
　今年で18回目を迎える｢すずか
フェスティバル｣では当日ボランティ
アを募集しています。鈴鹿の熱い
夏を踊り子や観客の皆さんと一緒
に楽しみましょう。

　中学生以上の原則1日
以上参加できる方

　8月2日㈯･3日㈰
　弁天山公園、白子駅

前、鈴鹿ハンター、イオン白子
店

　フェスティバル当日の
運営のサポート（受付、チーム
整理、会場整理、進行、公式
グッズ販売ほか）

　7月4日㈮までに、すず
かフェスティバル実行委員会
事務局（〒510-0241　白子
駅前17-12　鈴鹿市観光協
会内、 380-5595、    info@
　suzufes.com）へ

　鈴鹿市と友好協定を結ぶアメ
リカオハイオ州ベルフォンテン市か
ら今夏、実に10年ぶりに中･高生
がやって来ます。
　これまで鈴鹿からは計421人の
生徒がベルフォンテンに派遣され、
現地でホストファミリーに温かく迎
え入れていただいています。
　今年は、日本の家庭で日本の
文化を知ってもらう絶好の機会で
す。おもてなしの心でホストファミリ
ーになってみませんか。

　7月24日㈭夕方～28日
㈪朝

　男子生徒4人、
女子生徒5人、引率者：女性2
人、男性1人

　12世帯（うち3世帯は
大人の受け入れ）

　6月30日㈪までに、住
所･氏名･電話番号･家族構
成を、電話･ファクス･電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ

　7月12日㈯　13時から
　男女共同参画センタ

ー　研修室

　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。

　保護者が市内に在住

し、学業成績優秀、品行方正
であり、学資に困っている高
校生以上の学生

　奨学生として決定
を受けた学校に在学する期
間（毎年度審査有り）

○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

　6月30日㈪までに、学
校教育課に備え付けの申込
用紙に記入し、必要書類を
添えて学校教育課へ

　毎年、春と秋に鈴鹿フラワーパ
ークで開催している植木まつりの
魅力をPRする｢ゆるキャラ｣のデ
ザインを募集しています。
　植木まつりらしさがあり、植木ま
つりのイメージアップと認知度アッ
プにつながるもの、多くの人から
親しまれるものを描いてご応募く
ださい。

　市内外、年齢を問
わずどなたでも応募できます。

　A4用紙に、キャラクタ
ーの正面と後ろ姿をそれぞ
れ描いて、色彩仕上げを行っ
てください。

　6月30日㈪（必着）ま
でに農林水産課へ

　鈴鹿市植木振興会
事務局（農林水産課内
　　382－9017）



　本市の中･長期的なまちづくり
に向けた計画を策定するに当た
り、市政に対する市民の皆さん
の意識やニーズを把握するため
に、アンケート調査を実施します。

　市内在住の18歳以
上の方から4,000人を無作為
抽出し、調査票を発送します。

　6月10日㈫～24日㈫
　調査票に記入の上、

返信用封筒で回答

　全国すべての産業分野におけ
る事業所および企業の基本的構
造を明らかにすることにより、日本
の経済力を知るために行われます。
　調査への報告は法律で義務
づけられています。また、すべて
の情報は保護されます。調査の
趣旨・必要性をご理解いただき
ますようよろしくお願いします。

　すべての事業所
　7月1日㈫
　経営組織、事業所

の開設時期、事業内容、年間

総売上金額など

　国で調査結果を
まとめ、インターネット･刊行物
などにより公表します。また、大
切な資料として皆さまの暮ら
しや身近な地域、日本のこれ
からのために役立てられます。

　7月3日㈭　13時～15
時（予約不要）

○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

　行政相談委員 北村克麿さん
のご活躍に対し、5月16日の行政
相談委員全体会議の
席上、総務省中部管
区行政評価局長から
表彰状が授与さ
れました。

　6月11日㈬　13時～
15時

　市役所本館　12階
1202会議室

　10人（定員を超えた
場合は抽選）

　会議当日12時55分
までに会場へ

北村克麿さん



子ども人権110番
ぜろぜろなな の ひゃくとおばん

　0120（007）110

人KENまもる君

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

　現在、児童手当を受給中の方
を対象に、6月上旬に｢児童手当･
特例給付現況届｣を郵送します
ので、6月30日㈪までに必要書類
とともに提出してください。
　この届けは、児童手当を引き
続き受給する要件を満たすかど
うかを確認する大切な手続きで
す。提出がないと、6月分以降の
手当ての支給が停止されます
のでご注意ください。

