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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

ごみ減量推進団体

学童ナビ

平成の寺小屋　神戸みらい塾

スポーツ・図書館・相談 

　市では、平成24年4月から
平成28年3月までに取り組む
施策の計画（行財政経営計
画）に関する審議会を開催し
ます。傍聴できますので、ぜひ
お越しください。
と　き　1月10日㈫　14時から
ところ　市役所本館6階庁議室
内　容　第3期行財政経営計
画について

申込み　会議開始30分前か
ら10分前まで、会場にて受
け付けます。

定　員　20人（定員を超えた
場合は抽選）

とき・ところ

◆1月1日㈰

○東山動物病院（江島本町
22番1号　　388-4688）
○森動物病院（算所五丁目
12番11号　　378-3952）

◆1月2日㈪

○市村ペットクリニック（中江島
町26番6号　　388-1716）
○北川動物病院（須賀町782
番地の8　　384-1299）

◆1月3日㈫

○かめやま動物病院（亀山市
田村町131-1　　0595-83
　-4664）
○自由ヶ丘どうぶつ病院（下
大久保町2669番地の3　
　374-4828）

※診察時間はいずれも10時から
12時です。

　年末年始の市役所本館15
階展望ロビーの開放を、次の
とおり行います。
◆年末一般開放

　12月29日㈭から31㈯は一
般開放を休止します。
◆年始特別開放

と　き　1月1日㈰　6時30
分～17時

◆一般開放

と　き　1月2日㈪、3日㈫　
10時～17時

◆通常の一般開放

土曜日・日曜日　10時～17時
祝日　開放休止
開庁日　8時30分～17時15分

鈴鹿市総合計画審議会
（第3回）を開催します
企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

年始に受診できる
動物病院をお知らせします
環境政策課　 382-9014　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

年末年始の展望ロビー
開放のお知らせ

管財営繕課　 382-9009　 382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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市政への提言

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の貸し出し

健康館

検診・予防接種・教室・相談

くらしの情報くらしの情報
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　毎年1月1日現在で、農業委
員会委員選挙人名簿を作成
します。名簿に登載されない
と、選挙のときに立候補したり
投票することができません。
対　象　市内に住所があり、
年齢が満20才以上（平成4
年 4月1日までに生まれた
方）で、下記のいずれかに
該当する方
○10アール（1,000㎡）以上の
農地を耕作している方
○上記の方の同居の親族ま
たはその配偶者で、年間お
おむね60日以上耕作してい
る方
○10アール以上の農地を耕
作している農業生産法人
の組合員または社員で、年
間おおむね60日以上耕作し
ている方

申　請　12月下旬に各地区
の農業委員、自治会などを
通じて配布される「登載申
請書」を、1月6日㈮までに農
業委員会へ

問合せ　農業委員会事務局
（　382-9018　382-7610）

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。詳しくは、下記へお問い合
わせください。

と　き　1月27日㈮ 10時30
分～11時

ところ　三重県津庁舎（6
階）第61会議室

問合せ　三重地方税管理回
収機構　徴収課　059 -
213-7355　http://www.
　zei-kikou.jp/）

　この計画は、鈴鹿市におけ
る交通安全対策全般にわた
る総合的な施策の大綱を定
めています。計画は、次の場
所でご覧いただけます。
閲覧場所　防災安全課（市
役所本館5階）、市政情報課
情報公開コーナー（市役所
本館4階）、市ホームページ

　国税、地方税の電子申告
などを利用する際には、電子
証明書が必要です。
◆初めて取得される方

　本人が市民課窓口に①有
効期限内の住民基本台帳カ
ード、②本人確認書類、③印
鑑、④手数料500円を持参し
て申請してください。
　有効期限は3年間です。な
お、住民基本台帳カードを取
得されていない場合は、手数
料が1,000円掛かります。
◆引き続き利用される方

　更新手続きが必要です（有
効期限満了日の3カ月前から
可能）。本人が市民課窓口に

①有効期限内の住民基本台
帳カード、②本人確認書類、
③印鑑、④手数料500円を持
参して申請してください。本人
以外が申請される場合は、お
問い合わせください。
　有効期限は、更新日からの
3年間です。電子証明書の有
効期限が切れている場合は、
新規での申請になります。
※本人確認書類は、写真付きの
官公署発行の免許証、許可書
などをお持ちください。

