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検索

海蔵地区市民センター職員 一同

今年も市県民税、所得税の申告時期となりました。もう準備はお済みでしょうか。
申告書は自分で書いて、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１５日（月）です。
✿市県民税の申告書（オレンジの封筒）の人は市役所または地区市民センターなどへ
会

場

海蔵地区市民センター２階 中会議室
市役所２階 市民税課

期日（土・日曜日は除く）

時

２月１９日（金）

間

午前９：３０～午後２：３０

３月９日（火）～３月１５日（月）
（土・日は除きます）

午前９：００～午後４：００

※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。
「新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止についてのお願い」
・可能な限り申告会場への来場を避け、市民税・県民税申告書は郵送などで市役所へ
提出してください。
・所得税の確定申告書は税務署へ提出してください。
「税務署からの確定申告会場のお知らせ」
四日市税務署の確定申告会場は、じばさん三重６階(安島１－３－１８)です。
開設期間 ２月１６日（火）～３月１５日（月） ９：００～１７：００
※土曜・日曜・祝日は除きます。
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、確定申告会場の混雑緩和のため、
入場整理券を活用して会場内へご案内することを予定しています。
確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
【問合せ先】
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市民税課 ＴＥＬ ３５４－８１３２

令和 2 年度自治会等地縁による団体功労者総務大臣表彰(令和 2 年 11 月 30 日表彰)を
海蔵地区連合自治会長 水谷重信さん が受けられ、その伝達式が、12 月 17 日（木）に、
四日市市役所でありました。
水谷さんは、平成 5 年から西阿倉川二区自治会長を務め、平成 16 年から
海蔵地区連合自治会長、平成 29 年からは四日市市自治会連合会長に就任、
現在、三重県自治会連合会副会長と 4 つの要職を兼任されており、
このたび、県・市での地域的な共同活動を通じて、
良好な地域社会の維持及び形成に顕著な功績があった方として、
総務大臣より表彰がありました。

ありがとうございました
海蔵地区連合若生会から下記の施設に、手作り雑巾をご寄附いただきました。
大切に使わせていただきます。
★海蔵保育園 ★海蔵幼稚園 ★海蔵小学校 ★大谷台小学校
★山手中学校 ★海蔵在宅介護支援センター ★海蔵地区市民センター

博物館では令和３年１月２日（土）から２月２８日
（日）まで、市制１２３周年記念 企画展「昭和のく
らし 昭和の風景」を開催中です。
令和の時代となり、昭和の時代がまた一歩遠くなり
ました。私たちのくらしを大きく変え、現代に通じる
多くのものを残した昭和という時代。くらしの道具を
視点にしながら、昭和の四日市の発展を振り返ります。
昭和の道具を見直すことで「心の豊かさやくらしの
便利さとは何か」を問い直し、
「いまのくらし」を見つ
めなおしてみませんか。

展示風景（イメージ）

★会
期
★開館時間
★休 館 日

令和 3 年 1 月 2 日（土）～2 月 28 日（日）
9：30～17：00（展覧会の入場は 16:30 まで）
月曜日（祝休日の場合は翌平日）

★観 覧 料
★会
場
★問合せ先

一般 400 円、高・大生 300 円 中学生以下無料
そらんぽ四日市（四日市市立博物館） 4 階 特別展示室
四日市市立博物館・プラネタリウム
〒510-0075 安島一丁目 3 番 16 号 ＴＥＬ 355-2700（代）
メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp
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時： 令和３年２月２１日（日）
８：３０～ 受付
９：００～ 開会式（市民テニポン大会合同開会式）
会
場： 総合体育館アリーナ（日永１丁目３－２１）
参加資格： 四日市市在住・在勤・在学の方で、地区または中学校区で編成された小学生以上の
日

チームとし、参加は何チームでもよい。
※但し１チームにつき２名まで、校区外の登録可
※スポーツ推進委員も参加可
◎一般の部
〇ミックス（中学生以上）
〇女
子（中学生以上）
◎シニアの部

