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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29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。 

 
家屋調査にご協力を 

資産税課　 382-9007　 382-7604
shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　市では、新築や増築され

た住宅や物置などの建物を

対象に、固定資産税の課税

のための家屋調査を行って

います。資産税課の職員が

訪問し、建物の間取り、屋根、

外壁、各部屋の内装などに

使われている資材や設備の

状況などの確認を行います。

この調査の結果に基づいて、

来年4月までに固定資産税の

税額を算出します。 

　なお、建物を取り壊したとき

や未登記建物の所有者名義を

変更するときは、必ず下記の

届け出をしてください。 

○建物を壊したとき　滅失家屋
申告書を、資産税課または

地区市民センターへ提出 

○建物の所有者名義を変更するとき
　家屋補充課税台帳登録

名義人変更届と、売買や

贈与の場合は旧所有者の｢印

鑑登録証明書｣、相続の場

合は｢相続関係が分かる書

類(戸籍など)｣、｢遺産分割

協議書｣、｢印鑑登録証明書｣

などを、資産税課へ提出 

※申告書や届は、市ホームページ

(　http://www.city.suzuka.lg. 

　jp/life/benri/index4.html)から

も入手できます。 

 
認定長期優良住宅に対して
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

　6月4日から、認定された長

期優良住宅に対して、固定資

産税が一定期間減額される制

度ができました。 

対　象　下記のすべての条
件を満たす住宅 

○長期優良住宅の普及の促進

に関する法律の施行の日(平成

21年6月4日)から平成22年3

月31日までに新築されたもの 

○同法の規定に基づき、耐久性、

耐震性、維持管理・更新の

容易性などの住宅性能が、

一定基準を満たすものとし

て行政庁の認定を受けて新

築された住宅であること 

○居住部分の割合が全体の

床面積の2分の1以上(併用

住宅の場合)であること 

○面積が50㎡以上280㎡以下

(一戸建て以外の賃貸住宅

の場合は40㎡以上280㎡以下)

であること 

減額率　固定資産税額の2分
の1(120㎡を超える住宅につ

いては、120㎡分までを2分

の1減額) 

期　間　3階建て以上の中高
層耐火住宅などは新築後7

年間、それ以外の一般住宅

は新築後5年間 

申　請　翌年の1月31日までに、
認定を受けて新築された

住宅であることを証明す

る書類を添付して、｢認定

長期優良住宅(減額)申告書｣

を資産税課へ 

※「不動産取得税」、「登録免許税」、

「所得税」についても、税の優遇

制度が受けられます。 

 
｢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　 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　企画運営について
話し合う実行委員会を、

月1回程度開催します。 

申込み　6月30日㈫までに、住
所、氏名、連絡先、応募動

機を記入の上、はがき、ファ

クス、電子メールなどで男女

共同参画課(〒513-0801　

神戸二丁目15-18)へ 

 
｢ねんきん定期便｣を 
送付します 

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

　4月から社会保険庁では、

国民年金や厚生年金の加入

者に対して、毎年誕生月に、

保険料の納付実績や年金額

の見込みなど、年金に関す

る個人情報を分かりやすく

お知らせするため、｢ねんき

ん定期便｣の送付を始めました。 

　詳しくは、｢ねんきん定期

便専用ダイヤル｣(　0570-058-

555(ナビダイヤル)、IP電話・

PHPからは　03-6700-1144)を

ご利用いただくか、津社会

保険事務所(　059-228-9188)

へお問い合わせください。 

お 知 ら せ  
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｢平成21年経済センサス
－基礎調査｣にご協力を 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　7月1日㈬に｢平成21年経済

センサス－基礎調査｣が行わ

れます。全国すべての事業

所と企業が対象です。調査

にご協力をお願いします。 

 
多文化共生推進のための
ボランティアを募集します 

(財)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、国

際交流や多文化共生の推進

に向けて、各種事業に取り組

んでいます。鈴鹿に住む日本

人と外国人が、互いを尊重し、

共に協力し合える社会を実現

するために、ボランティアスタ

ッフを募集します。 

ボランティアの種類
○イベントなどの運営スタッフ 

○日本語ボランティア 

○専門的な技術を持つボラン

ティア(着付・お花・お茶・

書道・料理・託児など) 

