
12 2008・6・5

くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

納税の夜間窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月27日㈮、30日㈪
　17時15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
ふとん丸洗いサービスのご利用を 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

対　象　在宅で約3カ月以上｢ねた
きり｣などの症状により、寝具の衛

生管理が困難な40歳以上の方 

内　容　中わたが、綿・合成繊維・
羊毛・羽毛のいずれかのふとんで、

サイズは問いません。対象者一

人あたり2枚までで、1週間から10

日間預かります(7月中に実施)。 

費　用　無料 
申込み　6月30日㈪までに、電話ま
たはファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センタ

ーの職員が申請書を届けます。 

 
将来に老齢基礎年金(国民年金)を 
多く受けたい人に付加年金の加入を 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp　

　付加年金は、付加保険料を納

めたことがある人が、老齢基礎

年金の受給権を得たときに老齢

基礎年金に加算して支給します。 

対　象　第1号被保険者(自営業・
農林漁業者などとその配偶者、

学生、任意加入者を含む) 

※国民年金保険料を免除されている

方と国民年金基金の加入者を除く。 

付加保険料　月額400円 
年金額　200円×付加保険料納付月数 
◆40年間付加納付した人には、

次の年金額が支給されます。 
　79万2,100円(平成20年度老齢基

礎年金)＋200円×480カ月(付加年

金の額)＝88万8,100円 

※上記の付加年金の年金額は、年金

額の改定が行われた場合でも、改

定されないことになっています。 

申込み　年金手帳を持参し、保険
年金課または地区市民センターへ 

※国民年金基金についての問合せ、申込

みなど詳しくは、三重県国民年金基金

　 0120-29-1284(フリーダイヤル)へ 

6月8日から14日までは 
危険物安全週間です 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

【推進標語】
安全へ確かなスマッシュ保守点検
　気温の高くなる夏季は、石油類

から可燃性ガスが発生しやすく、危

険物による事故が起こりやすい時

期です。ガソリン、灯油、塗料、ス

プレーなどの中にも危険物が含ま

れています。安易な扱い方が大事

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。 

○換気のよい所に保管し、容器

には必ず栓をする。 

○適正な容器で保管する。 

○直射日光の当たる場所や、高

温となる場所に保管しない。 

○必要以上に置かない。 

 
任期満了による鈴鹿市農業
委員会委員選挙を行います 

選挙管理委員会事務局

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

投票できる方　投票日当日、市内
在住の方で、鈴鹿市農業委員会委

員選挙人名簿に登録されている方 

選挙期日　7月6日㈰　7時～20時 
立候補受付　6月29日㈰　8時30分
～17時 

委員定数　23人(9選挙区) 

対　象　次のすべての条件を満たすもの 
○平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は

除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上) 

○次の改修工事により、一定の省エネ基準に適合する

こととなった住宅・窓の改修工事(複層ガラス化など)・

窓の改修工事と併せて行う次のいずれかの工事床の

断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事 

○改修工事費が30万円以上 

○平成22年3月31日までに改修工事が完了したもの 

※｢新築住宅に対する減額｣や｢住宅耐震改修に伴う減額｣

とは同時に減額されません。 

※バリアフリー改修を同年に行った場合には、合わせて3分

の2が減額されます。 

※省エネ改修に伴う減額は1度しか受けることができません。 

減額率　改修を行った住宅の固定資産税額の3分の1を減額 
※120㎡を超える住宅については、120㎡分までの固定資産税額の3分の1を減額 

申　請　工事完了後3カ月以内に、申請書に必要事
項を記入の上、次の添付書類を添えて資産税課へ 

○熱損失防止改修工事証明書
　改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合してい

るかを確認する書類です。建築士、指定確認検査機

関または登録住宅性能評価機関から発行されます。 

○納税義務者(家屋所有者)の住民票の写し
　本市において住所確認することに同意していただ

く場合は、添付は不要です。 

※住宅耐震改修・バリアフリー改修について詳しくは、資産税課にお問い合わせ

いただくか、市ホームページ( http://www.city.suzuka. lg.jp/l ife/benri/ 

　 i ndex4 .h tm l )をご覧ください。申請書は市ホームページからも入手できます。 

省エネ改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されます 
資産税課　 382-9007　 382-7604　　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成20年4月30日から、省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税が1年間減額される制度ができました。 