※確定申告時期が近づくと、電
子証明書の発行の際に相当
お待ちいただく場合がありま
すので、取得はお早めにお願
いします。

　鈴鹿市青少年対策推進本
部では、平成24年度から26
年度を計画期間とする第2次
「子どもの健全育成推進基本
計画」を作成します。作成する
に当たり、市民の皆さんの意
見を反映させるため、一般公
募による作成委員を募集しま
す。
対　象　本市に住所を有する
18歳以上の方

募集人数　2人（応募多数の
場合は抽選）

申込み　1月10日㈫（必着）ま
でに、青少年課備え付けの
申込書に必要事項を記入
し、青少年課へ（郵送可）
※申込書は、市ホームページで
も入手できます。

農業委員会委員
選挙人名簿登載申請を

受け付けます

選挙管理委員会事務局

　 382-9001 　384-3302

　senkyo@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市交通安全計画　
（平成23年度～平成27年度）を

作成しました

防災安全課　 382-9022　 382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

電子証明書を
利用される方へ

市民課　 382-9013 　382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

第2次「子どもの健全育成
推進基本計画」作成
公募委員を募集します

青少年課　 382-9055 　382-9053

　seshonen@city.suzuka.lg.jp

不動産の公売を実施します

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします。
と　き　1月5日㈭　13時～
15時（予約不要）

内　容

○行政相談委員：国の機関に
対する要望について
○公証人：公正証書の作成に
ついて

※公正証書とは、法律に従って
作成する公文書で、裁判など
で強い証拠になります。遺言
書、金銭貸借に関する契約書、
土地建物の賃貸借契約書な
どがあります。

　ウォームビズとは、「寒いとき
には着る、過度に暖房機器に
頼らない」という原点に立ち返
り、暖房時の室温が20度でも
快適なスタイルです。
　冬季は、暖房の利用などで
エネルギー消費が増大しま
す。ウォームビズの実践で、暖
房に必要なエネルギー使用
量を削減し、地球温暖化防止
にご協力をお願いします。
　今年の冬は、家からオフィス
まで、「心地いい暖かさを自ら
創り出す」生活スタイルで過ご
してみませんか。
◆暖房時の室温は20度設定に

　少しの工夫で「室温20度」
の中でも、心地よく過ごせま
す。
○温度計を置いて室温管理をする
○部屋の上部にたまる暖かい

空気は、扇風機を短時間つ
けて循環させる
○日中はカーテンやブラインドを
開けて太陽の熱を取り入れ、
夜間は閉めて保温効果を高
める
○暖房ＯＮ/ＯＦＦのタイミング
を考える（部屋を退出する10
分前にＯＦＦにするなど）
○首や手足のストレッチなどの
血行促進体操で、新陳代謝
を高めて体の冷えを防ぐ

※市では、暖房設備の経済運転
を行っています。

と　き　土・日曜日、祝日を除
く8時30分から17時15分

ところ　道路整備課（市役
所本館8階）

 年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣に
はC-BUSが便利です。ぜひご利用ください。また、参詣の際には車に十分お気を付けください。 

一ノ宮公民館で
巡回相談を行います

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

ウォームビズにご協力を

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

都市計画道路事業
汲川原橋徳田線（庄野・平野）の
事業認可図書を縦覧しています

道路整備課　 382-7613　 382-7612

　dorosebi@city.suzuka.lg.jp

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
始発時刻 9時 9時15分 10時15分 6時20分
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○1月1日㈰～5日㈭

○12月31日㈯、1月6日㈮～9日㈪

○1月1日㈰～3日㈫
◆始発時刻を変更します

年末年始のC-BUS運行ルートを一部変更します
商業観光課 　  382-9016 　  382-0304　   shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所(　 059-233-3501)

※西部Ｃ-ＢＵＳ乗換え可能バス停（長沢、伊船町東）での乗換え待ち時間は、最大３０分までです。

へお問い合わせください。なお、南部C-BUSは、1月1日㈰から3日㈫まで、土日祝日ダイヤで運行します。 
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と　き　12月26日㈪、27日㈫ 
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※南玄関からお越しください。