○手当を受けている方が厚生
年金などの被用者年金に加
入している場合は、健康保険
被保険者証の写しまたは年
金加入証明書
○1月2日以降、鈴鹿市に転入し
た方は、平成26年度（平成25
年分）所得課税証明書

○その他、状況により提出してい
ただく書類があります。

　平成25年度中に法務省の人権
擁護機関が救済手続を開始した
人権侵犯事件数は、2万2,437件
であり、対前年比で493件（2.2
％）減少しましたが、学校におけ
るいじめ、教職員による体罰、児
童に対する暴行虐待など、子ど
もに関するさまざまな人権侵害
の事案は、いずれも過去最高と
なっています。
　このような問題の解決を図る
ための取り組みを強化するため
に、今年度も全国一斉｢子どもの
人権110番｣強化週間を実施し
ます。

　6月23日㈪～29日㈰　
8時30分～19時

　津地方法務局 人権
擁護課（  059-228-4193）

　付加年金は、国民年金の付
加保険料を納めたことがある人
が、老齢基礎年金の受給権を得
たときに老齢基礎年金（国民年
金）に加算して支給されます。付
加保険料を納めるためには届出
が必要で、届出を行った月からの
加入になります。

　第1号被保険者（自営
業･農林漁業者などとその配偶
者、学生、任意加入者を含む）

　月額400円
　年間で200

円×付加保険料の納付月数　

　年金手帳を持参の
上、保険年金課または地区
市民センターへ
　保険年金課（ 382-

　9401）、津年金事務所（   059- 
   228-9188）



　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地に土地や建物を所
有している方に課税されますの
で、年内に名義変更や滅失の
手続きがされないと翌年度も課
税となる場合があります。ご注
意ください。

　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に下記の必要書
類を添付して資産税課へ
○相続の場合　相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など
○相続以外（売買や贈与など）
の場合　旧所有者の印鑑登
録証明書

　滅失家屋申告書を資産税課
または地区市民センターへ

　市内で建物を新築、増築し
た際は、翌年度の固定資産税
額を算出するために家屋調査
を行っています。調査は、資産
税課職員が訪問し、建築図面
からの間取り確認、屋根、外壁、
各部屋の内装などに使われて
いる資材や設備状況を確認し
ます。調査時間は一般の新築
住宅で20分から30分くらいです。

平成25年1月1日から12月31日までに増加した資産
で、同年12月31日時点で有する資産を記載したもの
です。

預金の総額　83万3,390円
貯金の総額　該当なし

金銭信託：45万円
該当なし
該当なし

該当なし
4,717万4,550円

　｢鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例｣第5条の規定に基づき、市長の｢資産等補充報告書｣、｢所得等報告
書｣、｢関連会社等報告書｣の内容の概要を公表します。報告書の原本は、市政情報課で閲覧できます。また、報告
書の概要は、市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html）で
公表しています。

平成25年中の所得を記載したものです。
1,574万6,040円（鈴鹿市ほか）
6万2,554円（謝金ほか）

平成26年4月1日時点で、報酬を得て会社
その他の法人の役員、顧問その他の職に就
いている場合、その名称、住所、職名を記載
したものです。



　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い･消
毒･乾燥をしてお返しします。

　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

　中ワタが、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）。対象者一
人あたり2枚までで、1週間から
10日間程お預かりします。

　無料（貸ふとんは有料）
　6月30日㈪までに、地

域包括支援センターなどを通じ
て申請書を長寿社会課へ

　6月29日㈰　9時～16
時30分

　6月27日㈮･30日㈪  
17時15分～20時
　いずれも納税課
　いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続
きなど

