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特集

　　初日の出の一瞬を観衆が待っていて、陽光が

降り注ぐと歓声があがりました。どこまでも続く空、

ゆっくりと満ちては引く波。感動的な光景を前に、

新たに気持ちも引き締まりました。
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　市民の皆さんにとって必要な、さま

ざまな手続き方法や市からのお知ら

せなど幅広い情報を掲載しています。

　市では、毎月２回、「広報すずか」で市政情報を市民の

皆さんにお知らせしていますが、ホームページやテレ

ビ、ラジオなどでもタイムリーな情報をお届けしてい

ます。今回は、市が行うさまざまな情報発信手段をお知

らせします。皆さん、ぜひ、ご利用ください。

　英語、ポルトガル語、スペイン

語の各言語で、税金、健康、教育、

災害など、日常生活に必要な情報

を掲載しています。

　「生活」、「行政」、「シティ（市の

概要）」、「安全・安心」と、市政情

報を大きく４つの項目に分類して

います。中に入るとさらに中項目、

小項目と分かれ、知りたい情報に

素早く到達することができます。

　毎月行われる市政定例記者会

見の結果を掲載しています。市長

の口述内容と配布資料を掲載し

ています。

　市が関係する市内行事が掲載

されています。楽しいイベントや

講演会などにお出かけください。

　市長からのメッセージを掲載して

います。また、公務日程や交際費、食

糧費の支出状況を公開しています。

　イベントのお知らせやサークルメ

ンバー募集などの情報を市民の皆

さんが自ら発信する掲示板です。

　市からのお知らせと特集番組を

ケーブルテレビで放送しています。

データ（文字）放送も行っています。

　市からのお知らせを、日本語と

ポルトガル語により、コミュニ

ティＦＭで放送しています。

　災害情報や防犯情報などを、携

帯電話やパソコンに電子メールで

配信しています。

問合せ 秘書広報課　　3 8 2 - 9 0 3 6　　3 8 2 - 9 0 4 0

メディア

メディア

メディア

メディア１ ホームページ

分かりやすい４つの分野

外国語のページ

広報紙以外でも

情報をお届け

しています

広報紙以外でも

情報をお届け

しています

ご存知ですか？ご存知ですか？

2

3

4

テレビ広報

ラジオ広報

メールモニター

記者会見資料

11

22

33

44

55

66

行事カレンダー

市長のページ

市民情報掲示版

市の情報発信手段市の情報発信手段
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広告

広告

広告

広告

広告

広告

広告

広告

広告

広告

　検索したい内容のキーワード

（単語）で項目を見つけることが

できます。

（例）「出生届」、「ごみの分け方」、

「申請書」など

　新しくホームページに追加さ

れた項目を表示しています。

　タイムリーな情報、重要なお

知らせを掲載しています。

　災害発生時に、災害の詳細、避

難所・給水所開設情報など、災害

全般の情報を掲載します。

　三重県自治会館組合の使用

承認を得た地形図を基に、都市

計画・施設案内・防災・遺跡など

の概要を掲載しています。参照

したい地図名称をクリックする

と該当の地図が表示されます。

地理情報

　円滑な市政運営のた

め、市民の皆さんのご意

見やご質問を電子メール

でお聞きしています。ま

た、主な意見とその回答

も掲載しています。

市への意見・質問

鈴鹿市ホームページ
http://www.city.suzuka.lg.jp/

年間総閲覧回数の推移（万回）
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テレビ広報すずか

ラジオ広報すずか

　市内のケーブルテレビ局「ケーブルネット鈴鹿（CNS）」で市提供番組「テレビ広報すずか・ベルディ

便り（10分番組）」を放送しています。毎月、お知らせ番組２本と特集番組１本を放送しています。

　コミュニティＦＭ放送局「Suzuka Voice FM」で市提供番組「ラジオ広報すずか（5分番組）」を放

送しています。日本語とポルトガル語の２番組を放送しています。内容は、

市からのお知らせ、イベント情報などです。放送周波数は78.3MHzです。

放送時間（平成22年度）

●視聴方法

　「ケーブルネット鈴鹿（CNS）」のデータ放送を利用し、市か

らのお知らせを文字で放送しています。お知らせ、イベン

ト、募集情報などを放送しています。

　　災害時には、CNSとの協定により、アナログ10チャンネルとデジ

タル12チャンネルで緊急字幕放送を行います。被害状況、避難所・

給水拠点情報など、避難復旧にかかる情報を中心に放送します。

★緊急時にチェック！

※テレビ広報すずかをご覧いただくためには、あらかじめ、「ケーブルネット鈴鹿（CNS）」との受信契約が必要

です（CNSフリーコール　　0120-173734）。

※コミュニティFM放送局とは地域密着型のFM放送局のことです。普通のFMラジオで受信できます。また電波は

ケーブルネット鈴鹿（CNS）のケーブルテレビ線にも流されています(Suzuka Voice FM 　378-6267）。

CNSのデジタル

12チャンネル

を見る。

テレビのリモコ

ンの「 」ボタン

を押す。

市役所情報
を選ぶ。

見たい情報
を選ぶ。

ベルディ便りベルディ便り

データ放送データ放送

災害時にチェック！

　　災害時には、Suzuka Voice FMとの協定により、生放送番組の

中で緊急放送を行います。被害状況、避難所・給水拠点情報など、

避難復旧にかかる情報を中心に放送します。

災害時にチェック！

データ放送

ベルディ便り

放送時間（平成22年度）

ポルトガル語放送　土曜日　　17時55分〜18時

日本語放送　月〜金曜日　　8時30分〜8時35分

月〜金曜日　10時15分、12時45分、17時45分、19時45分、23時15分

土・日曜日　11時45分、14時45分（日曜日のみ）、21時45分、24時30分

ｄ

緊急時に自動的に電源が入り、鈴鹿市からの

緊急放送を聴くことができます。

緊急防災ラジオ

市の情報発信手段市の情報発信手段
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メルモニ（メールモニター制度）
　メルモニとは、市から「あんしんメール」と「市政アンケート」を、電子メール

