
　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27年1月1日現在の資
産の所有状況を、2月2日㈪ま
でに申告してください。
　なお、12月初旬に平成27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。

とき・ところ　診察時間は
いずれも午前10時～12時
○1月1日（木・祝）　山根動物
医院（神戸3 - 2 0 - 2 1　　
382-0728）、東山動物病院
（江島本町22-1　 388-4688）
○1月2日㈮　石田動物病院
（磯山4-5-9 　 387-3711）、
かいげ動物病院（野町西
2-2-6 　388-4010）
○1月3日㈯　自由ヶ丘どうぶ
つ病院（下大久保町2669-3
　374 -4828）、はら動物病
院（亀山市北町5-1 　0595

　-84-1010）

　冬の冷え込みの厳しいとき
は、屋外の水道管が凍結する
ことがあります。露出している
給水管には、市販の保温材や
布、毛布などを巻いてくださ
い。もし凍ってしまった場合は、
蛇口を閉めて、自然に溶けるの
を待ってください。
　水道管が破裂してしまった
ときは、水道メーターの止水栓
を閉め、鈴鹿市水道局指定給
水装置工事事業者に修理を
依頼してください。
※指定給水工事事業者が分からな
いときは、お問い合わせください。

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

償却資産の申告を

資産税課　 382-9007　 382-7604

水道管の凍結にご注意を

営業課　 368-1672　 368-1685
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　現行の計画の位置づけや
基本課題、目標を継承しつつ、
計画期間を1年延長し、男女共
同参画を取りまく新たな課題に
対応するための追加取組（案）
をまとめましたので、皆さんから
広く意見を募集します。
意見提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
在勤・在学している方
・追加取組（案）に利害関係
を有する方

募集期間　12月25日㈭～1月
24日㈯

閲覧場所　男女共同参画課

と　き　12月25日㈭　13時
30分～15時30分

ところ　市役所本館　12階
1201 会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
25分まで、会議室前で傍聴
整理券を配布

と　き　12月24日㈬･25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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　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歳以上（平成7
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7日㈬までに最寄りの地
区市民センターまたは農業
委員会事務局へ

問合せ　農業委員会事務局
（　382-9018　382-7610）

　特許、実用新案、商標、意
匠などに関して、具体的な相
談から素朴な疑問までアド
バイザーが無料で相談に応
じます。
と　き　1月21日㈬　13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　

2階談話室
相談内容

・手続き書類の書き方
・権利取得までの流れ
・事前調査の方法　など
※一相談45分程度(事前予約･個
別相談)

問合せ　鈴鹿商工会議所　
中 小 企 業 相 談 所（ 　
382-3222）

　高額療養費などの支給に
関し、送付している口座振込
案内書を、平成27年4月から
廃止します。4月以降の振込
時期については、申請時に窓
口で確認してください。

鈴鹿市男女共同参画
実施計画の追加取組(案)
への意見を募集します

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市子ども･子育て会議
(第8回)が傍聴できます

児童保育課　 382-7606　 382-7607

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

（男女共同参画センター）、市
政情報課、地区市民センタ
ー、市ホームページ、男女共
同参画センターホームページ

提出方法　件名「鈴鹿市男女
共同参画実施計画の追加
取組（案）に関する意見」、
住所、氏名、意見を記入の
上、郵便（〒513-0801　神
戸2-15-18　男女共同参画
課宛、当日消印有効）、ファク
ス、電子メールまたは直接、
窓口（男女共同参画課、市
政情報課、地区市民センタ
ー）へ。様式は問いません。

※寄せられた意見は、個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジで公表します。個別には回答
しません。

※追加取組(案)に直接関係のな
い意見については、一般的な市
への意見として取り扱います。

くらしの情報くらしの情報

　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

13-1

13-1

臨時1

臨時1

0

0

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
8

9

9
10

10
11

11
12

12

12

13
13

13

13-1 13

長沢

1 ながさわ
保育園

小岐須渓谷口

山本町クラブ

椿大神社 大久保

桃林寺
神野神社

野田公民館

長沢
野田口

小
社
口

山
本
北

4-1
山
本
東

椿
地
区
市
民

　
　
セ
ン
タ
ー

小
社
公
園

小
岐
須
口

※　　 　のバス停は、運行しません。❷ 11

0 1

1

2

○１月１日（木・祝）～５日㈪

○12月31日㈬、1月10日㈯～12日（月・祝）

○１月１日（木・祝）～３日㈯
◆始発時刻を変更します

年末年始はC-BUS運行ルートを一部変更します

※南部C-BUSは、１月１日（木・祝）から３日㈯まで、土日祝日ダイヤで運行します。 

※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。

※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)へ
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保険年金課　 382-7605　 382-9455

と　き　12月25日㈭　13時
30分～15時30分

ところ　市役所本館　12階
1201 会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
25分まで、会議室前で傍聴
整理券を配布

