
納期のお知らせ 

市民税・県民税（普通徴収）第４期分の納付期限は２月２日（月）です。 
お忘れなく、お早めに納めて下さい。 

納税は便利で安心な口座振替でどうぞ！ 
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保々地区            2015年 1月 10日 №19 
 

保々地区市民センター 
電話 339‐0001・0663 
保々地区団体事務局 
電話 339‐3130 

 
保々地区ホームページ  ＜Let’s enjoy 保々＞ 

              http://www7.cty-net.ne.jp/~hobo-fsc/top.html 
 

高年の健康と快適な生活、人と人との温かいつながりを、地域で心楽しく用意できたらどんな 

によいかと考えたサロンです。 

冬❄湯気のむこうに♨温かく囲む食卓 
寒さが身に沁みる頃、旬の食材をふんだんに頂ける鍋を、みんなで一緒に囲みましょう!! 

（鍋をつつきながらのコミュニケーション、身も心も温まります。） 

日  時 ： 1 月２６日（月） 午前 10 時 ～ 午後 1 時 
場  所 ： 保々地区市民センター 2 階 料理室 

献  立 ： ◇飛鳥鍋（奈良の郷土料理） 

◇お刺身サラダ（万能ソース添え） 

◇しゅうまい（皮のかわりに片栗粉をまぶして） 

◇青菜のごま和え  ◇柚子つばき餅 

会  費 ： ４００円／1人 

定  員 ： １５名（年齢６５歳以上の方、男女は問いません） 

持ち物 ： エプロン・三角巾（バンダナ可）・台ふきん 1枚 

申し込み先 ： 保々地区団体事務局 ☏３３９-３１３０ 
 
 
 
 
 

主催 保々地区社会福祉協議会 ・ “桑の実”実行委員 

次回は、２月２３日（月）に 
“和楽と歌の早春コンサート ＆ 桑の実 Ｃａｆēサロン”を開催します！

「第４７回みんなの消費生活展」 
“考えよう 地球と人への思いやり” ～聞き・見て・学び すぐ行動～ 

 
 日 時 ：平成２７年１月２３日（金）～１月２５日（日）午前１０時 ～ 午後５時 
 会 場 ：近鉄百貨店 四日市店 11階 近鉄アートホール 
 内 容 【展示】 

① 環境コーナー・・電気とガス器具の上手な使い方展示ほか 
② 食コーナー・・食の安心・安全についてのパネル展示や水沢茶・牛乳の試飲ほか 
③ 防災・防犯・住コーナー・・非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など防災関連展示 

防犯活動の紹介ほか 
④ 金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示と啓発  
                          のほか、下記のとおり無料相談（予約不要）も行います。 
・行政相談員による行政相談 
※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。 
（実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要） 

【ステージイベント】 
日 時 内   容 日 時 内   容 
１/23 
（金） 

13:00 
13:30 
14:00 
 
15:00 
16:00 

お茶のお話 
消費者力クイズ 
交通事故の現状と安全対策に

ついてのお話 
寸劇（悪質商法） 
消費生活ワンポイント講座 

１/24 
（土） 
 

10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
13:00 
13:30 
14:00 
15:00 
16:00 

四日市のゴミ処理についてのお話 
災害から命を守るためのお話 
地域防犯のお話 
コーラス女声合唱 Luce 
十二単ときもの 
寸劇（悪質商法） 
くらしとお金のお話 
ファッションショー 
消費生活ワンポイント講座 

１/25 
（日） 
 

10:30 
11:00 
12:00 
13:30 
14:00 
14:30 
15:30 

お茶のお話 
計量に関する講演会等 
寸劇（悪質商法） 
くらしとお金のお話 
コーラス暁学園合唱部 
ファッションショー 
あなたの声が暮らしをかえる 
（行政相談員のお話） 

※ ステージイベントの内容は、都合により変更する
ことがあります。 

 
 

【問い合わせ】 四日市市 市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７ 
             四日市消費者協会                         ℡３５７－５０６９ 1 月 19 日(月) 

午前 10 時から 

受け付けます。 

定員になり次第

締め切ります。 

謹んで新春のお慶びを申し上げます 
本年もよろしくお願いいたします 

 
保々地区市民センター・保々地区団体事務局 職員一同 



 
 

