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障害者控除対象者認定書を
交付します

長寿社会課　 382-7935　　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　市内に住所を有する、介護認
定を受けた65歳以上の方を対
象に、介護保険の要介護認定
の資料をもとに、「身体障害者又
は知的障害者に準ずる」と認め
られる場合、認定書を1月下旬に
郵送します。
　この認定書を所得税や市民
税・県民税の申告時に提示する
と、本人またはその扶養者が、障

害者控除や特別障害者控除を
受けられます。
※障がい者手帳(身体・療育・精神)

をお持ちの方には、障がい者手

帳と認定書の控除の区分が異な

る場合に交付します。

※障がい者手帳の交付や障がい者

としてのサービスが受けられる

わけではありません。

※税の申告方法などの問い合せは、

所得税は鈴鹿税務署 (　382-

　0351)、市民税・県民税は市民税

課(　382-9446)へ

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課    382-7831     382-7660

    nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始する

ためには、手続に約1カ月かかり
ますので、お早めに手続をお願
いします。申し込み手続は金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

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30日㈬・31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。

お 知 ら せ

申込資格　次の要件すべてに該当する方
１.市内に在住または勤務している方　　　　
３.現に住宅に困っている方　　　　　　　　
５.公営住宅法に定める基準以下の収入の方　
※高齢者世帯は、前記要件をすべて満たし、60歳以上の方がいる世帯が対象です。身体障がい者世帯は、申込資

格1と3から6をすべて満たし、1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が対象です。

申 込 み　1月15日㈫から25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、直接住宅課へ提出してください。　

※案内と申込書類は、1月15日(火)から配布します。　※応募多数の場合は抽選で決定します。

入居時期　4月上旬（予定）
募集住宅

※障がい者世帯、母子・

父子世帯など優先措

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。

※家賃は申込者の世帯

所得を基準に算定し

ます。

◆一般世帯
団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

ハイツ旭が丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階 2戸 1万7,200円～3万4,700円

安塚団地 安塚町 中層耐火造4階 4戸 1万1,700円～2万3,400円

一ノ宮団地 一ノ宮町 中層耐火造4階 2戸 1万2,400円～2万7,100円

桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階 3戸 1万4,700円～3万2,100円

※高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません。

※潮風の街磯山(1DK)(単身）の入居資格要件については、住宅課へお問い合わせください。

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

２.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
４.市税の滞納がない方
６.暴力団員でない方

◆高齢者・身体障がい者世帯

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

安塚団地 安塚町 中層耐火造4階 2戸 1万1,900円～2万3,700円

一ノ宮団地 一ノ宮町 中層耐火造4階 2戸 1万3,800円～2万7,500円

桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階 3戸 1万5,600円～3万2,100円

◆世帯の区分なし

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

潮風の街磯山
（3DK）

東磯山二丁目 中層耐火造3･4階 1戸 2万5,100円～4万9,200円

潮風の街磯山
（1DK）（単身）

東磯山二丁目 中層耐火造3･4階 1戸 1万4,600円～2万8,800円
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※｢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。

16 2013・1・5

平成25年鈴鹿市成人式は
市民会館で開催します

生涯学習課    382-7619     382-9071

   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成4年4月2日～平
成5年4月1日生まれで鈴鹿市
内在住か、本籍のある方

と　き　1月13日㈰　10時～
11時　開場9時

ところ　市民会館
内　容　式典とイベント。イベン
トは、白子高校吹奏楽部によ
る演奏、癒詩作家の伊藤一
樹さんによる新成人へのメッ
セージと成人式テーマ「志」
の書き下ろし、勝山組によるよ
さこい演舞などを予定してい
ます。

※対象者への通知はありませんの

で、自由に参加してください。

※詳しくは、市ホームページ、広報

すずか12月5日号をご覧くださ

い。

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

　緊急経済対策のための住宅
リフォーム促進事業補助金の申
し込みを引き続き受け付けてい
ます。申し込みは先着順で補助

金予算額に達した時点で終了
します。申し込み方法や制度の
詳細については、広報すずか12
月5日号や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。

学習支援ボランティアを
しませんか

（財）鈴鹿国際交流協会

383-0724     383-0639

  sifa@mecha.ne.jp

　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
ランティアの養成講座を開催し
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、
ノウハウを身に付けます。
対　象　地域や学校で学習支
援活動などに参加できる方、でき
る限り全講座に参加できる方

と　き　2月7日・14日・21日・28日
すべて木曜日　14時～15時
30分

※2月20日(水)に活動見学を予定

ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室

講　師　教育委員会　日本語
教育コーディネーター

定　員　20人
参加費　一般：500円、賛助会
員・学生：無料

活動場所　市内小・中学校で
の放課後教室や長期休み時
の支援、ボランティア運営の

学習支援室など
申込み　1月28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、鈴鹿国際交流協
会へ（〒513-0801　神戸1-18-
18　市民会館正面玄関西）