でパソコンや携帯電話へ送信するシステムです。メールアドレスをお持ちの

方であれば、どなたでも登録することができます。利用料は無料です（メール

の受信にかかる通信料は利用者の負担になります）。

災害メール　災害の気象状況や、被害状況、避難情報などを配信します。

防犯メール　不審者情報などを配信します。

役立ちメール　週末のお出かけ情報や暮らしの情報を配信します。

通知メール　重要なお知らせを登録者全員に配信します。

モニマガ（メールマガジン）　市からのメールマガジンを配信します。

　新年あけましておめでと

うございます。皆さまにお

かれましては、健やかに新

年をお迎えになられたこと

と、心よりお喜び申し上げ

ます。

　さて、本市では安全安心

なまちづくりをめざし、さま

ざまな施策を実施していま

す。その内容は「広報すず

か」をはじめ、いくつかの広

報手段を通じて市民の皆さ

まにお伝えしています。さら

に、台風や地震などの災害発

生時には、これらの手段を活

用して緊急かつ重要な情報

の発信も行っています。

　今回、主だった市からの

情報発信手段をお知らせい

たしました。これらの手段

を十分にご活用いただき、

まちづくりへの参加、災害

情報などの入手にお役立て

いただければ幸いです。

　市民の皆さまには、今後

も市政運営に対するさらな

るご支援、ご協力をお願い

申し上げますとともに、皆

さまにとって本年がより良

き年になりますことを心よ

り祈念いたしまして、年頭

のごあいさつといたします。

災害メール配信例

鈴鹿市長　川岸光男

あんしんメール 市政アンケート

携帯電話用コード

パソコン用　http://www.anshinmail.city.suzuka.lg.jp

携 帯 用　http://www.anshinmail.city.suzuka.lg.jp/m　

　次のアドレスの中の「登録退会申請」から手続きをしてください。

パソコン用　http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp

携 帯 用　http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/i

　地区市民センターや秘書広報課（市役所本館6階）に備え付けの申込み用紙を使ってください。

　市政に関するアンケートを配信します。

マスコットキャラクター
ヤッホ～

メルモニあんしんメール1

1

2

2

メルモニアンケート

登録方法登録方法

ホームページからの登録

あんしん
メール

市　政
アンケート

申込み用紙からの登録

謹賀新年
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　「今、見直そう！地域とのつながり…」をテー

マに、今年度最後となる市長との車座懇談会

が市役所本館で行われました。今回は、多文

化共生社会を推進するために、市内で活動し

ている外国人住民と、外国人住民を支援する

日本人ボランティアの15人が参加しました。

　意見交換会では、「多文化共生社会実現に向

けた地域づくりについて」、「各団体の情報を共

有するために良い方法はないか」などの活発な

議論だけでなく、

それぞれの文化紹

介も交えて話し合

い、お互いの文化や

習慣を知る良い機

会にもなりました。

11/28（日）11/28（日）

　旧制神戸中学校（現神戸高校）出身の彫刻家で文化勲章受

章者の中村晋也さんから、68回目の市制記念日に、ご自身の作

品「春に奏でる」を寄贈いただきました。この日は、市役所本館

1階市民ロビーで除幕式が行われ、市からは感謝状を贈呈しま

した。また、ミニコンサートも行われ、多くの市民が祝いました。

　「春に奏でる」はブロンズ像で、台座を含めると高さ約3

ｍになります。待ちわびた春の訪れに感謝し、自然の美し

さをたたえ、人々の幸せとあふれる喜びを「春の精」の姿

で表現した作品です。

　中村さんは「神戸の地には青春時代の思い出がたくさん

つまっている。作品を通して鈴鹿がさらなる発展をしてほ

しい」と話されました。

12/1（水）12/1（水）

多文化共生の地域づくりを・・・

中村晋也さんから作品を寄贈いただきました
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田邉明子
　386-0830

とき／1月18日㈫13時30分～
15時30分　ところ／市立体育
館大会議室　内容／童謡や唱
歌、懐かしのメロディをご一緒に
参加料／500円　※申込み不
要。気軽にご参加ください。

対象／老若男女どなたでも　と
き／毎週木曜日19時30分～21時
ところ／玉垣小学校体育館　参加
料／300円　※初心者から中級まで
いろんな人と楽しくバドミントンし
ています。気軽に参加してください。

とき／1月11日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館（近鉄白子駅
東口徒歩5分）　参加費／100円
※不登校の子どもさんをお持ち
の親を中心とした集まりです。気
軽な気持ちで参加ください。

鈴鹿不登校を考える親の会 みんなで楽しく歌いましょう
バドミントン
カワキタクラブ

NPO法人　すずかのぶどう
　 387-0767

対象／年少（3歳）以上　とき／第1〜3
火曜日16時30分～17時15分　ところ／
白子サンズ3階NPO法人すずかのぶど
う内　内容／ゲームやうたを通して楽
しく英語に触れよう。　参加料／初回
体験無料、2回目以降1回1,000円

キッズイングリッシュ教室

Kiddie Koop（キディクープ）
　 090-4112-5510

　0歳～就学前の親子で遊びを通
して英語に親しみましょう。　と
き／月曜日10時30分～11時30分
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教
室　内容／手遊び、ゲーム、絵本を
楽しみます。　参加費／1,000円

対象／幼児、小学生　とき／第1〜
3金曜日16時から　ところ／市立
体育館　内容／マット（側転・倒
立・前後方転回）、とび箱、鉄棒など
※運動が苦手な子もみんなで楽し
く練習しています。レッツ体験！

