回 覧
第 ２０ 号
令和４年１月２０日
海蔵地区市民センター
ＴＥＬ ３３１－３２８４
ＦＡＸ ３３０－０２２２

かいぞう地区

検索

１１日（金・祝） 社会福祉協議会 福祉部 研修映画鑑賞会 13：30～
２６日（土）
海蔵地区を歩こう会
（海蔵地区内）
9：00～
＜雨天の場合、翌日の２７日（日）に順延＞
海蔵地区くすの木サロン 10：00～
１８日(金) 野田公会所

開催中止です。

１０日（木）阿倉川町
１０日（木）東阿倉川町１区
１６日（水）みゆきヶ丘二丁目
２４日（木）海蔵地区市民センター

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

各戸配布の、申し込み用紙を２月１８日(金)までに団体事務局へ
主催
共催

海蔵地区社会福祉協議会健康推進部
海蔵地区まちづくり協議会広報部
海蔵地区事業企画委員会
＊コース近隣にお住まいの方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

野田公会所にて、毎月第３金曜日に行われている「地域でお達者クラブ」は、
１月１８日からの再開を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症への
感染拡大防止の観点から、再開を延期します。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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令和３年１２月２０日（月）、小学生の見守りを通じた防犯活動についての
感謝状が四日市北警察署より、海蔵セフティネット協議会に贈られました。

登下校時、あいさつ運動や交通安全指導をしてくださる方
下校時、電動自転車で通学路の見回りをしてくださる方
犬の散歩の時、ワッペン（会員証）をつけて見守ってくださる方 を募集しています！！
安心・安全な町海蔵を、皆様の力をお借りして築いていきたいと思っております。
ぜひとも、活動へのご協力よろしくお願いいたします！！
問合せ先 海蔵地区市民センター 地域マネージャー 平野 ＴＥＬ ３３１－３２８４

はもりあカレッジ２０２１
「働く女性のカラダプログラム～心とカラダのバランスを整えましょう～」
女性のカラダは、ホルモンのバランスによって体調の変化が大きいと言われています。
ライフステージに応じた心身の変化について学び、心とカラダのバランスを整えましょう。
２回連続講座です。
☆第１回「働く女性のライフステージとホルモンバランス」
２月５日(土）
１０：００～１１：３０
場所：本町プラザ２階第１会議室
講師：一般社団法人女性労働協会認定講師 片岡 実佐子さん
☆第２回「女性のためのカラダメンテナンス～骨盤を整えるヨガ～」
２月１９日(土) １０：００～１１：３０
場所：本町プラザ２階和室
講師：健康体操指導士、ヨガインストラクター 伊藤 爾己枝さん
※持ち物：飲み物、ヨガマットまたはバスタオル
対 象：市内在住、または通勤・通学する２０代から５０代の働く女性、働きたい女性
定 員：１５人(先着順)
参加費：無料
託 児：有り（６ヵ月～小学３年生程度）無料
託児をご希望の場合は、１月２８日までにお申し込みください
申込み：電話・ＦＡＸ・Ｅメールで「はもりあ四日市」まで
※ご不明な点がございましたら「はもりあ四日市」までお気軽にお問い合わせください
ＴＥＬ ３５４－８３３１

ＦＡＸ ３５４－８３３９

Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
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『スマホは持っているけど、インターネットはほとんどしたことがない』、『ワクチン接種
の予約は Web でできるというけれど、どうやったらいいのか分からない』という方のために、
コロナワクチン集団接種の Web 予約のサポート講座を開催します。
日時 ２月９日（水）各回６名 合計３０名
①13:30～、②14:00～、③14:30～、④15:00～、⑤15:30～
場所 海蔵地区市民センター

２階

中会議室

対象 ３回目接種用の接種券付き予診票が届いた方で、市の集団接種の予約
を Web で行いたい方
予約 海蔵地区市民センター

ＴＥＬ ３３１―３２８４

★高齢者へのサポートをお考えの地域（近所）の方の見学も可能です。
見学希望の方は、事前にご連絡ください。
持ち物：スマホ（又はタブレット）、ご自身の接種券付予診票、
身分証（免許証や健康保険証など）、
筆記用具（パスワードを控えておくため）
＊ご注意
この講座は予約の仕方を説明し、予約画面への入力を講師がサポートする講座のため、
予約入力はご本人に操作していただきます。
また、この受講が、希望の日時の予約を確約するものではありません。
＊市の集団接種では、武田/モデルナ製ワクチンの使用を予定しています。