第12回鈴鹿川流域の
環境展

環境政策課    382-7954     382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿川流域の自然環境や歴
史文化を守る各種活動を通じて、
豊かで快適な生活を推進します。 
と　き　1月12日㈯、13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
○自然素材を使った親子で創
作コーナー
○リサイクル工作・無洗米おにぎ
りの試食
○プラネタリウムと冬の星空のお
話コーナー
○地元保育園によるマーチング
演奏会　他

主　催　第12回鈴鹿川流域
の環境展実行委員会（やす
らぎくんネット）

催 し 物

いや　し

お 知 ら せ

くくらし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

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

172013・1・5

問合せ　すずかのぶどう（　・　
387-0767　 budou@mecha.
　ne.jp）

子ども支援フェスタ
「～みんなで考える　

　子ども支援～」

子育て支援課     382-7661    382-7607

   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　親子・子どもの支援に
関わっている方

と　き　1月27日㈰　10時～
15時30分

ところ　男女共同参画センター
内　容　
○10時～12時
・手遊び、ふれあい遊び
・発達障がいを体験してみよう
・幸せの土台づくり～子どもが自
信を持てる子育て～

・思っていることを何でも話そう
（小学生対象）
・子どもが作るおいしいいちご大
福（小学生対象20人、先着
順、材料費1人200円、事前に
申し込みが必要　鈴鹿友の
会（　384－5567））

・交流の場　サロンふぁしりて
・パネル展示など

○13時30分～15時30分
・講演「個性を活かした子育て・
支援　～障がい児支援から
見えてきたこと」　講師：中谷
正恵さん

託　児　1歳～未就学児、10人
まで、先着順、要申込み、無料

参加料　無料
主　催　鈴鹿子ども支援ネット
ワーク

問合せ　特定非営利活動法
人こどもサポート鈴鹿（　
383-1322）

特別講演会
「染型紙～石井コレクシ

ョンをめぐって～」

商業観光課    382-9020     382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　白子まちかど博物館運営委
員会主催で講演会を開催します。
　講師の伊勢型紙約2万3,000
枚（名古屋市石井染工場旧
蔵）の10余年にわたる調査・研
究を通したさまざまな発見と、保
存・公開に向けての熱い思いを
語っていただきます。
※「匠の里」フォトコンテストの表

彰式も講演前に行います。

と　き　1月26日㈯　13時30
分から

ところ　伝統産業会館
演　題　「江戸末期から昭和
までの染型紙～名古屋造形・
石井コレクションをめぐって

～」
講　師　鵜飼昭平さん（名古
屋造形大学名誉教授）

問合せ　白子まちかど博物館
運営委員会事務局　伊藤
久嗣（　090-1728-8760）

考古博物館 企画展
「北勢の古代瓦と寺院」

考古博物館    374-1994     374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　縄生廃寺から出土した軒瓦
や舎利容器は、北勢地域に早く
から仏教が伝わったことを示す
貴重な遺物です。企画展では、
寺院跡などから出土した古代瓦
を中心に展示を行い、北勢地域
の特徴を考えます。
と　き　1月12日㈯～3月10日㈰
ところ　考古博物館
◆講演会

と　き　1月19日㈯ 14時から
ところ　考古博物館　講堂
演　題　「瓦から解き明かす
北勢の古代寺院」

講　師　大脇潔さん（近畿大
学文芸学部教授）

聴講料　無料

な    お  はい  じ
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平成24年度
第32回小・中学校書写展

指導課    382-9028      383-7878

   shido@city.suzuka.lg.jp

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月26日㈯、27日㈰10時
～17時、1月28日㈪10時～14時

ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール

入場料　無料

はじめてのパソコン講座

市政情報課    382-9003     382-2214

    shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　パソコン初心者を
対象に、オフィス2007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
・初心者のための基礎　1月19日
㈯と20日㈰

・エクセル基礎　1月26日㈯と27
日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　1月19日㈯と20日㈰
・ワード応用　1月26日㈯と27日㈰
ところ　図書館2階　視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の場
合は休講）

参加費　3,000円（教材費別途
必要）

カメラの操作、パソコンへの取り
込み・保存、実践・フリーソフトを使
っての画像加工をします。
※フォトショップエレメンツ9(体験

版)を使用

と　き　2月4日㈪～7日㈭　13
時30分～16時

◆エクセル初級講座

　パソコンで文字入力ができる
方を対象に、ウィンドウズXPのパ
ソコンでエクセル2007を使用して
操作を習得します。
と　き　2月12日㈫～15日㈮　
9時30分～12時

シウダック研究会
第105回例会

企画課    382-9038      382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　日本人の大好きなGDP信仰
からの脱却について問題提起を
行います。 
と　き　1月23日㈬　16時15
分～18時

