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NTT西日本鈴鹿研修センター
跡地土地利用転換計画の
説明会を行います

企画課　　82-9038　　82-7603
kikaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　６月５日㈯　19時～20時
30分、６月６日㈰　15時～16時30分 

ところ　白子地区市民センター
会議室 

内　容　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修セ
ンター跡地の土地利用計画の現

状についての説明と市民の皆さ

んから広く意見をお聴きします。 

定　員　各100人 
 
住宅用太陽光発電システム
設置整備事業補助金を
ご利用ください

環境政策課　　82-7954　　82-8188
  kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象 
○本年度、財団法人新エネルギ

ー財団の補助を受けて、市内

の住宅へ太陽光発電システム

を設置しようとしている方 

○本年度、財団法人新エネルギー

財団の補助を受けて、システム

が設置された市内の新築住宅を

購入しようとしている方 

補助金額　太陽光発電システム補
助金額算出方法に基づき算出し

ます。（１件につき上限16万円） 

○出力値４Ｋｗ未満は４万円×

出力値 

○出力値４Ｋｗ以上10Ｋｗ未満

は16万円 

※出力値とは、太陽光発電システム

を構成する太陽電池の最大出力の

値で、小数点以下１位未満の端数

は切り捨てます。 

申込み　平成16年５月20日㈭か
ら平成17年２月25日㈮17時（必

着）までに、補助金交付申請書

に必要事項を記入の上、必要書

類を添付して、環境政策課へ提

出してください。 

※募集要綱・交付申請書などは、環境

政策課のほか、鈴鹿市ホームページ

　 http://www.city.suzuka.mie.jp/ 

　gyose i / sh i n se i / yoush i k i / i n-

dex.html#shinseisho からも入手で

きます。 

※交付申請の総額が予算額を超えた

ときは、平成17年３月上旬に抽選に

より当選者を決定します。受付順で

はありませんのでご了承ください｡ 

※財団の補助制度に関する問い合

わせは、〒102-8555東京都千代

田区紀尾井町３番６号秀和紀尾井

町パークビル６階新エネルギー

財団導入促進本部太陽光発電部

（　03-5275-3046　03-5275-9301

　 http://www.nef.or.jp）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
「人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

人権政策課　　82-9011　　82-8188
   jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　人権擁護委員法が施行された６

月１日を、「人権擁護委員の日」と

定め、人権思想の普及・高揚に努

めています。市内には、市長が推

薦し、法務大臣が委嘱した人権擁

護委員の方が活躍されています。 

　隣近所のもめごと、家庭内の

問題、いじめや体罰、職場での

セクハラなどでお悩みの方は、

人権擁護委員または相談所へご

相談ください。相談は無料で、

秘密は守られます。 
!特設人権相談
と　き　６月１日㈫　９時30分
～15時30分 

ところ　社会福祉センター 
※毎月、広報すずか20日号に相談

日を掲載しています。 

!人権擁護委員（敬称略） 
　杉　正美（須賀二丁目）、樋口慶　

　（稲生塩屋一丁目）、　口卓也（神

戸二丁目）、金信照子（神戸三丁目）、

田中弘子（北堀江一丁目）、伊藤篤

子（東磯山二丁目）、岸勝驥（八野町）、

林正樹（高岡町）、谷口きみ（伊船町）、

角谷弘子（白子本町）、一見靖子（岸

岡町）、益川博光（五祝町） 

 
国民健康保険のための
所得申告書を提出してください
保険年金課　　82-7605　　82-7660
   hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民健康保険に加入している

方で次の理由などにより所得金

額が不明な方に、市から所得申

告書を送付します。必要事項を

記載して提出してください。 

○確定申告書、市県民税申告書

を提出していない方 

○年末調整が未済であるなどの理

由で所得金額が不明な方など 

提出方法　６月11日㈮までに保
険年金課または地区市民セン

ターに提出してください。 

※今年度から被扶養者（控除対象配

偶者を除く）にも申告書を送ります。

申告書裏面を参考に扶養の状況、学

生の期間などを記載して同様に提出

してください。 

 
印鑑登録を申請するには
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住民登録をして
いる15歳以上の方 

手続き　市民課または地区市民
センターで申請することがで

きます。本人が登録する印鑑

を持参して申請してください。 

※代理人による申請には、本人自筆の

委任状と代理人の印鑑が必要です。 

※申請者には、確認の文書（回答書）を郵

送します。回答書に本人が署名し、その

回答書、登録印と健康保険証などの

本人の名前が確認できるものを持って、

再度、申請窓口へお越しください。 

※代理人の場合は、上記のものにあわ

せて、委任状と代理人の名前が確認

できるものが必要になります。 

※本人が、官公署発行の顔写真付の

身分証明書（免許証、パスポート、住

家屋調査にご協力を

図書館を休館します
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NTT西日本鈴鹿研修センター
跡地土地利用転換計画の
説明会を行います

住宅用太陽光発電システム
設置整備事業補助金を
ご利用ください

「人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

!

