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したときは「滅失家屋申告書」を、

また売買や相続などで未登記家屋

の所有者名義を変更する場合には

「名義人変更の申告書」を、年内

に資産税課へ提出してください。�

　「名義人変更の申告書」は資産

税課に、「滅失家屋申告書」は資

産税課と出張所にあります。

三重県重症心身障害児者
通園事業を始めます

北勢県民局鈴鹿保健福祉部　 82-8673

　平成15年1月から、国立療養所

鈴鹿病院で三重県重症心身障害児

者通園事業を始めます。�

対　象　県内在住の在宅重症心身
障害児者（年齢制限はありません）�

と　き　平成15年１月14日㈫から
の平日９時～15時�

ところ　国立療養所鈴鹿病院�
定　員　１日５人�
申込み　電話で、同部子育て支援
グループへ�

�
市民情報掲示板のご活用を

広報広聴課　　82-9040　　82-7603
　�koho@city.suzuka.mie.jp

　11月に市のホームページをリ

ニューアルし、市民の皆さんの

イベントのお知らせやサークル

のメンバー募集などの情報を掲�

平成14年度市立幼稚園児
（４歳児追加）を募集します
学校教育課　　82-7618　　82-9054
�gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

　国府幼稚園、白子幼稚園、旭が

丘幼稚園、飯野幼稚園、玉垣幼稚

園で在園中の4歳児学級に欠員が

出ましたので、園児を募集します。�

対　象　平成９年４月２日から平
成10年４月１日までに生まれた

市内に居住する幼児�

定　員　国府幼稚園７人、白子幼
稚園７人、旭が丘幼稚園７人、

飯野幼稚園１人、玉垣幼稚園４

人（応募多数の場合は抽選）�

申込み　12月10日㈫から20日㈮ま
で（土・日曜日を除く、８時30

分～17時）に、各園にある「入

園願」に必要事項を記入し、入

園希望の幼稚園へ�

※併願は認めません。�

※募集人数は変更が生じることが

あります。�

※入園は平成15年１月８日㈬か
らです。�

建物を取り壊したら
忘れずに申告を

資産税課　　82-9007　　82-7604
　�shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　住宅や倉庫などの建物を取り壊

納税の休日窓口を開設します
収税課　　82-9008　　82-7660

shuzei@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月15日㈰　９時～16時
30分�

ところ　収税課(西館２階)�
内　容　市・県民税、固定資産
税・都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税についての納

税相談、収納、口座振替の手

続業務など

一ノ宮教育集会所に陶芸窯
を設置しました

人権教育課　　82-9030　　83-7878
�jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

　宝くじの助成金を受け、一ノ宮

教育集会所に陶芸窯を設置しました。�

　これは、コミュニティの健全な

発展を図るとともに、宝くじの普

及広報事業を行う事を目的とした、

「財団法人自治総合センター」の

実施するコミュニティ助成事業の

一環として設置されたものです。�

　一ノ宮教育集会所では、今後、

陶芸教室などを開催し、地域住民

の交流を図っていきます。�

資格商法資格商法の2次被害次被害�

　15年前に社会保険労務士講座を受講しまし

たが、受験せず放っていました。突然電話が

かかり、｢生涯教育だから継続費用を払うか教

材を購入して終了とするか、いずれにしても50

万円を払うように｣とのことでした。話を聞くうちに返

事をしてしまい、昨日契約書が届きました。断りたい

のですが、どうすれば良いでしょうか。�

�

　以前の契約は教材を受け取り料金を支払うこと

で終了しています。あたかも関連があるようなセー

ルストークですが、以前の契約とは全く関係のない

新たな契約をさせることが目的です。電話勧誘で

の契約は、契約書が届いた日を含めて8日間はクーリング

オフができます。書面で通知するよう助言しました。�

■消費者へのアドバイス
　簡単に資格が取れると勧誘する商法を資格商法と言

いますが、過去に契約した人を狙う2次被害の相談が多

数寄せられています。�

　自宅や職場に何度も電話をかけてきて｢以前の契約は

生涯教育なので資格を取るまで続けなければならない｣｢や

めたければ登録抹消費用を払え｣とあの手この手で契約

を迫りますが、すべて偽りですからご注意ください。�

　長く話を聞くうちに、相手のペースにはまり、困惑の様

子を見せればつけこまれ、執拗に勧誘されます。複数業

者から次々同様の勧誘を受け困っている人に｢勧誘を止

めることができる｣と高額の費用を請求する悪質業者も

います。曖昧な返答をせず手短に毅然とした態度で

はっきりと断ることが大切です。�

消費生活に関するご相談は、県民生活センター（　059-228-2212）へ（月～金曜日　9時～16時）

しつ　よう�

あい  まい� き     ぜん�
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鈴鹿警察署 69-0110