お 知 ら せ  
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住宅用火災警報器の設置は

済みましたか 

予防課　 382-9157　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市火災予防条例の改正により、

今年の6月1日以降、すべての住宅に

住宅用火災警報器(煙式)の設置義務

が適用されています。住宅用火災警

報器は寝室や2階に寝室がある場合

は階段にも設置が必要で、ねじ回しで

簡単に取り付けられます。お忘れの方

は、早めに設置をお願いします。 

○消防職員のふりをするなどの、悪

質な訪問販売にご注意ください。 

○業者による点検の必要はありま

せん。仕様書をよく確認し自ら点

検を行う習慣を付けましょう。 

※住宅用火災警報器は、クーリング 

オフの対象です。契約などのトラ

ブルが起こった場合は、鈴鹿亀山

消費生活センター(　375-7611)に

ご相談ください。 

 
資料館などの休館日を変更します 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

　稲生民俗資料館、伊勢型紙資

料館、庄野宿資料館、大黒屋光

太夫記念館の4館は、7月1日㈫か

ら休館日を変更します。 

休館日  月曜日・火曜日・第3水曜日
(ただし、月曜日が休日の場合

は開館)、年末年始(12月28日～

1月4日) 

 
発達に障がいのある 

子どもをもつ保護者のための
子育てトーク参加者を 

募集します 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

対　象　発達に障がいのある子
どもの保護者の方(原則として

一年間通して参加できる方) 

と　き　6月26日㈭、7月10日㈭、

9月11日㈭、10月16日㈭、11月

13日㈭、12月11日㈭、平成21年

1月15日㈭、2月12日㈭　いずれ

も10時～12時 

ところ　市役所西館会議室 
内　容　発達に障がいのある子ども
の保護者の話し合いとグループ相談 

コーディネーター　　　順子(教
育研究所専門相談員、臨床心理士) 

定　員　15人程度 
参加料　無料 
申込み　6月23日㈪までに、電話
で教育研究所へ 

 
市有財産を一般競争入札に

より売却します 

住宅課　 382-7616　 382-7615 
jutaku@city.suzuka.lg.jp

◆売払物件1
所在地　東玉垣町字井龍田2657番52 
地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　131.33㎡(実測) 
用途地域　第1種中高層住居専用地域 
予定価格　551万6,000円(売却最低価格) 
◆売払物件2
所在地　東玉垣町字乙戸部2800番39 
地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　138.55㎡(実測) 
用途地域　第1種中高層住居専用地域 
予定価格　546万9,000円(売却最低価格) 
◆入札参加申込み　6月5日㈭から20日㈮
(土・日曜日を除く9時30分～16時)

までに、直接、住宅課へ 

※郵送による申込みはできません。 

【現地説明会】
と　き　6月9日㈪　物件1は14時

から、物件2は14時30分から 

ところ　いずれも売払物件所在地 
 
天野奨学金奨学生を募集します 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

　この奨学金は、石薬師町出身

の故天野修一さんのご遺族のご

厚志によって設けられたものです。 

応募資格　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀、品行方正であり、

学資に困っている高校生以上

の学生 

奨学金額(給付月額)
○高校生　6,000円 
○高専・短大生　7,000円 
○国・公立大学生　1万円 
○私立大学生　1万4,000円 
奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間 

申込み　6月30日㈪までに、指導
課に備え付けの申込用紙に必

要事項を記入の上、同課へ 

｢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　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　｢ジェフリーふぇすた｣は男女

