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本年もどうぞよろしくお願いいたします

＜小山田地区市民センター職員一同＞

１２月１６日（金）、地域の防犯活動に

ご尽力された功績により、鹿間町

自治会長 萩 伸元さんに三重県

四日市南警察署長より感謝状が

授与されました。

地元西山町出身

表彰おめでとうございます

   人権・青少年育成　合同講座

　　韓国伝統芸能「農楽・サムルノリ」演奏　　韓国伝統芸能「農楽・サムルノリ」演奏　　韓国伝統芸能「農楽・サムルノリ」演奏　　韓国伝統芸能「農楽・サムルノリ」演奏

　　　●四郷高校生　楽器紹介とサムルノリ　　　●四郷高校生　楽器紹介とサムルノリ　　　●四郷高校生　楽器紹介とサムルノリ　　　●四郷高校生　楽器紹介とサムルノリ

　　　●塩浜小学校生　湖南右道農楽（ホナム ウド ノンアク）　　　●塩浜小学校生　湖南右道農楽（ホナム ウド ノンアク）　　　●塩浜小学校生　湖南右道農楽（ホナム ウド ノンアク）　　　●塩浜小学校生　湖南右道農楽（ホナム ウド ノンアク）

小山田鼓笛隊演奏小山田鼓笛隊演奏小山田鼓笛隊演奏小山田鼓笛隊演奏 　　　　　　　　

西陵中学校音楽部　マリンバ演奏西陵中学校音楽部　マリンバ演奏西陵中学校音楽部　マリンバ演奏西陵中学校音楽部　マリンバ演奏

　　　　 　　と　き　　と　き　　と　き　　と　き 　平成２４年２月１１日（土）１２：３０開場　１３時開演　平成２４年２月１１日（土）１２：３０開場　１３時開演　平成２４年２月１１日（土）１２：３０開場　１３時開演　平成２４年２月１１日（土）１２：３０開場　１３時開演

　　ところ　　ところ　　ところ　　ところ 　 ぴあ小山田ホールぴあ小山田ホールぴあ小山田ホールぴあ小山田ホール

主催　小山田地区人権・同和教育推進協議会主催　小山田地区人権・同和教育推進協議会主催　小山田地区人権・同和教育推進協議会主催　小山田地区人権・同和教育推進協議会

　　　　 小山田地区社会福祉協議会　青少年育成部小山田地区社会福祉協議会　青少年育成部小山田地区社会福祉協議会　青少年育成部小山田地区社会福祉協議会　青少年育成部

        お問い合わせは団体事務局まで ℡３２８－３３２０        お問い合わせは団体事務局まで ℡３２８－３３２０        お問い合わせは団体事務局まで ℡３２８－３３２０        お問い合わせは団体事務局まで ℡３２８－３３２０

　　　       　韓　久さん(HAN KOO)

　～イメージの払拭～　～イメージの払拭～　～イメージの払拭～　～イメージの払拭～

高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方へ高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方へ高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方へ高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方へ

平成23年12月16日現在、全国的に肺炎球菌ワクチン接種が急速に進んでおり、本ワクチンが品

薄の状態になっているという情報を、ワクチン製造メーカーＭＳＤ社より報告を受けました。

四日市市では、６５歳以上の方へワクチン接種費用の補助券（3000円相当）の発行の受付をして

おりますが、ワクチンが安定供給される時期は平成24年2月以降になる見込みです。

【問い合わせ先】 四日市市保健所 健康づくり課 母子保健係 ℡ （０５９）３５４－８１８７

四日市の本草学者 鎌井松石が著し

た三重本草稿や、収集した貴重な資料

を特別に展示

☆日 時

☆場 所

☆内 容

特別陳列

地元西山町出身

入場無料

１月４日（水）～２月１２日（日）

四日市市立博物館 ３階

℡ ３５５－２７００

（月曜休館：祝日の場合はその翌日）



 

「「「「第４第４第４第４４４４４回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展」」」」    

“考え“考え“考え“考えよよよようううう    地球地球地球地球への思いやりへの思いやりへの思いやりへの思いやり””””    ～～～～かしこく選んでかしこく選んでかしこく選んでかしこく選んで    すぐ行動すぐ行動すぐ行動すぐ行動～～～～    