!

国民健康保険のための
所得申告書を提出してください

印鑑登録を申請するには

民基本台帳カードなど）を持参して申

請する場合は、申請した日に登録で

きる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
家屋調査にご協力を

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

　新築や増築した建物を対象に、

家屋調査を行いますので、ご協力

をお願いします。 

　また、住宅や倉庫などの建物を

取り壊したときは「滅失家屋申告書」

を、未登記家屋の所有者名義人を

変更するときは「名義人変更届」を、

資産税課へ提出してください。 

　「滅失家屋申告書」は資産税課

と各地区市民センターに、「名義

人変更届」は資産税課にあります。

なお、売買や贈与などによる変更

の場合は旧所有者の印鑑登録証

明書が、相続の場合は相続関係が

わかる書類（戸籍など）、遺産分

割協議書、印鑑登録証明書などが

必要になります。詳しくは、資産税

課にお問い合わせください。 

 
図書館を休館します

図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　６月７日㈪から６月15日㈫まで、

蔵書点検のための特別整理期間

として休館します。（移動図書

館も含む） 

　なお、本の返却は夜間返却口

をご利用ください。 

 
6月6日から12日までは
危険物安全週間です

予防課　　82-9159　　83-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　「危険物　ゆるむ心の　帯し

めて」を推進標語に、6月6日か

ら12日まで危険物安全週間を実

施します。 

　気温が高くなる夏場には、石

油類からは可燃性ガスが発生し

やすく、事故が起こりやすくな

ります。 

　ガソリン、灯油、塗料、スプ

レーなど、取り扱いに慣れてい

ても、安易な扱いや保管状況に

よっては大事故につながります

ので、次のことに気を付けまし

ょう。 

○火の近くでは取り扱わない 

○換気の良いところに保管し、

容器には必ず栓をする 

○適正な容器で保管する 

○直射日光のあたる場所や、高

温になる場所に保管しない 

○必要以上の量を保管しない 

 
銃砲刀剣類の

登録審査会を行います
文化課　　82-9031　　82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ
○６月15日㈫　県鈴鹿庁舎 

○10月12日㈫　県津庁舎 

※時間はいずれも10時～11時30分、

13時～14時 

※尾鷲・伊勢・上野・松阪庁舎でも別

日程で行われます。 

手数料
○新規登録　　　6,300円 

○登録証再交付　3,500円 

※三重県収入証紙でお願いします。 

問合せ　県教育委員会事務局文化
財保護室（　059-224-2999）へ 

市長の資産を公開します 市政情報課　　82-8659　　82-2219　　shisejoho@city.suzuka.mie.jp

　「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第５条の規定に基づき、市長の「資産等補充報告書」と「関連

会社等報告書」の内容を公表します。 

　報告書の原本は、どなたでも市政情報課で閲覧することができます。また、報告書の概要を市のホームページでも

公表しています。（　http://www.city.suzuka.mie.jp/） 
!資産等補充報告書
　平成15年5月2日から12月31日までに増えた資産で、12月31日において有する資産を記載したものです。 

○土地　該当なし 
○建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃貸借　該当なし 
○建物　該当なし 
○預金・貯金・郵便貯金　195万5,935円 
○金銭信託　該当なし
!関連会社等報告書
　平成16年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、そ

の名称・住所・職名を記載したものです。 

○有価証券　該当なし 
○自動車・船舶・航空機・美術工芸品　該当なし 
○ゴルフ場の利用に関する権利　該当なし 
○貸付金　該当なし 
○借入金　該当なし 
 

会社その他の法人の名称 住　　　　　　所 役員・顧問その他の職名

鈴鹿回生病院 

三重県農業共済組合連合会 

鈴鹿市国府町字保子里112 

津市桜橋一丁目649

評議員 

理　事 
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放送大学の学生を募集します
放送大学三重学習センター　　059-233-1170　　059-233-1179