とき／1月25日㈫～2月10日㈭
10時～21時　ところ／ララスク
エア四日市4階休憩スペース　
展示内容／児童・生徒による美
術・家庭・グループ活動および作
業学習で制作した作品など

器械体操アクロキッズ
体験者募集 第8回にしひの展 ママといっしょに遊ぶえいご

独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院
　378-7083

対象／看護師免許をお持ちの方　
とき／1月20日㈭・2月14日㈪9時
30分～15時30分　ところ／国立
病院機構鈴鹿病院　内容／看護技
術演習　参加費／無料　申込み／
各1週間前までに電話で当院へ

就職支援講座

ガールスカウト三重県支部第10団
馬神　 ・ 　378-1726

対象／5歳以上の女の子　と
き／1月23日㈰10時～11時
30分　ところ／文化会館茶
室　内容／初釜茶会　参加
費／無料　※同時新入団員
も募集。当日参加OKです。

とき／1月21日㈮19時～21時
ところ／ジェフリーすずか　
内容／ＥＭ菌の基礎知識と家
庭内での使い方と応用　参加
費／500円（ＥＭ菌含む）　
※気軽にご参加ください。

対象／小学1年生以上（男女不問）　
とき／1月10日（月・祝）、15日㈯、22
日㈯、29日㈯9時～11時　ところ／
鈴鹿スポーツガーデン水泳場　定
員／30人　参加料／50円(保険代)
持ち物／水着、タオル、ゴーグル

ＥＭ勉強会 水球教室 お茶会と新入団員募集

すずかのぶどう事務局
387-0767

対象／幼児から中学生　とき／毎
月第1・2水曜日16時～19時　と
ころ／白子サンズすずかのぶどう
　内容／水彩画・デッサン・色彩
構成　※無料体験受付中です。詳
しくはお問い合わせください。

MOA鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

とき／1月23日㈰14時～16時　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内
容／土壌診断に伴う個々の土作りにつ
いて、生産された野菜の硝酸態窒素の
測定(自分の畑で栽培された野菜持参)
講師／板坂康行　受講料／300円

同じ悩みを持つ人の集い　と
き・ところ／1月14日㈮10時
30分～12時・白子ストーリア
ホテル、13時30分～15時・社
会 福 祉センター 　 参 加 料／
500円（資料代）　※申込不要

とき／1月30日㈰11時からと
14時から　ところ／アストプ
ラザ内アストホール　内容／
応用デザイン科服飾デザイン
コース3年生とOBによるファッ
ションショー　入場料／無料

あなたは、一人ではありません 飯野高校　第8回
卒業制作ファッションショー

自然農法セミナー
第10講　（最終）

法制定60周年辛坊治郎氏
記念講演会

キッズ絵画教室
右脳で描こう

三重県行政書士会
    059-226-3137　   http://mie－gyoseisyoshi.jp/

とき／2月20日㈰13時～15時 
ところ／アストプラザ内アスト
ホール　内容／これからの政治
と経済の行方　入場料／無料
申込み／往復はがき　締切り／
1月25日㈫　※抽選170人

鈴木利昭
　 383-0712

榎森淑子
　 387-2329

対象／30歳代～70歳代　と
き／毎週火曜日10時30分～
14時30分　ところ／ふれあ
いホールなど(変更あり)　内
容／歌、ポピュラーソングほか
※一緒に歌いませんか。

河西
　 090-1750-6245

鈴鹿ＥＭ交流会
　 382-6039

器械体操アクロキッズ
　 090-7916-5101

毛知江利子
　 090-4265-1497　 382-2538

三重県ディスクゴルフ協会
辺田寿夫　 370-3248

飯野高校　渋谷・掘
383-3684

稲生高校　松浦
　   368-3904   　   matuura.ya@mxs.mie－c.ed.jp

三重県立特別支援学校西日野にじ学園
　322-2558

保井
　 090-4185-1514

とき／1月23日㈰雨天時は
30日㈰　内容／海岸道を歩
く　津新町～久居約7kmと
12km　集合／近鉄津新町
駅前9時　参加費／200円
※初参加者大歓迎

とき／1月30日㈰10時～15時
（荒天中止）　ところ／青少年
の森常設コース　内容／10時
～14時30分随時受付、15時
表彰　参加費／無料　※貸し
ディスク用意、初心者大歓迎

鈴鹿市民歩こう会
青少年の森

ディスクゴルフ大会
“花の和リピート”
合唱団員募集

鈴鹿市民音楽祭
「春風によせて」

木平桂洞
　 386-0587

とき／毎月第2・4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／
寺家会館（寺家三丁目２４－６）
※筆ペンは日常生活で、簡便
で大いに役立ちます。気軽に
ご参加ください。

実用筆ペン教室

鈴鹿市芸術文化協会　
387-0560

とき／2月13日㈰13時開場、
13時30分開演　ところ／文
化会館　内容／声楽・オーケ
ストラの祭典　出演／アン
サンブルルンデほか　入場
料／無料

けい どう

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内 
●申込み／1月17日㈪〜21日㈮8時30分から直接秘書広報課（本館6階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします。

こちら 
すずか
※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。

※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年度内(4月5日号～翌年3月5日号)2回までです。

次回の募集は3月5日号掲載分です
情報局
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確定申告についてお知らせします