　固定資産税は、事業用
（製造、修理、販売、サービス
業、アパート経営など）の償却
資産に対しても課税されま
す。
　法人税や所得税の必要経
費に算入している減価償却
資産が申告対象になりますの
で、該当する資産をお持ちの
方は平成24年1月1日現在の
資産の所有状況を1月31日
㈫までに申告してください。
　なお、12月初旬に平成24
年度用の申告書を発送しまし
た。申告対象の方でお手元
に申告書が届いていない場
合はご連絡ください。
※償却資産の所有者に対して
は、申告義務が課せられてい
ます。

　地域ぐるみの子どもの健全
育成活動の推進に向けてフォ

ーラムを開催します。
と　き　1月7日㈯　13時～
15時30分

ところ　文化会館
内　容　
○庄内小児童による大正琴
の演奏、創徳中生徒による
全国入選少年の主張発表

○鈴峰中学校区「早寝早起
き朝ごはん」運動の取り組
み報告、牧田地区地域づく
り協議会による健全育成活
動の取り組み報告
○講演会「地域みんなで守り
育む元気いっぱい鈴鹿の
子」講師：山田康彦さん（三
重大学教育学部教授、三
重県教育改革推進会議会
長、鈴鹿市文化振興ビジョ
ン策定委員会座長）

定　員　500人
参加料　無料
申込み　1月5日㈭までに、電
話か電子メールで青少年
課へ

　ガラスをガスバーナーで溶
かし、とんぼ玉2個を作ります。
対　象　中学生以上
と　き　1月29日㈰　A:9時
30分から　B: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20日㈮までに、
往復ハガキに、講座名、希
望時間、住所・氏名・年齢・
電話番号、返信の宛名欄
に代表者の住所・氏名を記
入して考古博物館へ

※ハガキ1枚につき2人まで申し
込めます。

※詳しくは、考古博物館ホームペ
ージをご覧ください。

　市内企業の知財への取り
組みの成果と課題、そしてこ
れからの活用方法について
考えます。
対　象　中小企業等経営
者、実務者など

と　き　1月16日㈪　13時
30分～16時30分

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

内　容

○講演　「企業経営に求めら
れる知的財産の活用法と
鈴鹿市内の企業の取組に
ついて」丸山明夫さん（弁
理士）
○パネルディスカッション　
「収益向上につながる知財
活用とは？～今回の取組結
果を踏まえた成果と課題か
ら考える～」

・パネリスト：㈲イトーファーマシー
（取締役　伊藤美知）、近藤
けいこＮaturalVegetable
（代表　近藤けいこ）、㈲進
誠堂（代表取締役　伊藤忠）

・コーディネータ：石井正さん
（大阪工業大学名誉教授）
定　員　100人
参加費　無料
主　催　中部経済産業局・
鈴鹿市

申込み　1月13日㈮までに、フ
ァクスまたはメールで、産業
政策課へ

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

償却資産の申告を

資産税課　 382-9007　 382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

健全育成実践フォーラム

青少年課　 382-9055　 382-9053

　seshonen@city.suzuka.lg.jp

とんぼ玉を作ろう！

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

知財成果報告会
「企業経営者による知的財産

の取組事例」
産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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　平成24年12月1日に、鈴鹿
市は市制施行70周年を迎え
ます。このため、平成24年1月
から12月にかけて、70周年を
記念するいろいろな事業の
開催に向けて準備を進めて
います。
　また、1月には下記のとおり
70周年を記念するキックオフ
イベントを開催します。
　「鈴鹿の良さ、元気」を多く
の市民の方に楽しんでいただ
きたいと思います。ぜひお越し
ください。
◆キックオフイベント

と　き　1月15日㈰　9時30
分から

ところ　文化会館
内　容　桜島小学校リコーダ
ークラブ・白子中学校吹奏楽
部による演奏、スズカ市民文
化セミナー「心の文化を鈴
鹿から！」、鈴鹿産のかぶせ
茶の振る舞い、鈴鹿の抹茶
を使用したお菓子の振る舞
い、光太夫ネットワーク取組
展、鈴鹿物産品の販売、地
区旗の展示、環境学習イベ
ント、ダンボールクラフトなど
※イベント内容は現時点での予
定で、今後変更となる可能性
があります。