http://www.u-air.ac.jp/hp

　平成16年度第２学期（10月入

学）の教養学部学生と大学院修

士科目生を募集します。 

　放送大学は、自宅のテレビ（ＣＳ

デジタル放送、ケーブルテレビ放送）

で授業を視聴するほか、同大学（県

総合文化センター内）のビデオテ

ープなどを利用して学習できます。 

コース
○全科履修生　大学卒業を目的
に学びます。 

○選科履修生　１年間在学し、
興味のある科目を学びます。 

○科目履修生　半年間在学し、
興味のある科目を学びます。 

対　象　全科履修生は18歳以上、
その他は15歳以上 

※入学試験はありません。 

申込み　6月15日㈫～8月31日㈫ 
※大学院修士科目生はお問合せくだ

さい。 

毒物劇物取扱者試験を行います
北勢県民局鈴鹿保健福祉部　　82-8674　　82-7958

と　き　８月31日㈫　13時～15時 
ところ　三重大学 
申込み　６月28日㈪から７月２
日㈮（8時30分～17時）までに、

各県民局保健福祉部へ 

※申込書は６月14日㈪から７月２日㈮（8時

30分～17時）までの間、各県民局保健

福祉部で配布しています。 

 
「ジェフリーふぇすた」
実行委員を募集します

男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画の意識の普及、ジェフ

リーすずかの活動の周知、市民団体

やグループの相互交流を目的にしたイ

ベント「ジェフリーふぇすた」の企画・

運営をしていただける方を募集します。 

と　き　7月から「ジェフリーふぇす
た」開催（平成17年3月頃予定）

までの間に、月2回程度、実行委

員会の開催を予定 

申込み　6月10日㈭までに、住所・氏
名・年齢・連絡先・応募の動機を

記入して、はがき・ファクス・電子メ

ールなどで男女共同参画課へ

 

 

 

長吉祭
—第３回石橋楽市—

商業観光課　　82-9016　　82-0304 
   shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　６月13日㈰　10時～16時 
ところ　神戸本通り商店街、ジ
ェフリーすずか周辺 

内　容　講談「荒神山の決闘」、無
声映画「血煙り荒神山」、講演会「神

戸の長吉と吉良の仁吉、その虚像

と実像」、吉良町フェア、バナナの

たたき売りショー、中古家具オーク

ション、和菓子の作り方など 

主　催　「歴史の街・神戸」の商店街再
生を考える会（代表杉谷　 69-3087） 

※近隣農家による生産者直売市とフリ

ーマーケット出店者（申し込みは、藤井

　82-0044へ）を募集しています。 

８耐前夜祭での
バイク同乗者を募集します
障害福祉課　　82-7627　　82-7607
  shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿８時間耐久レース（８耐）で実

鈴鹿高専ベンチャー講座

三重大学公開講座

スポーツ教室

犬の散歩

なが きち

○５月21日㈬〜30日㈮

○６月１日㈯〜10日㈪

○６月11日㈫〜20日㈭
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講座・教室 

■エキストラ募集

文化課　　文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映画「埋もれ木」の製作が督の映画「埋もれ木」の製作が行われること行われること
になりました。このコーナーでは、映画「埋もれ木」に関になりました。このコーナーでは、映画「埋もれ木」に関する情報をお知らせしますする情報をお知らせします。
　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映画「埋もれ木」の製作が行われること
になりました。このコーナーでは、映画「埋もれ木」に関する情報をお知らせします。

　「埋もれ木」支援の会では、エキストラの募集をしています。 

・撮影日時、場所などの詳細は、申し込みいただい

た方に、直接連絡します。 

・出演費、交通費、食事代などの支給は一切ありません。 

・撮影時はカメラ・ビデオ・携帯電話などによる一切

の撮影、または出演者にサインをもらおうとする

など収録に支障をきたす行為は、禁止されます。 

■問い合わせ

シ
 ネ マ シ
 ネ マ 
館 文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

http://www.geocities.jp/umoregi2004/index.html
umoregi2004@yahoo.co. jp

「埋もれ木」支援の会
　　　82-0220

「埋もれ木」支援の会って何？ 
 

　「埋もれ木」支援の会は、小栗

監督の最新作「埋もれ木」の成功

を支援するために結成されました。 

　メインとなるロケ地が鈴鹿市という

こともあり、ぜひ地元の方 と々協力し、

すばらしい映画になるようにと、みん

なで力を合わせて活動をしています。 

どんな活動をしているの？ 
 

　支援の会としての主な活動内容は、次のとおりです。 
○主役まちのオーディションの会場設営やその他の雑務 

○５月に行われる上映会の会場設営・駐車整理・チケットのもぎりなど 

○映画で必要な道具（自転車・ベッド・廃材など）の確保 

○映画で使われるセットなどの組み立て、色塗りの補助など 

○映画完成後、「埋もれ木」上映会の場所確保やチケットの販売・

駐車整理・チケットのもぎりなどの雑務 

 