○災害時のボランティア 

○外国人のホームステイ、

ホームビジットの受け入れ 

○通訳 

申込み　郵便番号、住所、
氏名、電話番号を記入の上、

はがき、ファクス、電子

メールで鈴鹿国際交流協

会(〒513-0801　神戸一丁

目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3

階)へボランティア登録申

込書を請求してください。

後日郵送します。 

※活動時の交通費は、協会の規

定に基づいてお支払いします。

また、｢ボランティア保険｣に

も加入します。 

 
救助訓練をご覧ください 

中央消防署西分署　・　370-2119
nishibunsho@city.suzuka.lg.jp

　現在、中央消防署西分署

では、7月30日㈭に三重県消

防学校で開催される消防救

助技術東海地区指導会に向

けて救助訓練を行っていま

すので、迫力ある訓練をぜ

ひご覧ください。なお、消

防車なども自由にご覧いた

だけます。 

と　き　毎日14時から17時 
ところ　中央消防署西分署(国
府町3278-2) 

※詳しくは、中央消防署救急救

助グループ(　382-9165)、ま

たは中央消防署西分署へ 

 

 

 

 

 

 

 
6月28日から7月4日は
｢子どもの人権110番｣ 
強化週間です 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　｢いじめ｣や｢虐待｣など、

子どもに関する人権問題の

全国での人権救済手続き件

数は、依然として高い状況

にあります。このような問

題の解決に向けての取り組

みを強化するため、期間中、

子どもの人権に関する電話

相談を行います。相談は津

地方法務局職員また人権擁

護委員がお受けします。相

談は無料で秘密は厳守します。 

と　き　6月28日㈰～7月4日㈯
8時30分～19時(土・日曜日

は10時から17時) 

相談電話　子ども人権(全国
共通)　　0120(007)110 

　(フリーダイヤル：ゼロゼ

ロナナノヒャクトオバン) 

※詳しくは、津地方法務局人権

擁護課(　059-228-4193)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
教育委員会は傍聴できます 

教育総務課　 382-7617　 383-7878
kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　教育委員会は、｢地方教育

行政の組織及び運営に関す

る法律｣に基づき設置される

機関で、教育行政の基本方

針や重要施策などについて

審議し、意思を決定する合

議制の執行機関です。 

　鈴鹿市教育委員会の会議は、

毎月開催される｢定例会｣と、

委員長が必要と認めるとき

などに開催される｢臨時会｣

があり、そのどちらも原則

として公開しており、だれ

でも傍聴することができます。

　鈴鹿市教育委員会の会議

日程や場所、定員など詳しくは、

開催日の約1カ月前に、教育

委員会ホームページ（　http:// 

www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/ 

index.html）に掲載しますので、

ご確認の上、お越しください。 

人権イメージキャラクター 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 農村環境改善センター 
多目的ホールを休館します 

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

　耐震補強工事のため、6月

10日㈬から10月31日㈯まで、

農村環境改善センター多目

的ホールを休館します。 

※天候や工事の進ちょく状況に

よって、休館期間が変更される

場合があります。 

 
平成21年度鈴鹿市相撲教室の

参加者を募集します 

武道館　388-0622　 388-0940

対　象　小・中学生 
と　き　6月13日から8月22日
までの毎週土曜日全10回

(8月15日は除く)　14時～16時 

ところ　武道館第5道場 
参加料　3,100円(スポーツ保
険を含む) 

申込み　参加料を添えて、武
道館へ 

 
平成21年度｢北勢市場友の会｣の

会員を募集します 

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

　北勢公設地方卸売市場では、

市民の皆さんの声を聴き、親し

みのある市場をめざすため、｢友

の会｣の会員を募集します。 

対　象　桑名市、四日市市、
鈴鹿市に在住の20歳以上で、

北勢公設地方卸売市場へ

各自で来場できる方(未就

学児童を連れての参加は

ご遠慮ください) 

内　容　意見交換会、市場見
学会、模擬競り、料理教室、

産地見学など 

定　員　40人(参加費無料、
応募多数の場合は抽選) 

※前年度会員の応募も受け付け

ますが、新規応募者を優先します。 

申込み　6月22日㈪から7月6

日㈪までに、郵便番号、住所、

氏名、年齢、電話番号、｢北

勢市場友の会参加申込み｣

と記入の上、往復はがきで、

〒510-0874　四日市市河原

田町字伊倉712　北勢公設

卸売市場(株)業務課｢北勢市

場友の会｣係へ 

※電話、電子メールでの受け付けは

行いません。 

問合せ　北勢公設卸売市場㈱
業務課(　347-8111) 

 

 

 

 

 

 

 
出産や育児などでの 
休業の取得による解雇など
は禁止されています 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　経営環境が悪化している場合