■申告と納税の期限

所得税・贈与税　3月15日㈫　　　　　消費税及び地方消費税　3月31日㈭

※所得税・消費税及び地方消費税の納税は、便利な口座振替をご利用ください。

■確定申告会場

と　き　2月14日㈪～3月15日㈫　9時～17時（土・日曜日は除く）

ところ　鈴鹿ベルシティ2階「イオンホール」
※上記の期間、税務署では、申告書の作成指導は行いません。

※混雑の状況により、案内を早めに終了する場合があります。　　※ジャスコ店舗側入口のみ入場可能です。

※閉場時間は17時です。会場で申告書を作成される場合は、作成時間を見込んでご来場ください。

■申告書の作成はご自身で

・自宅で確定申告ができる。　　　　・自動計算

・プリンターで印刷したものを申告書として利用可能

・e-Taxを利用して電子申告ができる(贈与税を除く)。

・給与などの収入金額の合計額が2,000万円を超える方

・給与などの支払いを1箇所から受けていて、給与

所得及び退職所得以外の各種所得の金額の合

計額が20万円を超える方

・給与などの支払いを2箇所以上から受けていて、

年末調整を受けていない給与の収入金額と、給

与所得及び退職所得以外の各種所得の金額と

の合計額が20万円を超える方

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会

社からの給与などのほかに、貸付金の利子、店

舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料など

の支払を受けた方

◆給与所得があり、次のいずれかに該当する方

◆給与所得のある方で、雑損控除、医療費控除、

寄附金控除、住宅借入金等特別控除（年末調整

で控除を受けている場合を除く）などを受け

ることができる方

◆給与所得のある方で年の中途に退職し、その

後就職をしなかったため年末調整を受けられ

なかった方

◆予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必

要がなくなった方

確定申告をすれば税金の還付が受けられる方
（税金が納め過ぎになっている方）

◆110万円を超える贈与を受けた方

◆次の特例の適用を受ける贈与を受けた方
　　公的年金等に係る雑所得の金額（公的年金等控

除額を差し引いた後の金額）から所得控除額を差し

引くと黒字になる方 ・配偶者控除（控除額2,000万円）

・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）

・住宅取得等資金の非課税（非課税限度額1,500万円）

◆公的年金等に係る雑所得のみの方

◆個人で事業を営んでいる方や不動産収入のある方

◆不動産や株式などを譲渡した方

鈴鹿税務署　個人課税部門

　　059-382-0351（代表）

※自動音声で案内しています。確

定申告会場に関するお問い合

わせは「2」、その他のお問い合

わせは「0」を選択してください。

所得税の確定申告が必要な方

贈与税の申告が必要な方

問合せ

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

（ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ka

kutei.htm）を、ぜひ、ご利用ください。

メ
リ
ッ
ト

情報館　　確定申告❶

　間もなく平成22年分の確定申告が始まります。例年、期限がせま
ると大変混雑しますので、申告はできるだけ早く済ませましょう。

市民税課　　3 8 2 - 9 4 4 6 　　3 8 2 - 7 6 0 4
　　s h i m i n z e i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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外国人登録を正しく届けていますか

外国人登録とは？

登録内容に変更が生じたら

　入国や出生などの理由により日本に90日以

上滞在する外国人住民は、外国人登録を行う

ことが義務づけられています。

　外国人登録を行うと氏名、生年月日、性別、

国籍、在留の資格・期間、居住地などを掲載し

た「外国人登録証明書」（以下「外登証」）を本人

に交付します。

　市民課で変更申請を行ってください。特に

氏名、国籍、職業、在留の資格・期間、居住地、勤

務先は、変更が生じてから14日以内に届ける

ことが義務づけられています。

　変更になった内容は外登証の裏面に記載し

ます。ただし、氏名や国籍が変更した場合は、

裏面への記載ではなく外登証を作り直すこと

になりますので、顔写真（4.5×3.5㎝、無帽無

背景）2枚とパスポートが必要になります。

○入国管理局で在留の資格の変更や在留期

間の更新をしたにもかかわらず、外国人

登録の変更申請を忘れると外登証に記載

されないため、在留の資格がないとみな

される場合があります。

○16歳未満の方は同一世帯の保護者が代理

申請することになっています。子どもの

変更申請も忘れずに行ってください。

　「住民基本台帳法の一部を改正する法

律」（平成21年7月15日公布）により、外国人

住民も住民基本台帳法の適用対象に加え

られることが決まりました（平成24年7月

頃施行予定。詳細は国で検討中）。

　新たに住民基本台帳法の対象となるの

は、観光などの短期滞在者等を除いた、適

法に3か月を超えて在留する外国人であっ

て住所を有する方です。外国人住民の住民

票は、外国人登録を基に作成する予定です

ので、居住地や在留の資格・期間などの登

録内容が非常に重要となります。

　法改正に関する詳細は下記のホーム

ページをご覧ください。

【お断り】　外国人登録制度を簡単に説明するため、基本的

なことのみお知らせしています。詳しくは、外国人登録

グループにお問い合わせください。

※16歳未満の方の外登

証は、顔写真のない

紙製です。

◆平成24年度中に外国人住民も住民基本

台帳への登録の対象になります

と　き　毎週日曜日 9時〜12時 年末年始を除く

ところ　市役所本館1階

内　容　登録原票記載事項証明書の発行、

居住地や在留の資格・期間などの変更申請、

外登証の受け取り　※新規申請、更新手続

き、再交付は取り扱っていません。

ご注意ください！

市民課日曜窓口をご利用ください

外国人住民に係る住民基本台帳制度につ

いて

法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_
gyousei/c-gyousei/zairyu.html

表　面 裏　面

情報館　　外国人登録❷

　日本に滞在する外国人住民は、外国人登録を行うことが義務づけ
られています。また、登録内容に変更が生じたら変更申請を行う必要
があります。ここでは、外国人登録についてお知らせします。

市 民 課 　  3 8 2 - 9 1 3 2 　　　3 8 2 - 7 6 0 8
　 s h i m i n @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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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　1月28日㈮、31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。

4月1日から市税の納付が
できる窓口を拡大します
納税課　  382-7831　  382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈮以降に発送される

