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橋北地区市民センター ２月１７日（水） ９：３０～１４：３０

市役所２階 市民税課 ３月 ９日（火）～１５日（月） ９：００～１６：００
土・日曜日は除く

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、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。

＊所得税の確定申告は税務署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。

じばさん三重 ６階 ２月１６日（火）～３月１５日（月） ９：００～１７：００
（安島１丁目３－１８） 土曜・日曜・祝日は除く
＊この期間は、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。

≪市県民税等の申告≫

≪所得税の確定申告≫

〈お問合せ〉 四日市税務署 ＴＥＬ：３５２－３１４１

２月の行事予定

２月１２日（金） 楽々！元気の会 １０：００～１１：００
１７日（水） 市県民税申告受付
２６日（金） ヨガ講座〈橋北交流会館 １階 地域活動室〉 １０：００～１１：００

自動車文庫 橋北地区市民センター １０：００～１０：４０
滝川公園 １０：５０～１１：２０

〈お問合せ〉 四日市市役所 市民税課 ＴＥＬ：３５４－８１３２

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（月）です。

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



四日市市立博物館 企画展「昭和のくらし 昭和の風景」
博物館では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。

会 期：１月２日（土）～２月２８日（日）
開館時間：９：３０～１７：００（展覧会の入場は１６：３０まで）
休 館 日：月曜日（祝休日の場合は翌平日）
観 覧 料：一般４００円、高・大生３００円、中学生以下無料
会 場：そらんぽ四日市（四日市市立博物館） ４階 特別展示室

〈お問合せ〉 四日市市立博物館・プラネタリウム
〒５１０－００７５ 四日市市安島一丁目３番１６号
ＴＥＬ：３５５－２７００（代）
Ｅメール：hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

展示風景（イメージ）
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困ったら 一人で悩まず 行政相談
役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありませんか？
そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務に対する

困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じて、関係行政機関
にあっせんを行います。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、行政の制度・運営の改善に
生かす制度です。
毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、２月は橋北

地区市民センターで実施します。
年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。

日 時：２月１６日（火） １３：００～１６：００
場 所：橋北地区市民センター 会議室

※橋北地区以外の方のご相談にも応じます。

「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な相談
相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。

〈お問合せ〉市民生活課 市民・消費生活相談室
ＴＥＬ：３５４－８１４７

四日市市議会 議会報告会 動画配信のお知らせ
１２月定例月議会の議会報告会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、会場で

の開催に代えて、YouTube（ユーチューブ）による動画配信を、１月６日（水）から市議会ホーム
ページにて行っています。ぜひご視聴ください。
※「四日市市議会 議会報告会」と検索してください。
※ＤＶＤの貸出も行っています。ご希望の方は、議会事務局までご連絡ください。

〈お問合せ〉 四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ：３５４－８３４０



＜文化財を火災から守ろう＞
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年の第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。
昨年度に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。

顕正寺 山門（西日野町）
市指定有形文化財（建造物）

〈お問合せ〉 消防本部 予防保安課
ＴＥＬ：３５６－２０１０
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新しい本が入ります！ 橋北地区市民センター １階 事務室

一般書

犬がいた季節 伊吹 有喜（いぶき ゆき）

罪の声 塩田 武士（しおた たけし）

マスカレード・ナイト 東野 圭吾（ひがしの けいご）

おもかげ 浅田 次郎（あさだ じろう）

猫を棄てる 村上 春樹（むらかみ はるき）

暗幕のゲルニカ 原田 マハ（はらだ まは）

はらぺこ万歳！おかわり夫婦ごはん＆親子ごはん たかぎ なおこ

息子のトリセツ 黒川 伊保子（くろかわ いほこ）

娘のトリセツ 黒川 伊保子（くろかわ いほこ）

カエルの楽園２０２０ 百田 直樹（ひゃくた なおき）

エンド・オブ・ライフ 佐々 涼子（ささ りょうこ）

デス・ゾーン 栗木史多のエベレスト劇場 河野 啓（こうの さとし）

悪魔のレシピ リュウジ（りゅうじ）

子育てで困ったらこれやってみ！ てぃ先生（てぃせんせい）

児童書

バナナじけん 高畠 那生（たかばたけ なお）

パンどろぼう 柴田 ケイコ（しばた けいこ）

おならしたのだあれ 加納 徳博（かのう とくひろ）

1月２６日（火）より
貸し出しを始めます！

日本人にされそうになったアイヌと、ロシア人にされそうになったポーランド人。
日露戦争や世界大戦の狭間で、文明を押し付けられ、それによってアイデンティティを揺るがされた

経験を持つ二人が、樺太で出会い、自らが守り継ぎたいものの正体、熱に辿り着きます。
金田一京助が纏めたノンフィクションに基づいたフィクションとして描かれ、この時代に生きるアイ

ヌの人々が激動の時代を生きていたのが伝わってくる圧巻の作品でした。
直木賞を取るべくして取った作品です。ぜひご一読を。

センターおすすめ図書 熱源 （川越 宗一）
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四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

【主なイベント日時・内容】

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。
開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お電話にてお問合せください。

所在地：東新町２６番３２号 橋北交流会館 ４階
ＴＥＬ： ３３０－５０２０ FAX ：３３４－０６０６
ＨＰ： http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

料金 無料

2月 8日
（月）

2月22日
（月）

10：00～11：00

すくすく広場
手遊び、絵本の読み聞かせ、季節に合った制作
活動を予定しています。

対象/未就学児
定員/当日先着２０組

2月14日
（日）

12：45～13：30

愛のスマッシュ大会
テーブルテニスで♥をねらいうち！！動きやす
い服装で来てね。（参加賞付き）

対象/小学生～中学生
定員/当日先着２０名
持ち物/動きやすい服装

2月21日
（日）

10：00～11：30

12：30～14：00

よかパパフェスティバル
四日市で子育て中のパパとお子さん、ママも、
おじいちゃんも、おばあちゃんも家族みんなで
楽しもう！詳細はメインチラシをご覧ください。

対象/小学生以下とその家族

2月23日
（火・祝）

10：00～11：00

12：45～13：45

15：30～16：30

マシュマロチャレンジ
パスタ・テープ・ひも・マシュマロの４つの材
料だけでタワーを作るよ。４人１チームで世界
記録の９９cmを目指そう！

対象/小学生以上
定員/各回当日先着１６名

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

実施日時：２月１７日（水）１１：００～

※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。

●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●３５１－４００４（自動電話応答機能）にＴＥＬしていただくと
放送内容が確認できます。

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。

〈お問合せ〉危機管理室 ＴＥＬ：３５４－８１１９

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：２月７日（日） ９：００～１２：００ ※小雨実施
場 所：天然記念物 御池沼沢植物群落西部指定地（西坂部町）
内 容：除草および集草
持ち物等：作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・防寒着・あれば草刈機
申し込み：２月１日までに、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、８：３０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。

〈お問合せ〉四日市市教育員会 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（６月頃）