でも、妊娠や出産、産前産後休

業や育児休業などの申し出また

は取得などを理由に、事業主が

従業員に対して解雇やその他不

利益な取り扱いをすることは法

律で禁止されています。禁止さ

れている事例は下記のとおりで

すので、事業主はこれらの取り

扱いをしないようご注意ください。 

〇解雇すること 

○期間を定めて雇用される者

について、契約の更新をし

ないこと 

〇退職または正社員を非正規

社員とするような労働契約

内容の変更を強要すること 

○降格させること、不利益

な配置の変更を行うこと 

○派遣労働者として就業する者

について、派遣先が当該派遣

労働者にかかる労働者派遣

の役務の提供を拒むこと 

問合せ　三重労働局雇用均
等室(　059-226-2318) 

 
市政メールモニターを 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/

merumoni@city.suzuka.lg.jp

　本市では、インターネット

や携帯メールを活用したアン

ケートシステム｢メールモニ

ターシステム｣を運用してい

ます。市内に住所がある中学

生または13歳以上の方が対象で、

どなたでも無料で登録できます。

詳しくは、メルモニホームペ

ージをご覧ください。 

｢第24回クリーンシティ
SUZUKA｣を延期します 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　6月7日㈰に開催予定の｢第

24回クリーンシティSUZUKA｣は、

新型インフルエンザ拡大の恐

れがあるため、8月30日㈰に延

期します。詳しくは、実行委員

会山尾(　090-8734-3453)へ

お問い合わせください。 

 
インフルエンザ患者の 
マスクの処理は適切に 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　インフルエンザ患者が家庭

で使用したマスク、ティッシュ

ペーパーなどの処理は、ビニ

ール袋に入れてしっかり口を

縛り、もやせるごみの鈴鹿市認

定袋(緑)へ入れて出してください。

ご協力をお願いします。 
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｢(仮称)鈴鹿市公共下水道 
区域外流入分担金の徴収に 
関する条例(案)｣の骨子への

意見を募集します 

下水管理課　 382-9026　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　下水道計画区域外の方が、

公共下水道に汚水を流すと

きに負担していただく分担

金に関する条例(案)の骨子を

作成しましたので、皆さん

からのご意見を募集します。 

期　間　7月6日㈪まで 
閲覧場所　下水管理課、市政
情報課情報公開コーナー

(市ホームページでも閲覧

できます) 

意見の提出　住所、氏名、
意見などを記入の上、郵便、

ファクス、電子メールま

たは直接下水管理課へ(書

式は自由ですが、閲覧場

所に用紙が備え付けてあ

ります。また、市ホーム

ページからも入手できます) 

※提出いただいたご意見は、個

人が特定できないように類型

化してまとめ、回答とともに

市ホームページで公表します。

なお、個別には回答しません。 

 
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.lg.jp

　広報すずかでは、毎月5日

号に掲載する表紙写真を募

集しています。行事や風景

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(サイズは問いません) 

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、撮影に関するエ

ピソード(80字程度)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。 

※提出作品の表紙写真への採用

の有無については、応募者へ

個別には回答しません。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 
公的年金からの 

住民税天引き(特別徴収)
制度が導入されます 

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

　平成21年10月以降に支払

われる公的年金について、

特別徴収制度が導入されます。

現在、納付書などでお支払

いいただいている住民税が、

公的年金から差し引かれます。 

対　象　前年中に公的年金
の支払いを受けた65歳以

上の方 

天引きされる税額　公的年
金にかかる所得割額およ

び均等割額 

※公的年金以外の所得にかかる

所得割額がある場合は、特別

徴収の対象外となります。 

 

名古屋国税局で 
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21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63年4月2日
から平成4年4月1日までに生

まれた方 

受付期間　6月23日㈫～30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 

 
6月7日から13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】
「安全は　意識と知識と　心掛け」

　これから気温が高くなる夏

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季と

なります。ガソリン、灯油、塗料、

スプレーなど、日常生活の中

で使っている物の中にも多く

の危険物があります。安易に

扱ったり、火気の近くなど危

険な場所に保管していると大

事故につながりますので、下

記のことに気を付けましょう。 

○火の近くでは取り扱わない。 

○換気のよい場所に保管し、

容器は必ず栓をする。 

○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。 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください 

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

して無料でふとんを預かり、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(毛布は対

象外)。一人あたり2枚まで

で、1週間から10日間お預

かりします(7月中に実施)。 

申込み　6月30日㈫までに、申
請書に必要事項を記入の上、

地域包括支援センターなど

を通じて長寿社会課へ 

※市内4箇所の地域包括支援セン

ターの連絡先など、詳しくは、

長寿社会課へ 

 
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

　石薬師町出身の故天野修

一さんのご遺族のご厚志に

よって設けられた奨学金です。 

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、学資に困っ

ている高校生以上の学生 

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 

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 
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、指導課へ 