と　き　12月24日㈬･25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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　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歳以上（平成7
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7日㈬までに最寄りの地
区市民センターまたは農業
委員会事務局へ

問合せ　農業委員会事務局
（　382-9018　382-7610）

　特許、実用新案、商標、意
匠などに関して、具体的な相
談から素朴な疑問までアド
バイザーが無料で相談に応
じます。
と　き　1月21日㈬　13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　

2階談話室
相談内容

・手続き書類の書き方
・権利取得までの流れ
・事前調査の方法　など
※一相談45分程度(事前予約･個
別相談)

問合せ　鈴鹿商工会議所　
中 小 企 業 相 談 所（ 　
382-3222）

　高額療養費などの支給に
関し、送付している口座振込
案内書を、平成27年4月から
廃止します。4月以降の振込
時期については、申請時に窓
口で確認してください。

70歳未満の方の国民健康保険高額療養費
の自己負担限度額が変更になります

　平成27年1月診療分から次のように変更になります。これに伴
い、すでに限度額適用認定証が交付されている方は、新しい認
定証を12月下旬に郵送しますので、手続きの必要はありません。
　なお、70歳以上の方の自己負担限度額の変更はありません。

◆平成26年12月診療分まで

所得区分

上位所得者

自己負担限度額（月額）
3回目まで 4回目以降

15万円＋（10割の医療費-50万円）×1％ 8万3,400円

◆平成27年1月診療分から

所得区分 所得要件

旧ただし書き所得※

旧ただし書き所得※

旧ただし書き所得※

旧ただし書き所得※

上位所得者

一　般

住民税非課税世帯

自己負担限度額（月額）

3回目まで 4回目以降

901万円超
25万2,600円＋（10割の医療
費-84万2,000円）×1％ 14万100円

600万円超
901万円以下

16万7,400円＋（10割の医療
費-55万8,000円）×1％ 9万3,000円

210万円超600
万円以下

8万100円＋（10割の医療費
-26万7,000円）×1％ 4万4,400円

210万円以下 5万7,600円

3万5,400円

4万4,400円

2万4,600円

住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

一　般 8万100円＋（10割の医療費-26万7,000
円）×1％ 4万4,400円

（男女共同参画センター）、市
政情報課、地区市民センタ
ー、市ホームページ、男女共
同参画センターホームページ

提出方法　件名「鈴鹿市男女
共同参画実施計画の追加
取組（案）に関する意見」、
住所、氏名、意見を記入の
上、郵便（〒513-0801　神
戸2-15-18　男女共同参画
課宛、当日消印有効）、ファク
ス、電子メールまたは直接、
窓口（男女共同参画課、市
政情報課、地区市民センタ
ー）へ。様式は問いません。

※寄せられた意見は、個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジで公表します。個別には回答
しません。

※追加取組(案)に直接関係のな
い意見については、一般的な市
への意見として取り扱います。

※旧ただし書き所得･･･総所得金額等から基礎控除額（33万円）を差し引いた額

知的財産に関する
相談会が開催されます

産業政策課　 382-9045　 382-0304

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

国民健康保険からの
口座振込案内書の送付を

廃止します
保険年金課　 382-7605　 382-9455
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　市では、本事業の受託を希
望する団体を募集します。委
託団体の選考は、プロポーザ
ル方式で行います。
応募資格　社会福祉法人、
特定非営利活動法人その
他の法人であり、次の要件
をいずれも満たすこと
○労働福祉の増進または児童福
祉の向上を目的としていること
○育児に関する知識が豊富
であること
○保育士、看護師、幼稚園教
諭の資格保有者が常時1
人以上配置され、資格保有
者と専任の者が2人以上で
業務に当たること
○専任の従事者が常時配置
されており、事務局体制が
整備されていること
○市内に事務所（個人の自
宅でないこと）を有し、本市
全域での活動が可能なこと
○団体の活動実績が3年以
上あり、子どもを主体とする
事業が実施されていること
○財政基盤がしっかりしてい
ること
○平成27年4月1日から運営
が開始できること

委託期間　平成27年4月1日
～平成30年3月31日

募集施設数　10施設
※本プロポーザル方式は、平成27
年度予算の成立を前提に年度開
始前準備行為として行います。予
算が成立しなかった場合には、本
プロポーザル方式に係る契約を
締結することはできませんので、

あらかじめご了承ください。
業務内容　

○子育て中の親子（おおむね
3歳未満の乳幼児と親）が
気軽に集える常設の場（週
3日以上、かつ1日5時間以
上の開設、おおむね10組以
上の親子が一度に利用で
きる程度のスペースを有す
る）を開設すること
○子育てに不安や疑問を持っ
ている子育て親子に対する
相談、援助を実施すること
○子育て親子が必要とする
身近な地域のさまざまな子
育て支援に関する情報を
提供すること
○子育ておよび子育て支援に
関する講習を実施すること