※詳しくは、広報すずか1月5日号
の情報館でお知らせします。

と　き　1月5日㈭9時45分から
ところ　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース

内　容　消防職団員による救
助訓練や一斉放水、幼少年
消防クラブや一般幼少年の
ふれあい行進、白子高校ブ
ラスバンド部による演奏など

※会場への入場、駐車には裏面
の無料券をご利用ください。

※当日の8時に市内全域でサイ
レンを鳴らします。火災と間違
わないようにしてください。

と　き　1月29日㈰　9時10分出発
ところ　鈴鹿市駅前を出発し、ゴールの石垣池
公園陸上競技場まで、市内一般道路を走ります。

内　容

○種別　一般の部、中学校の部
○コース
・ 1区（4.3km）　鈴鹿市駅前～河川防災センター
・ 2区（2.9km）　河川防災センター～旧ホンダロ
  ジスティック石丸A倉庫
・ 3区（4.2km）　旧ホンダロジスティック石丸A倉
  庫～三重パーツ
・ 4区（3.0km）　三重パーツ～稲生高校
・ 5区（4.6km）　稲生高校～石垣池公園陸上
  競技場
参加料　1チーム4,000円（スポーツ保険含む）
申込み　大会要項を必ず確認し、1月13日㈮（必
着）までに、申込書に必要事項を記入の上、郵
送で、〒510-0212　中旭が丘四丁目5-62　白
子中学校内　南部朗へ

※参加料は銀行振込です。申し込み時に振込証明書（コピー可）も送
付してください。振込先など詳しくは大会要項をご覧ください。大
会要項、申込書は、スポーツ課に備え付けのほか、鈴鹿市陸上競技

協会ホームページ（　http://www.geocities.jp/suzuriku05/）
からも入手できます。

【監督会議】　チーム代表者と補助員は必ず
参加してください。
と　き　1月26日㈭　18時30分から
ところ　鈴鹿高専第一会議室
※詳しくは、大会要項をご覧いただくか、白子中学校　
南部朗(　386-0336)へ

市制施行70周年を記念して
イベントを開催します

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

消防出初式

消防総務課　 382-9162　 383-1447

　shobosomu@city.suzuka.lg.jp

スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.lg.jp 　第58回鈴鹿市内駅伝競走大会
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

くらしの情報くらしの情報

平成23年度創業人材
育成事業「創業塾」

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

人権ふれあい劇場
「ふしぎの森のヤーヤー」

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

ウインターアドベンチャー

県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp

鈴鹿モータースポーツ
友の会「レーシング
カート体験」募集

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

と　き　１月５日㈭
ところ　 鈴鹿サーキット
　本券1枚で5人まで入場
できます。
　駐車場で係員にご提示
ください。

消防出初式消防出初式
（入場・駐車場無料券）（入場・駐車場無料券）

鈴鹿市消防本部鈴鹿市消防本部

　　

対　象　これから創業したい
方、創業のノウハウを知りた
い方など

と　き　2月11日㈯、18日㈯
9時30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所2
階特別会議室

内　容　創業の心構え、ビジ
ネスプラン作成など

講　師　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）ほか

定　員　40人（先着順）
受講料　3,000円（テキスト代
込）

主　催　鈴鹿商工会議所中
小企業相談所

申込み　1月31日㈫までに、フ
ァクスまたは鈴鹿商工会議
所ホームページからお申し
込みください。

※詳しくは、鈴鹿商工会議所北角

（　382-3222　383-7667
　http://www.scci.or.jp/）へ

　親子で、観劇を通じて人と
のつながり、違いを認め合うこ
との大切さを改めて、考えてみ
ませんか。
と　き　1月9日（祝・月）15時
開演（30分前開場）、上演
時間約70分

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容　主人公ヤーヤーの
住んでいる森には、とてもふ
しぎな動物ばかりが、すんで
います。しりたがりのヤーヤ
ーの、「なぜ？」「どうして？」
「なんで？」の言葉が、みん
なの心のとびらをたたきま
す。