市内に在住、在勤、在学または市内の文化団体などに所属している方

一般の部：1作品につき1,000円、ジュニアの部：無料
6月20日㈮～11月7日㈮



　男女共同参画について学習す
る機会を提供するために、参加す
る研修費用の一部を補助します。

市内に在住か在勤す
る20歳以上の方、男女共同
参画の推進や地域活動に協
力できる方

日本女性会議、男
女共同参画フォーラム、独立
行政法人女性教育会館
（NWEC）が行う研修など

研修参加費用の2
分の1の額（上限1万円）

若干名
7月12日㈯までに男女

共同参画課へ

下記のいずれかの方
○平成26年4月1日において、高
等学校または中等教育学校
を卒業した日の翌日から起算
して3年を経過していない方
および平成27年3月までに高
等学校または中等教育学校
を卒業する見込みの方
○人事院が上記に準ずると認
める方

○インターネット申込み
　6月23日㈪～7月2日㈬
○郵送または持参
　6月23日㈪～26日㈭

第1次試験：9月7日㈰、

第2次試験：10月16日㈭から24日
㈮までのいずれか指定する日

名古屋国税局 人事
第二課試験係（　052-951-
　3511（内線3450）　　http://
　www.nta.go.jp）

広報すずかの表紙写真を募
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。

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）

随時受付をしていま
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

　赤い火星や美しい月などの様
子を望遠鏡で観察します。月のク
レーターもはっきりと見えます。ぜひ
ご参加ください。

　小学生以上（中学生
以下は保護者同伴）

　6月7日㈯　19時～20
時30分　
　文化会館 屋上天体

観測場･プラネタリウム 
  初夏の星座･月･火星

･土星の解説と観望
　150人（当日先着順）
　無料
　当日18時30分から、

文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーで

　小学校、中学校、高等学校
の教科書見本の一部を展示し
ます。

　6月13日㈮～26日㈭
9時～17時

　市役所本館　15階
展望ロビー



　がん患者と家族の方が集まっ
ておしゃべりをする、情報交換と
交流の場です。同じ病気の方の
お話を聞いたり、お互いの悩み
を話したり、一人で悩まずにお話
しましょう。

