
 

 

 

 

                                

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 １月１３日（日）四日市ドームにて消防出初式が開催され、

富洲原消防分団から下記の方々が表彰及び感謝状を授与され

ました。また、式典後のはしご登りでは、宮田広和さんが木

遣りを、

演技が披露されました。

 

 

 

 

三重県消防協会表彰

     

     

     

四日市市長感謝状

         

     

     

                                

 

 

 

１月１３日（日）四日市ドームにて消防出初式が開催され、

富洲原消防分団から下記の方々が表彰及び感謝状を授与され

ました。また、式典後のはしご登りでは、宮田広和さんが木

遣りを、森島覚さんと伊藤正樹さんが鳶口を担当し、見事な

演技が披露されました。
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ヘルプマン！！取材記

【著者】くさか

【寄贈者】特定非営利活動法人
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富洲原消防分団から下記の方々が表彰及び感謝状を授与され
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富洲原消防分団から下記の方々が表彰及び感謝状を授与され
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平成

四日市税務署からの四日市税務署からの四日市税務署からの四日市税務署からの

    

・会場の混雑状況に

・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。

 

☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆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

用封筒を同封してください。

問 合

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

税理士による無料税務相談を行います。

あさけプラザ

        

【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

３００万以下の人

② 消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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。

平成３１年１月

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター

問合せ 所得税の

四日市税務署からの四日市税務署からの四日市税務署からの四日市税務署からの

会場の混雑状況に

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。

☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆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

用封筒を同封してください。

合 せ 市県民税について・・・

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

税理士による無料税務相談を行います。

あさけプラザ 2/1

        ※相談時間は

【相談の対象となる人】

前年分の所得金額（青色事業専従者給与および

３００万以下の人

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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。

月２０日号

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター

所得税の確定申告について・・・四日市税務署

四日市税務署からの四日市税務署からの四日市税務署からの四日市税務署からの    確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ

会場の混雑状況により、受付を早めに終了する場合があります。

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。

☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆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

用封筒を同封してください。

市県民税について・・・

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

税理士による無料税務相談を行います。

2/1（金）・

※相談時間は 9:30

【相談の対象となる人】 

前年分の所得金額（青色事業専従者給与および

３００万以下の人 

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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。

日号 

富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター富洲原地区市民センター        ☎☎☎☎３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

確定申告について・・・四日市税務署

確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ

より、受付を早めに終了する場合があります。

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。

☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆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

用封筒を同封してください。 

市県民税について・・・

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

税理士による無料税務相談を行います。

（金）・ 2/5（火）・

9:30～16:00

前年分の所得金額（青色事業専従者給与および

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６

確定申告について・・・四日市税務署

確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ

より、受付を早めに終了する場合があります。

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。

☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆申告書は郵送などで提出できます☆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

していただいた必要書類の返送をご希望される人は､返信

市県民税について・・・ 市民税課

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

税理士による無料税務相談を行います。 

（火）・ 2/6

16:00（ただし、

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

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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。

 

３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６３６５－１１３６        ３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

確定申告について・・・四日市税務署

確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ確定申告会場のお知らせ    

より、受付を早めに終了する場合があります。

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。

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

いただいた必要書類の返送をご希望される人は､返信

市民税課 ☎354

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

2/6（水）・ 2/7

（ただし、12:00～

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

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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。 

  

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７

確定申告について・・・四日市税務署 ☎

    

より、受付を早めに終了する場合があります。

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。 

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

いただいた必要書類の返送をご希望される人は､返信

354-8132 

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

2/7（木）

～13:00 は除く）

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

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、

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

 

３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７３６５－１１３７    

☎352-3141

より、受付を早めに終了する場合があります。 

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。 

 

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

いただいた必要書類の返送をご希望される人は､返信
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（木） 

は除く） 

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

消費税課税事業者である場合には、基準期間（平成２８年）の課税売上高が、3.000 万円以下で、かつ①に

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
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万円以下で、かつ①に

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

 

子育て相談お受けします！

月～金曜日

持ち物

        

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

問合せ

        

富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ富洲原地区ホームページ    

２/５ マラソンをし

  1２ 

  1９ 

  ２６ 

  ※いずれも火曜日

時 間 

持ち物 

★子育てについての相談も行っています

声掛けください

問合せ 

富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局富洲原地区団体事務局    （センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）

