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固定資産税・都市計画税

第１期分

◆お世話になりました◆

納期限

かいぞう地区

検索

４月３０日（木）

◆よろしくお願いします◆

副館長 山本 修
（環境部 生活環境課 廃棄物対策室へ）

副館長 岸本 敏彦
（健康福祉部 保険年金課より）

ゴーヤの苗を育ててみどりのカーテン作りに取り組んでみませんか。温暖化防
止の講座と、ゴーヤの育て方を学びます。
受講後、ゴーヤの苗をお一人２株ずつ無料配布します。
日
時：５月８日（金）１４：００～１５：００
場
所：海蔵地区市民センター２階 中会議室
定
員：５０名 ※応募多数の場合、抽選
協
力：環境保全課
申込方法：海蔵地区市民センター窓口、又は電話申込み
ＴＥＬ３３１－３２８４

４

地域での自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、
活動に使用する物品の購入などに対して補助金を交付します。

◆補助対象経費◆
◆補 助 額◆

活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費、啓発費等
補助対象経費の９／１０（補助対象１団体につき１０万円を限度）

申請に必要な書類は、各地区市民センターにて配布します。
◆締
◆

切

日◆
◆

４月３０日（木）必着
市民協働安全課 ＴＥＬ３５４－８１７９
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対

象：生後９１日以上の犬

費

用：集合注射 1 頭につき 3,200 円
登
録 1 頭につき 3,000 円

(注射料金 2,650 円＋注射済票交付手数料 550 円)

※おつりのないようにご協力をお願いします。

持ち物：①登録のある犬・・・お知らせのはがき、注射費用
②新たに登録する犬・・・登録費用、注射費用
③市外で登録があり、転入登録する犬・・・前住地で交付された犬鑑札、注射費用
◆注意事項◆
✿首輪は外れないようにしっかりとつけ、犬を制御できる人が連れてきてください。
（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします。）
✿フン尿の始末は、連れてきた人が責任をもって行って下さい。

集合注射は、市内のどの会場でも受けられます。
日時は会場によって異なりますので、
詳しくは広報よっかいち３月下旬号をご覧ください
問合せ先：衛生指導課 ＴＥＬ３５２－０５９１ ＦＡＸ３５１－３３０４

ちいさなかがくのとも

こどものとも
◆アップリケのことり
◆まゆとかっぱ

◆ちょっとみせてくださいな
たくさんのふしぎ

かがくのとも

◆いのちのひろがり

◆ポットくんとイチゴぐみ

４月の月刊誌を購入しました。ぜひ読んでくださいね！

６ページに掲載いたしました獅子舞保存会の会長様のお名前を、竹内 正敏 様と記載
いたしましたが、正しくは 竹内 政敏 様 です。
ここに訂正させていただきますと共に、深くお詫び申し上げます。
〔海蔵地区社会福祉協議会
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広報部〕

日 程

◆時 間 １０：００～１１：００
◆対 象 おおむね６５歳以上の方
◆持ち物
など各自必要なもの
♪動きやすい服装でお越しください♪

開催場所

話の内容

4/13（月）

腰痛予防

5/11（月） 三ツ谷公会所

お口の健康

6/ 8（月） 海蔵南公会所

ウォーキング

7/13（月） 野田公会所

介護予防

9/14（月）

高齢期の食生活

10/26（月） 三ツ谷公会所
※日程によって開催場所が変わります。
※暴風雨・地震等で警報が発令された場合は 11/ 9（月） 海蔵南公会所
開催中止となります。
12/14（月） 野田公会所
※話の内容は都合により変更されることが
3/14（月）
あります。

転倒予防
認知症予防
脳卒中・心疾患

「よっかいち・はつらつ健康塾！」終了後、３０分程度の座談会を開
催します。自由参加ですので、お時間がありましたらどうぞお気軽にご
参加ください。
問合せ先：海蔵在宅介護支援センター

いきいきサロンのご案内

ＴＥＬ３３３－９８３７

開催場所：海蔵地区

第１・３ グラウンドゴルフ
第２・４ 折り紙サークル
ラジオ体操・ストレッチ
火 毎週
カラオケ
第１・３ おどり愛好会
水
第２・４ パソコン(ワード)教室
木 毎週 カラオケ
第１・３ コーヒーサロン
金 第２ 書道サークル
第４ 茶道サークル
土 毎週 グラウンドゴルフ
毎月２９日 音楽療法(唄って軽い体操とお話)
月

福祉の家（旧保育園跡の建物）

13:00～15:00
10:00～11:30
13:00～15:00

13:00～15:00

４月より新規サロン
「コーヒーサロン」
を開催します。
サロン内では、談笑・将
棋・囲碁・トランプ・百人一
首等で お楽しみください。

13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:30

いずれも参加費は無料ですが、サークルによっては材料費が必要です。
いろいろお楽しみいただけますので、多数の参加をお待ちしています。

✿各自飲料水をご持参ください✿
◆問合せ先◆
海蔵地区福祉の家

委員長

岡田
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正安徽 ＴＥＬ３３３－５７８４

「家族」と「絆」をテーマとした、全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。

◆応募資格◆
✿家族による２人以上のアンサンブル（楽器による合奏、合唱など）
家族とは、代表者の配偶者、代表者からみて祖父母・父母・兄弟・姉妹・子・孫・
おじ・おば・おい・めい・いとこ（すべてその配偶者を含む）まで
ただし、２人で出場の場合は別居のおじ・おば・おい・めい・いとこを除く
✿ジャンルは、クラシック、ポピュラーなど
✿年齢制限はありません
✿プロ奏者（職業演奏家）は１人のみ参加を可とし、家族に限ります
✿３人以上の場合は、１人に限り上記家族以外のメンバーでも参加可能

など

※その他応募資料が必要となります。

◆応募方法◆
応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を
下記実行委員会まで送付してください。
参 加 料／１グループにつき 2,000 円
応募締切／出場申込書・参加料 ７月１７日（金）必着
応募資料（審査用 DVD またはビデオテープ）７月２４日（金）必着

◆審

査◆

【予選】 ８月 ４日（火）資料による審査 （非公開）
【本選】１０月１８日（日） 公開

会場：文化会館

第１ホール

◆賞および副賞◆
文部科学大臣賞

第２位

30 万円 特別賞

（グランプリ）

第３位

20 万円 市民審査員賞 10 万円

100 万円

奨励賞 10 万円

アイデア賞

10 万円
5 万円

ユーモア賞

5 万円

アット・ホーム賞

5 万円

サルビア賞 萬古焼（土鍋）

※応募資格など、詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市
役所文化振興課、文化会館、各地区市民センター等に置いてあります。

◆申込み・問合せ先◆
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（文化振興課内）
〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５
ＴＥＬ：３５４－８２３９
ＦＡＸ：３５４－４８７３
Ｅメール：concours@city.yokkaichi.mie.jp
ＨＰ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
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