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自分の申告は自分で書いてお早めに

○お知らせ

 
一部運動施設の

休業日が変わります
スポーツ課　 382-9029　 382-9071 

supotsu@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　これまで月曜日が休業日であ

った、西部体育館、鼓ヶ浦サン・

スポーツランド、西部テニスコ

ートの休業日が、平成18年4月か

ら年末年始を除き通年営業とな

ります。これにより、運動施設

の休業日は次のとおりとなります。 

■施設名と休業日
○市立体育館、市武道館 
＞12月28日から翌年1月4日まで

の日、月曜日および第3火曜日。 

　　ただし、その日が国民の祝

日に関する法律(昭和23年法律

第178号)に規定する休日に当

たるときは、その翌日 

○市立テニスコート、西部体育館、
西部テニスコート、西部野球場、
石垣池公園野球場、石垣池公園
陸上競技場、鈴鹿川河川緑地野
球場、鈴鹿川河川緑地運動広場、
鈴鹿川河川緑地ソフトボール場、
鈴鹿川河川緑地テニスコート、
鈴鹿川河川緑地クリケットコート、
鈴鹿川河川緑地多機能芝生広場、
鼓ヶ浦サン・スポーツランド
＞12月28日から翌年1月4日までの日 

○石垣池公園市民プール
＞9月1日から翌年6月30日までの日 

 
河川防災センターの
休館日を変更します

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月から、河川防災セ

ンターの休館日を変更し、月曜

日も利用できるようになります。 

※休館日は12月28日から翌年１月

４日までです。 

建設工事関係の
入札参加登録を受け付けます
契約調達課　 382-9039　 382-9050

keiyakuchotatsu@city.suzuka.mie.jp

　市が発注する建設工事、測量・

建設コンサルタント関係の入札に

参加を希望する方は、あらかじめ

入札参加の登録をする必要があり

ます。平成18・19年度の登録受付

を行いますので、資格審査申請書

に必要書類を添えて、直接、契約

調達課へ申請してください。 

※県外業者のみ郵送でも受け付けます。 

と　き　3月1日㈬～14日㈫(土・
日曜日を除く9時～11時、13時

～16時） 

※申請書は三重県建設業協会(　 059-

224-4116)または、同協会鈴鹿支部

(　 382-0448)で販売しています。 

※詳しくは市ホームページ( 　http:// 

　www.city.suzuka.mie.jp/gyosei/ 

　shinse i/nyusatsu/ index.html)

でご確認ください。 

※物件関係の申請受付は、7月3日(月)

から14日(金)まで行います。詳し

くは、5月上旬に上記ホームペー

ジでお知らせする予定です。 

 
2月は北方領土返還運動

全国強調月間です
企画課　 382-9038　 382-9040

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　2月7日は｢北方領土の日｣です。

また、2月は北方領土問題に対す

る国民の理解をさらに深め、全

国的な北方領土返還要求運動の

一層の推進を図ることを目的と

した全国強調月間です。 

 
ご存じですか　検察審査会

選挙管理委員会事務局

　 382-9001　 384-3302
senkyo@city.suzuka.mie.jp

　交通事故、詐欺、おどしなどの

犯罪の被害にあい、警察や検察庁

に訴えたが、検察官がその事件を

起訴してくれない。このような不

満をお持ちの方は検察審査会にご

相談ください。相談や申立ての費

用は一切無料で、秘密は固く守ら

れます。検察審査会では、選挙権

を有する一般国民の中から｢くじ｣

で選ばれた11人の審査員が、検察

官が事件を起訴しなかったことの

よしあしを審査します。 

※詳しくは、津地方裁判所内・津検察

審査会事務局(〒514-8526　津市

中央3番1号　 059-226-4171)へ 

 
鈴鹿市

加佐登農村町民センターの
名称を変更します

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp 

　4月1日から｢鈴鹿市加佐登農村

町民センター｣が｢鈴鹿市立加佐

登公民館｣に名称変更します。市

内公民館と同様の機能を果たし

ているため、名称を公民館に変

更し、地域における生涯学習と

地域づくりの支援の充実をめざ

します。電話番号などは変更あ

りません。 

 
就学援助制度のご利用を

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

　小学生や中学生の保護者で、

経済的にお困りの方に、学用品

費・学校給食費などを援助する

事業を行っています。 

　援助を受けるには、一定額の

所得基準を設けています。手続

きの方法など詳しくは、直接各

学校へお問い合わせください。 

 
消費生活情報提供サービスを

ご利用ください
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　消費トラブルの初期的な対応

やサラ金など多重債務でお困り

の方への助言を行っています。 

■音声自動応答装置による情報
提供(24時間)