ところ　鈴鹿国際大学　A棟
2階　第二会議室

内　容　「GDP信仰からの脱
却　～暮らしの質を測る～」

発表者　出雲敏彦さん(鈴鹿国
際大学国際人間科学部国際
学科教授) 

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開発と
文化研究センター（シウダック）
（  3 72-2121     3 72-2827
　   siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

防火管理講習
(甲種新規・乙種)

予防課     382-9157     383-1447

    yobo@city.suzuka.lg.jp

　多くの人が勤務し、または出入

申込み　1月11日㈮（平日10時
～18時）から電話で「すずか
のぶどう（イオン白子店3階）」 
（　・　387-0767　387-0764）へ
◆IT講習

と　き　毎週平日の月～金曜日
　9時30分から、13時30分から

ところ　すずかのぶどう内パソ
コン教室

内　容　インターネット、メール講座
※ノートパソコン持込可、個別対応

参加費　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶどうへ

高齢者向けパソコン講座

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

382-6092     382-6093

対　象　おおむね60歳以上の方
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（市役所別館第3）

定　員　各講座15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキスト
代1,000円）

申込み　1月10日㈭から25日㈮
までに、センターへ

※パソコンは準備します。

※各講座５人以下の場合は中止する

場合があります。

◆ワード初級講座

　パソコンで文書入力ができる方を
対象にウィンドウズXPのパソコンでワ
ード2007を使用して操作を習得します。
と　き　2月4日㈪～7日㈭　9
時30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン

　初級講座

　パソコン初級程度の操作技術
を習得した方を対象に、デジタル
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上、予防課へ。申込書は、市ホ
ームページと予防課にあります。

※講習会場内での、喫煙・飲食は出

来ません。

セミナー
離婚をめぐる法律の

基礎知識

男女共同参画課

381-3113     381-3119

    danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　離婚する？離婚しない？自分で
決めるための基礎知識を学びます。
対　象　男女問いません。
と　き　1月26日㈯　13時30
分～15時30分

ところ　男女共同参画センタ
ー　ホール

　内閣府は、昨年10月、「人権擁護に関する
世論調査」の結果を発表しました。この調査
は全国の成人男女3,000人を対象に行い、前
回は平成19年に実施しています。
　それによると、日本における人権課題につ
いて関心があるものはどれか尋ねたところ、
「障害者」と答えた人が39.4%、以下、「子ど
も」38.1％、「インターネットによる人権侵害」
36.0％、「高齢者」34.8％、「東日本大震災に
伴う人権問題」28 . 4%の順となっています。
（複数回答）
　中でも、「子ども」「インターネットによる人権
侵害」と答えた人の割合が、関心の高さや社
会情勢の変化に伴い前回より上昇しています。
　性別で見ると、「子ども」「高齢者」につい
ては、女性の方が高い関心を抱いています。
これは、女性が男性より身近にいる場面や接
する機会が多いからだと考えられます。世代
別では「高齢者」以外の人権課題について
は、若年層ほど高い関心を抱いています。

　また、人権課題の解決のために国はどのよ
うなことに力を入れていけばよいと思うか尋ね
たところ、「学校内外の人権教育を充実す
る」と答えた人の割合が55.3％と最も高く、子
どもの教育への期待の高さがうかがえます。
　しかし、「人権が侵害されたと思ったことが
ある」と答えた人の人権侵害内容の上位とな
っている「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ
口」「職場での嫌がらせ」「プライバシーの侵
害」は、学校の中だけで解決できることではあ
りません。社会全体で取り組む必要があります。
　さらに、「人権尊重が叫ばれる一方で、権
利のみを主張して、他人の迷惑を考えない人
が増えてきた」という意見について、どう思うか
尋ねたところ、「そう思う」と答えた人の割合が
77.7％となっています。人権を尊重するという
ことは、自分の権利を守ると同時に、他人の権
利を尊重しなければならない、そのことを一人
一人がしっかりと理解し行動していくことが大
切ではないでしょうか。

人権擁護に関する世論調査から

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の1 月 納税

○国民健康保険税・・・7期

○市民税・県民税・・・4期

【納期限は1月31日(木)です】

※納税は、便利な口座振替へ

りする建物には防火管理者をお
かなければなりません。
と　き　
○甲種新規　2月7日㈭・8日㈮　
10時～16時30分
○乙種　2月7日㈭　10時～16
時30分

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種・乙種あわせて80
人（先着順）

参加費　4,500円（テキスト代）
申込み　1月15日㈫から25日㈮の
平日8時30分から17時15分まで
に、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

講　師　佐脇敦子さん（弁護士）
参加費　無料
託　児　0歳～小学３年生、先着
10人程度、無料

申込み　氏名と電話番号を記入
の上、電話、ファクス、電子メール
または来館にて男女共同参画
課へ。託児を希望される場合
は、1月18日㈮までにお子さんの
名前と年齢（月齢も）・住所をご
連絡ください。
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