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富洲原地区市民センター ☎365-1136 365-1137 富洲原地区団体事務局（センター１階） ☎365-1174

富洲原地区ホームページ http://tomisuhara.net/

自 動 車 文 庫
松原町八風公園 10:10～10:40

富田一色公会堂 13:40～14:10

富洲原地区市民センター 14:20～15:00

2月1日

（火）

◆市役所２階市民税課の申告相談日以前（※２/２～３/８）に

申告相談のための市民税課への来庁はご遠慮ください。

申告書は郵送などで提出してください

申し込み・参加費不要です。

市県民税の申告会場と日時

☜ 詳しくは広報1月下旬号をご覧ください ☝

四日市税務署から確定申告会場のお知らせ

から

税理士による無料税務相談を行います

【会 場】あさけプラザ

【日 時】2月1日(火)～2月3日(木)９：30～12：00、13：00～16：00（受付開始 9：00 ）

※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。

※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。

【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】市県民税について… 市民税課 ☎354-8132 FAX354-8309

ホ－ムペ－ジ http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html

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

【問合せ】所得税の確定申告について… 四日市税務署 ☎352-3141

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/

富洲原地区市民センター ２階大会議室・小会議室

2月１５日（火）・１６日（水）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 *土・日曜日は除く

※市役所へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。

新型コロナウイルス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。

・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。

・所得税の確定申告書は税務署へ提出してください。

【会 場】じばさん三重６階（安島1-3-18）

【日 時】2月16日（水）～3月15日（火）9:00～17:00 ＊土曜・日曜・祝日は除く

＊申告書の作成・送信は、国税庁ホームページからもできます。

確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です！

※「入場整理券」は、当日、会場で配付しますが、LINEアプリを使えば事前にオンラインで入手

することも可能です。

※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。

ようちえん あそびかい

【日 時】2月2日（水）1３:３0～1５:00

【対 象】おおむね６５歳以上の市民の方

【場 所】富洲原地区市民センター 2階 大会議室

【持ち物】マスク、タオル、飲み物

【問合せ】高齢福祉課 ☎ 354－8170

※感染症拡大の状況や、天候・災害などによる警報が発令された

場合には、中止・日程の変更になることがありますので、ご了承

ください。

介護予防ボランティア ヘルスリーダーの会による教室

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！

時　間会　　場 期　　日 時　間 会　　場 期　　日

2月2１日(月)

午前９時30分

～午後2時30分

常　磐 2月4日(金) 塩　浜 2月2２日(火)

下　野 2月7日(月)・8日(火) 川　島 2月2４日(木)・2５日(金)

桜 2月2日(水)・3日(木)

午前９時30分

～午後2時30分
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日　永 2月2５日(金)・２８日(月)

人権プラザ小牧
(児童館)

2月9日(水) 大矢知 ２月２８日(月)・３月１日(火)

四　郷 3月2日(水)・3日(木)
保々地区市民センター 2月１０日(木)

小山田
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2月8日(火)・9日(水) 羽　津

3月４日(金)
人権プラザ神前

(児童集会所ホール)
2月１０日(木)
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神　前 2月1４日(月) 三　重 3月７日(月)・８日(火)

橋　北

富洲原 2月1５日(火)・1６日(水) 富　田 3月９日(水)・10日(木)

水　沢 3月４日(金)

2月1５日(火) 河原田 3月８日(火)

午前9時～午後4時
海　蔵 2月1８日(金)

楠交流会館 2月1６日(水)・1７日(木) 八　郷 ３月１４日(月)・１５日(火)