 日 時 ：１月２７日（金）～１月２９日（日） 

       １０：００ ～ １７：００ 

 会 場 ：近鉄百貨店 四日市店 11階 アートホール 

 内 容 【展示】 

           ①環境コーナー・・地球にやさしい電気・エネファーム・地熱の利用ほかの展

示、環境に関するアンケートの実施 

             ②食コーナー・・食の安全・安心についてのパネル展示やクイズ、水沢茶の試

飲、牛乳の試飲、地産地消の生産物・加工品の展示ほか 

③防災・住コーナー・・緊急時の給水体制・非常用飲料水袋・住宅用火災警報

器など防災関連展示、家庭用はかりの無料検査ほか 

④金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示 

と啓発、公証人による相続や遺言の相談ほか 

※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。 

        （実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）        

 

    【ステージイベント】 

日 時 内   容 日 時 内   容 

１/27 

（金） 

13:00 

14:00 

 

15:30 

16:00 

寸劇（悪質商法） 

講座（災害から命を守るため

に～自助・共助・公助～） 

消費者クイズに挑戦 

消費生活ワンポイント講座 

１/28 

（土） 

 

11:30 

 

12:00 

13:00 

 

13:30 

14:00 

16:00 

講座（ゴミ出しのルールとマ

ナーを考えよう） 

寸劇（悪質商法） 

講座（みんなで取り組む食の

安全安心県民運動） 

くらしとお金の話 

ファッションショー 

消費生活ワンポイント講座 

1/29 

（日） 

 

10:30 

11:00 

13:00 

13:30 

14:00 

15:30 

消費生活ワンポイント講座 

健康体操 

知っておきたい食品の話 

くらしとお金の話 

ファッションショー 

寸劇（悪質商法） 

 

 

 

※ ステージイベントの内容は、都合により変更することがあります。 

 

【問い合わせ】 四日市市 市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７ 

             四日市消費者協会                         ℡３５７－５０６９ 

 

「「「「第４第４第４第４４４４４回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展」」」」    

“考え“考え“考え“考えよよよようううう    地球地球地球地球への思いやりへの思いやりへの思いやりへの思いやり””””    ～～～～かしこく選んでかしこく選んでかしこく選んでかしこく選んで    すぐ行動すぐ行動すぐ行動すぐ行動～～～～    

 日 時 ：１月２７日（金）～１月２９日（日） 

       １０：００ ～ １７：００ 

 会 場 ：近鉄百貨店 四日市店 11階 アートホール 

 内 容 【展示】 

           ①環境コーナー・・地球にやさしい電気・エネファーム・地熱の利用ほかの展

示、環境に関するアンケートの実施 

             ②食コーナー・・食の安全・安心についてのパネル展示やクイズ、水沢茶の試

飲、牛乳の試飲、地産地消の生産物・加工品の展示ほか 

③防災・住コーナー・・緊急時の給水体制・非常用飲料水袋・住宅用火災警報

器など防災関連展示、家庭用はかりの無料検査ほか 

④金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示 

と啓発、公証人による相続や遺言の相談ほか 

※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。 

        （実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）        

 

    【ステージイベント】 

日 時 内   容 日 時 内   容 

１/27 

（金） 

13:00 

14:00 

 

15:30 

16:00 

寸劇（悪質商法） 

講座（災害から命を守るため

に～自助・共助・公助～） 

消費者クイズに挑戦 

消費生活ワンポイント講座 

１/28 

（土） 

 

11:30 

 

12:00 

13:00 

 

13:30 

14:00 

16:00 

講座（ゴミ出しのルールとマ

ナーを考えよう） 

寸劇（悪質商法） 

講座（みんなで取り組む食の

安全安心県民運動） 

くらしとお金の話 

ファッションショー 

消費生活ワンポイント講座 

1/29 

（日） 

 

10:30 

11:00 

13:00 

13:30 

14:00 

15:30 

消費生活ワンポイント講座 

健康体操 

知っておきたい食品の話 

くらしとお金の話 

ファッションショー 

寸劇（悪質商法） 

 

 

 

※ ステージイベントの内容は、都合により変更することがあります。 

 

【問い合わせ】 四日市市 市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７ 

             四日市消費者協会                         ℡３５７－５０６９ 

 

「「「「第４第４第４第４４４４４回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展回みんなの消費生活展」」」」    

“考え“考え“考え“考えよよよようううう    地球地球地球地球への思いやりへの思いやりへの思いやりへの思いやり””””    ～～～～かしこく選んでかしこく選んでかしこく選んでかしこく選んで    すぐ行動すぐ行動すぐ行動すぐ行動～～～～    

