 策 ～ 

 ・暑さを避ける（涼しい服装、帽子や日傘の利用、 

日陰の利用）  

・こまめな水分補給（１日１.２L を目安に）  

・エアコンを上手く利用  

・日頃から暑さに備えた体力つくりと体調管理を 

・熱中症警戒アラート発表時は、外出を控える、外での運動は、原則中止/延期する 

 

★新型コロナウィルス感染症感染対策中であっても、 

夏場は熱中症予防観点から、 

「屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）離れている時は、マスクを外すこと」が 

勧奨されています。 

【問い合わせ先】健康づくり課 TEL３５４－８２９１ 

気温が高い 湿度が高い

風が弱い 急に暑くなった

こんな日は、

熱中症に注意！

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 
 ６月定例月議会の議会報告会を開催します。今回は、４つの常任委員会が合同で一つの会場で議会報告会を

行います。事前のお申込みは不要ですので、どうぞお気軽にお越しください。 

日時：７月４日（月）１８：３０～２０：４５ 

第１部：議会報告会  第２部：シティ・ミーティング（意見交換会） 

会場：総合会館 ８階 視聴覚室（諏訪町２番２号） 

シティ・ミーティング  

テーマ：四日市市政全般について 

※ 頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。 

※ 手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 

※ 天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

※ 進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願い

ます。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止や開催方法の変更をさせていただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

【問い合わせ先】議事課 TEL３５４－８３４０ FＡＸ３５４－８３０４ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７月 の自 動 車 文 庫 
７月 ６日（水） 八田二丁目「エステート羽津」前 １４：３０～１５：００ 

７月１5 日（金） 別名三丁目 ブルーミングハウス １３：２０～１４：００ 

７月１５日（金） 大宮町 志氐神社        １４：１０～１４：５０ 

７月１９日（火） 緑丘町 集会所         １４：２０～１５：００ 

困ったら 一人で悩まず 行政相談 
役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありませんか？ 

そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。 

行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務に対する

困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じて、関係行政機

関にあっせんを行います。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度・運営の改

善に生かす制度です。 

毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、７月は羽津

地区市民センターで実施します。 

年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。 

日 時：７月１９日（火）１３：００～１６：００   

場 所：羽津地区市民センター 和室     

    ※羽津地区以外の方のご相談にも応じます。 

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な相談相手です。

ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。 

【問い合わせ先】市民・消費生活相談室 TEL３５４－８１４７ 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 
こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。ぜひ、ご来館ください！！ 

【開館時間】＜第 1 部＞ ９：００～１１：３０  ＜第 2 部＞１２：３０～１４：００ 

      ＜第 3 部＞１５：００～１８：００ 

※各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。 

【主なイベント日時・内容】参加費無料 

７月１日（金）～７日（木） 

９：００～１７：３０ 

※消毒時間は除く 

七夕かざりづくり 

短冊や七夕かざりを作ってプラザに

飾ろう！  

対象/どなたでも 

※材料がなくなり次第終了 

７月１２日（火） 

９：３０～１１：００ 

※受付終了時間１０：３０ 

赤ちゃん広場 

体重測定や助産師に発育相談ができ

ます。 

対象/0 歳～18 か月、 

出産予定の人 

定員/先着 10 組 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

７月１７日（日） 

①１０：００～１１：００ 

②１５：３０～１６：３０ 

プラザフォトスポット 

家族や友だち同士で写真をとろう。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき 1 グループ 

5 名まで 

７月２３日（土） 

１０：３０～１１：００ 

えほんのひろば 

おはなしとわらべうたであそびまし

ょう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10 名 

※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、イベント 

実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

【問い合わせ先】こども子育て交流プラザ ＴＥＬ３３０－５０２０ ＦＡＸ３３４－０６０６  

 

HP https://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

読書に関するエッセー作品募集！ 
あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことをエッセー（随筆）にしてください。 

テーマ 「あの本のこの人に会いたい！」または、読書法や読書論について  

対 象：市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人 

規 定：４００字詰め原稿用紙またはワード等（１列２０文字×２０列）を使用し、本文３枚と表紙 

１枚で未発表のもの（一人１編）に限る 

申込み：１０月１９日（水）【必着】までに、作品表紙に所定の応募票を添えて、郵送、Ｅメール、 

または直接、〒５１０－０８２１ 久保田一丁目２－４２ 四日市市立図書館へ 

その他：募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます 

【問い合わせ先】市立図書館（月曜日、第２・４火曜日休館） 

TEL３５２－５１０８ FAX３５２－９８９７ 

メール tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp、 HP https://www.yokkaichi-lib.jp/ 

令和４年度四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します 

１． 表彰の対象： 

（１）文化功労者 

① 学術、芸術、その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著である者 

② ①に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著である者 

③ 文化遺産の研究、調査を重ね、その保護、保存に貢献し、その功績が顕著である者 

（２）市民文化奨励賞 

① 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者 

② 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者 

③ 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者 

※ 上記（１）（２）とも、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または活動拠点が本市内にあ

る個人または団体。（１）については、概ね２０年以上の活動歴および年齢６０歳以上を経験と実績

の目安とします。 

２．候補者の推薦：表彰の対象に該当すると認められる者があるときは、該当者の所属する団体または 

関係機関の長から推薦書を提出してください。 

３．審 査 方 法：（１）、（２）とも提出書類をもとに選考委員会において審査 

４．募 集 締 切：8 月 5 日（金） 

詳しくは地区市民センター、市役所文化課に置いてある募集要項をご確認ください。 

【問い合わせ先】文化課 TEL３５４－８２３９ 

mailto:tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp、