共同参画について考え、活動の

ネットワークを広げるイベントで、

2月ごろに開催を予定しています。 

内　容　月2回程度実行委員会を
開催します。報酬などはありません。 

申込み　6月28日㈯までに、はがき、
ファクス、電子メールなどで住所、

氏名、連絡先、応募の動機を記

入の上、男女共同参画課(〒513-

0801　神戸二丁目15-18)へ 

 
教科書展示会を行います 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　小学校・中学校用教科書見本本、

高等学校用教科書見本本の一部

を展示します。 

と　き　6月20日㈮～7月6日㈰　
9時～18時(土・日曜日は9時～17時) 

※月曜日、7月1日(火)は休館 

ところ　市立図書館2階会議室 
 
すずかフェスティバルの 
サポーターを募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　中学生以上(中学生は保
護者の承諾が必要) 

と　き　8月2日㈯、3日㈰のうち、
半日以上参加可能な時間帯 

ところ　弁天山公園、白子駅前、
神戸、鈴鹿ハンター、白子サンズ 

内　容　すずフェス当日の運営
のサポート(踊り大会の受付、

チーム整理、会場整理、進行、

公式グッズ販売など) 

※交通費・食事代は支給されません。 

特　典
○特製サポーターＴシャツ1枚、

缶バッチ1個を進呈 

○｢ボランティア証明書｣を発行 

○希望者は｢和おどり・総おどり｣

をステージで踊れます。 

申込み　7月4日㈮までに〒510-

0241白子駅前17-12　すずかフェス

ティバル実行委員会事務局(　 380-

5595　 i n f o@s u z u f e s . com)へ 
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狩猟免許試験を行います 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　野生鳥獣は、原則として捕獲が禁

止されています。ただし、狩猟免許の

所持など一定の要件を満たす場合に、

捕獲許可または狩猟登録を受けて野

生鳥獣を捕獲することができます。興

味のある方には、｢狩猟の入門資料(狩

猟読本)｣を無料でお渡しします。 

免許の種類　網猟免許、わな猟免許、
第1種銃猟免許、第2種銃猟免許 

提出書類　狩猟免許申請書、受験票、
医師の診断書など、住民票抄本 

受験手数料　初心者5,300円、
一部免除者4,000円 

【免許試験】
○第1回試験
と　き　7月2日㈬　9時30分～17時 
ところ　三重県総合文化センター 
申込み　6月25日㈬まで 
○第2回試験
と　き　8月3日㈰　9時30分～17時 
ところ　三重県吉田山会館 
申込み　7月28日㈪まで 
○第3回試験
と　き　8月24日㈰　9時30分～17時 
ところ　三重県吉田山会館 
申込み　8月18日㈪まで 
試験科目　いずれも知識試験、適
性試験、技能試験 

問合せ　県四日市農林商工環境事務
所森林・林業室　 352-0656、県環境

森林部自然環境室　 059-224-2578 

 
ガーデニングコンテストの
作品を募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の方 
申込み　6月30日㈪(当日消印有効)
までに、鈴鹿商工会議所に備

え付けの応募用紙に必要事項

を記入の上、写真裏面にはり、

〒513-0802　飯野寺家町816鈴

鹿商工会議所ガーデニングコ

ンテスト担当(　 382-3222)へ 

※造園業者などの手が入ったものではなく、

皆さんの手で作った庭や花壇に限ります。 

表　彰　7月下旬に、入賞者に直接

通知し、8月3日㈰に、鈴鹿ハンタ

ー1階催事場で表彰式を行います。 

※同会場で8月1日(金)から5日(火)まで

作品展示を行います。 

※応募写真は返却できません。なお、応

募者名簿は、各報道機関などに公開さ

せていただきます。 

※新人賞、アイディア賞、参加賞があります。 

 
名古屋国税局では税務職員

を募集します 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度の国家公務員採用

Ⅲ種(税務)試験が実施されます。 

受験資格　昭和62年4月2日から平
成3年4月1日までに生まれた方 

受付期間　6月24日㈫～7月1日㈫ 
第一次試験日　9月7日㈰
※申込用紙の請求など詳しくは、

名古屋国税局人事第二課試験係

(　052-951-3511)、または鈴鹿税

務署総務課(　 382-0351)へ 

 
毒劇物取扱者試験を行います 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月10日㈰　13時～15時 
ところ　三重大学(生物資源学部) 
申込み　各保健福祉事務所で、6月
9日㈪から27日㈮(8時30分～17時

