平成３１年

主催： 羽津地区まちづくり推進協議会
健康推進部会

１月２０日（№２０）

お 知 ら せ
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/

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。
申告書はご自身で記入し、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（金）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

時

３月３日（日）
９：００～（受付８：３０～）

◎

対 象◎
羽津地区在住の方

申込方法

◎

◎

＊中止の場合３/１０に延期

羽津北小学校 運動場

初心者の方でも
大丈夫です

１６ホール×２ラウンド

参加費無料

羽津地区まちづくり推進協議会
事務局にある所定の申込用紙に
ご記入のうえ、お申し込みくだ
さい。

申込締切
２月１４日（木）

≪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
ＴＥＬ ３３１－５３３３（平日１０：００～１６：００）

２階）

間

主催
羽津地区市民センター ２階ホール

２月２０日（水）・２１日（木）

９：００～１４：３０

市役所 （２階 市民税課）

３月８日（金）～１５日（金） 土・日曜日は除く

９：００～１６：００

♪

はづ子育て支援

ぴよぴよ

♪

♫ ♩♫

♫ ♬ ♪

♪♫

※市役所へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。

≪市県民税の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、添付していただいた必要書類の返送を希望される人は､返信用封筒を同封してください。

＊幼稚園・保育園に通園していない乳幼児と保護者が対象です
１月３０日（水）８：３０より受付開始
羽津地区市民センター窓口にて受付
再掲載
（電話や代理での申し込みは受付できません）
４０組 （定員になり次第締め切ります）

♪申込受付
≪税務署から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 (四日市市安島１－３－１８) です。
開設期間
２月１８日（月）～３月１５日（金） ※土、日曜日は除きます。
９：００～１７：００（１６：００までにお越しください）
※この期間は四日市税務署内には確定申告会場を設けません。
※じばさん三重へのお問い合わせは、ご遠慮ください。
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

♪定

員

♫通常の『はづ子育て支援 ぴよぴよ』 も 【さろん ｄｅ 志氐
志氐我野】にて開催いたします♫
我野】にて開催いたします♫
【 問い合わせ先 】
♪ ♫♬

◆市県民税について
◆所得税の確定申告について
四日市市役所 市民税課
四日市税務署
ＴＥＬ ３５４－８１３２
ＴＥＬ ３５２－３１４１
＊＊＊ 詳しくは『広報よっかいち』１月下旬号別冊をご覧ください ＊＊＊

羽津地区市民センター

♪

♬ ♪

♬♫

ＴＥＬ

３３１－４４６５

♫ ♪

♬ ♪♬

♫♪

♪ ♩♫

【問い合わせ先】

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の試験放送を実施します
≪日
放送機器

時≫

２月２０日（水）１１：００頃から数分程度
放送・吹鳴内容

健康ボランティア
四日市市ヘルスリーダーの会による
市内全て（屋外拡声子局 市内１１９箇所）の防災行政無線
（固定系）屋外拡声子局およびＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から
一斉に次のように放送されます。

２月５日（火） １３：３０ ～ １４：３０
かすみの里

２月１４日（木） １３：３０ ～ １５：００
羽津地区市民センター ２階ホール

「介護予防」についてのお話と軽い体操
≪問い合わせ先≫
羽津在宅介護支援センター ＴＥＬ ３３４－３３８７
★ おおむね６５歳以上の方が対象です。
★ 参加費無料・申し込み不要です。

運動とレクリエーションで楽しみながら
介護予防を目指しましょう！
≪問い合わせ先≫
健康づくり課 ＴＥＬ ３５４－８２９１

防災行政無線
（固定系）

【放送内容】
上りチャイム音(♪ピンポンパンポン
)
「これは、Jアラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン
)

★ 筆記用具・タオル・飲み物など各自必要なものを
ご用意いただき、動きやすい服装でご参加ください。

※ 地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。

回
覧

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●059-351-4004（自動電話応答機能）に電話していただくと
【問い合わせ先】 危機管理室 TEL ３５４－８１１９

放送内容が確認できます。

くるべ古代歴史館企画展

「古代の
古代の「門」」のお
」」のお知
のお知らせ
くるべ古代歴史館（久留倍官衙遺跡ガイダンス施設）では、遺跡公園における古代の「八脚門」
の復元工事にあわせて、「八脚門」を中心に古代の「門」について紹介するとともに、「八脚
門」復元工事の経過や、復元に使われた部材などを展示します。
貴重な機会でもあり、展示解説会も実施しますので、ぜひご来館ください。

