
行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

とき・ところ　診察時間はい
ずれも10時から12時
○1月1日㈫　高波獣医科医
院（神戸六丁目2番1号　
382-0313）、はら動物病院
（亀山市北町5番1号　 0595-
　84-1010）
○1月2日㈬　石田動物病院
（磯山四丁目5番9号　 387-
　3711）、山根動物医院（神
戸 三 丁目 2 0 番 2 1 号 　
382-0728）
○1月3日㈭　かいげ動物病
院（野町西二丁目2番6号　
388‐4010）、ベルペットクリニ
ック（大池三丁目2番38号　
370-2788）
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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

ごみの品質検査結果

学童ナビ

鈴西小学校区 しいの実

スポーツ・図書館・相談 

　12月1日（土）の市制記念日に、市民会館で市制70周年記念
式典を行いました。その席上において、市政の発展に特に貢献さ
れた歴代の市長の方々に特別感謝状の贈呈を行いました。
◆特別感謝状 被贈呈者（敬称略）

○第4代市長　衣斐　賢讓
　昭和62年5月から平成7年4月まで（2期8年）
○第5代市長　加藤　栄
　平成7年5月から平成15年4月まで（2期8年）
○第6代市長　川岸　光男
　平成15年5月から平成23年4月まで（2期8年）

特別感謝状を贈呈しました

総務課　 382-9005　 382-2219 　somu@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
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市政への提言

児童虐待について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

電話 電子メール ホームページ ファクス 

衣斐　賢讓さん 加藤　栄さん 川岸　光男さん
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くらしの情報くらしの情報

県指定文化財 朝鮮通信使行列図染絵胴掛
（白子西町自治会所蔵 市寄託資料）



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

償却資産の申告を

資産税課　 382-9007　 382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　　

　固定資産税は、土地や家
屋に対して課税されるほか、
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25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25年
度用の申告書を発送しました
ので、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、
地方税法の定めるところにより
申告義務が課せられています。

　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。この名簿に登載されな
いと、選挙を行うときに委員と
して立候補することや投票を
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5
年 4月1日までに生まれた
方）で、次のいずれかに該
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
の農業委員などを通じて配
布される「登載申請書」を、
1月8日㈫までに最寄りの地
区市民センターか農業委
員会事務局へ

問合せ　農業委員会事務局
（　382-9018　382-7610）

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。

　申し込みは先着順で、締め
切り前であっても補助金予算
額に達した時点で終了します。
詳しくは、地区市民センターに
備え付けのチラシ、市ホームペ
ージをご覧ください。
対　象　市内施工業者を利
用する工事で10万円以上
を要する、現在居住してい
る自宅の修繕・補修工事

※事前申し込みの後に補助金交

付申請書を提出し、市から補助
金交付決定を受けてから着工
する必要があります。

※申請書提出から交付決定まで
は、審査のため2週間程度要し
ます。

申込み　1月31日㈭17時まで
に、電話、ファクス、電子メ
ール、はがきで産業政策課
へ（はがきは当日消印有
効）。住宅リフォーム補助
金の交付を申し込む旨と以
下の10項目を明示してくだ
さい。

項　目　①郵便番号　②住
所　③申請者氏名　④氏
名フリガナ　⑤生年月日　
⑥電話番号　⑦工事内容
（具体的に）　⑧予定工事
費（見積額）　⑨予定施工
業者名称・住所・電話番号
⑩着工予定日および完成
予定日

※補助金交付を受けるには、平成
25年3月31日までに工事と支
払が完了し、市への実績報告を
提出することが必要です。つい
ては、3月15日頃を工事完了の
目途としてください。

※この補助金は、1軒につき1回
の工事に限り交付が可能です。
既に交付を受けた方が、同じ建
物に対する別の工事で再度申
請することはできません。

　社会人入試は、生涯学習の
一環として、社会に出て就労経
験などのある方 を々受け入れる
入試です。新しい人脈が欲し

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

住宅リフォームに対する
補助金を交付しています

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

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

鈴鹿国際大学
社会人入試（Ⅱ期）

社会人編入学入試（Ⅱ期）
募集のお知らせ

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp
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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