サービス電話番号　　0570-00-2212 

鈴鹿市社会福祉協議会の
職員を募集します

有害ごみの
拠点回収場所を移動します

広報すずかの表紙写真を
募集しています
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鼓ヶ浦サン・スポーツランド
フットサルコート

鼓ヶ浦サン・スポーツランド
フットサルコート
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■平成17年分所得税の確定申告の相談と申告書の受付
　確定申告が必要な方
○個人で事業を営んでいる方や不動産収入のある方 

○給与を2カ所以上からもらっている方 

○年金収入から所得税が源泉徴収されている方(源泉

徴収されていなくても、受給額や扶養家族の有無に

より、申告が必要な場合があります)など 

と　き　2月16日㈭～3月15日㈬　9時～17時(土・日曜日は除く) 
ところ　ベルシティ2階イオンホール 
※詳しくは、鈴鹿税務署（　 382-0353　 http ://www. 

　nagoya.nta .go . jp/suzuka）へ 

※鈴鹿税務署には、確定申告会場を設けません。 

※申告会場では、納税者の皆さんが｢所得税の確定申告の手引

き｣を参考に確定申告書などを作成し、不明な点について職員

がアドバイスさせていただく｢自書申告｣を推進しております。 

※申告期限間際は、大変混雑します。申告書は早めに作成

し郵送で提出してください。 

※国税庁ホームページ(　http://www.nta.go.jp)で所得税の

確定申告書が作成できます。 

※納税は安全で便利な振替納税をぜひご利用ください。 

■e-Taxのご利用を 
　国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用すると、自

宅やオフィスから、インターネットで国税の申告、納税

および申請・届出の手続ができるため大変便利です。

また、受付時間が拡大され、ますます便利になりました。 

※詳しくはe-Taxホームページ( 　http://www.e-tax.nta.go.jp)へ 

■税理士による無料税務相談所
とき・ところ
○2月17日㈮　牧田コミュニティセンター 

○2月20日㈪、21日㈫　県鈴鹿庁舎　 

○2月22日㈬～24日㈮　市立体育館 

※相談時間は、いずれも9時30分～12時、13時～16時です。 

※消費税と譲渡所得の相談は行いません。 

■東海税理士会鈴鹿支部による日曜日申告書作成会
　税理士が、無料で医療費控除と住宅借入金等特

別控除の申告書作成をお手伝いします。 

対　象　給与所得者 
とき・内容　2月26日㈰ 
○住宅借入金等特別控除を受けられる方
　10時10分～11時40分、13時40分～15時10分 

○医療費控除を受けられる方
　11時50分～12時50分、15時20分～16時20分 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
※詳しくは、東海税理士会鈴鹿支部(　 382-7715)へ 

自分の申告は自分で書いてお早めに　市民税課　 382-9446　 382-7604　 shiminzei@city.suzuka.mie.jp

一部運動施設の
休業日が変わります

河川防災センターの
休館日を変更します

建設工事関係の
入札参加登録を受け付けます

2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

ご存じですか　検察審査会

鈴鹿市
加佐登農村町民センターの

名称を変更します

就学援助制度のご利用を

消費生活情報提供サービスを
ご利用ください

○商品購入などの契約に関する

クーリング・オフのしかた 

○サラ金など多重債務でお困り

の方への助言 

○身に覚えのない有料情報請求

など架空請求の対応のしかた 

※クーリング・オフ、文書の書き方

などに関する資料をファクスで請

求できます。 

※平日の9時～20時までは、NTTオ

ペレーターによる基礎的な相談へ

の対応も行っています。 

※ダイヤル後、音声ガイダンスに従

って操作してください。 

 
鈴鹿市社会福祉協議会の

職員を募集します
生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

受験資格　昭和41年4月2日以降
の生まれの方で、保健師・介

護支援専門員の両方の資格を

有し、相談援助の実務経験が3

年以上ある方 

採用予定人数　1人(地域包括支援セ
ンター職員) 

