2021 年 1 月 5 日号

◇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。
《申告会場と日時》

おしらせ さくらは、『さくらコム』の市民センターのページでもご覧いただけます。

※車で桜地区市民センターへお越しの方は、南側駐車場をご利用ください。
・四日市市役所（２階 市民税課）
３月９日（火）～１５日（月）９：００～１６：００

謹んで新春のお慶びを申し上げます
本年もどうぞ よろしくお願いいたします
桜地区市民センター・桜地区地域団体事務室

・桜地区市民センター ２月３日（水）・４日（木） ９：３０～１４：３０
※土・日曜日は除きます

●市県民税の申告についての問合せ先 四日市市役所市民税課（３５４－８１３２）

四日市税務署からの確定申告会場のお知らせ

職員一同

《四日市税務署の確定申告会場》じばさん三重 ６階（四日市市安島１丁目３－１８）
《開設期間》２月１６日（火）～３月１５日（月）

※土曜・日曜・祝日は除きます

９：００～１７：００

各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。

桜地区からは『琴伝流 琴桜会』の皆さんが１３：２５頃からの出演予定です。
※時間は変更になる可能性があります。
◇四日市市と中国天津市との友好都市提携 40 周年を迎えた記念に、天津市の
伝統芸能の映像を放映する予定です。
☆日
時
☆会
場
☆問合せ先

1 月１６日（土）１３：００～１６：００
四日市市文化会館 第 2 ホール
四日市市役所 文化振興課 ３５４-８２３９

●所得税の確定申告についての問合せ先 四日市税務署（３５２－３１４１）
※上記期間内は、四日市税務署内では確定申告会場を設けませんのでご注意ください。
※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。
※詳しくは『広報よっかいち１月下旬号』をご覧ください。

入場料 無料
（入退場自由）

さくら人権大会中止のお知らせ
2 月 6 日（土）に開催を予定していました、さくら人権大会は、コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止となりました。
桜地区人権・同和教育推進協議会

※来場時の検温、マスクの着用や、手指消毒などの感染対策にご協力ください。

令和３年消防出初式中止のお知らせ
１月１０日（日）四日市市総合体育館で開催を予定していました、
令和３年四日市市消防出初式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
中止となりました。
☆問合せ先 四日市市消防本部 消防救急課 ３５６－２００４

回
覧

人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けたボランテイアの方々で、皆さんのために
日々、人権啓発活動や、人権相談などに取り組んでいます。本市には 18 人の委員がおり、
川島・桜地区から、
やまなか

裏面も
ご覧く
ださい

たかひで

山中 孝英 さん が新しい委員に任命されました。
（任期は令和 3 年 1 月 1 日から 3 年間）
◆人権についてお困りやお悩みの際は、法務局の人権相談をご利用ください。
みんなの人権 110 番 ０５７０－００３－１１０
つるおか

こういち

◇鶴岡 弘市 さんは、任期満了で退任されます。
お世話になりました。ありがとうございました。
四日市市役所 人権・同和政策課

３５４－８２９３

☆参加費
１００円
（中学生以下無料）

野鳥の観察を楽しみましょう！
～矢合川でバードウォッチング～

☆日
時 １月 31 日（日）９：３０～１２：００【受付９：００～】
☆定員 20 名
☆集合場所 桜地区市民センター 玄関前
※雨天中止
小学生は
☆観察場所 四日市西高校北 ～ 桜地区市民センター南の矢合川沿い
保護者同伴
☆
カワセミ、ジョウビタキ、メジロ、アオサギ、カルガモなど
☆観察指導 三重県環境学習センター 環境学習推進員 木村京子さんと日本野鳥の会 会員
☆双 眼 鏡 観察に必要な双眼鏡をお持ちの方はご持参ください。（無償で貸出しもあります）
☆申込期限 １月 25 日（月）定員になり次第、締め切ります。
☆問合せ・申込先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内）３２６－２８８８
月～金曜日（祝日除く）１０：００～１６：００
☆主 催 桜地区社会福祉協議会 文化部