平成23年度の市税の納付書か

ら、今まで納付可能であった

銀行などに加え、全国のコンビ

ニエンスストアや三重、愛知、

岐阜、静岡の各県内ゆうちょ銀

行(郵便局)の窓口で納付でき

るように準備を進めています。

対象となる市税　固定資産

税・都市計画税、軽自動車税

(平成22年度から実施済)、

　市民税・県民税(普通徴収

分)、国民健康保険税

◆4月1日から納付書の様式が

変わります

　領収証書が右端の位置に変

わり、納付書がとじられていな

い1枚ごとの単票になります。

なお、固定資産税・都市計画

税、市民税・県民税(普通徴収

分)では、全期前納(一括納付)

用の納付書はなくなります。

※コンビニ納付については、金額な

どにより一部対象とならないも

のもあります。

※全期分の一括納付を希望する方

は、期別納付書4枚をすべて使用

して納付してください。

※詳しくは、広報すずか3月5日号で

お知らせする予定です。

平成22年分公的年金等の
源泉徴収票を送付します

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

　国民年金、厚生年金の老齢

年金や老齢基礎年金などは、

税法上｢雑所得｣とみなされ、

所得税の課税対象となります。

そのため、年金を支払う際に

所得税の源泉徴収を行い、老

齢年金などの受給者全員に｢公

的年金等の源泉徴収票｣を、1

月31日㈪までに送付します。

複数の年金を受けている方や

年金のほかに給与所得などが

ある方は、確定申告の際に源

泉徴収票の添付が必要となり

ますので、大切に保管してく

ださい。

※障害年金や遺族年金は課税対象

となりませんので、源泉徴収票は

送付されません。

問合せ　ねんきんダイヤル

(　0570-05-1165(IP電話・

PHSは　03-6700-1165))、津

年金事務所国民年金課(　 

059-228-9188)

※源泉徴収票を紛失した場合の再交

付は、ねんきんダイヤルまたは津

年金事務所へ連絡してください。

鈴鹿市男女共同参画
審議会委員を募集します

男女共同参画課　  381-3113　  381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画社会の実現に

向けて、市民の皆さんの意見を

反映し、男女共同参画の推進に

関する重要な施策や事項を調

査、審議するための男女共同参

画審議会委員を募集します。

対　象　市内に在住、在勤、通

学する18歳以上の方

任　期　平成23年4月から2年間

※年数回程度開催します。

募集人数　2人

申込み　2月1日㈫(17時必着)

までに、応募申込書に必要

有

料

広

告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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　事項を記入の上、｢男女共同

参画社会の実現に向けて、

今、何をすべきか｣をテーマ

とした800字程度の作文(形

式自由)を添えて、男女共同

参画課へ

※応募申込書は、鈴鹿市男女共同

参画センター窓口またはホーム

ページ(　　http://www.gender-

free.city.suzuka.lg.jp/)から入手で

きます。

※報酬を本市規定により支払います。

市営住宅の入居者を
募集します

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

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯(部屋は3階から4階)

○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁

目)　中層耐火造5階　1戸　

1万7,400円～3万4,200円

○桜島団地(桜島町五丁目)　中

層耐火造4階　1戸　1万

5,200円～2万9,900円

※高齢者世帯、身体障がい者世帯

は申し込みできません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

○ハイツ旭が丘(中旭が丘三

丁目)　中層耐火造5階　2

階に1戸　1万6,900円～3万

3,300円

◆世帯の区分なし(部屋は1階

から3階)

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)

中層耐火造3階　1戸　2万

1,100円～4万1,500円

○潮風の街磯山(東磯山二丁

目)　中層耐火造3階　1戸　

2万5,400円～4万9,800円

※家賃は入居者の世帯所得を基準

に、毎年算定します。

申込資格　下記のいずれにも

該当する方

1.市内に在住または勤務して

いる方

2.同居する親族(婚約者を含

む)がいる方

3.現に住宅に困っている方

4.市税の滞納がない方

5.公営住宅法に定める基準以

下の収入の方

6.暴力団員でない方

※高齢者世帯は、上記要件をすべて

満たし、さらに入居者全員が60

歳以上、または60歳以上と18歳

未満の方で構成された世帯が対

象です。

※身体障がい者世帯は、上記要

件の1、3～6をすべて満たし、さ

らに1級から4級までの身体障

がい者手帳所持者がいる世帯

が対象です。

申込み　1月11日㈫から24日

㈪(土・日曜日を除く8時30

分から17時15分)に、所定の

申込書類に必要書類を添え

て、直接住宅課へ

※案内と申込書類は、1月11日から

配布します。

選考方法　応募多数の場合は、

3月中旬ごろに抽選で決定

します。

入居時期　3月下旬(予定)

※障がい者世帯、母子世帯など優

先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

国有地の売却申込みを
受け付けています

津財務事務所統括部門売却担当
　  059-222-9571　  059-225-7234

　東海財務局津財務事務所で

は、下記物件の売却を先着順

で受け付けています。希望者

は、売却済の場合もあります

ので、お問い合わせください。

売却物件所在地　岸岡町字西

花野2094番4

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　144.15㎡

用途地域　準工業

売却価格　214万円

受付期間　2月14日㈪までの

平日9時から17時(12時から

13時を除く)に、東海財務局

津財務事務所へ

※郵送による申込みも可能ですが、

持参による申込みを優先します。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

有

料

広

告

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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障害児福祉手当・特別
障害者手当について
お知らせします