出　演　劇団たんぽぽ
定　員　500人（先着順、整
理券なし）

料　金　無料
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教
育委員会、三重県鈴鹿県
民センター

後　援　亀山市、亀山市教
育委員会、三重県教育委
員会

と　き　1月22日㈰　9時～
16時　（雨天決行）

ところ　モ ーターランド
SUZUKA（三宅町3616）

申込み　鈴鹿モータースポー

ツ友の会事務局（　382-3222
　383-7667）へ。先着順

◆レーシングカート体験

内　容　フリー走行と耐久レ
ース、ゲストドライバーのデ
モ走行（予定）

定　員　72人（1チーム3人）
参加費　会員5 ,000円　非
会員7 , 0 0 0円（カ－トレンタ
ル・昼食代含む）

◆キッズカートスクール

対　象　小学生
定　員　10人
参加費　2,000円（カ－トレンタ
ル・昼食代含む）

　自然体験活動や、野外炊
飯、キャンドルファイヤーなどを
通じて、冬の自然に対する理
解を深めます。
対　象　小学校5年生～中
学校2年生

と　き　2月4日㈯・5日㈰　1
泊2日

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンターとその周辺

参加費　4,500円
定　員　36人（応募多数の
場合抽選）

申込み　12月15日㈭から1月
8日㈰（必着）までに、センタ
ー所定の用紙で申し込み

 「子育て・孫育て」のコツ、親
世代と祖父母世代の互いの
関わり方を学びます。

6 2011・12・20

講座・教室

「子育て・孫育て」講座

生涯学習課　 382-7619　 382-9071

　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

中央消防署　 382-9165　 382-9166       

　chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の貸し出しについて

　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。

学校や公民館にはＡＥＤが設置され
ていますが、休日に外でイベントなどを

行う際には使用できないので困ります。ＡＥ
Ｄの貸し出しはないのですか。

消防署ではＡＥＤの貸し出しを行って
います。市内において開催される多数

の人が集まるイベントやスポーツ大会などの
会場で、参加者が突然の心停止状態に陥
ったときの救命処置に備えるために、7台の

ＡＥＤを貸し出し専用器として配備していま
す。
　原則として、ＡＥＤが設置されていない会
場での対象イベントで、主催者側にＡＥＤの
使用および心肺蘇生法を行える救急法講習
の受講者がいることが貸し出しの条件です。

と　き　2月18日㈯　13時30
分～15時30分（13時開場）

ところ　ふれあいホール　
内　容　講演「みんながハッ
ピーになる子育て・孫育て
～学童期・思春期の今だか
らこそ大切なこと～」

講　師　棒田明子さん（NPO
法人孫育て・ニッポン理事長）

定　員　200人（先着順）
参加料　無料
保　育　1歳から就学前まで
の子。10人程度。無料。先
着順

申込み　講演会、保育とも2月
10日㈮までに、電話またはフ
ァクス、電子メールで生涯学
習課へ。

※詳しくは、チラシ、市ホームペー
ジをご覧ください。

※事前申込みが必要です。

対　象　60歳以上
と　き　1月13日～3月23日の
各金曜日（2月17日を除く全
10回）10時30分～11時30分

ところ　市立体育館　大会
議室

参加料　4,000円（スポーツ
保険料600円を含む）

申込み　1月10日㈫までに、参
加料を添えて市立体育館へ

※最低開催人員15人

申込み　受講開始日の1カ月前
から受け付けます。直接、鈴
鹿地域職業訓練センターへ。
事前にお問い合せください。

◆Excel初級（表計算講習）

と　き　1月24日㈫・25日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆Word 中級（ワード2007）

と　き　2月7日㈫・8日㈬　9
時～16時

受講料　4,000円
◆アーク溶接特別教育

と　き　2月14日㈫～16日㈭
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材

費1,050円）
◆Excel中級（マクロ・VBA）

と　き　2月14日㈫～16日㈭
　9時～16時　
受講料　6,000円
◆外国人向け「ガス溶接技

能講習」

対　象　18歳以上で、日本語
で日常会話が可能な方

と　き　1月25日㈬～27日㈮
　8時30分～17時
受講料　1万円（別途教材費
840円）

※学科講習にはポルトガル語の通
訳がつきます。

　12月5日号13ページの情
報館4「福祉医療費助成制
度の変更」の中で、平成24
年1月からの入院分につい
て「変更後の対象範囲」を
「中学1年生～3年生」と記
載しましたが、正しくは「小
学1年生～中学3年生」で、
1月以降も引き続き、小学生
の入院分は対象となります。
おわびして訂正いたします。

おわびと訂正
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鈴鹿地域職業訓練
センター講座（1、2月）

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.mecha.ne.jp/~suzukatc/

シニアのための
健康社交ダンス教室

市立体育館　 387-6006　 387-6008
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