～おともだちを作りに来ませんか～
～おともだちを作りに来ませんか～

さくらんぼクラブ、おも
ちゃのチャチャチャは、状況
に応じて変更になることが
あります。変更の場合はブロ
グなどでお知らせします。

３日（水） ・助産師相談 １０：００～１０：４５受付終了
２４日（水） ・おもちゃのチャチャチャ １０：００～
テーマ 飛び出すへびさん作り
講 師 おもちゃドクターズ
定 員 ５組限定（完全予約制）
※２月のさくらんぼクラブは、ほがらか絵本畑さんによる読みあそびを予定
していましたが新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
年末年始休館日……１２月３０日（水）～１月１１日（月）

新型コロナウイルス感染症予防のため、参加される方はマスクを着用し、当日体温を測っていただき、
発熱のある方、体調が悪い方は参加を控えていただきますようお願いします。
検温結果をおたずねします。ご協力をお願いします。恒例のぜんざいの振舞いは中止します。

◇申込み不要
◇参加費無料
◇日 時
◇場 所
◇対 象
◇問合せ

◇持ち物
タオル・飲み物
１月２２日（金） １３：３０～１４：３０（約１時間程度）
桜地区市民センター ２階 中会議室
おおむね 65 歳以上の市民の方
※運動しやすい服装でお越しください。
四日市市役所 高齢福祉課 ３５４－８１７０

※参加される方は、マスクの着用や、水分補給をお願いします。
※発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染リスクを心配される方は
参加を控えていただくようお願いします。

ステキ健康サポーター養成講座のお知らせ
健康づくりのために生活習慣病予防の運動や食事について学び、緑あふれる身近な公園で
仲間と楽しく活動しませんか？
◆ 対

【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】
月～金曜日 現在は９：００～１１：００、１２：００～１４：００（受付１３：００まで）
<土・日・祝日・医院休診日は閉所>
行事の予約は 1 か月前から受付します。行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更などは、
桜花台こどもクリニックホームページのブログでもお知らせしています。
≪問合せ先・予約先≫ 桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ ３７３－６６３９

【一般書】◇ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人
◇滅びの前のシャングリラ
◇湖の女たち
◇きのうのオレンジ
◇とわの庭
【児童書】◇おしりたんてい おしりたんていの こい⁉
◇パパぺんぎんとたまご
☆貸出期間の延長は、１回のみ、事務室にて受け付けます。※新刊の延長はできません
☆貸出期間・・・１ケ月（新刊は２週間） ☆貸出冊数・・・１人３冊まで

参加費
無料

象

市内在住の 20 歳以上～75 歳未満の人
[受講後、ステキ健康サポーター（健康ボランティア）としてボランティア活動ができる人]
◆ 定 員 30 人（申込み多数の場合は抽選。参加の可否は全員にご連絡します）
◆ 日 時 令和 3 年 2 月 12 日・19 日・26 日、3 月 5 日・12 日
（毎週金曜日 9:30～11:45）
◆ 場 所 ヘルスプラザ 軽運動室 (四日市市塩浜町１番地１１)
◆ 内 容 生活習慣病予防に関する講義や運動実習と、運動を人に伝えるコツを学びます。
◆ 申込み ①教室名 ②名前（ふりがな） ③年齢 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号
⑥公園ステキの会（ステキ健康サポーター主催）に参加したことがある人は公園名を明記し、
1 月 27 日（水）
（必着）までにはがきかファクス、電話または健康づくり課窓口へお申込
みください。
※災害・感染症等により、内容の変更や教室を中止する場合があります。
◆問合せ先 四日市市役所 健康づくり課 〒510-8601 諏訪町 1-5
354-8291
FAX 353-6385

1月
自動車
文庫

２７日（水） 桜花台コミュニティセンター

１０：１０～１１：１０

２８日（木） 智積公会所第二駐車場

１０：１０～１０：５０

桜ヶ丘公園

１１：００～１１：３０

桜台二丁目３号公園

１３：３０～１４：１０

桜台一丁目１号公園

１４：２０～１５：１０

市民税・県民税（第４期）の納期限は

２月１日（月）です。
市税などの納付は、便利で安心な口座振替をご利用ください。

