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かいぞう地区

検索

海蔵地区市民センター１階の
かいぞう文庫は、絵本を中心に
児童書から一般書まで幅広い

海蔵地区くすの木サロン
２１日(金)

野田公会所

10：00～
13：30～
13：00～

１９日（水）阿倉川町
１９日（水）東阿倉川町１区
２０日（木）みゆきヶ丘二丁目
２６日（水）海蔵地区市民センター

ジャンルの本があります。
新しい本も続々と入っておりま
すので、ぜひお越しください🌼

10:10～10:40
10:50～11:20
13:30～14:10
10:00～10:30

ピアゴ北側駐車場
住友電装阿倉川寮
自治会管理駐車場
センター駐車場

１月１２日(日)の出初式において次の方が表彰されました。
【四日市市長感謝状】(消防団家族感謝状)

班長 服部光男さん

被表彰者 妻 まゆみさん

班長 森 伊三次さん

被表彰者 妻 章子さん

・・・・<文化財を火災から守ろう>・・・・
１月２６日は、
「第６６回文化財防火デー」です。
文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺の金堂が
炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和３０年の第１回文化財防火デー以来、毎年この日を中心に、
文化財愛護に関する意識の高揚を目的として、全国で消防訓練や点検をはじめとした文化財防火運動が行わ
れています。
昨年は４月１５日にフランスのノートルダム大聖堂で、１０月３１日に沖縄県那覇市の首里城跡で火災が
発生しました。文化財は、火災等によりいったん滅失毀損すると再び回復することができない、かけがえの

ない国民共有の財産です。
文化財を火災や震災などから守るためには、文化財の関係者、消防機関、地域の皆さんが一体となって、
火災予防の環境作りや防災体制の整備に努めることが大切です。文化財の防火・防災へ関心を高め、みんな
で文化財を守りましょう。
旧四日市市役所四郷出張所(四郷村役場)

【問合せ先】消防本部 予防保安課

※市指定有形文化財(建造物)
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１２月２６日(木)に災害防止対策への支援に対し、四日市北警察署長より感謝状が送られました。

石垣 康夫さん

(三ツ谷町)

みんな読みにきてねー☆

☆おしりたんてい あやうしたんていじむしょ

☆おしりたんてい

みはらしそうのかいじけん

☆おしりたんてい かいとうねらわれたはなよめ

☆おしりたんてい

カレーなるじけん

☆おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ

☆きりみ

☆ざんねんないきもの事典

☆続ざんねんないきもの事典

☆続々ざんねんないきもの事典

☆もっとざんねんないきもの事典

☆さくら

☆あの頃ぼくらはアホでした

☆頭のうちどころが悪かった熊の話

☆光とともに、自閉症を抱えて①～⑮

☆対 象 市内に在住する原則 60 歳以上の人で、

【定期入会説明会】

健康で働く意欲のある人

日 時

☆持ち物 筆記用具、当日入会される場合は、

2 月 12 日（水）

シルバー人材センター

次の①～④をご持参下さい

13:30～

（十七軒町）

①印鑑

2 月 26 日（水）

あさけプラザ 2 階

②年会費３，６００円

13:30～

第１小ホール

③銀行か郵便局の通帳(本人名義のもの)

3 月 11 日（水）

シルバー人材センター

④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

13:30～

（十七軒町）

シルバー人材センター

3 月 25 日（水）

あさけプラザ 2 階

ＴＥＬ ３５４－３６７０

13:30～

第１小ホール

☆

ＦＡＸ ３５１－４８３０
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場

所

今年も、市県民税、所得税の申告時期となりました。必要書類などの準備はお済みでしょうか。
申告はご自身で記入し、提出してください。
市県民税の申告期限、所得税の申告・納付期限は３月１６日(月)です。

✿市県民税の申告書（オレンジ色の封筒の人）は市役所または地区市民センターなどへ
会

場

期日（土・日・祝日は除く）

海蔵地区市民センター
２階

時

２月２１日（金）

中会議室

間

９：００～１４：３０

市役所（２階 市民税課） ３月１０日（火）～１６日（月）

９：００～１６：００

※他の会場については、
“広報よっかいち１月下旬号”をご覧ください。
※市役所へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。
申告書は郵送などで提出できます
申告書は「市民税・県民税の手引き」を参考にして正確に記入してください。作成した申告書は、郵送か地区市民
センター経由で提出することができます。提出の際は必要書類を必ず添付してください。なお、添付いただいた必要
書類の返送をご希望される人は、返信用封筒を同封してください。