15分)まで配布する申込用紙に必

要事項を記入の上、6月23日㈪か

ら27日㈮(8時30分～17時15分)まで

に、各保健福祉事務所へ 

問合せ　県鈴鹿保健福祉事務所保
健衛生室衛生指導課　 382-8674 

 
賛助会員を募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　㈶鈴鹿国際交流協会では、青少

年の海外交流や、外国語講座、国際

理解セミナーなど、さまざまな活動を

行っています。特に近年は、1万人を

超える在住外国人との共生が大きな

課題となってきている中、当協会でも、

日本語教室や日本語ボランティア養

成講座の実施など、共生推進事業に

より一層取り組んでいます。当協会の

事業に賛同し応援していただける方

のご協力をお願いします。 

※賛助会員には、当協会主催事業すべて

に会員価格で参加していただけるほか、

グループでの国際交流・多文化共生活

動に対する助成制度も受けられます。

また、協会ニュースやお知らせが届きます。 

申込み　電話、郵便、ファクス、電
子メールのいずれかで、郵便番号、

住所、氏名、電話番号を鈴鹿国

際交流協会(〒513-0801　神戸

一丁目1-1近鉄鈴鹿市駅ビル3階)

へご連絡ください。後日、必要書

類を郵送します。 

年会費　個人：一口2,000円 
　法人・団体：一口1万円 

 

○催し物

 
八重垣神社第6次発掘調査

現地説明会 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月28日㈯　10時から(少
雨決行) 

ところ　八重垣神社遺跡(十宮町地内) 
内　容　発掘調査現場の一般公開。
弥生時代前期の溝や土器など

が見つかっています。 

※当日、現地に時間までにお越しください。 

 
第17回鈴鹿市少年相撲大会 

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

対　象　小学４年生～中学生 
　(男女は問いません) 

と　き　6月15日㈰

※雨天時は、22日(日)に順延 

ところ　武道館相撲場 
内　容　相撲教室、個人戦(学年別)、
団体戦3人(原則として4年・5年・

6年生の各1人とし、低学年が高

学年の枠に出場できます。個人

戦・団体戦を兼ねて出場できます) 

表　彰　個人・団体戦の1～3位 
参加料　無料 
申込み　6月10日㈫までにスポーツ課へ 

くらしの情報 

催 し 物  
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人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