〇ミックス（５０歳以上）
〇女
子（５０歳以上）

◎ファミリーの部
申込方法： 令和３年２月５日（金）１７：００までに、各地区スポーツ推進委員を通じて
スポーツ・国体推進部スポーツ課へ申し込んでください。
問合せ先： 海蔵地区スポーツ推進委員（野﨑 衛 ＴＥＬ ０８０－３６３３－７８９０）
四日市市スポーツ・国体推進部スポーツ課 ＴＥＬ ３５４－８４２９
主催：四日市市 主管：四日市市スポーツ推進委員協議会

日

時： 令和３年２月２１日（日）

８：３０～ 受付
９：００～ 開会式（市民ソフトバレーボール大会合同開会式）
会
場： 総合体育館アリーナ（日永１丁目３－２１）
参加資格： （１）一般の部（男子・ミックス・女性）※小学生以上
（２）シニアの部（６０歳以上男女問わず）
〇四日市市在住・在勤・在学の方
〇ぺアで申し込む
〇スポーツ推進委員も参加可
申込方法： 令和３年２月５日（金）１７：００までに、各地区スポーツ推進委員を通じて
スポーツ・国体推進部スポーツ課へ申し込んでください。
問合せ先： 海蔵地区スポーツ推進委員（野﨑 衛 ＴＥＬ ０８０－３６３３－７８９０）
四日市市スポーツ・国体推進部スポーツ課 ＴＥＬ ３５４－８４２９
主催：四日市市 主管：四日市市スポーツ推進委員協議会
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かいぞう文庫に新しい本が入りました
✿パンどろぼう
✿ちいさな たまねぎさん
✿きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん
✿いちばん しあわせな おくりもの
✿ふゆのはな さいた
✿とんでもない
✿３びきの かわいい オオカミ

✿ほねほねザウルス
ティラノ・ベビーのオニたいじ！？
✿ほねほねザウルス
いどめ！さいごのほねほね七ふしぎ
✿ほねほねザウルス
大けっせん！ガルーダ vs ヒドラ 後編
✿かいけつゾロリ スターたんじょう

✿おおにしせんせい
✿ねこは るすばん
✿アンパンマンのクリスマス・イブ
✿アンパンマンのクリスマス
✿はたらく くるまたちの クリスマス
✿ゆきのよるに
✿ぴょーん
✿いいこでねんね できるかな
✿はみがき あそび

✿かいけつゾロリ カレー vs.ちょうのうりょく
✿かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！
✿ふしぎ駄菓子屋 銭天堂２
✿ふしぎ駄菓子屋 銭天堂３
✿ふしぎ駄菓子屋 銭天堂４

✿ぎゅうって だいすき
✿そらまめくん こんにちは
✿そらまめくんのおやすみなさい
✿そらまめくんとおまめのなかま
✿ポッポー きかんしゃ
✿ふみきりくん
✿ほげちゃんとおともだち
✿やねうらべやのおばけ

✿学習まんが ポケモンをつくった男 田尻 智
✿関ヶ原の戦いへ タイムワープ
✿大坂城へ タイムワープ

■日
■日

時
時

■場
■場
■内
■内

所
所
容
容

■観 覧
覧料
料
■観
■申し込み
■申し込み
■問合せ先
■問合せ先

✿３分で読める 偉人のおはなし
✿学習まんが 渋沢栄一

舞台は四日市市、
四日市高校に実在した

✿犬がいた季節
犬がモデル！
✿手紙
✿新型コロナ時代のランニング

令和３年１月２９日（金）から１月３１日（日）
９：００～１７：００（初日は１２：００～、最終日は～１６：００）
文化会館 第３展示室
市内には国登録、選択保存と指定文化財（国・県・市指定）あわせて 155 件
の貴重な文化財が所在しています。その中でも代表的な文化財として、ユネス
コ無形文化遺産の鳥出神社の鯨船行事、国指定史跡の久留倍官衙遺跡、国指定
天然記念物の御池沼沢植物群落、市指定建造物の旧四日市市役所四郷出張所（四
郷村役場）について、展示物やパネル等で紹介し、魅力にせまります。
無料
不要
教育委員会 社会教育・文化財課
ＴＥＬ：３５４-８２３８、E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
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