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

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度の

障がいの状態にあるため、

日常生活で常時特別の介護

を必要とする方

※所得制限があり、施設に入所中や

障がいを支給事由とする年金な

どを受給している方は対象外です。

障がい程度　身体障害者手帳1

級・2級、療育手帳A1(最重度)、

精神障害者保健福祉手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安で

す。原則、手当用診断書(障がい

別)で判定します。

手当月額　1万4,380円

◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく重

度の障がいの状態にあるた

め、日常生活で常時特別の

介護を必要とする在宅の方

※所得制限があり、施設に入所中や

病院などに3カ月を超えて継続入

院している方は対象外です。

障がい程度　身体障害者手帳

1級・2級、療育手帳A1(最重

度)、精神障害者保健福祉手

帳1級程度の障がいが重複

している方またはこれらと

同等の疾病、精神障がいの

ある方

※手帳の等級はあくまでも目安で

す。原則、手当用診断書(障がい

別)で判定します。

手当月額　2万6,440円

※すでに受給認定されている方は

　　申請不要です。詳しくは、障害福

祉課へお問い合わせください。

妊婦健診にHTLV-1の
検査項目が追加されました
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　1月1日㈯から、妊婦健康診

査の検査項目に成人T細胞白

血病(ATL)の原因であるHTLV-1(ヒ

ト白血病ウイルス-1型)が追加

され、公費助成の対象となり

ました。

　HTLV-1は成人T細胞白血病の

原因となるウイルスで、母親がウ

イルスを持っていると母乳を介

して赤ちゃんに感染することが

あります。妊婦健康診査時に血

液検査を受けることで、母親が

ウイルスを持っているかどうか

が分かり、持っている場合は、

その対応を工夫することで母子

感染を減らすことができます。

　1月1日現在でHTLV-1の検査

を受けていない方が公費助成

の対象となります。県内の委

託医療機関で定期の妊婦健診

の際に、HTLV-1の検査受診票

を配布し、検査します。

※県外医療機関でHTLV-1の検査

をする場合も助成されますが、手

続きの方法が異なりますので、詳

しくは、健康づくり課へお問い合

わせください。

防災講演会
地域課　  382-8695  　382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月1日㈫　14時～15

時30分

ところ　文化会館けやきホール

内　容　｢気象キャスターに

　聞く　防災と気象｣

講　師　高田斉さん(気象

キャスター、気象予報士)

参加料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会、

鈴鹿市

｢災害時外国人サポーター
研修｣・｢外国人住民を
対象とした防災セミナー｣
市民対話課　  382-9058　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　三重県が本市と㈶鈴鹿国際

交流協会と共催で、(特活)多

文化共生マネージャー全国協

議会を講師に迎え、災害時に

適切に対応できるよう、避難

所生活を通じた2つの研修を

同時に開催します。

◆災害時外国人サポーター研修

対　象　災害時の外国人支援

に関心のある方

※国籍は問いませんが、日本語での

研修になります。

と　き　2月6日㈰　11時～16時

内　容　避難所巡回訓練によ

る災害情報の発信、避難者

ニーズの聞き取りなど

◆外国人住民を対象とした防

災セミナー

対　象　外国人住民

と　き　2月6日㈰　12時30分

～16時

内　容　外国人住民が避難所

での生活を体験し、事前準

備事項などを明らかにします。

ところ　ともに牧田公民館

定　員　各25人(応募多数の

場合は抽選、託児所あり)

参加料　ともに無料

申込み　1月20日㈭までに、

(財)三重県国際交流財団

指定の書式に記入の上、郵

送、ファクス、電子メール

 



132011・1・5

　で、〒513-8701　市民対話

課または(財)三重県国際

交流財団(〒514-0009　津

市羽所町700　アスト津

3階

第11回みえ人権フォーラム
人権政策課　  382-9011　  382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　世界人権宣言の趣旨を広く

知っていただき、人権問題の

解決に向けて人権尊重の機運

を盛り上げていくため、交流

し、考え合うフォーラムを開

催します。

と　き　1月23日㈰　9時30分

～16時

ところ　三重県人権センター

(津市一身田大古曽693-1)

内　容

○プロ野球県民球団｢三重ス

リーアローズ｣の選手によ

る野球トレーニング教室、

トークショー、サイン会、写

真撮影会(10時～11時30分)

○記念講演｢人権力を養う～

想像力を広げる視点～｣(講

師：辛淑玉さん(人材育成コ

ンサルタント))(13時30分

～15時)

○韓国農楽(15時15分～15時

45分)

○企業・団体によるアピール

コーナー、展示コーナー(9

時30分～16時)

○人権パネル展示(人権クイ

ズラリーなど)(9時30分～

16時)

○子ども向け街頭紙芝居｢想

造舎｣(11時～16時)

入場料　無料

問合せ　三重県人権フォーラ

ム実行委員会事務局(　 

059-233-5525　 059-233-

5526)

とんぼ玉を作ろう
考古博物館　  374-1994　  374-0986
　  kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　  http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　ガラスをガスバーナーで溶

かし、とんぼ玉を2個作ります。

そのうちの1個を、ストラップ

かネックレスに仕上げます。

対　象　中学生以上

と　き　1月29日㈯　9時30分

から、13時30分から　

ところ　考古博物館講堂

定　員　各10人(応募多数の

場合は抽選)

参加料　2,500円程度

申込み　1月21日㈮までに、往

復はがきに、講座名、希望時

間、希望者の住所、氏名、年

齢、電話番号、返信のあて名

欄に、代表者の住所、氏名を

記入の上、〒513-0013　国

分町224　考古博物館へ

※はがき1枚につき、2人まで申し込

みできます。

※詳しくは、考古博物館ホームペー

ジをご覧ください。

企画展｢アンデスの彩り
－古代南米土器の世界－｣
考古博物館　  374-1994　  374-0986
　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　  http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　本市には、南米出身者がた

くさん暮らしていることから、

古代アンデス文化に関する土

器や関連資料を展示し、南米

の基層文化と芸術について紹

介します。

と　き　1月15日㈯～3月6日㈰

ところ　考古博物館特別展

示室

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円

企画展関連講演会｢日本の
考古学とアンデス文明
－土器を中心にして－｣

考古博物館　  374-1994　  374-0986
　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　  http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　1月22日㈯　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　大貫良夫さん(東京