園児と一緒に遊ぼう！

２/６

※いずれも水曜日

時 間 

持ち物 

問合せ 

 

松原町八風公園

富田一色公会堂

富洲原地区市民センター

子育て相談お受けします！

月～金曜日 9:30

持ち物 着替え、タオル、帽子、

        水分補給のお茶等

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

問合せ 日の本保育園子育て支援センター

        

    ：：：：http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/

マラソンをし

 楽器あそびをしましょう

 おひなさまを作りましょう

 ひなまつりのお祝いをしましょう！

※いずれも火曜日

 10:00～

 着替え、タオル、帽子、

子育てについての相談も行っています

声掛けください。 

 富洲原幼稚園

（センター１階）（センター１階）（センター１階）（センター１階）        

園児と一緒に遊ぼう！

６・1３・

※いずれも水曜日

 9:30～12:00

 着替え、

帽子、水分補給のお茶等

 富洲原保育園

 

 

松原町八風公園

10:１

富田一色公会堂

13:40

富洲原地区市民センター

14:20

子育て相談お受けします！ 

9:30～14:30

着替え、タオル、帽子、

水分補給のお茶等 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

日の本保育園子育て支援センター

        ☎365-0840

http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/

マラソンをしましょう

楽器あそびをしましょう

おひなさまを作りましょう

ひなまつりのお祝いをしましょう！

※いずれも火曜日 

～11:30 

着替え、タオル、帽子、

子育てについての相談も行っています

 

富洲原幼稚園  ☎

        ☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

園児と一緒に遊ぼう！ 

２０・２７

※いずれも水曜日 

12:00 

着替え、タオル、 

帽子、水分補給のお茶等

富洲原保育園 ☎365

松原町八風公園 

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

子育て相談お受けします！ 

14:30 

着替え、タオル、帽子、 

水分補給のお茶等 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。

日の本保育園子育て支援センター

0840 

http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/http://tomisuhara.net/    

ましょう！ 

楽器あそびをしましょう！ 

おひなさまを作りましょう！ 

ひなまつりのお祝いをしましょう！

着替え、タオル、帽子、水分補給の

子育てについての相談も行っています。お気軽に

☎365-0653

☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４☎３６５－１１７４

 

２０・２７ 

 

帽子、水分補給のお茶等 

365-0994

10:40 

14:10 

富洲原地区市民センター 

15:00 

※一日の方は、お弁当をご持参ください。 

日の本保育園子育て支援センター 

 

ひなまつりのお祝いをしましょう！ 

水分補給のお茶等 

。お気軽にお

0653 

    

0994 



 

 

 

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。

 

ください。

開催期間

     

     

開催場所

展示解説

     

問

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

       

 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。 

開催期間 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２月１３日（水）・２月２７日（水）

     ３月１３日（水）・３月２０日（水）

開催場所 くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１

展示解説 ２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

     （申込不要・参加費無料）

問 合 せ 社会教育課

      

 日 時 ２月１６日（土）１２：３０～１６：３０

 場 所 あさけプラザ

 内 容 シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス

     ◎出演団体

           

     ◎特別出演

     ◎司会

 参加料 無料

 その他 会場への問い合わせ

 問合せ シルバー人材センター

 採用予定

 採用予定人数

 主 な 業

 受 験 資

        

       

試験日と会場

応募期間・応募先

       

問  合  

       

       

 

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

 

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２月１３日（水）・２月２７日（水）

３月１３日（水）・３月２０日（水）

くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

（申込不要・参加費無料）

社会教育課

 

２月１６日（土）１２：３０～１６：３０

あさけプラザ

シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス

◎出演団体

           

◎特別出演

◎司会   

無料 

会場への問い合わせ

シルバー人材センター

採用予定 日 ５月１日

採用予定人数 １人

主 な 業 務 諸問題を抱える女性の相談や支援ほか

受 験 資 格 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」

（http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

試験日と会場 ３月１０日（日）

応募期間・応募先 

         