採用予定日　平成18年4月1日から 
申込み　２月17日㈮までに、鈴鹿

市社会福祉協議会企画総務課

(　 382-5971)へ 

【1次試験】
と　き　2月20日㈪　9時から 
ところ　鈴鹿市社会福祉センター 
内　容　教養試験、作文 
 

有害ごみの
拠点回収場所を移動します 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　庁舎の移転に

伴い、乾電池・蛍

光管の有害ごみ

拠点回収場所を、

別館第3から新庁

舎4階廃棄物対策

課に移動しましたのでご注意ください。 

 
広報すずかの表紙写真を

募集しています
秘書広報課　 382-9036　 382-9040

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

  広報すずかの表紙写真を募集し

ています。祭りなどの行事や朝

市・風景など、生活感・季節感

あふれる作品をお待ちしています。 

規　定　市内で撮影されたカラー
写真（横判）で、未発表のもの 

申込み　随時受け付けをしてい
ます。写真(一人1点)の裏面に、

郵便番号、住所、氏名、電話番号、

作品のタイトル、撮影場所、撮影

日時を記入の上、直接または郵送

で〒513-8701　秘書広報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願いします。 

※同じ年度内で、同一応募者からの

表紙写真への採用は1回です。 
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○催し物

 
市民防災講演会

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

　今世紀中に必ず起こるといわ

れている東海・東南海・南海地震。 

　これらの地震が発生したとき、鈴

鹿市の被害はどのようなものになる

のでしょうか。そのときのために、

わたしたちはどのような備えをして

おけばよいのでしょうか。最新の地

震情報を基に皆さんも一緒に考え

てみませんか。 

と　き　2月24日㈮　18時30分～
20時 

ところ　文化会館けやきホール 
テーマ　巨大地震に備えて 
講　師　河田惠昭さん(京都大学
防災研究所所長・教授、阪神・

淡路大震災記念人と防災未来

センター長) 

主　催　鈴鹿市・三重県 
入場料　無料(申込みは不要です) 
 

レディース
バレーボール大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

　第35回鈴鹿市レディース9人制

バレーボールとソフトバレーボール

大会の参加チームを募集します。 

対　象　市内在住の女性で編成
するチーム 

と　き
　ソフトバレーボール　2月26日㈰

9人制バレーボール　3月19日㈰ 

ところ　市立体育館 
参加料　無料 
申込み　ソフトバレーボールは2月
17日㈮までに、9人制バレーボー

ルは3月3日㈮までにスポーツ課へ 

トイなおす(おもちゃ病院)
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　大切なおもちゃの修理などの相

談におもちゃドクターがお答えします。

ご希望の方は、当日おもちゃをお

持ち込みください。当日ご都合の

悪い方は、事前に廃棄物対策課に

お持ち込みください。修理後は、廃

棄物対策課まで取りにきていただく

ことになりますので、あらかじめご

了承ください。 

と　き　2月19日㈰　10時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム・キッズコンピュー

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼

児用電動バイクなど、楽器(電子

ピアノ・笛・ハーモニカなど)は、

修理できません。 

※部品として使用しますので、不要

になったおもちゃがあればお持ち

ください。 

 
第14回鈴鹿市文芸賞

贈呈式記念講演
(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
http://www.s-bunka.net/

とき・内容　3月11日㈯ 
○13時30分から　贈呈式 

○15時から　記念講演｢鈴鹿市文

芸賞　未踏の分野｣清水信選考

委員長に聞く(インタビュア・

福島礼子委員) 

ところ　文化会館さつきプラザ 
定　員　200人 
入場料　無料 
 

須川展也コンサート
with鈴鹿の吹奏楽団

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
http://www.s-bunka.net/

　プロサクソフ

ォン奏者　須川

展也さんと、鈴

鹿を代表する社

会人ブラスバン

ド(かるがもブラ

スアンサンブル、

白子ウィンドシンフォニカ)との

共演がみどころの公演です。 

と　き　3月12日㈰　開場15時から
開演16時から 

ところ　市民会館 
入場料　全席指定S席3,000円、 
　A席2,000円、B席1,000円(税込) 

※チケットは次のプレイガイドで好

評発売中です。 

　チケットぴあ　　0570-02-9966 
　(Pコード214-266) 

　窓口販売場所　文化会館、市
民会館、鈴鹿市観光案内所、

鈴鹿ハンター、SCアイリス、

宮脇書店鈴鹿店 

※ご来場は公共交通機関をご利用く

ださい。 

※未就学児はご入場できません。 

※購入以後のチケットの交換および

返金はお断りいたします。 

※チケットの紛失、焼失、破損、盗

難などの場合でも再発行はいたし

ません。 

 
鈴鹿市内

障害児学級連合作品展
指導課　 382-9028　 383-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月10日㈮　9時～17時、

11日㈯　9時～15時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　市内障害児学級の児童
生徒が1年間取り組んできた作

品を展示 

 
第17回

すずか消費生活展
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月11日㈯　10時30分～
17時、12日㈰　10時～16時 

ところ　鈴鹿ハンターセンター
コート 

内　容 
○衣の部　リフォーム作品、手芸
作品展示 

○食の部　健康茶、抹茶、コーヒー、
手作りおやつの試食・試飲、

人と自然にやさしいみえの安心

食材表示制度PR　　 

鈴鹿ベイロータリークラブ
記念講演

子育て支援講座
市内の民話をアニメで放送中

ぜひご覧ください

2006・2・514
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講座・教室 
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一人称で考える 
人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