感染症対策へのご協力をお願いします

マスクの着用

咳エチケット

手指のアルコール消毒

ソーシャルディスタンスの確保

定 期的な 換 気

飛沫防止シートの設置
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など

■募集内容
■募集人員
■主な業務
■採用予定日
■勤務場所
■勤務時間等
■受験資格
■募集期間
■試験日・会場
■応募方法

■問合せ先

婦人相談員 ＜会計年度任用職員（フルタイム）＞
１人程度
諸問題を抱える女性の相談や支援ほか
令和４年５月１日
四日市市男女共同参画センター（本町プラザ３階）
原則として、火曜日から土曜日（祝日を除く）の８時３０分から１７時１５分まで

昭和３７年５月２日以降生まれなど （詳しくは、募集要項をご覧ください）
令和４年１月１８日（火）から３月４日（金）まで（当日必着）
令和４年３月１９日（土）１０時５０分から 本町プラザ５階 第３会議室ほか
男女共同参画センターまたは市民生活課（市役所５階）にある募集要項の所
定の用紙に必要書類を添え、男女共同参画センターへ郵送または直接お持ち
ください。持参の場合は、火曜日から土曜日（祝日を除く）の８時３０分か
ら１７時１５分までにお願いします。
男女共同参画課 ＴＥＬ ３５４－８３３１ ＦＡＸ ３５４－８３３９

【会

場】あさけプラザ（下之宮町２９６－１）
※駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
【日
付】２月１日（火）～２月３日（木）
【相談時間】９：３０～１６：００（ただし１２：００～１３：００は除きます）
受付開始 ９：００
※会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
「入場整理券」は会場で当日配付します。（オンラインでの事前発行はありません。）
なお、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いする
こともありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【相談の対象となる人】
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（令和元年分）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】四日市税務署
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ＴＥＬ ３５２－３１４１

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１５日(火)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

中会議室

時

２月１８日（金）

間

９：３０～１４：３０

市役所（２階 市民税課） ３月９日（水）～１５日（火）

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。

・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。
・申告会場では入場制限をする場合があります。入場制限を実施した
場合、受付番号札をお取りいただいたうえで、お待ちいただくこと
がありますので、ご了承ください。
なお、当日の受付の順番につきましては、会場外に現在の受付番号を
掲示いたしますので、そちらをご確認ください。
・所得税の確定申告書は税務署へ提出してください。

四日市税務署の確定申告会場は、じばさん三重６階(四日市市安島１－３－１８)です。

会
じばさん三重

場

開設期間(土・日・祝日は除く)
６階

２月１６日(水)～３月１５日(火)

時

間

９：００～１７：００

※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】
🔶市県民税について・・・

🔶所得税の確定申告について・・・

FAX 354-8309）

四日市税務署 (ＴＥＬ ３５２－３１４１)

ホームページ http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/

市民税課（TEL 354-8132

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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毎年 1 月 26 日は、「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を受け、昭和 30 年を第 1 回文化
財防火デーとし、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。
近年ではフランスのノートルダム大聖堂や沖縄県那覇市の首里城跡で火災が発生
しています。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、火災予防の環境づくりや防災体制の整備に努めることが大
切です。
文化財に対する防火・防災へ関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。
【問合せ先】

消防本部 予防保安課

ＴＥＬ ３５６－２０１０

おいけしょうたく

御池沼沢植物群落で
草刈ボランティアをしませんか
日
時
場
所
内
容
持ち物等
申し込み

２月６日（日） ９：００～１２：００ ※小雨実施
天然記念物 御池沼沢植物群落に西部指定地（西坂部町）
除草および集草
作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機
２月２日（水）までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、
電話かＥメールで、社会教育・文化財課までお知らせください。
自家用車をご利用の方は、８時３０分までに文化財整理作業所（寺方町字北浦
１５０６、四日市中央工業高校南側）にお越しください。

問合せ先

四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
ＴＥＬ ３５４－８２３８
Ｅメール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

ノハナショウブ（５月頃）
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