 せ  男女共同参画センター

       ☎３５４－８３３１

       Ｅメール

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

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２月１３日（水）・２月２７日（水）

３月１３日（水）・３月２０日（水）

くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

（申込不要・参加費無料）

社会教育課 くるべ古代歴史館

２月１６日（土）１２：３０～１６：３０

あさけプラザ ホール

シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス

◎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

   フリーアナウンサー藤田倫子さん

会場への問い合わせは、ご遠慮ください。

シルバー人材センター

５月１日 

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」

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

３月１０日（日）

 １月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

  （直接の場合、祝日を除く火～土曜の

男女共同参画センター

☎３５４－８３３１

Ｅメール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

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

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２月１３日（水）・２月２７日（水）

３月１３日（水）・３月２０日（水）

くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

（申込不要・参加費無料） 

くるべ古代歴史館 

２月１６日（土）１２：３０～１６：３０

ホール 

シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス

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

ばんこ屋バンド、ハワイアンバンドレイマカホウ

フリーアナウンサー藤田倫子さん

は、ご遠慮ください。

シルバー人材センター ☎３５４－３６７０

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」

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

３月１０日（日）男女共同参画センター

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

（直接の場合、祝日を除く火～土曜の

男女共同参画センター（本町９－８

☎３５４－８３３１ ＦＡＸ３５４－８３３９

kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

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

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２月１３日（水）・２月２７日（水）

３月１３日（水）・３月２０日（水） 

くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

 ☎３６５－２２７７

２月１６日（土）１２：３０～１６：３０

シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス

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

ばんこ屋バンド、ハワイアンバンドレイマカホウ

フリーアナウンサー藤田倫子さん

は、ご遠慮ください。

☎３５４－３６７０

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」

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

男女共同参画センター

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

（直接の場合、祝日を除く火～土曜の

（本町９－８

ＦＡＸ３５４－８３３９

kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

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

 

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

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２月１３日（水）・２月２７日（水）

くるべ古代歴史館（大矢知町２３２３－１）学習展示室

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

☎３６５－２２７７

２月１６日（土）１２：３０～１６：３０（当日、参加自由）

シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス

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

ばんこ屋バンド、ハワイアンバンドレイマカホウ

フリーアナウンサー藤田倫子さん 

は、ご遠慮ください。 

☎３５４－３６７０ 

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」

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

男女共同参画センター 

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

（直接の場合、祝日を除く火～土曜の８：３０～１７：１５）

（本町９－８ 本町プラザ３階）

ＦＡＸ３５４－８３３９

kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

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 

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 

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２月１３日（水）・２月２７日（水）

）学習展示室 企画展示コーナー

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

☎３６５－２２７７ 

（当日、参加自由）

シルバー会員同好会による楽器演奏などのパフォーマンス  

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

ばんこ屋バンド、ハワイアンバンドレイマカホウ

 

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」

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

８：３０～１７：１５）

本町プラザ３階）

ＦＡＸ３５４－８３３９ 

kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

月・火曜日休館（休日の場合は翌日）臨時休館２月１３日（水）・２月２７日（水）

企画展示コーナー

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から

（当日、参加自由） 

 

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 

ばんこ屋バンド、ハワイアンバンドレイマカホウ 

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。

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

８：３０～１７：１５）

本町プラザ３階）  

月・火曜日休館（休日の場合は翌日）臨時休館２月１３日（水）・２月２７日（水）

企画展示コーナー 

２月２日（土）・２月２３日（土）・３月１６日（土）、いずれも午前１０時から 

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、 

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

をご覧ください。 

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ

８：３０～１７：１５） 

月・火曜日休館（休日の場合は翌日）臨時休館２月１３日（水）・２月２７日（水） 

 

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 

 

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1490683743941/index.html） 

１月２２日～２月２６日（必着）郵送または直接男女共同参画センターへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民大学

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。【募集の締め切

りは、２月１９日（火）必着】

 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、下記にお問い合

わせください。

  問合せ

             

 

 

 

 感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。

≪症状≫

おおよそ１～２日の潜伏期間のあと

≪感染経路≫

ウイルスが付いた飲食物を食べたり、感染した人の排泄物（吐物や便）に含まれるウイルスが人の

手などを介して口に入ったりすることで感染します。

≪予防方法≫

① こまめに手を洗いましょう。

② 食品は

③ 患者の排泄物を処理するときは

※床や衣服などを消毒するときは、熱湯（８５℃以上で１分以上）か塩素系漂白剤（成分：次亜

塩素酸ナトリウム）で消毒しましょう

問合せ

 