◆市県民税について

問合せ先：市民税課 TEL 354-8132 FAX 354-8309

確定申告会場
会

場

開設期間（土・日・祝日は除く）

じばさん三重 ６階

時

間

９：００～１７：００

２月１７日（月）～３月１６日（月）

(１６：００までにお越しください)

【会

場】あさけプラザ 【税理士による無料税務相談を行います】

【日

付】２月４日(火)～２月６日(木)

あさけプラザ
名古屋へ

【相談時間】９：３０～１６：００(ただし１２：００～１３：００は除きます)
・受付（受付番号の交付）は、9：00 から行います

国道１号
あさけプラザ
GＳ

・申告書の作成には時間を要しますので、受付を早めに終了する場合があります
・会場ではｅ-Ｔａｘによる申告相談も行っていますので、利用者識別番号、暗証番号を

第三銀行

第三銀行

近鉄富田駅

お持ちの場合は、番号の分かる書類をご持参ください

四日市市下之宮町296-1

【相談の対象となる人】

※駐車場が狭いため公共交通機関をご利用ください

①前年分の所得金額<青色事業専従者給与および青色申告特別控除額の控除前または事業専従者控除前>が 300 万円以下の人
②消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成 29 年）の課税売上高が 3,000 万円以下で、かつ①に該当する人
なお、譲渡所得・山林所得・贈与税の申告をされる人、また相談内容が複雑な人、申告書の作成に長時間を要する人は、
税務署の確定申告会場をご利用ください。

【問合せ先】
🔶市県民税について・・・
市民税課 （TEL 354-8132
ホームページ

🔶所得税の確定申告について・・・
四日市税務署 (ＴＥＬ ３５２－３１４１)

FAX 354-8309）

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html

トップページの「市民の方へ」から「税金」→「市・県民税」をクリック
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国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

民生委員児童委員・主任児童委員の改選が行われ、次の方々が１２月１日付で厚生労働大臣の委嘱を受け
就任されました。任期は令和元年１２月１日から令和４年１１月３０日の３年間です。
よろしくお願いします。

(敬称略)
✿民生委員児童委員・主任児童委員✿

役

職

氏 名

会 長

水谷 之彦

会 計

山中 昭司

書 記

石﨑 暁美
角谷 省二
山口眞知子
上田 幸代

研究事業部

当

地

域

脇谷 悟
松岡 茂夫
西脇 康子

万古町 2･3･8～12 番
大字末永、
野田１丁目（一部を除く）
本郷町１区・2 区
みゆきヶ丘 1 丁目
西阿倉川２区
西阿倉川４区西側
東阿倉川 1 区
山手中学校の西側
阿倉川新町
万古町 1・４～７番
末永町

堀内きぬ子

野田２丁目
野田１丁目の一部

上野 尚子

海蔵地区

村田家津代

主任児童委員

担

役 職

氏 名

担

当 地

副会長

平野貴代美 西阿倉川４区東側

書 記

舘

監 査

今村 清子
中村
好
岡田しげ子
堀部美代子

域

初美 東阿倉川 2 区

石川美智子
山本真奈美
田畑 豊子
石﨑 信子

三ツ谷西区・北区
西阿倉川１区・松ヶ丘
西阿倉川３区
西阿倉川５区
東阿倉川１区
山手中学校の南東部
阿倉川町
三ツ谷東区・南区
清水町

中村 美行 みゆきヶ丘２丁目
監 査
主任児童委員

水越

貢 海蔵地区

任期満了に伴い、次の方々が退任されました。
長年にわたり地域社会福祉の増進にご尽力いただきありがとうございました。
嶋﨑

修さん(西阿倉川１区・松ヶ丘)

伊藤 眞理子さん(西阿倉川２区)

上原

まゆみさん(西阿倉川３区)

太田 文子さん(西阿倉川４区西側)

池田

和子さん(東阿倉川１区・山手中学校の西側)

進藤 允さん(阿倉川新町)

加藤

秀文さん(阿倉川町)

竹内 津代さん(万古町１・４～７番)

草深

恵子さん(末永町)

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意欲に応え、学習の機会を提供するもので、
市内に在住・在勤･在学の方々に受講していただいています。
その市民大学を企画し、運営していただく市民団体、グループを募集します
【募集の締め切りは、2 月 7 日（金）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

問合せ先 文化振興課

ＴＥＬ：３５４－８２３９
E-mail：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.ｊｐ
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