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受賞おめでとうございます
１月７日（日）四日市ドームにおいて消防出初式が開催され、四日市市消防団塩浜分団
から以下の方が表彰されました。
【四日市市長表彰 消防団功労者表彰】（勤続２０年以上）
橋場 綱一郎さん（御薗町２丁目）
清水 稔さん（塩浜本町２丁目）

塩浜地区青少年健全育成委員会

啓発講演会

～ネット環境で育ち人工知能と共存する子どもに必要な家族の絆～

◇日 時

２月１０日（土）

１３時３０分～１５時３０分

◇場 所

塩浜地区市民センター

◇講 師

太田

２階 ホール

仁 教授

（梅花女子大学大学院 現代人間学研究科教授・梅花中学高校校長）
◇問合せ

塩浜団体事務局

TEL 347-0681

今年度も 10 月、11 月にかけて各町で青少年健全育成町別懇談会が活発に開催されました。
現代の情報社会に育つ子どもたちに戸惑いを隠せない親の姿。地域のコミュニティが次世代
の育成だと頑張る大人たちの姿が確認できたと思います。
青少年健全育成啓発講演会では、８年ぶりに太田 仁先生にお越しいただきます。
太田先生を囲んで、地域、家族、そして自分を見つめてみませんか？
主催：塩浜地区青少年健全育成委員会・塩浜地区市民センター

知られざる塩浜地区の歴史や民俗に触れる機会として、歴史講演会を開催いたします。
今回は、塩浜地区全体の歴史に加えて、塩浜で最も古くから人が暮らすようになり、
大柳地蔵堂や竹管水道など歴史遺産の多い大里町に焦点をあてて開催します。
◇日 時
◇場 所
◇講 師
◇参加費

２月１５日（木）１３時～１５時１５分
塩浜地区市民センター ２階ホール
佐藤 誠也 氏【塩浜地区連合自治会長】
中村 衛 氏 【大柳地蔵堂保存会 前会長】
無料

◇申込み

塩浜地区市民センター

TEL 345-2403

主催：塩浜地区市民センター

◇日

時

◇日

時

２月

９日（金）１０時～１５時
ヘルスプラザ 休養室（和室）
２月１６日（金）１０時～１５時
塩浜地区市民センター1 階 和室・会議室
2 階 ホール（ふくしサロン）

２月１６日（金）は、赤ちゃんから人生の達人までどなたもお待ちしています。
ポップコーン・わたがし・ゲーム等、童心に帰って楽しみましょう。手造りコーナーでは
お部屋を飾る可愛いお花を教えていただきます。今回はミニミニグランドゴルフも設定し
ます。ねらえ、ホールインワン！
主催：ふれあいサロン「ほっと」＆ふくしサロン

♪塩浜地区市民センター
♪曙 二丁目
♪磯津公会所
♪小 浜 町

10 時 10 分～10 時 50 分
11 時 00 分～11 時 30 分
13 時 40 分～14 時 10 分
14 時 20 分～15 時 00 分

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（木）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

◇塩浜地区市民センター

２月２２日（木）９時～１４時３０分

◇市役所 ２階 市民税課

３月８日（木）～１５日（木）９時～１６時

（土・日曜日は除きます）
【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、添付していただいた必要書類の
返送を希望される人は、返信用封筒を同封してください。
必要書類★とは
1．市県民税申告書（郵送で届いた人）
２．認め印
３．「マイナンバーカード」または「通知カード(※１)と身元確認書類(※２)」
<注意>市県民税申告書を郵送または地区市民センター経由で提出する場合は、上記の写し
の添付が必要です。
(※１)マイナンバーの記載がある「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」でも可
(※２)身元確認書類…運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳 など
◎そのほかの必要書類の詳細は広報よっかいち１月下旬号別冊をご覧ください。