 日 時 ：１月２７日（金）～１月２９日（日） 

       １０：００ ～ １７：００ 

 会 場 ：近鉄百貨店 四日市店 11階 アートホール 

 内 容 【展示】 

           ①環境コーナー・・地球にやさしい電気・エネファーム・地熱の利用ほかの展

示、環境に関するアンケートの実施 

             ②食コーナー・・食の安全・安心についてのパネル展示やクイズ、水沢茶の試

飲、牛乳の試飲、地産地消の生産物・加工品の展示ほか 

③防災・住コーナー・・緊急時の給水体制・非常用飲料水袋・住宅用火災警報

器など防災関連展示、家庭用はかりの無料検査ほか 

④金融・相談コーナー・・くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示 

と啓発、公証人による相続や遺言の相談ほか 

※なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。 

        （実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）        

 

    【ステージイベント】 

日 時 内   容 日 時 内   容 

１/27 

（金） 

13:00 

14:00 

 

15:30 

16:00 

寸劇（悪質商法） 

講座（災害から命を守るため

に～自助・共助・公助～） 

消費者クイズに挑戦 

消費生活ワンポイント講座 

１/28 

（土） 

 

11:30 

 

12:00 

13:00 

 

13:30 

14:00 

16:00 

講座（ゴミ出しのルールとマ

ナーを考えよう） 

寸劇（悪質商法） 

講座（みんなで取り組む食の

安全安心県民運動） 

くらしとお金の話 

ファッションショー 

消費生活ワンポイント講座 

1/29 

（日） 

 

10:30 

11:00 

13:00 

13:30 

14:00 

15:30 

消費生活ワンポイント講座 

健康体操 

知っておきたい食品の話 

くらしとお金の話 

ファッションショー 

寸劇（悪質商法） 

 

 

 

※ ステージイベントの内容は、都合により変更することがあります。 

 

【問い合わせ】 四日市市 市民生活課 市民・消費生活相談室 ℡３５４－８１４７ 

             四日市消費者協会                         ℡３５７－５０６９ 



　　　　生活に寄り添う在宅医療の実現を目指して（無料）　　　　生活に寄り添う在宅医療の実現を目指して（無料）　　　　生活に寄り添う在宅医療の実現を目指して（無料）　　　　生活に寄り添う在宅医療の実現を目指して（無料）

日時　　2月18日（土）10：00～12：30

場所　　四日市市文化会館第３ホール

内容　　１部　講演・舩木良真先生（医療法人三つ葉代表）

　　　　　２部  対談とQ&Ａ・舩木先生と石賀先生（いしが在宅ケアクリニック）の対談

定員　　200名　

申込み　事前に氏名・住所・電話番号・在宅医療に関する質問を記入し、あした葉事務局（FAX321-4706）へ

　　　　　　事前申込が無い場合でも当日参加可

■　　主催　明日の地域医療を考える住民の会・あした葉（代表　伊世利子さん）

問い合わせ　健康総務課（☎354-8281 FAX351-3304）

■  募集人数　

　　　8人(保々、羽津、神前、桜、三重、県、塩浜、中部地区）

■　職務内容

　　　地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

■　任期　 平成24年4月1日から平成25年3月31日（再任用する場合もあります）

■　主な受験資格　

次の要件を全て満たす人

①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。

②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。

③民間企業等で職務経験がある人。ただし,公務員は,正規職員を定年等で退職後,3年以上経過していること。

④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。

⑤四日市市に在住する人。

■  募集期間 平成２４年１月２０日から２月３日（必着）

■  応募方法

　　市民生活課、地区市民センター、楠総合支所にある所定の用紙に必要書類を添え、市役所５階

　　市民生活課へ郵送またはご持参ください。　　市民生活課へ郵送またはご持参ください。

■  問い合わせ先　

市民生活課　℡３５４－８１４６

市県民税、所得税の申告が始まります

今年も市県民税、所得税の申告時期となりました。もう準備はお済みでしょうか。申告は昨年一年間の総決算で

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

申告会場に行かなくても自宅で確定申告書が作成できます!