大学名誉教授、野外民族博

物館リトルワールド館長)

聴講料　無料

第30回小・中学校書写展
指導課　  382-9028　  383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月22日㈯、23日㈰　

10時～17時、24日㈪　10時

～14時

ところ　鈴鹿ベルシティ2階

イオンホール

内　容　市立の小・中学校児

童生徒の書写作品を展示し

ます。

入場料　無料

第10回鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　  382-7954　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月15日㈯、16日㈰　

10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター

内　容　鈴鹿川流域の昆虫標

本や写真展示、鈴鹿川の生

き物水槽展示など

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

　　  059 -223 -5006　

059-223-5007　 mief@mief.

or.jp　 http://www.mief.or.

jp/index.html)へ

問合せ　すずかのぶどう(　

　・　387-0767　 budou@mec

  ha.ne.jp) 

しん　す　　ご
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　景観シンポジウム
都市計画課　  382-9024　  384-3938

　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　1月1日㈯に、｢鈴鹿市景観計

画｣が施行されたことを受け、

三重県と共催して｢景観シン

ポジウム｣を開催します。

と　き　1月23日㈰　13時～

16時30分

ところ　ふれあいセンター

内　容　基調講演(講師：久隆

浩さん(近畿大学教授))、市

内外のまちづくり活動団体

代表の活動報告など

参加料　無料

申込み　1月17日㈪までに、都

市計画課または三重県県土

整備部景観まちづくり室

(　 059-224-2748)へ

ジェフリーふぇすた2011
男女共同参画課　  381-3113  　381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画センター｢ジェ

フリーすずか｣の取り組みを

知っていただき、男女共同参

画への関心や理解を深めてい

ただくとともに、登録団体の

活動とネットワークづくりを

推進するために開催します。

と　き　1月30日㈰　10時～

16時(9時30分開場)

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター

内　容

○オープニング(すずか童謡

の会)

○孫育ての講座

○講演会｢男女共同で△じゃ

ない○い世の中｣(講師：笑

　福亭松枝さん)(13時30分～

15時)

※講演会は整理券が必要です。

○ジェンダーかるた大会

○女性史についてのワーク

ショップ

○｢平和・女性の権利・子ども

の幸せのために力を合わせ

て｣企画展示

○親子クッキング

○男女共同参画おにまんじゅ

う＆とりめしの振る舞い

○公募による男女共同参画

｢川柳・写真・書道｣作品展

示など

入場料　無料

※託児(要予約)と手話通訳があり

ます。

すてきな年賀状展
図書館　  382-0347  　382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月21日㈮～27日㈭

(24日㈪は休館)

ところ　図書館1階ロビー

内　容　市民の皆さんや著名

人からお借りしたすてきな

年賀状を展示します。

◆すてきな年賀状を募集します

　個性豊かな自作年賀状やお

手元に届いたすてきな年賀状

を募集しています(顔写真入

り年賀状はご遠慮ください)。

募集期間　1月16日㈰まで

申込み　応募するはがきを持

参の上、直接図書館へ

※展示数に限りがありますので、展

示作品は図書館で選考します。

　　お借りした年賀状は、展示終了後

にお返しします。

防火管理者資格取得講習会
(甲種新規・乙種)

予防課　  382-9160　  383-1447
　yobo@city.suzuka.lg.jp

　多くの人が勤務し、出入り

する建物には防火管理者を置

く必要があります。

と　き　甲種新規：2月17日㈭

10時～17時30分、18日㈮　9

時～16時30分、乙種：2月17

日㈭　10時～17時30分

ところ　労働福祉会館

定　員　甲種、乙種計70人(先

着順)

参加料　4,000円(テキスト代

など)

申込み　1月24日㈪から2月4日

㈮(土・日曜日を除く8時30分

から17時15分)に、受講申込

書に必要事項を記入し、裏

面に氏名を記載した上半身

写真(パスポートサイズ、免

許証サイズどちらか1枚)を

貼付の上、予防課へ

アルコールと｢うつ｣研修会
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　年間の自殺者数は平成10年

以降連続3万人を超えていま

す。自殺の原因にはさまざま

な要因がからんでおり、アル

コールや｢うつ｣との関係も深

いと言われています。研修会

では、アルコールや｢うつ｣に

ついて基礎的な知識や正しい

対処方法を学びます。

と　き　2月4日㈮　13時30分

～15時30分

※詳しくは、鈴鹿市男女共同参画

　センターホームページ(　　http:

　//www.gender-free .cit y. suzu

　ka .lg .jp / )またはチラシをご覧

　ください。
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ところ　三重県鈴鹿庁舎4階

会議室(西条5-117)

定　員　90人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話で健康づくり課へ

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　1月12日㈬(平日10時

～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　 ・　 387-

0767　 387-0764)へ

とき・内容　パソコン初心者

を対象に、オフィス2003を

使用して、いずれも3時間講

習を2日間行います。

◆午前の部：9時30分から

○基礎1　1月20日㈭と21日㈮

○ワード基礎　1月22日㈯と

23日㈰

○エクセル応用　1月25日㈫

と26日㈬

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　1月22日㈯と23日㈰

○ワード応用　1月25日㈫と

26日㈬

○エクセル基礎　1月20日㈭

と21日㈮

ところ　図書館2階視聴覚室

ほか

定　員　各10人(先着順)

参加料　3,000円(教材費別途

必要)

学習支援ボランティア
(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　  383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　市内在住の外国人児童、生