　12月11日㈬から12月20日㈮まで、「年末の交通安全県民運動」が実施されます。運動期間中、
関係機関団体とさまざまな運動を展開していきます。ご理解とご協力をお願いします。

　県内では、今年に入って169人が交通事故で亡くなり、市内で

もすでに23人もの尊い人命が失われています。（11月20日現在）�

　特に年末は死亡事故が多発する傾向にあります。一人ひとりが

交通安全に心掛け、市内から悲惨な交通事故を無くしましょう。�

　空き地の管理は所有者の義務です。

自分で管理できない場合は、業者

またはシルバー人材センターなど

に依頼して、有料で除草してもら

う方法もあります。�

　また空家は施錠し、他人が立ち

入らないようしっかりと管理して

ください。�

�
狭い道路に面して建物などを

建築される方へ
建築指導課　　82-9048　　82-7615
kenchikushido@city.suzuka.mie.jp

　建築基準法では、原則として幅

員４ｍ以上の道路に面していなけ

れば建物などが建築できないこと

になっています。そのため、幅員

４ｍ未満の狭い道路に面して建築

を行う場合には、その道路の中心

線から２ｍ後退したところを道路

境界線と見なすように定められて

います。�

　市では、建築基準法に定めら

れている４ｍの道路幅員を確保

するため、平成12年４月から、

市民の皆さんのご協力を得ながら、

「道路後退用地等整備推進事業」

を実施しています。�

　建築確認申請の提出までに、事

前協議などが必要です。詳しくは、

建築指導課へお問い合わせください。�

ご登録いただくと便利です。　　

http://www.city.suzuka.mie.jp/m/�

鈴鹿フラワーパーク内花壇の
秋植えが完了しました

公園緑地課　　82-9027　　84-3938
　kouenryokuchi@city.suzuka.mie.jp

　平成14年度宝くじの助成を受け、

鈴鹿フラワーパーク内の東側花壇に、

色とりどりのパンジーを植えました。�

　また園内には、噴水や花の丘、

桜の広場、野点広場などの施設や

ローラースライダー・ネットドー

ムなど24種類の遊具を組み合わせ

た大型複合遊具などもあります。

ぜひお越しください。�

枯れ草、空地の管理
消防署　　82-9164　　82-9166
�　honsho@city.suzuka.mie.jp

　秋も過ぎ、青草も枯れ、寒さの

厳しい季節になりました。�

　これからは空気が乾燥して、火

災が発生しやすい季節になります。

毎年、枯れ草による火災が多く発

生しています。皆さんの所有して

いる土地に草などが繁茂して立ち

枯れし、子供の火遊び、タバコの

投げ捨てなどにより火災が発生す

る恐れがありますので、刈り取る

など必要な処置をお願いします。�

載できる｢市民情報掲示板｣を開

設しました。簡単な操作で、自

ら情報を発信できますので、ぜ

ひご活用ください。�

　http://www.city.suzuka.mie.jp/�

※営業行為や政治活動、宗教活動、

そのほか公序良俗に反する内容

の申込みはできません。�

※利用は、市内在住の方か、市内

で行われるイベントに限ります。�

※掲示希望日の10日前までに送信

してください。受付後、広報広

聴課で内容を確認し、情報を掲

載します。�

携帯端末用ホームページを
開設しました

広報広聴課　　82-9040　　82-7603
　�koho@city.suzuka.mie.jp

　市の携帯端末

用ホームページ

を開設しました。�

　ホームページ

には、災害速報、

市役所の電話番

号一覧、各種イ

ベントの開催情

報のほか、暮ら

しに役立つ情報を掲載しています。

ぜひご覧ください。�

※ブックマーク（マイリンク）に�

運 動 の 重 点 目 標

○飲酒運転の追放

○高齢者の交通事故防止

■10万人以上の都市は全国に226あります。

交通事故死亡者数（月別）



くらしの情報
保存会による市内初の空砲試射）の

演武や子供たちの剣道野試合�

入場料　無料�
※詳しくは、鈴鹿市剣道協会・佐野

（　82-3649）へ

�
�手結び着付手結び着付（初級コース）

昼間講座
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223

　shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方�
と　き　１月７日から４月１日までの
火曜日（全12回）　10時～12時�

定　員　15人（先着順）�
受講料　8,400円�
申込み　12月20日㈮までに、電話
で勤労青少年ホームへ

�
第28回鈴鹿市親子スキー＆

ボード教室
スポーツ課　　82-9029　　82-9071
　supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　小・中学生、高校生、保護
者（中学生・高校生は、親の承諾

書があれば本人だけで参加できます）�

※ボード教室は初心者のみ�

と　き　平成15年１月３日㈮～６日㈪
ところ　戸狩温泉スキー場（長野
県飯山市）�

14時30分から
ところ　図書館２階視聴覚室

成 人 式
社会教育課　　82-7619　　82-9071

　shakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住または市に本籍
のある方（外国人登録者の方を含

む）で、昭和57年４月２日から昭

和58年４月１日までに生まれた方�

と　き　平成15年１月13日㈪　10時
～11時30分（９時受付）�

ところ　市民会館�
内　容　式典、中学校恩師からの
ビデオレター上映ほか�

※個人への案内通知は行いません。�

市制60周年記念事業
市剣道協会結成50周年

武道まつり
政策課　　82-9038　　82-7603

　seisaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市剣道協会では、結成50周年

を記念して「武道まつり」を開催します。�

と　き　12月15日㈰　９時～15時�
ところ　武道館、江島総合スポー
ツ公園�

内　容　剣道、各種居合、杖道、
なぎなた、空手、少林寺拳法、柔

道、弓道、銃剣道、火縄銃（名古

屋城鉄砲隊尾張藩田付流古式砲術

西部体育館・テニスコートは
２月末まで利用できません

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
　supotu@city.suzuka.mie.jp

　西部テニスコートは、改修工事の

ため、２月末まで使用できません。

また、西部体育館は、床研摩のため、

12月10日㈫から２月末まで閉鎖しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご協
力お願いします。

県民手帳の販売
�職員共済組合　　82-8679

　平成15年版県民手帳を市役所共

済組合売店（市民会館１階）で販

売しています。�

と　き　１月31日㈮まで（土・日
曜日、祝日は除く）�

価　格　ポケット版400円、ビジ
ネス版650円�

クリスマスおはなし会
図書館　　82-0347　　82-4000
　toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月21日㈯　13時30分から、

解答期間
配信者数2002年9月9日(月)～

2002年9月15日(日)
811人

正答者数
解答者数
正 答 率413人

537人

76.9%

「明治文壇の鬼才」と称された鈴鹿市出身の文
筆家は？

○ 斎藤 緑雨　× 斎藤 茂吉

広報広聴課　　merumoni@city.suzuka.mie.jp

　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/でメルモニの登録を
随時受け付けています。※市ホームページから入ることもできます。

　市では、１月からインターネットを活用したアンケートシステムを始め
ました。このコーナーでは、これまで実施したアンケートやクイズなどの結
果を紹介します。詳しいデータは、同ホームページで公開しています。

11月18日現在登録者数／845人

　斎藤緑雨は、今から135年前（1867年）
に鈴鹿市神戸で生まれ、小説家・批評家と

して文壇にデビューし、辛辣な批評精神で「明治
文壇の鬼才」と呼ばれた人です。2004年4月には没
後100年を迎えます。緑雨は、アフォリズムに秀で、
たくさんの名言を残しました。

※文壇：作家・文芸批評家たちの世界

※辛辣：極めて手厳しいこと

※鬼才：人間のものとは思われないほどすぐれた才能を持った人

　　アフォリズムを一言で言うならば「凝縮し、省略した短い文章

で、人生の真実を表現した作品」となります。以下、アフォリズム

と他との違いを簡単に言うと、

● ことわざには故事来歴（ストーリー）があるが、アフォリズムに

は社会や時代（批判精神）がある。 

● 格言は善意の（甘い）人生訓、アフォリズムは辛口の人生訓 

● 一行詩は個人への呼びかけの気持ち、アフォリズムは万人向きの論 

● 短詩型文学の基盤は抒情や写生、アフォリズムの基盤は現状

把握と批判再建

じょう どう

しん      らつ
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と　き　平成15年１月21日㈫～23
日㈭（全３回）　９時～16時�

受講料　8,000円�
申込み　12月24日㈫から�
○パソコン基礎（インターネット）
と　き　平成15年１月７日㈫～９
日㈭（全３回）　９時～16時�

教材費　3,000円�
申込み　12月9日㈪から�
○ワープロ初級（ワード2000）
と　き　平成15年１月11日㈯～13
日㈪（全３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　12月11日㈬から�
○データベースの初級（アクセス

2000）
と　き　平成15年１月20日㈪から
31日㈮までの隔日（全６回）　
18時～21時�

教材費　2,000円�
申込み　12月20日㈮から�
○表計算の初級（エクセル2000）
と　き　平成15年１月21日㈫～23
日㈭（全３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　12月24日㈫から�
○表計算の中級（エクセル2000）
と　き　平成15年１月28日㈫～30
日㈭（全３回）　９時～16時�

教材費　3,000円�
申込み　平成15年１月６日㈪から�

○卓球教室
と　き　水曜日（全10回）　9時
～11時30分�

定　員　60人�
参加料　2,000円�
○さわやか健康教室
対　象　50歳以上の方�
と　き　金曜日（全10回）　13時
～14時30分�

定　員　70人�
参加料　500円�
○バドミントン教室
と　き　木・土曜日（全10回）　
９時30分～11時30分�

定　員　60人�
参加料　2,000円�
○女性健康教室
対　象　女性�
と　き　火・金曜日（全16回）　
９時30分～11時30分�

定　員　160人�
参加料　1,500円

職業訓練センター講座
鈴鹿地域職業訓練センター　87-1900

定　員　各20人�
申込み　各講座の申込日から、直
接同センターへ(先着順)�

※講座によっては、申込者が殺到

し受講できない場合があります。�

○アーク溶接特別教室

定　員　60人（先着順）�
参加料　中学生以上　３万4,000円、
小学生　３万2,000円�

※説明会当日、徴収します。�

申込み　12月13日㈮必着で、住所、
氏名、年齢、性別、電話・ファ

クス番号を記入し、はがきまた

はファクスで、鈴鹿スキークラ

ブ（　　72-3031）へ�
●説明会
と　き　12月18日㈬　19時から�
ところ　市立体育館大会議室

平成14年度後期（１月～３月）
スポーツ教室

市立体育館　　87-6006　　87-6008

ところ　市立体育館、武道館�
申込み　12月19日㈭（女性健康教室
のみ12月20日㈮）の８時30分から
直接、市立体育館へ（先着順）�

○健康教室
と　き　木曜日（全11回）　19時
～21時�

定　員　100人�
参加料　1,000円�
○バレーボール教室
対　象　女性�
と　き　木曜日（全10回）　10時
～12時�

定　員　60人�
参加料　1,500円�

保険年金課　　82-9401　　82-7660
�hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　送られてきた現況届を紛失してしま
いました。どうすれば良いのでしょうか。

　年金手帳をなくしてしまいました。ど　年金手帳をなくしてしまいました。ど
うすれば良いですかうすれば良いですか

　年金手帳は、年金の加入記録を証明する

大切なものです。就職や退職、または年金

の裁定請求をするときなど、手帳に記載さ

れている基礎年金番号から、加入記録を正確に把握す

ることができます。�

　紛失したときは、社会保険事

務所で再発行の手続きをしてく

ださい。なお、国民年金第一号、

第三号被保険者の方は保険年金

課、厚生年金に加入中の方は事

業所を経由して、それぞれ再交

付の申請をすることもできます。�

　現況届は、年金受給者が引き続き年金を受

ける権利があるかどうかを確認するための大切

な届出です。紛失したときは、保険年金課また

は社会保険事務所の窓口に備え付けてある用紙に必要事

項を記入し、社会保険業務センターへ提出してください。�

　現況届の提出期限は、

本人の誕生月の末日です。

期限内に提出しないと、

年金の支払いが一時停

止してしまいます。紛失に

気付いたら、速やかに届

け出をお願いします。�

現
状
届