地

区

市

民

セ

ン
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ー

内　部 2月1７日(木)・1８日(金) 市役所
（２階 市民税課）

3月9日(水)～15日(火)
（土・日曜日は除く）



【主なイベント日時・内容】

ほいくえん あそぼうかい
●園児と一緒に遊ぼう！

2/2・9・16 （いずれも水曜日）

【時 間】9:30〜12:00

【問合せ】富洲原保育園 ☎365-0994

日の本保育園子育て支援センター
●子育て相談お受けします！

【時 間】月～金曜日 9:30～14:30

【問合せ】日の本保育園子育て支援センター ☎365-0840

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

【時 間】10:00～11:30

【問合せ】富洲原幼稚園 ☎365-0653

（左記のいずれも）

【持ち物】着がえ、マスク（お子さんも）、帽子、

タオル、水分補給のお茶など
※新型コロナウイルス対策で変更になる場合があ

りますのでご了承ください。

※マスクの着用と手指消毒をお願いします。

2/1 まめまきをやろう！

2/8 がっきあそびをやってみよう

2/15 おひなさまをつくろう

2/22 〃 （いずれも火曜日）

近鉄富田駅東側に新駐輪場が

オープンしました！

【問合せ】道路管理課 ☎354-8154

近鉄富田駅の東側に新しい駐輪場がオープン

しました。ぜひご利用ください。

なお、駅西側のロータリー周辺の歩道は駐輪

場ではありません。空いている駐輪場をご利用

ください。

★新駐輪場★

四日市高校

入口

富田小学校

入口

入口

富田幼稚園

【募集内容】 婦人相談員 ＜会計年度任用職員（フルタイム）＞１人程度

【主な業務】 諸問題を抱える女性の相談や支援ほか

【採用予定日】 ５月１日

【勤務場所】 男女共同参画センター（本町プラザ３階）

【勤務時間等】 原則として、火曜日から土曜日（祝日を除く）の８:３０～１７：１５

【受験資格】 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）

【募集期間】 １月１８日（火）から３月４日（金）まで（当日必着）

【試験日時・会場】３月１９日（土）１０：５０～ 本町プラザ５階 第３会議室ほか

【応募方法】 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８:３０～１７：１５にお願いします。

【問合せ】 男女共同参画課 ☎ ３５４－８３３１ FAX ３５４－８３３９

婦人相談員を募集します

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。

主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、

さまざまなイベントを開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく

広場」や「赤ちゃん広場」も実施しています。

ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施

設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！

【開館時間】＜第1部＞ 9:00～11:30 ＜第2部＞12:30～14:00 ＜第3部＞15:00～17:00
各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。

◎申し込みは2/7（月）8：30～ 電話でのみ受け付け

ようちえん あそびかい

※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、電話でお問い
合わせください。

【料 金】無料

【問合せ】こども子育て交流プラザ（東新町26番32号 橋北交流会館4階）

☎330-5020 FAX 334-0606 HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

プラザをハートでかざろう 対象/小学生

てづくり広場 対象/保護者
定員/当日先着8組
持ち物/おもいでの写真
2・3枚

今回はお子さんのアルバムと表紙を作ります。
保護者同士交流しましょう。

2月15日(火) 10：00～11：00

対象/小学生

（金・祝） 雪に見立てたボールを使って雪合戦を楽しもう。 定員/当日先着16名

2月13日(日) 10：30～11：00 えほんのひろば 対象/どなたでも
定員/当日先着10組おはなしとわらべうたで、あそびましょう。

いろいろなハートのかざりを作ってプラザにかざろ
う。

15：00～16：30

2月11日 15：15～16：00 雪合戦

10：00～11：30

2月10日(木) 12：30～14：00

2月4日(金)～

初めてのＺｏｏｍ教室 初心者、大歓迎!!   

Zoom（ズーム）は、離れた場所にいる相手とスマートフォンやパソコンを介し

て会話ができる、世界中で使われているアプリです。

コロナ禍で人と会うことがためらわれる世の中ですが、自宅に居ながら密を気に

せず親しい友人や親せきと交流を深めることができます。 今回は初心者向けの講座

です。初めての方でも楽しく学べますので、この機会にぜひご参加ください。

【日 時】3/7（月）①13：30～15：00アンドロイド端末

②15：30～17：00ｉフォン端末

【場 所】富洲原地区市民センター ２階大会議室

【定 員】①、②それぞれ８名ずつ（先着順。定員になり次第締切）

【対象者】富洲原地区にお住まいで、スマートフォンをお持ちの方

【講 師】ロボネット 池内(いけうち)さん

【内 容】Zoomアプリを使ってスマートフォンで会話をしてみましょう

【参加費】無料 【持ち物】ご自身のスマートフォン、筆記用具

【申込・問合せ】 富洲原地区市民センター 365－1136

*当日は自宅での検温、

マスクを着用願います。

手指消毒にご協力くだ

さい。発熱や咳症状が

見られたら参加は自粛

願います。

*新型コロナウイルス対

策で変更になる場合が

あります。ご了承くだ

さい。