い、仕事以外の幅広い教養を
身に付けたい、学士が欲しい、
人生に刺激が欲しい。そんな
方にも、社会人入試を利用して
若い学生たちとともに鈴鹿国際
大学で学べます。
出願期間　1月9日㈬～22日㈫
試験日　2月5日㈫
試験会場　鈴鹿国際大学
問合せ　鈴鹿国際大学入試
広報課（　372-2915）

※詳しくは、大学ホームページを
ご覧ください。

※職業を有するなど、勉学時間が十
分確保できない事情がある場合、
4年間の教育課程を6年間を上限
として在籍できる制度もあります。

　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。確定申
告時期が近づくと、電子証明
書の窓口が大変混み合いま
すので、電子証明書の取得
はお早めにお願いします。
※本人確認書類は、写真付きの官
公署発行の免許証、パスポート
などをお持ちください。

※本人が市民課窓口で申請して
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。

◆初めて取得される方

持ち物　有効期限内の住民
基本台帳カード、本人確認
書類、印鑑、手数料500円

※有効期限は3年間です。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円か
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）。
持ち物　有効期限内の住民
基本台帳カード、本人確認
書類、印鑑、手数料500円

※有効期限は、更新日から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。

 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。 

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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※　　 　のバス停は、運行しません。❷ 11
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○１月１日㈫～６日㈰

○12月31日㈪、1月12日㈯～14日㈪

○１月１日（火）～３日（木）
◆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分です。

へお問い合わせください。なお、南部C-BUSは、１月１日（火）から３日（木）まで、土日祝日ダイヤで運行します。 

1
1

～

※　　 　のバス停は、運行しません。❼ ❽、

13-1

13-1

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
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電　話 電子メール ホームページファクス



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

催 し 物

旭が丘公民館で
巡回相談を行います

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

迎春！ 花の即売会

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@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

　　

　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10日㈭13時～15
時（予約不要）

相談内容　
○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。

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、ハ
ウスから直送の新鮮な花を、
生産者価格で提供します。
と　き　12月29日㈯10時～
20時、12月30日㈰10時～
17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合 組
合長 益川康志（　387-0914）

　本市にゆかりのある彫刻家
の中村晋也さんと親交の深い
日本体育大学理事長の松浪
健四郎さんをお招きして「イス
ラム世界の人々」と題して講
演をしていただきます。講演終
了後、中村晋也さんと松浪健
四郎さんのお2人で対談をし
ていただきます。現代に生きる
私たちが知っておきたい心の
文化についてメッセージを伝
えていただきます。
と　き　1月20日㈰　14時～
16時10分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

定　員　500人（先着順）
入場料　無料

　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26日㈯　A：9時
30分から、B：13時30分から

ところ　考古博物館　展示
ホール

定　員　各10人（応募者多
数の場合は抽選）

参加費　2,500円
申込み　1月16日㈬までに、往
復はがきで、講座名「とんぼ
玉を作ろう」・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・氏名を記入の上、考
古博物館（〒513 -0013国
分町224）へ。はがき1枚に
つき2人まで申し込めます。

　この劇をとおして、愛情や
絆・友だちの大切さをあらため
て感じ、考えてみませんか。
と　き　1月14日（月・祝）　
14時開演（30分前開場）　
上演時間約80分

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容　小さな王子さまが、サ
ハラ砂漠に不時着した飛行
士の前に現れます。王子さま
は自分の星を出ていろいろ
な星を巡り、最後にやってき
た地球で友だちになったキ
ツネに「自分の星に残してき
た花は、この世に一つしかな
いかけがえのない花だ」と
教えられます。王子さまは
「大切なことは目に見えない
んだよ」と飛行士に言い残
すと、その花のために、自分
の星へと帰って行きます。