みえない相手を感じてコミュニケーションを 

　インターネット人口の普及率は総務省の調査では

平成18年末で68％を超え、だれもがパソコンや携帯

電話でコミュニケーションをとる時代になったといえます。

インターネットの普及により、わたしたちの生活は大き

く変化したのではないでしょうか。 

　インターネットは多くの情報の取得や、発信を手軽

にできるようにしてくれます。また、家にいながらにし

て買い物ができたり、メールなどでのやりとりで、遠く

の人と即時に情報交換ができたりし、わたしたちの暮

らしを豊かにしてくれています。また、ひと昔前までは

自分の考えを世の中に発信する手段は本を出版する

とか新聞、雑誌などに投稿するなど手間と時間のか

かる作業でしたが、今では自身のホームページやブロ

グを作成したり、掲示板への書き込みなどで自らの考

えを容易に社会に知ってもらえるようになりました。 

　しかし、その一方で困った状況が発生しています。

それは、ひぼう中傷、差別的な書き込みなど、インタ

ーネットの匿名性からくる悪用事例の存在です。深刻

なのは、一度書かれた情報は一瞬で世界中に広がっ

てしまうということです。何かを情報発信しようとする

とき、どんな影響があるのか、責任を感じて書き込ん

でいるでしょうか。また、インターネットの情報を見る

とき、その情報を一方的にうのみにするのではなく、

多面的な角度で見ているのでしょうか。また、差別的

な書き込みを見ても自分に関係ないことと無関心を

装ってはいないでしょうか。 

　インターネットもコンピューターを使ったコミュニケ

ーションの一つです。モニターの向こうに喜びや悲し

みといった感情を持つ人間がいることを常に意識し

てコミュニケーションを楽しみたいものです。　 

木田橋

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　　環境配慮型のレースって？ 

　　モータースポーツにおいても省資

源や環境保護といった意識も高ま

りつつあり、電気自動車やソーラー

カーによる競技が注目されています。

鈴鹿サーキットで開催されるソーラ

ーカーレースは、ガソリンなどの化石

燃料を使用しないモータースポーツ

イベントとして国際自動車連盟

(FIA)に公認されています。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 

の 6 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・全期・1期
【納期限は6月30日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

日伯交流年100周年記念 
～日本からブラジルへ 
渡った移住者～ 

市民対話課　 382-9058　382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　明治41年にブラジルへの移住が

始まり、日本とブラジルの交流は、

今年で100周年になります。これを

記念し、移住当時の様子が分かる

パネルを展示します。ブラジル国内

でも高い評価を得るようになった日

系人の歴史にぜひ触れてみてください。 

と　き　6月16日㈪～25日㈬ 
ところ　市役所本館1階市民ギャラリー 
入場料　無料 
 
夏至の日イベント地球温暖化
防止キャンドルナイト 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　｢電気を消してスローな夜を｣

　夏至にろうそくの灯だけで営業し、

地球温暖化防止を呼び掛けます。 

と　き　6月21日㈯　夜間 

ところ　市内キャンドルナイト参
加飲食店舗(創作居酒家NOBU 

　SHO・CafedeR・福の助・たこ

の助・麺の助・大伸・HINATA・

ご馳や・匠・離れ家・ござる・Y's

キッチン・花職人・クラブ蝶々・

オリエンタルクラブ・クラブディオ

ス・クラブエルサンバ) 

主　催　キャンドルナイトin三重実

行委員会、鈴鹿｢魂｣実行委員会 

問合せ　鈴鹿｢魂｣実行委員会　
肥田　 379-1113 

 

○講座・教室

 
鈴鹿市相撲教室 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

対　象　小・中学生 
と　き　6月21日から8月30日ま
での毎週土曜日　14時～16時(全

10回、8月16日は休み) 

ところ　武道館第5道場 
参加料　3,000円(スポーツ保険含む) 
申込み　6月14日㈯までに、参加料
を添えて武道館(　388-0622)へ 

 
公開文化講座・シンポジウム 

鈴鹿国際大学国際交流センター

　 ・　 372-3944
koukai@suzuka-iu.ac.jp

◆国際料理教室（4教室共通）
１. 中国料理
と　き　6月21日㈯　10時～13時 
２. インドネシア、ベトナム料理
と　き　7月5日㈯　10時～13時 
３. 韓国料理　
と　き　7月19日㈯　10時～13時 
４. スリランカ料理
と　き　8月2日㈯　10時～13時 
ところ　本学C棟ラウンジ 
定　員　15人 
受講料　5,000円 

申込み　6月13日㈮までに鈴鹿国際
大学国際交流センターへ

◆国際シンポジウム-SIWDAC(本学
開発と文化研究センター)＆国際
開発学会東海支部との共催事業- 

と　き　6月28日㈯　13時30分～
15時30分 

ところ　本学国際文化ホール 
定　員　70人程度 
受講料　無料 
※当日参加可能です。 

※各コースの内容など詳しくは、鈴鹿国際大学

国際交流センターへお問い合わせください。 
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講座・教室 