1 月 26

文化財防火デーの制定は、昭和

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和

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。

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。

 

問合せ  

市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習

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。【募集の締め切

りは、２月１９日（火）必着】

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、下記にお問い合

わせください。 

問合せ  

             

感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。

≪症状≫ 

おおよそ１～２日の潜伏期間のあと

≪感染経路≫ 

ウイルスが付いた飲食物を食べたり、感染した人の排泄物（吐物や便）に含まれるウイルスが人の

手などを介して口に入ったりすることで感染します。

≪予防方法≫ 

こまめに手を洗いましょう。

食品は十分に加熱調理しましょう

患者の排泄物を処理するときは

※床や衣服などを消毒するときは、熱湯（８５℃以上で１分以上）か塩素系漂白剤（成分：次亜

塩素酸ナトリウム）で消毒しましょう

問合せ 保健予防課

衛生指導課

26 日は、「

文化財防火デーの制定は、昭和

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和

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。

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。

  消防本部

（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習

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。【募集の締め切

りは、２月１９日（火）必着】

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、下記にお問い合

 

文化振興課

             

感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。

おおよそ１～２日の潜伏期間のあと

ウイルスが付いた飲食物を食べたり、感染した人の排泄物（吐物や便）に含まれるウイルスが人の

手などを介して口に入ったりすることで感染します。

こまめに手を洗いましょう。

十分に加熱調理しましょう

患者の排泄物を処理するときは

※床や衣服などを消毒するときは、熱湯（８５℃以上で１分以上）か塩素系漂白剤（成分：次亜

塩素酸ナトリウム）で消毒しましょう

保健予防課 ☎３５２－０５９４

衛生指導課 ☎３５２－０５９２

は、「第 65回文化財防火デー」です。

文化財防火デーの制定は、昭和

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和

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。 

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。

消防本部 予防保安課

（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習

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。【募集の締め切

りは、２月１９日（火）必着】 

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、下記にお問い合

文化振興課 ☎３５４－８２３９

             Ｅ-mail:

感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。

おおよそ１～２日の潜伏期間のあと

ウイルスが付いた飲食物を食べたり、感染した人の排泄物（吐物や便）に含まれるウイルスが人の

手などを介して口に入ったりすることで感染します。

こまめに手を洗いましょう。 

十分に加熱調理しましょう

患者の排泄物を処理するときは、マスクと手袋を着けて

※床や衣服などを消毒するときは、熱湯（８５℃以上で１分以上）か塩素系漂白剤（成分：次亜

塩素酸ナトリウム）で消毒しましょう

☎３５２－０５９４

３５２－０５９２

文化財防火デー」です。

文化財防火デーの制定は、昭和 24 年

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和

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

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。

予防保安課 ☎３５６－２０１０

（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習

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。【募集の締め切

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、下記にお問い合

☎３５４－８２３９

mail:bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。

おおよそ１～２日の潜伏期間のあと、下痢や吐き気、嘔吐、

ウイルスが付いた飲食物を食べたり、感染した人の排泄物（吐物や便）に含まれるウイルスが人の

手などを介して口に入ったりすることで感染します。

十分に加熱調理しましょう。 

、マスクと手袋を着けて

※床や衣服などを消毒するときは、熱湯（８５℃以上で１分以上）か塩素系漂白剤（成分：次亜

塩素酸ナトリウム）で消毒しましょう。 

☎３５２－０５９４ 

３５２－０５９２ 

文化財防火デー」です。

年 1 月 26

堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づき、昭和

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

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。

３５６－２０１０

（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習

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。【募集の締め切

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、下記にお問い合

☎３５４－８２３９ 

bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。

吐き気、嘔吐、

ウイルスが付いた飲食物を食べたり、感染した人の排泄物（吐物や便）に含まれるウイルスが人の

手などを介して口に入ったりすることで感染します。 

、マスクと手袋を着けて

※床や衣服などを消毒するときは、熱湯（８５℃以上で１分以上）か塩素系漂白剤（成分：次亜

文化財防火デー」です。 

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に基づき、昭和 30 年の第

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

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。 

３５６－２０１０ 

（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。【募集の締め切

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、下記にお問い合

bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp

感染性胃腸炎は、一年を通じて発生がありますが、特に冬場には

炎が多く流行します。ノロウイルスの予防方法を知り、流行に備えましょう。
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