 

 
第３回スライド説明会 
｢岸岡山Ⅲ遺跡｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　6月27日㈯　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　発掘担当者(考古博
物館職員) 

聴講料　無料 
 

 

 

 

 

 
 

地域づくり協議会＆ 
地域づくり活動団体設置

事業報告会 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度に補助金の交付

を受けて地域づくりに取り組ん

できた5団体の活動報告会です。

各団体からの報告後、アドバ

イザーの講評があります。 

と　き　6月19日㈮　19時～

21時15分 

と こ ろ 　市役所本館12階
1203会議室 

報告団体　わが町加佐登まち
づくり委員会、石薬師地区明

るいまちづくり推進協議会、

牧田地区地域づくり協議会設

立準備委員会、稲生地区地

域づくり協議会、椿地区まち

づくり協議会設立準備委員会 

アドバイザー　岩崎恭典さん

(四日市大学総合政策学部教授) 

定　員　120人 
入場料　無料 
 

教科書展示会 

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

　小学校用教科書見本本、

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19日㈮～7月5日㈰
　9時～18時(土・日曜日は9時～

17時) 

※月曜日、6月30日(火)は休館です。 

ところ　市立図書館2階会議室 
 
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」、

毎年夏至の日にろうそくの灯

だけで営業し、地球温暖化防

止を呼び掛けます。 

と　き　6月19日㈮から21日㈰
の夜間 

ところ　市内キャンドルナ
イト参加飲食店舗(創作居

酒家NOBUSHO、CafedeR、

福の助、たこの助、麺の助、

ござる、大伸、HINATA、

匠、はなれ家、ふわり) 

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)

催 し 物  
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第36回三家連精神保健
福祉大会 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　地域住民に心の病や精神

障がいについて理解してい

ただき、共に理解し合い、

だれもが暮らしやすい地域

づくりをめざして開催します。 

と　き　6月25日㈭　11時15

分～16時20分(10時受付開始) 

ところ　文化会館 
内　容　バザー展示、当事
者による体験発表、松浦

幸子さん(クッキングハウス)

による特別講演、白子高

校吹奏楽部による演奏 

参加料　100円(資料代)、事
前申込み不要 

主　催　三重県精神保健福
祉会(さんかれん) 

問合せ　鈴鹿厚生病院地域
医療センター(村冶・福井) 

　(　382-1401) 

 
健全育成フォーラム 

青少年課　 382-9055　 382-9053
seshonen@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市青少年対策推進本

部が、本市の健全育成対策

の基本的な方向性を明確に

するために策定した｢子ども

の健全育成推進基本計画｣に

ついて、その趣旨や今後の

取り組みなどについて、広

く市民と情報を共有し、健

全育成対策の一層の推進を

図るために開催します。 

と　き　6月27日㈯　14時～

16時30分 

ところ　文化会館けやきホ
ール 

内　容
○オープニング 

○基調提案｢子どもの健全

育成推進基本計画｣キック

オフ 

○パネルディスカッション｢み

んなで守りはぐくむ鈴鹿

の子～基本計画でつなが

る健全育成の輪～｣ 

○藤原正範さん(鈴鹿医療科学

大学教授)による記念講演 

参加料　無料 
申込み　6月25日㈭までに青

少年課へ 

 
プラネタリウム 
夏番組 

文化課　 382-8111　 382-8580

【一般・夏番組】
と　き　6月20日㈯～9月13

日㈰　10時30分から、13時

30分から、15時から 

内　容 
○｢バーチャルスペースツアー

〜赤い惑星・火星を行く〜｣
　宇宙船オリンポス号で、

バーチャルスペースツアー

の始まりです。ツアーコン

ダクターの｢れいあ｣とパイ

ロットの｢航太郎｣がご案内

します。火星への旅をぜひ

体験してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○夏の星座(さそり座、いて座、
こと座、はくちょう座ほか)

定　員　各回180人 
【幼児番組】
と　き　6月23日㈫～9月11

日㈮ 

内　容　｢ほしのくにへいこう｣ 
定　員　各回180人 
※幼児番組は、団体申し込みに

限ります。 

※番組入れ替えのため、6月16日(火)

から19日(金)は投映を休みます。 

【たなばた特別投映】
対　象　3歳以上(中学生以下
は保護者同伴) 