出　演　劇団かかし座
定　員　450人（先着順、整
理券なし）

入場料　無料
託　児　ご希望の方は、1月7日
㈪までに人権政策課へ。先
着10人。

くらしの情報くらしの情報 スズカ市民文化セミナー
「心の文化を鈴鹿から！」

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

人権ふれあい劇場
「星の王子さま」

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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松浪健四郎さん中村晋也さん
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予 算 現 額

資本的支出
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　出初式は、新春を飾る年頭行事として、消防職員、団員の意気込みを
市民の皆さまに披露し、消防への理解と協力を高めることを目的として、
毎年1月5日に開催しています。
　厳粛な式典や、スリル満点の訓練など、お子さんから大人まで、一日楽
しんでいただけます。防寒対策をしていただいて、ぜひ、お越しください。
と　き　1月5日㈯　10時から
ところ　鈴鹿サーキット国際レーシングコース
内　容　一般のお子さんも参加でき、もれなく景品がもらえるふれあい
行進を皮切りに、式典、鈴峰中学校吹奏楽部による演奏、救急救
助訓練、消防団放水合戦、フィナーレは恒例の一斉放水を行いま
す。また、日ごろの消防の活動内容が一目でわかる新イベントも企画
しています。出初式が終わってからも、サーキット内で消防車両など
の展示を行います。

※ふれあい行進参加希望の方は、9時50分にお越しください。
招待券　ページ最下部の招待券をお持ちいただくと、駐車料金と5人
までの入場料が無料になるほか、モートピアパスポートが半額で購
入できます。

消防出初式 消防総務課　 382-9162　 383-1447　 shobosomu@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月27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

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11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

※参加料は銀行振込となり、申込時に振込証明書（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://suzukark.sakura.ne.jp）
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24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

スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.lg.jp 　第59回鈴鹿市内駅伝競走大会
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鈴鹿市駅前～河川防災センター

河川防災センター～旧ホンダロジスティックス石丸A倉庫

旧ホンダロジスティックス石丸A倉庫～三重パーツ

三重パーツ～稲生高校 

稲生高校～石垣池公園陸上競技場

招
待
券
（鈴）

1月5日（土）鈴鹿市消防出初式 ※当日限り有効　※切り取ってお持ちください。

この券で、駐車料金と5人までの入場料が無料になります。モートピアパスポート特別販売　大人（中
学生以上）4,200円→2,100円、小学生3,200円→1,600円、幼児（3歳以上）2,000円→1,000円
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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

講座・教室

催 し 物

鈴鹿モータースポーツ友の会
カートミーティング

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　　

と　き　1月20日㈰　9時～
16時　（雨天決行）

ところ　モーターランド鈴鹿
（三宅町3616）
申込み　1月9日㈬までに、鈴
鹿モータースポーツ友の会
ホームページから申込書を
ダウンロードして、ファクスで
事務局へ

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会事務局（鈴鹿商
工会議所内　382-3222　
383-7667　http://suzuka
　-msa.jp/）
◆レンタルカート走行