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、24時間いつでも確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書(①多額

の医療費を支払った場合や住宅を購入した場合などの還付申告、②株式等や不動産を売却

した場合の申告など)や青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告

書書書書などの作成ができます。また、e-Taxの利用もできます（e-Taxをご利用いただくには、事前

無料駐車場はありません、 公共交通機関をご利用ください

小山田地区市民小山田地区市民小山田地区市民小山田地区市民センターセンターセンターセンター ２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金）））） ９９９９：：：：００００００００～～～～１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０
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四日市税務署からの確定申告会場のお知らせ

開開開開

設設設設

期期期期

間間間間

・・・・

時時時時

間間間間

2222月月月月16161616日日日日((((木）～木）～木）～木）～3333月月月月15151515日（木）日（木）日（木）日（木）

（土・日は除きます）

９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００９：００～１７：００

混雑の状況により早めに受付

を終了する場合があります

※この期間は四日市税務署では確定申告会場を設けません。

会場は じばさん三重じばさん三重じばさん三重じばさん三重 ６階６階６階６階 です

申告会場に行かなくても自宅で確定申告書が作成できます!

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、24時間いつでも確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書(①多額

の医療費を支払った場合や住宅を購入した場合などの還付申告、②株式等や不動産を売却

した場合の申告など)や青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告青色申告決算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の申告

書書書書などの作成ができます。また、e-Taxの利用もできます（e-Taxをご利用いただくには、事前
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四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」

〒510-0093 四日市市本町９－８ 本町プラザ

Tel 059-354-8331 Fax 059-354-8339

住所、氏名、電話番号、託児の有無(託児希望の場合は子どもの名前と年齢)を

電話かファクス、Eメールで、はもりあ四日市へ

リハーサルのない人生をどう生きていきますか？

「本当の楽しい生き方」=「新しい生き方モデル」について学びます。

講師：田中正人 氏（カウンセリング＆セラピーソウルメイト代表）

日時：２月３日（金）１３：３０～１５：００（１３：００開場）

場所：はもりあ四日市２階第1会議室 参加費：無料 定員：50名

申込：不要 ＊託児無料（申込み締切りは1月24日（火）です）

問い合わせ先

講師：鈴山雅子さん

（三重大学男女共同参画ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ客員教授）

映画「オフサイド・ガール

“オリンピックを１０倍楽しく見る方法 ”

１３:００～１４:４０ １４:５0～１５:５

ダメでも、見たい！

女性が競技場でサッカー観戦を禁止

されている国イラン、男装してサッ

講演会「スポーツとジェンダー」

男女共同参画課より講演会のお知らせ

会場：本町プラザ１階ホール 定員：７０名 対象：四日市市内在住･在勤・在学の方

参加費：無料 託児：無料（１月２７日までに申込が必要です）

【お申込み・お問い合わせ】

１月１０日以降に、四日市市男女共同参画センター(はもりあ四日市)まで、住所、名前、

電話番号、託児の有無を電話・ファクス・Eﾒｰﾙで、TEL 354-8331  FAX354-8339 

講師：鈴山雅子さん

（三重大学男女共同参画ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ客員教授）

“オリンピックを１０倍楽しく見る方法 ”

ダメでも、見たい！

女性が競技場でサッカー観戦を禁止

されている国イラン、男装してサッ

10:00～12:00

「目にとまる履歴書

＆職務経歴書の書き方」

自分の強みを見つけてアピール！

13:00～15:00

「模擬面接」

10:00～12:00

「就職を勝ち取るためのポイント」

さぁ はじめよう GｏGｏ!

13:00～15:00

「就活メイク講座」

～今ドキ顔でイメージアップ～

★対象：妊娠、出産、育児等で離職し、働きたい！と本気で考えている女性

★場所：本町プラザ２階 第１会議室 ★定員：２４名

★参加費：無料 ★託児あり：無料ですが、１月２０日までに申込が必要です

★申込期限：１月２０日(金) 21時締切。応募多数の場合は抽選。

１月２４日(火)以降に受講決定通知を発送します。

【講師】 服部奈津子さん・・・日本産業カウンセラー協会中部支部三重事務所、産業カウンセラー

杉原幸子さん(ﾒｲｸ)・・・・資生堂販売（株）、中部支社三重オフィス 美容統括部

【申込方法】住所、名前、電話番号、託児の有無を電話かＦＡＸ、またはメールで、TEL354－8331

ＦＡＸ354－8339、はもりあ四日市kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp  （日・月・祝日休み)に

お申込み下さい。

【講師】 服部奈津子さん・・・日本産業カウンセラー協会中部支部三重事務所、産業カウンセラー

杉原幸子さん(ﾒｲｸ)・・・・資生堂販売（株）、中部支社三重オフィス 美容統括部

【申込方法】住所、名前、電話番号、託児の有無を電話かＦＡＸ、またはメールで、TEL354－8331

ＦＡＸ354－8339、はもりあ四日市kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp  （日・月・祝日休み)に

お申込み下さい。