　電話・Eメール・ファクス・ハガキのいずれかで、下記の

事項をお伝えください。 

  （1）住所　（2）氏名　（3）年齢　（4）電話番号 

 　なお、１８歳未満の方は、保護者の同意が必要です。 

 　申込先は、「埋もれ木」支援の会まで。 

映画で必要な自転車を搬入するメンバー映画で必要な自転車を搬入するメンバー

第3回ボランティア会議回ボランティア会議

映画で必要な自転車を搬入するメンバー

第3回ボランティア会議

＜申込方法＞
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放送大学の学生を募集します

毒物劇物取扱者試験を行います

「ジェフリーふぇすた」
実行委員を募集します

長吉祭
—第３回石橋楽市—

８耐前夜祭での
バイク同乗者を募集します

績のある有名ライダーが、ボランティ

アグループ「風の会」をつくり、８耐

の前夜祭にオートバイのタンデム（２

人乗り）走行を行います。体が不自

由な方で、バイクに乗りたくても乗れ

ない方、ぜひ参加してください。 

対　象
○上肢または下肢のどちらかに

障害のある方 

○当日、付き添い者と共に会場

まで来られる方 

と　き　７月24日㈯　16時から 
ところ　鈴鹿サーキット西コー
スパドック集合 

内　容　タンデム装具を装着し、
有名ライダーとタンデム走行（サ

ーキットコース１周）します。 

申込み　電話で「風の会」事務局長
吉村政治　　090-8422-2337へ 

※参加者数に限りがあります。早め

にお申し込みください。 

 

 

 

鈴鹿高専ベンチャー講座
鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338

jim3@jim.suzuka-ct.ac.jp

とき・内容
　ベンチャービジネス経営戦略、

起業家の講演など 

○創業・経営について　

　６月14日㈪　16時10分～17時50分 

○企業訪問（鈴鹿市内）
　6月30日㈬　14時30分～18時 

○ビジネスプランの作成I
　７月12日㈪　16時10分～17時50分 

ところ　鈴鹿高専マルチメディ
ア棟視聴覚室 

講　師　ベンチャー経営者、各
専門家など 

定　員　50人 
参加料　無料 
 

三重大学公開講座
三重大学総務部総務課    　059-231-9789  　 059-231-9789

と　き　7月2日㈮～26日㈪ （土・
日曜日、祝日除く、全10回）18時

30分～20時 

ところ　三重大学講堂小ホール 
テーマ　三重大学の挑戦2004（三
重の歴史、文化、医療、環境、

産学官の連携などについて） 

定　員　150人 
受講料　7,200円 
申込み　６月７日㈪から30日㈬まで
に、同大学総務課広報室広報係へ 

 
スポーツ教室

県営鈴鹿スポーツガーデン　　72-2285　　72-8011
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

■小学生テニス教室
対　象　小学１年～６年生の初心者 
と　き　7月19日㈪、21日㈬、

23日㈮、26日㈪、28日㈬、30

日㈮の6日間　9時30分〜11時

ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デンテニス場 

定　員　20人 
参加料　5,000円 
※参加料にはスポーツ安全保険料を含

みます。 

申込み　6月20日㈰までに、直接
窓口へ来ていただくか、ファ

クスに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、コース名を記入し、

県営鈴鹿スポーツガーデンテ

ニス場へ 

※インターネットでも申し込みできます。 

 

犬の散歩

　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

環境政策課　　82-9014　　82-8188
 　kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　市へ犬のフン放置について時々苦情をいた

だきます。 

フンの後始末は、飼い主の重要な責任の一つであり、こ

れまでも広報などで犬のフンを持ち帰ることをお知らせし

たり、「フン害防止看板」の設置を推進したりしてきました。 

　飼い主のモラルだけに頼らず、罰則を設けてはどう

かというご意見をいただくこともあります。 

　たしかに、それも１つの方法ですが、罰則の厳正な

実行性や適正な効力も考え、引き続き広報などでマ

ナーアップの啓発を続けていきたいと考えています。 

　だれでも気持ちよく、道や公園、海岸を歩けるように、

小さいお子さんが安心して遊べるように、飼い主は、

犬のフンを持ち帰るようにお願いします。 

　先日、海岸へ子どもと出かけました。夕方になり、

あちこちから犬の散歩に来る人が出てきてましたが、

ほとんどの人が手ぶらでした。ある人は、「これからの季節、

子どもが海で遊ぶのはいいね」なんて言いながら、犬は

横で「フン」をしているのです。それを持って帰るのかと

思ったら、知らん顔で帰っていきました。子どもたちは裸

足で遊んでおり、「フン」を踏まないか心配でした。 

10時15分、11時45分(土曜日のみ)、

13時15分(土曜日を除く)、17時15分、

22時15分からの各15分 

○５月21日㈬〜30日㈮
『ベルディ便り』･･･防災館、清掃・
保健情報など 

○６月１日㈯〜10日㈪
『ベルディ便り』･･･市長へビデオ
レター、スポーツ情報など 

○６月11日㈫〜20日㈭
『ことばの玉手箱』･･･市内で使わ
れている方言の紹介 
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お知らせ 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映画「埋もれ木」の製作が行われること
になりました。このコーナーでは、映画「埋もれ木」に関する情報をお知らせします。シ

 ネ マ 

映画で必要な自転車を搬入するメンバー

第3回ボランティア会議