徒の学校生活をより充実した

ものにし、将来にわたる共生

社会づくりを進めるため、学

校や地域で教科学習や日本

語の支援をしていただくボラ

ンティアを養成します。子ども

たちを理解し、活動をする上

での基本的な知識や簡単なノ

ウハウを身に付け、実践してい

ただくことを目的に開催します。

対　象　地域や学校で学習支

援活動に参加し、できる限

り全講座に参加できる方

と　き　2月2日、9日、16日、23日

の水曜日　14時30分〜16時

ところ　ジェフリーすずか研修室

講　師　市教育委員会職員

定　員　30人

受講料　一般：500円、賛助会

員：無料

後　援　市教育委員会

申込み　1月21日㈮までに、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、〒513-0801　

神戸1-18 -18　(財)鈴鹿国

際交流協会へ

　本市は、平成5年に｢人権尊重都市宣言｣を

行いました。この宣言文の趣旨にのっとり、

人権意識を高め、人権文化の創造を図るこ

とを目的に、親子で劇などの観賞を通じて

感性に訴えかける人権啓発事業として、人

権ふれあい劇場を開催しています。

　子どもにも、大人と同じように人権があ

りますが、それは大人の目線ではなかなか

分かりにくいものです。子どもたちの遊び

場探しの姿を通じて、改めて子どもと大人

の価値観の違いや居場所があることの大切

さについて考えてみませんか。

と　き　1月29日㈯　14時開演(13時30分開

場、上演時間約90分)

ところ　文化会館けやきホール

内　容　｢がらんくたうん｣の仲良し3人組

は、いつも遊び場探しに苦労しています。

だって、どこで遊んでも｢うるさい｣って怒

鳴られるんです。ある日3人はムテキに出

会います。ムテキは少し腕白、でも寂しが

り屋。やっと打ち解けて遊び始めた4人は、

ある日空き家を見つけます。入り込んで遊

んでいると、そこへパトロール中のおまわ

りさんがやって来て。

出　演　劇団うりんこ

定　員　500人(先着順)

入場料　無料　　

託　児　希望者は、1月14日㈮までに、三重県鈴

鹿県民センター県民防災室(  382-9794)へ

(先着10人)　

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 

人権ふれあい劇場｢がらんくたうんストーリー｣

○市民税・県民税・・・4期

○国民健康保険税・・・7期

【納期限は1月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で

1 月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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初日の出

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 鈴鹿市民とモータースポーツファン

撮影場所 千代崎海岸

音楽家・すずフェスＰＲ大使
たなか つとむ さん（甲斐町）

　  音楽のルーツは民謡
　　民謡家の父の下、14歳でギター、

15歳でドラムを始め、高校時代には

数々のバンドでドラムを中心に多

種多様な楽器、ジャンルの音楽を

演奏して、音楽の幅が広がりました。

　　19歳で津軽三味線に出会い、改

めて「民謡」に自分の音楽のルーツ

を見出しました。20代で民謡を独

自の解釈でパフォーマンスする集

団「民族楽団チャンチキ」を主宰し、

現在まで、演奏家活動だけでなく、

音楽監修やタレント活動など多岐

にわたり活動しています。また、昨

年にはすずフェスPR大使を拝命し、

各地の祭りや自分のライブで、日

夜、すずかフェスティバルのPRに励

んでいます。

　  プロジェクト真骨頂
　　「プロジェクト真骨頂」とは、すず

フェスの新テーマソングをみんなの

手で作ってしまおうという企画で

す。その新テーマソングの歌詞を募

集しています。応募いただいた歌詞

でわたしが作曲をして、第15回すず

フェス当日に曲が完成します。

　　応募いただく歌詞の形式は、「五

七五七七」の短歌形式で、最初の

「五」をこの企画のテーマ「真骨頂」

として、続く「七五七七」を募集して

います。この短歌が沢山つながって

歌詞になります。応募は、近鉄白子

駅前の鈴鹿市観光協会にある応募

箱やすずフェスのホームページ（　　

http://www.suzufes.com）でも受け

付けています。皆さんからのご応募

お待ちしています。

　　F1をはじめ1980年代以降鈴鹿サーキットで開催

された国際的なビッグレースの数々。それらがもた

らしたものは、国内外から訪れる多くの観戦客と

経済効果、マスコミでの紹介によるモータースポー

ツへの理解、鈴鹿市の知名度アップ…。中でも忘れ

てはならないのは、鈴鹿市民とモータースポーツが

より身近になったこと、そして市民自らがファンを

歓迎し、共に楽しむ動きが生まれたことです。

　　例えば8耐前日に行われる「バイクであいたい

パレード」は、鈴鹿商工会議所青年部有志の手づ

くりイベントとして11年

間にわたり計5,500台以

上が参加し、夏の風物詩

として定着しました。F1

においても多くの市民

がボランティアとしてイベントを支えています。

　　今やモータースポーツファンにとって鈴鹿はレー

スの聖地であると同時に、温かい人々が待つ特別

な場所でもあるのです。

第15回すずかフェスティバルの
開催日が決定
と　き　平成23年8月6日㈯、7日㈰

ところ　弁天山公園（メイン会場）ほか

撮影日  平成22年1月1日

撮影者  堀部　憲幸さん

　あけましておめでとうございます。今年も

広報すずかをよろしくお願いいたします。

　お正月といえばおせち料理。最近は、いわ

ゆる「お取り寄せ」で、いろいろな有名店のお

せち料理を自宅で味わう方も多いそうです。

　おせち料理の名前には、一説に、黒豆

は「まめ（まじめ）に働き、まめ（健康的）

に一年が過ごせるように」、昆布巻きは

「よろこぶことが多い一年になるよ

うに」と願いが込められているそう

です。昔から日本人は語呂合わせが

好きだったようですね。

　毎年、年始に決めたことを守れず、

いつの間にか年末を迎えてしまいま

す。新しい年に信念を持って臨みたい

と思います。（直）
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