市民防災講演会

レディース
バレーボール大会

トイなおす(おもちゃ病院)

第14回鈴鹿市文芸賞
贈呈式記念講演

須川展也コンサート
with鈴鹿の吹奏楽団

鈴鹿市内
障害児学級連合作品展

第17回
すずか消費生活展

○住の部(暮らし)　廃油石鹸、
ぼかし配布、レジ袋削減寸劇 

※その他、小物づくり体験、血圧測

定、健康相談、体温計・はかりの

無料点検、わたしたちの活動報告

写真展などを行います。詳しくは、

鈴鹿市生活学校(　383-6840)へ 

 
鈴鹿ベイロータリークラブ

記念講演
青少年課　 382-9055　 382-9053

seshonen@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿ベイロータリークラブでは創

立15周年記念事業として、プロジェ

クトX｢霧の岬　命の診療所｣で紹

介された医師　道下俊一さんを北

海道からお迎えして記念講演会を

行います。数々の苦難を乗り越え

た道下医師の半生にもわたる、へ

き地医療を通しての故郷への思い

を聞いてみませんか。 

と　き　3月5日㈰　14時～17時 
ところ　鈴鹿サーキットグラン
プリホール 

内　容　プロジェクトX｢霧の岬
命の診療所｣上映、記念講演会

(講師：浜中診療所名誉所長

医師　道下俊一さん) 

主　催　鈴鹿ベイロータリークラブ 

後　援　市教育委員会、(社)鈴鹿

市医師会 

参加料　無料 
申込み　2月20日㈪までに、入場
整理券を鈴鹿ベイロータリー

クラブ事務局(　 379-2484)へ

お申込みください。 

 

 

○講座・教室

子育て支援講座
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　平成16年度に子育て支援総合

推進モデル市として国の指定を受け、

各種の子育て支援施策に総合的・

積極的に取り組んでいます。DV・

虐待といろいろな角度から今後の

家族のありかたについて子育て支

援総合コーディネート事業の一環

として講座を開きます。 

対　象　市内在住の方 
と　き　3月11日㈯　13時30分～
15時 

ところ　鈴鹿市ふれあいホール 
内　容　｢家族のあり方｣について 
講　師　宮本まき子さん(家族カ
ウンセラー) 

定　員　200人(応募多数の場合
は抽選) 

参加料　無料 
申込み　2月28日㈫までに、はがき
に住所、氏名、電話番号を記入

の上、〒510-0261　御薗町4135-

124　子育て支援センター(　 372-

3303)へ申込むか、直接、子育て

支援課、子育て支援センターへ 

※手話通訳あり。 

※お子さんの同伴はご遠慮ください。 

 
市内の民話をアニメで放送中

ぜひご覧ください
　CNS10chでは、｢ふるさとの心｣

と題し、市内に伝わる民話を、

簡易アニメーションで放送して

います。子どもさんにも楽しめ

る内容です。ぜひご覧ください。 

■放送日時　毎月11日～20日 
　10時15分、13時15分(土曜日は12

時30分)、17時15分、21時15分から

の各15分 

2006・2・5 15
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　こんな話があります。 

> > > > > > > > > > > > > > 　  

　先日、縁談を紹介してくれた会社の人に、僕が

住んでいる町の名前を伝えたら、急にその人からこ

の縁談はなかったことにしてほしいと言われました。

理由を尋ねるとみんながだめだというからなんです。 

　「みんな」って誰のことでしょうか。 

（部落問題人権問題エッセイ集雑草録もの思う葦より） 

> > > > > > > > > > > > > >  

　これは同和問題における結婚差別の話です。この

話でまず考えるべきことは、縁談を紹介してくれた

会社の人が「わたしはかまわないが、みんながだ

めだからというから」ということを理由としたことです。

「みんながだめだから」とひとくくりにしてしまうこ

とで、自分自身はどう考えるのかということから避

けているのです。 

　そう考えてみると自分自身の態度を周りの人のせい

にするような姿勢そのものが問題ではないでしょうか。 

　残念なことに、世の中にはこの「みんな」が多く存在

しています。また、無関心、無知が新たな差別を生

んでしまうこともあります。差別はいけないという

認識と差別をなくそうという行動が結びつかないこと

が多い中、なぜ大切な人権が守られていないのか、

自分にとって人権とはなんだろうと一人称で考える

必要があります。 

　「被差別部落に生まれた」「住んでいる」などとい

う理由だけで基本的人権が侵害されることは重大な

人権問題であり、その早急な解決は国民的課題です。 

　自分自身は人権問題とどのようにかかわっているの

かと一人称で考えていくことは、あらゆる差別の撤廃

にもつながり、人間関係が希薄になったといわれる今日、

ますます必要ではないでしょうか。 