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）

開催期間

はづ子育て支援 ぴよぴよ
６日

１３日

２０日

２７日

（水）

（水）

（水）

（水）

１０：００～１１：３０
志氐神社内 『さろんｄｅ志氐我野』
ＴＥＬ３２４－２２８６

５日・６日・７日・１２日・１３日・１４日・１９日・２０日

みのり保育所

開催場所
展示解説

９：３０～１４：３０
２１日・２６日・２７日

（火・水・木）

TEL３３２－２３９２

羽津保育園

７日

１４日

２１日

２８日

（木）

（木）

（木）

（木）

１月３１日（木）～４月７日（日）
９：００～１７：００
月・火曜日休館（休日の場合は翌日）
≪臨時休館日≫
２月１３日（水）・２７日（水）
３月１３日（水）・２０日（水）
くるべ古代歴史館学習展示室 企画展示コーナー
２月２日（土）・２３日（土）・３月１６日（土）
いずれも１０：００～
＊申込不要・参加費無料です。
展示模型

９：３０～１１：３０
TEL３３１－６９８７

くるべ古代歴史館
羽津文化幼稚園

２０日

四日市市大矢知町２３２３－１
ＴＥＬ ３６５－２２７７ ＦＡＸ ３６５－２２８８ メール：kurube@city.yokkaichi.mie.jp

１０：００～１１：３０
（水）

TEL３３１－３６１５

羽津幼稚園

１日

８日

１５日

２２日（金）

１０：００～１１：３０
１３：００～１４：３０
（金）

TEL３３１－４７１２

（金）

（金）

１３日
３歳児対象

１０：００～１１：３０

２月１６日(土)
（水）

『はづ子育て支援

１２：３０～１６：３０
あさけプラザ

申込不要
参加費無料

ホール

ぴよぴよ』 ってなに？
■出演団体

大正琴サークル、フラダンスサークル、ライブリーサークル、
カラオケ喜楽会、フォークダンス・コーラス同好会
■特別出演 ばんこ屋バンド、ハワイアンバンドレイマカホウ
■司
会 フリーアナウンサー
藤田倫子さん
【問い合わせ先】
＊会場（あさけプラザ）への問い合わせはご遠慮ください。
シルバー人材センター ＴＥＬ ３５４－３６７０ ＦＡＸ ３５１－４８３０

羽津地区の民生委員・児童委員が中心となって活動している子育て支援団体が
主催し、お子さんと保護者の交流の場となっています。

平成３１年度

四日市市民大学一般クラスの講座を企画運営する団体・グループの募集

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、実施運営していただく市民団体、グループを募集します。
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、
文化振興課にお問い合わせください。

1
2
3
4

採用予定日
採用予定人数
主な業務
受験資格

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

【申込締切】
２月１９日（火）必着
【問い合わせ先】 文化振興課 ＴＥＬ ３５４－８２３９

５月１日（水）
１人
諸問題を抱える女性の相談や支援ほか
昭和３４年５月２日以降に生まれた人 など
詳しくは、男女共同参画センターまたは市民生活課（市役所５階）で配布する
試験要項をご覧いただくか、市ホームページ「職員募集」をご覧ください。

＊市ホームページ
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html）

Ｅメール bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.ｊｐ
5 試験日と会場
6 応募期間
7 応募方法

図書館から離れた地域にお住まいの方にも、本に親しんでいただけるよう、
８月を除く毎月１回、「かもめ号」と「みなと号」の２台が巡回しています。
お一人につき10冊まで、次の巡回日まで借りることができます。
お一人につき10冊まで、次の巡回日まで借りることができます

２月 ６日（水）

八田二丁目 「エステート羽津」前

１４：３０～１５：００

２月１５日（金）

別名三丁目 ブルーミングハウス

１３：２０～１４：００

３月１０日（日） 四日市市男女共同参画センター（本町プラザ３階）
１月２２日（火）～２月２６日（火）【必着】
郵送又は直接、男女共同参画センター窓口へご応募ください。
（直接の場合、祝日を除く火～土曜日の８：３０～１７：１５）

【問い合わせ・申し込み先】
四日市市男女共同参画センター
〒５１０－００９３ 四日市市本町９番８号
ＴＥＬ ３５４－８３３１
ＦＡＸ ３５４－８３３９
Ｅメール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

≪文化財を火災から守ろう≫ 1月26日は、「第65回文化財防火デー」です。
２月１５日（金）

大宮町 志氐神社

１４：１０～１４：５０

２月２０日（水）

緑丘町 集会所駐車場

１４：２０～１５：００

国民的財産である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。
【問い合わせ先】 消防本部 予防保安課 ＴＥＬ３５６－２０１０