　がん患者、がん患者
の家族の方など

　6月23日㈪　13時30
分～15時30分

　保健センター2階　健
康教育室
　無料
　不要（当日会場へお

越しください）
　三重県がん相談支援

センター（  059-223-1616）

　出場者を募集します。
　小学生の男女
　6月29日㈰　8時集合

　武道館 相撲場（江島
台2-6-1　 388-0622）

○個人戦（3年生以下、4･5･6
年生）
○団体戦3人（原則として4･5･6
年生の各1人。低学年は高学
年の枠に出場できます）

　無料
　 ㈮

　年中（4歳）以上小学
生までの親子（男女は問いま
せん）
（全5回）

○6月29日㈰　9時30分から
○7月6日㈰･12日㈯･19日㈯･26
㈯　13時から

　武道館 相撲場（江島
台2-6-1　 388-0622）

　鈴鹿市相撲連盟派
遣講師
　親子20組（先着順）
　親子1組2,500円（スポ

ーツ安全保険料を含む）　
　6月10日㈫から22日㈰

の9時～20時までに、参加料
を添えて市立体育館へ

　鈴鹿市体育協会（   387-
   6006）

　小学生以上
　7月6日㈰　9時30分

～11時30分
　市民会館 2階展示室
　盆おどり講習（鈴鹿お

どり他）

　うちわ
　1人300円

　鈴鹿市民踊舞
踊指導者連盟（  378-0319）

　6月22日㈰　14時か
ら

　考古博物館 講堂
　三重県埋蔵文化財

センター職員
　無料

　離職者などを対象に、就労
支援と福祉人材の確保を目的
とします。

　三重県に住民登録し
ている満65歳未満の方

　7月8日㈫～9月10日㈬
　三重県社会福祉会

館（津市桜橋）ほか
　39人（応募者多数の

場合は抽選）
　無料（テキスト代など

一部自己負担あり）
　6月26日㈭

必着で三重県社会福祉協
議会（  059-227-5160）へ



　親子

　
○6月28日　ナンとカレー
○7月26日　冷やしうどん
○8月23日　フレッシュトマトの冷
やしパスタ　

　農村環境改善センタ
ー 料理実習室

　15組
　豊田栄美子さん

（Agriロマン鈴鹿）
　親子1組2,500円（子

　どもは3人まで・材料費込）
　6月5日㈭～20日㈮

9時～20時に、農村環境改善
センター（岸田町1549-12）
の窓口へ

　農村環境改善センタ
ー（  ・   374-3455）

　小さい頃から料理を習うこと
で、食の大切さを学ぶよい機会
になる料理講座を開催します。

　4歳から小学3年生ま
で（子どものみ）

○7月5日　ナンとカレー
○8月2日　生パスタと冷菓
○9月6日　押し寿司

　男女共同参画センタ
ー 食の工房

　15人
　2,500円（材料費・保

険代含む）
　6月20日㈮までにAgri

ロマン鈴鹿 代表 豊田（ ・      
　379-1048）へ

　次世代エネルギーとして期待
されている太陽電池の中で、最
も普及している結晶系シリコン
太陽電池を作製します。今後の
エネルギーのあり方を考えるきっ
かけとしてください。

　中学生以上（中学生
のみの場合は必ず保護者
同伴）

　7月5日㈯･6日㈰　9時
～17時30分

　鈴鹿工業高等専門
学校内実験室

　辻琢人准教授および
学生

　1日4組、合計8組（1組
2人以内）

　教材費2,000円（別途

傷害保険料が必要）
　6月16日㈪17時までに

鈴鹿高専ホームページ（地
域の皆様＞公開講座・大会
＞一般対象
　　　http://www.suzuka-ct.
　ac.jp/general/general_
　index/event/）から

　鈴鹿工業高等専門
学校 総務課地域連携係
（　368-1717　 387-0338）

　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、イオン白
子店（サンズ）3階の『B‐チャレ
ンジ』内で、パソコンに関する
相談やミニ講習、グループ活動
支援講習など、さまざまなICT
推進活動を実施しています。
相談や講習の内容は次のとお
りです。

　毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時30
分から
　すずかのぶどう内
　基礎講座、インター

ネット、メール講座など

　3時間1,500円
　NPO法人市民ネット

ワークすずかのぶどう（イオン
白子店3階   ・   387-0764）



　7月9日㈬　13時30分
～15時30分

　文化会館 さつきプラザ
　｢俳句とユーモア｣｢五

木寛之とユーモア｣
　山中悦子さん、藤田

充伯さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　住所･氏名･電話番

号を記入の上、はがき･ファク
ス･電子メールで鈴鹿市文化

振興事業団（〒513-0802　
飯野寺家町810）へ

　6月6日㈮から水泳場
窓口またはホームページで

　新米ママ大歓迎。肌と肌の
触れ合いで赤ちゃんとより深い
絆を育みます。ママビクスでママ
の美容も忘れずに。

　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

　6月18日㈬　
　午前の部：11時～12時30分、
午後の部：13時30分～15時
　各30組（先着順）
　1,050円

　5月は｢かたつむり｣を作ります。
　一般成人
　6月19日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　 

　4年に一度、世界中を熱狂させるサッカーの
ワールドカップ。6月12日から7月13日まで、ブラ
ジルに世界の強豪32チームが集結し、黄金の
｢FIFAワールドカップトロフィー｣獲得を目指します。
　｢日本はどこまで勝ち進めるだろうか？｣という
話題がいろんなところで語られ、盛り上がりをみ
せています。
　しかし、過去のワールドカップでは、エスカレー
トした応援が相手国やチームへの挑発行為や
人種差別的行為などにつながったこともあります。
主催者であるFIFA(国際サッカー連盟)も、サッ
カーが世界的スポーツであるからこそ、人権侵
害に対して厳しい罰則を設けるなど、差別撤廃
に向けて積極的に取り組んでいます。
　スポーツに秘められた力には、プレーする喜び
や楽しさ、仲間との連帯感、技術が向上する達
成感などがあることをさまざまな年齢層の方が
実感していることでしょう。
　また、21世紀に入り、実績のあるスポーツ選手

が紛争・復興地域や貧困地域などを訪ねて子
どもたちにサッカーや野球を教えるなど、スポーツ
による国際協力も盛んに行われています。
　今回のワールドカップや2020年東京オリンピッ
ク･パラリンピックの開催決定により、スポーツを始
める子どもたちも増えるでしょう。
　さまざまな人々が違いを認め合い、高め合い、
つながり合うことのすばらしさを、次世代を担う子
どもたちにも、ぜひ伝えていきたいですね。

※納税は、便利な口座振替で
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