四日市税務署からのお知らせ～申告書は国税庁ホームページで作成できます～
◇申告の内容などが分からない時は、四日市税務署(TEL352-3141)にお電話ください。
◇確定申告書等作成コーナーの操作が分からない時は、「e-Tax・作成コーナーヘルプ
デスク」(TEL0570-01-5901)にお電話ください。
【受付】月曜日～金曜日 9 時～17 時（祝日を除きます）
※確定申告期間中の受け付けは、原則、月曜日～金曜日の 9 時～20 時となります。
「0570」のナビダイヤルがご利用できない場合などは、03-5638-5171 をご利用
ください（通常の通話料金となります）
※詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。
～ご自宅で申告書作成が困難な人は～
確定申告会場は、「じばさん三重」６階（四日市市安島 1-3-18）です。
【開設期間】2 月 16 日（金）～3 月 15 日（木）9 時～17 時
（土・日曜日は除く）（受付終了時間 16 時）
※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
【問合せ】
◇市県民税について・・・四日市市役所市民税課 TEL 354-8132 FAX 354-8309
ホームページ http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html
◇所得税の確定申告について・・・四日市税務署 TEL 352-3141

こんにちは

塩浜子育て支援センター『あっぷっぷ』です。

新しい年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
これからまだまだ寒くなる日もあります。風邪をひかないように、早寝早起きをし、
体を動かして、充分な睡眠をとり、規則正しい生活ができるといいですね。
『あっぷっぷ』に遊びに来て、心も体もぽかぽかになりましょう。

10 日（とおか）は 父（とお）ちゃんの日です。
＊よかパパ相談日
＊絵本の読み聞かせ
＊保健師相談

2/１７（土）
2/２０（火）
2/２８（水）

問合せ

こんにちは

塩浜子育て支援センター

TEL & FAX

予約は要りません。

345-7978

塩浜こども園子育て支援センター『ひまわり』です。

開催日 月～金曜日
ランチタイム
２月の予定

９時 30 分～11 時 30 分
10 時 45 分～
10 時 30 分～11 時 15 分

９時～14 時（土日、祝日は休み）
11 時 30 分～12 時 30 分

１５日（木）避難訓練（火事。消防車が来ます）
１９日（月）不審者訓練
２１日（水）絵本の読み聞かせ

寒いとどうしても室内にこもりがちになってしまいます。そんな時「ひまわり」にあそ
びに来ませんか。園庭でまてまてあそびをしたり、陽あたりのよい暖かい廊下で這い這い
やよちよち歩きもできますよ。親も子もリフレッシュし、元気に過ごしましょう。
TEL 346－2711

塩浜児童館よりお知らせです！
幼児とその保護者対象行事「あそびの会」に参加しませんか？
毎週金曜日の午前中、リズム遊びや季節行事、簡単工作・クッキングなど、
みんなで楽しい時間を過ごしましょう。
対象：おおむね２歳から未就園児までの幼児とその保護者
日時： 2 月 2、9、16、23 日（金） １０時３０分～１１時３０分
※会員制の活動のため、事前にご連絡ください。お待ちしています。
問合せ

塩浜児童館 TEL 346-7332 9 時 30 分～17 時 30 分

♢磯津保育園

2／２・１６・２３（金）９時３０分～１１時３０分

♢海山道保育園 2／１・８（木）9 時３０分～１１時３０分

、

日、月曜日・祝日休館

間もなく立春、春が近付くと花粉症などアレルギー関連の症状が多く見られるようになります。
そこで今回はやっかいなアレルギーについての講座を開き、少しでもお役に立てればと思います。
多くの方々の聴講をお待ちしています。また、質問があればお寄せください。
◇日 時
◇場 所
◇講 師
◇内 容
◇問合せ

２月８日（木）１０時～１１時３０分
申込み不要！参加費無料です♪
塩浜地区市民センター ２階 ホール
松尾医院 院長 松尾 秀一 先生
色々なアレルギー症状の知識と対処について
塩浜地区団体事務局 TEL 347-0681