 
子育てを地域で支えあう  四日市市ファミリー･サポート・センター 

新規援助会員講習会のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。 

10月末現在、総会員数は1,400名を超え、毎月約３00件前後の援助活動が行われています。 

子育てのお手伝いをする人(援助会員)に特別な資格は必要ありません。あなたの力を子育て支援に活か

してみませんか？受講開始から 1 年以内に全ての講座を受講すれば、援助会員として登録できます。

また、子育て、孫育て中の人も日常生活の中で役立つことが多い講習内容です。 

１講座からでも受講できます。 
 

場  所 ：四日市市勤労者・市民交流センター 東館３F 

申込方法 ：電話、FAXにて1月3１日(土)までにお申し込みください 

テキスト代：2,0５0円   そ の 他 ：保育あり（無料 先着１０名） 
 

日時 内容 

2/７(土) 
10:00～12:00 
13:00～15:00 

相互援助活動の趣旨 
子どもの病気 

2/8(日) 
10:00～12:00 
13:00～15:00 

子どもの心に寄り添う 
安全で快適な環境づくり 

2/14(土)
10:00～12:00 
13:00～15:30 

子どもの心と身体の発達 
発達障害について・ 
その子どもとの接し方 

2/15(日)
10:00～12:00 
13:00～15:30 

小児看護 
子どもの世話(あそび) 

2/21(土)
10:00～12:00 
13:00～16:00 

子どもの安全と事故・救急法 
子どもの栄養と食生活 

2/22(日) 10:00～12:00 
援助活動を円滑に進めるため
に・講習のまとめ 

【申込みē問合せ】 

四日市市ファミリー・サポート・センター
NPO法人 

体験ひろば☆こどもスペース四日市内 

TEL／FAX 323-0023 

 
 
 

 

 

市県民税の申告会場と日時 

○人権プラザ小牧（ホール） 

２月１６日(月)  ９：００～１４：３０ 

○保々地区市民センター（２階 会議室） 

２月１７日(火)  ９：００～１４：３０ 

○市役所（２階 市民税課） 土・日曜日は除きます 

３月９日(月)～１６日(月)  ９：００～１６：００ 
※市役所へお越しの際は公共交通機関で！ 

 

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。 
 
 
 

 

    

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳しくは、『広報よっかいち１月下旬号』にてお知らせいたします。】 

市県民税、所得税の申告が始まります 
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 

四日市税務署からの確定申告会場のお知らせ 

ご自宅で確定申告書の作成・提出ができます!
 
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、24 時間いつで

も確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、

贈与税の申告書などの作成ができます。申告書の提出については、

e-Tax をご利用いただくと、自宅やオフィスなどからインターネットを利用

して申告ができます。e-Tax をご利用いただくには、事前に準備が必要

です。なお、e-Tax の準備が間に合わない方は、申告書等のデータを印

刷して、郵送等で提出することもできます。また、平成 25 年分から平成

49 年分までの各年分については、所得税と併せて「復興特別所得税」の

申告及び納付をすることとされています。「確定申告書等作成コーナー」

を利用すれば、「復興特別所得税」の計算漏れがありません。 

☆近鉄四日市駅から徒歩５分
 
無料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。 

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

【開設期間・時間】 

平成 27 年 2 月 16 日(月)～ 3 月 16 日(月) （土・日曜日は除きます） 
9:00 ～ 17:00（午後4時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のでご注意ください 

※じばさん三重へのお問い合わせは、ご遠慮ください 

 

四日市市・楠町合併１０周年記念式典 
四日市市と楠町が合併して１０周年を迎えることを記念し、合併の成果であるこの１０

年を振り返るとともに、今後のまちづくりに向けての講演会を開催します。皆様、ぜひお

越しください。 
 

日  時：平成２７年２月７日（土）１３時３０分から１６時（開場１３時） 

場  所：文化会館（安島２丁目５－３）第１ホール 

入場無料・定員1,200人（先着順） 

その他：手話通訳、要約筆記、赤外線補聴システム、磁気誘導ループあり 

    託児あり（無料。１歳～未就学児。 

２月２日までに政策推進課まで申込が必要です） 
 
第１部 記念式典 

第２部 記念講演会  講師：森末
もりすえ

 慎
しん

二
じ

さん 

「あくなき挑戦 ～未来に向けてのまちづくり～」 

ロサンゼルスオリンピックの体操競技金メダリストである森末さんの、競技

人生におけるさまざまな経験を通じて得た人生観をお話しいただきます。 
 

お問い合わせ：四日市市 政策推進課 ℡３５４－８１１２ Fax３５４－３９７４ 

  E-mail：seisakusuishin@city.yokkaichi.mie.jp 