と　き　7月4日㈯、 5日㈰、
7日㈫　19時～20時10分 

内　容　｢天の川と銀河の果
てに～二胡のライブ演奏

と共に～｣ 

　　二胡演奏者の服部敦子

さんの生演奏の音色に乗

せて、七夕さまのお話、

夏の星座や天の川を中心

とした銀河の世界を投映

します。また、二胡につ

いての紹介もあります。 

定　員　各回150人(6月13日㈯
10時から、文化会館で希望日

の整理券を先着順に配布) 

参加料　無料 
 
労働保険年度更新 
集合受付会 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　労働保険(労災保険・雇用

保険)の平成20年度確定保険

料と平成21年度概算保険料の

申告・納付期間が7月10日㈮

までとなっていることから、

事業主を対象に労働保険年度

更新の集合受付会を開催ます。 

と　き　7月8日㈬～10日㈮
　9時～16時 

ところ　文化会館第2研修室 
持ち物　申告書の記載につ

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 

明日は行く道 

　広場での少年の話です。｢おばあちゃんは

いつも体が痛いって。やのにお父さんはす

ぐ怒んのさ。めっちゃ嫌や。お父さんを嫌い

になりそうや｣ 

　努力で若々しさを保つことはできても人は

必ず老います。これはすべての人に平等に

訪れ、避けられません。だから、老いること

は決して悪いことではなく、人生の積み重ね

で当たり前のことです。長年駆使してきた体

が疲れで思うように動かずに痛んだり、すぐ

行動に移せなくなるなどは仕方がないこと

です。わたしたちは、今、高齢者にどう接し、

今後どう接するべきなのでしょうか。本当は

大切で大好きなのに、感情を顔や態度に表

してつらくあたってしまうこともあります。それ

が重なると高齢者虐待につながることもあります。 

　体の自由が利かなくなってつらいのは高齢

者です。歯がゆさも、痛さも、老いは自分の力

でどうすることもできません。人はだれでも大切

な存在で、その人たちがいなければ、自分も

今の生活も社会も存在しなかったほど尊い存

在です。高齢者になるということは、必ずわた

したちも歩む｢明日は行く道｣です。高齢者を

尊重する気持ちを言葉と笑顔で表し、その姿

を子どもたちに見せることで、みんながお互い

のことを尊重し、大切に思うことができるまちに

なり、人権尊重の輪が将来につながるのでは

ないでしょうか。 

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 

2009・6・5 15

くらしの情報 いて不明な場合は、下記

の物を持参してください。 

○概算・確定労働保険料、

一般拠出金申告書 

○作成した平成20年度分の

賃金集計表(一括有期事業

のうち建設の事業につい

ては、請け負い金額、工

事期間などが確認できる

工事台帳など) 

○事業主印鑑(法人の場合は

代表者の印鑑) 

問合せ　三重県労働局総務
部労働保険徴収室(　059-

226-2100) 

 

 

 
鈴鹿市民大学文芸学科

｢現代詩人 
詩の魅力・詩人の生｣ 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

と　き　6月10日㈬　13時30分
～15時30分 

ところ　文化会館第1研修室 

内　容　第1回｢～戦前奔放
にしゃべりまくった～小

熊秀雄・～女性の想いを

大らかに…～新川和江｣ 

講　師　津坂治男さん(みえ
現代詩の会代表) 

定　員　80人(先着順) 
受講料　1,000円 
申込み　はがき、ファクス、
電子メールで、〒513-0802

飯野寺家町810　鈴鹿市文

化振興事業団へ。当日会

場でも受け付けます。 

※全6回シリーズで、第2回から

第6回までを、7月から11月ま

での第2水曜日に開催します。

今回、全6回分の受講を一括し

て申し込めます(受講料割引あり)。

各回のテーマなど詳しくは、

鈴鹿市文化振興事業団へ 

 
公開講座 

鈴鹿国際大学　 372-2121(代表)
global-koukai@m.suzuka-iu.ac.jp

◆中国を学ぼう！
と　き　7月3日㈮　19時～

20時 

ところ　同大学講義室 
内　容　留学生のお国事情(文
化)、旅行に役立つひとこ

と会話(言語) 

講　師　同大学留学生 
定　員　15人 
受講料　1,000円 
◆韓国を学ぼう！
と　き　7月10日㈮　19時～

20時 

ところ　同大学講義室 
内　容　留学生のお国事情(文
化)、旅行に役立つひとこ

と会話(言語) 

講　師　同大学留学生 
定　員　15人 
受講料　1,000円 
※両講座とも、別途追加料金

1,500円で、「国際料理教室(韓

国・中国料理)」が申し込めます。

申し込みなど詳しくは、鈴鹿

国際大学へ 

 

 

講座・教室 