主催：塩浜地区社会福祉協議会 生活環境部

我らが塩浜っ子、音楽療法士 武井 佐和さんによるキーボード演奏と、
仲良しコンビ 泉 亜希子さんと若杉 真知子さんの楽しいトークで、
至福のひとときをお過ごしくださいませ。
♪日
♪場

時：２月１７日（土）１４時～１５時半頃
所：塩浜地区市民センター ２階 ホール

☆入場は無料です☆

一緒に笑って、歌って、ときには踊ってストレスを発散しませんか？
もちろんお子様の参加も大歓迎です♪みなさんのご来場を楽しみにしています。

主催：塩浜女性の会

高齢化社会の今、シルバーハラスメントや高齢者自殺など問題が山積みしています。
「言葉の大切さ」を考え、お互いの人格を尊重し合う社会、「心豊かで老いてよかった」
といえる地域社会にしたいものです。
♪日

時

２月２０日（火）１０時～１３時

♪場
♪内

所
容

塩浜地区市民センター ２階 ホール
第１部
和楽民謡会による演奏
第２部 「交流会」 みんなでおいしく漁師汁をいただきましょう！

♪対象者
♪定 員
♪申込み

７０歳以上
７０名（定員になり次第締め切ります）
２月１日（木）より受付 塩浜団体事務局

TEL347-0681

共催：塩浜地区社会福祉協議会 福祉部・人権部／塩浜地区市民センター

簡単に出来るいろいろなストレッチ体操で日頃の運動不足を補いましょう。
みなさんで楽しみながらさわやかな汗を流しましょう。
◇日 時
◇場 所
◇講 師
◇持ち物
◇申込み

２月２４日（土）１３時３０分～１５時
塩浜地区市民センター ２階 ホール
九鬼 美幸 先生（社会福祉法人「風薫会」介護支援専門員）
タオル、お茶等 ＊軽い体操のできる服装、靴でご参加ください。
２月２０日（火）までに塩浜団体事務局へ TEL 347-0681

主催：塩浜地区社会福祉協議会 保健体育部

◇日 時
◇会 場
◇テーマ
◇対 象
◇持ち物

2 月２１日（水）１０時～１１時
塩浜本町１・３丁目公民館
貧血予防、免疫を高める食事について
おおむね６５歳以上の方
タオル、お茶等

◇問合せ

しおはま在宅介護サービスセンター
TEL 349-6381

共催：塩浜女性の会

参加費無料♪
申し込み不要です。
動きやすい服装で
お越しください。

1 月 26 日は、「第 64 回文化財防火デー」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に基づき、昭和 30 年の第 1 回文化財防
火デー以来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。
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】消防本部 予防保安課

TEL 356-2010

通知カード、マイナンバーカード（個人番号カード）について
★通知カード、マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて
①通知カード、マイナンバーカード（申請した人）について、まだお受け取りいただいて
いない場合には、市民課までご連絡ください。
②マイナンバーカードを申請してから数カ月以上経過しているにもかかわらず、市役所か
ら受け取りの案内文書が届いていない場合は、市民課・地区市民センター（中部を除く）・
市民窓口サービスセンター（平日 10 時～17 時 15 分）までお問い合わせください。
※マイナンバーカードを申請するに当たり、通知カードに添付の「個人番号カード交付申
請書」の名前・住所などに変更があると、その申請書での申請は受け付けされませんので、
市民課までお問合せください。

★マイナンバーカード交付申請書の送付用封筒について
「通知カード」および「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号
カード交付申請書の送付用封筒（返信用封筒）については、差し出し有効期限が平成 29
年 10 月 4 日になっている場合でも、平成 31 年 5 月 31 日まで切手を貼らずに、そのま
ま使用することができます。
また、マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/)から、
封筒作成の材料を入手できます。