内　容　フリー走行と1時間
耐久レース

定　員　72人（先着順）
参加費　会員5,000円、非会
員8,000円（入会費・年会費
含む）

◆キッズカートスクール

対　象　小学生以下
定　員　10人（先着順）
参加費　会員無料、非会員
3,000円（入会費・年会費含
む）

※昼食に地元食材を使ったお惣
菜バイキング（無料）がでます。

　1泊2日の自然体験活動、野
外炊飯、キャンドルファイヤー
などを通して、冬の自然の理
解を深めます。
対　象　小学5年生～中学2
年生

と　き　2月2日㈯・3日㈰
ところ　鈴鹿青少年センター
と周辺

参加費　4,500円
定　員　36人（応募者多数
の場合は抽選）

申込み　12月20日㈭から1月
11日㈮17時（必着）までに、
所定の用紙と90円切手を貼
付した返信用封筒を同封し
て、鈴鹿青少年センターへ

申込み　12月21日㈮から、水
泳場窓口かホームページで
受け付けます。飾り巻き寿
司教室、ベビービクス＆ママ
ビクスは、参加費持参の上、
直接水泳場窓口へ

◆体験ダイビング

対　象　8歳以上の方
と　き　1月12日㈯　19時～
20時30分

定　員　9人（先着順）
参加費　3,500円
◆リトミック短期教室

対　象　1・2歳児
と　き　1月17日㈭、24日㈭、
31日㈭　全3回　①10時
～10時50分　②11時～11

時50分
定　員　10組（先着順）
参加費　3,000円
◆飾り巻き寿司教室

対　象　一般成人
と　き　1月17日㈭　13時30
分～15時

定　員　16人（先着順）
参加費　2,600円（材料費込）
◆ベビービクス＆ママビクス 
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　1月16日㈬　
　午前：11時～12時30分
　午後：13時30分～15時
定　員　各30組（先着順）
参加費　1,000円

　モロッコってどこにあるか知
っていますか？モロッコ料理っ
てどんなの！？モロッコ出身の講
師に本場の料理と雑貨の紹
介をしてもらいます。
と　き　1月26日㈯　10時～
14時

ところ　文化会館　調理室
内　容　クスクス、タジン、サラ
ダ、パン

講　師　ラティフさん、湯木朋
子さん

定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）

参加費　一般1,200円、賛助
会員800円

申込み　1月18日㈮（必着）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、協会（〒513-0801神戸
1-18-18）へ

くらしの情報くらしの情報 ウィンターアドベンチャー

鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

国際理解料理講座
モロッコ料理

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp
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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

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9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1名

定　員　40人（先着順）
受講料　2,000円（テキスト代込）
申込み　1月31日㈭までに、鈴
鹿商工会議所ホームペー
ジ（　http://www.scci .
　or.jp/）から
問合せ　鈴鹿商工会議所
（　382-3222）へ

申込み　フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1
カ月前から受け付けます。
事前に電話でお問い合わ
せの上、鈴鹿地域職業訓
練センターの窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月12日㈫～14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12日㈫～14日㈭
9時～16時

受講料　6,000円
◆玉掛け技能講習

と　き　学科：2月18日㈪・19日
㈫、実技：2月20日㈬～22日㈮
の中で選択　8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Word初級

と　き　2月19日㈫・20日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆フォークリフト運転技能講習

（31時間）

と　き　学科：2月26日㈫8時
20分～17時30分、実技：2
月27日㈬～3月1日㈮、3月5
日㈫～7日㈭8時～17時15
分

受講料　2万6,500円
申込み　1月7日㈪から

子育て支援課子ども家庭支援室　 382-9140　 382-9142

　kosodateshien@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

児童虐待について

　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。

近所の家から親の怒鳴り声と子どもの
泣き声が聞こえてくることがあります。子

どもが虐待されているのではないかと思うの
ですが、そのようなときにはどうすればよいの
でしょうか。

児童虐待を受けたと思われる子どもを
発見した場合には、児童相談所や福

祉事務所（子育て支援課 子ども家庭支援
室）への通告義務があります。通告は電話で
も構いません。怒鳴り声と泣き声で子どもが虐
待を受けているとは断定できませんが、虐待
を疑った場合は、ためらわずに児童相談所や
福祉事務所に通告してください。また、通告
する場合には、主任児童委員を介しても行え

ますので、お住まいの地域の主任児童委員に
相談してください。通告者を特定できるような情
報は漏らしませんので、安心して相談してくだ
さい。なお、子どもに生命の危険がある場合
は、緊急に対応をしなければなりませんので、
直ちに警察署または児童相談所に連絡してく
ださい。
通告先　
　○鈴鹿警察署（　380-0110）
　○北勢児童相談所
　　（　347-2030（夜間・休日：　347-2052））

創業人材育成事業
「創業セミナー」

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿地域職業訓練センター
2月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

 1月は空調設備工事のため休
館します。休館期間中に講座は
ありませんが、窓口受付業務は
通常どおり行っています。
休館期間　1月7日(月)～2月初旬

2012・12・20 7

電　話 電子メール ホームページファクス


	H1.pdf
	P02.pdf
	P03.pdf
	P04.pdf
	P05.pdf
	P06.pdf
	P07.pdf