★税の電子申告をお考えの人は早めにマイナンバーカードの申請を
確定申告をインターネット上で行う時には、マイナンバーカードと電子証明書が必要
です。
マイナンバーカードを申請されてから、お受取りの案内文書を送付するまでに１ヶ月半
ほど要しますので、電子申告などのご利用をお考えの人はマイナンバーカード、電子証
明書の申請をお早めにお願いします。
※送付された申請書の氏名・住所等に変更がある場合、申請書は使用することができま
せんので、市役所、地区市民センター、市民窓口サービスセンターまで、お問い合わせ
いただきますようお願いします。
なお、有効期限内の住民基本台帳カード（電子証明書が有効期限内である必要があり
ます）でも、確定申告をインターネット上で行うことができます。
※住民基本台帳カード・電子証明書の新規発行及び更新手続きは平成２７年１２月末で
終了しておりますので、ご注意ください。

市民課

TEL 354-8152 FAX 359-0282

～自分たちのまちは自分たちで守る！防犯活動で犯罪抑止～
安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、防犯活動の裾野を広げ、それらの活動を
後押しすることを目的とした啓発イベントを開催します。是非、ご来場ください。
◇日 時
１月 28 日（日）14 時～16 時
◇場 所
四日市市総合会館 ８階 視聴覚室
◇内 容
①三重県警察本部 生活安全企画課 犯罪抑止対策室長 中川達也氏
による、三重県内における犯罪状況に関する講演
②セルフディフェンスコミュニケーション開発 青嶋宮央氏、大矢紘瑛氏
による、防犯パトロールや護身術に関する講演
◇料 金
無料
◇問合せ
市民協働安全課 TEL 354-8179

【主なイベント日時・内容】
◇2/3（土）14 時～15 時 「豆まきをしよう」 ＊対象…小学生以上
◇2/4（日）11 時～12 時・13 時 15 分～16 時 「ポンポン的当て」
＊対象…年長～高校生まで
◇2/24（土）10 時～15 時 「第 4 回よかパパフェスティバル」
＊対象…未就学児～小学生まで
事前申込不要、料金は無料です。詳しくはこども子育て交流プラザまでお問合せください。
TEL 330-5020／FAX 334-0606

めざすは元気
で長生き！

食事編

こにゅうどうくんの☆ちょこっと健康情報

気になるコレステロール！！
コレステロールはからだをつくる材料にもなり重
要な物質です。しかし基準値を超えた状態が続くと
重大な病気を引き起こす原因となることがありま
す。
～脂質異常症の診断基準～
ＬＤＬ（悪玉）コレステロール

１４０ｍｇ／ｄｌ以上

ＨＤＬ（善玉）コレステロール

４０ｍｇ／ｄｌ未満

中性脂肪（トリグリセライド）

１５０ｍｇ／ｄｌ以上

この診断基準は薬物療法を開始するための値ではありません
（日本動脈硬化学会ガイドラインより）

あなたのコレステロール値は“基準値”
を超えていませんか？

コレステロール値が気になる人の食事のポイント！

①魚を 1 日 1 回は

②肉は脂身の少ない

食べよう！

③野菜をたっぷり
食べよう！
野菜の量の目安は、
1 食当たり自分のげんこ
つ大１個分です！
★
簡
単
メ
ニ
ュ
ー
★

部位を選ぼう！
「もも肉」「ひれ肉」「皮のな
い鶏肉」など。

④大豆・大豆製品

ゆで大豆のおろしあえ
【材料２人分】
ゆで大豆（市販品）５０ｇ
おろし大根
１００ｇ
ポン酢
小さじ２

詳しくは四日市市公式サイトにて・・・トップページ ライフメニュー〔健康・医療〕
→健康・医療・保健所→成人の健康づくり→必見！健康情報 へ

を１日１回は食べよ
う！
≪作り方≫
器に、大豆とおろし
大根を入れ、ポン酢
をかける。

健康づくり課
TEL 354-8291