必要書類　鈴鹿市つどいの
広場事業受託申請書、定
款･寄附行為または規約な
どの写し、平成24～25年度
事業実績表および収支計
算書、団体の役員名簿、事
務局の組織が分かるもの

※つどいの広場事業受託申請書
は、児童保育課窓口で配布し
ます。

申込み　12月22日㈪から1月
15日㈭（土･日曜日、祝日、
年末年始を除く8時30分～
17時15分）までに、直接、児
童保育課へ

※郵送での受付は行いません。

対　象　次のすべての条件
を満たす方
○日常会話程度のポルトガル
語･日本語ができる方（読み
書きを含む）
○地方公務員法第16条欠格

条項に該当しない方
○外国籍の方は、永住者また
は特別永住者の在留資格
がある方

定　員　1人
業務内容　ポルトガル語の刊
行物、印刷物の翻訳、窓口
での対応･通訳、事務補助
など

勤務条件　給与は19万2,900
円で、その他各種手当（通勤
手当など）があります。また、
社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

雇用期間　雇用した日（平成
27年2月採用予定）～平成
27年3月31日

※更新する場合あり。
申込み　1月14日㈬（必着）ま
でに採用試験申込書に必
要事項を記入し、直接また
は郵送で市民対話課へ
（直接の場合は土･日曜日、
祝日、年末年始を除く8時
30分～17時15分）

※採用試験申込書は、直接または
郵送で市民対話課へ請求してく
ださい。郵送で請求する場合は、
封筒の表に｢嘱託職員採用試験
申込書希望｣と朱書きし、返信
用封筒(宛先を記入し、82円切
手を貼った12㎝×23㎝程度の
もの)を必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　1月18日㈰　13時30
分から

ところ　市役所本館　12階
会議室

内　容　面接と筆記試験（日
本語とポルトガル語）

　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。
うち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17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（定員を超え
た場合は抽選）　

参加料　2,500円程度
申込み　1月7日㈬までに、往
復はがきの往信文面に①講
座名、②希望時間、③住所
･氏名･電話番号を、返信宛
名面に代表者の住所･氏名
を記入して考古博物館（〒
513 - 0 013　国分町224）

へ。または電子メールで
※1通につき2人まで申込みでき
ます。

　鈴鹿亀山地域で生産農家
が丹精込めて育てた洋ランな
どの各種鉢花、こだわりの観
葉植物などを、生産者が即売
します。産地だからこそできる、
ハウスから直送の新鮮な花を、
生産者価格にて提供します。
と　き　12月29日㈪10時～
20時、30日㈫10時～19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　廣瀬俊夫（　
090-7431-4833）

対　象　福祉･介護の職場に
就職希望、または関心のあ
る一般･学生（高校生以
上）

と　き　1月31日㈯　13時～
15時30分

ところ　県総合文化センター 
文化会館2階 第1･第2ギャ
ラリー

託　児　予約制
問合せ　三重県社会福祉協
議会 三重県福祉人材セン
ター（　059-227-5160）

ポルトガル語対応
嘱託職員を募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660

くらしの情報くらしの情報

鈴鹿市つどいの広場事業の
受託者を募集します

児童保育課　 382-7661　 382-7607

4 2014・12・20



あらかじめご了承ください。
業務内容　

○子育て中の親子（おおむね
3歳未満の乳幼児と親）が
気軽に集える常設の場（週
3日以上、かつ1日5時間以
上の開設、おおむね10組以
上の親子が一度に利用で
きる程度のスペースを有す
る）を開設すること
○子育てに不安や疑問を持っ
ている子育て親子に対する
相談、援助を実施すること
○子育て親子が必要とする
身近な地域のさまざまな子
育て支援に関する情報を
提供すること
○子育ておよび子育て支援に
関する講習を実施すること

必要書類　鈴鹿市つどいの
広場事業受託申請書、定
款･寄附行為または規約な
どの写し、平成24～25年度
事業実績表および収支計
算書、団体の役員名簿、事
務局の組織が分かるもの

※つどいの広場事業受託申請書
は、児童保育課窓口で配布し
ます。

申込み　12月22日㈪から1月
15日㈭（土･日曜日、祝日、
年末年始を除く8時30分～
17時15分）までに、直接、児
童保育課へ

※郵送での受付は行いません。

対　象　次のすべての条件
を満たす方
○日常会話程度のポルトガル
語･日本語ができる方（読み
書きを含む）
○地方公務員法第16条欠格

条項に該当しない方
○外国籍の方は、永住者また
は特別永住者の在留資格
がある方

定　員　1人
業務内容　ポルトガル語の刊
行物、印刷物の翻訳、窓口
での対応･通訳、事務補助
など

勤務条件　給与は19万2,900
円で、その他各種手当（通勤
手当など）があります。また、
社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

雇用期間　雇用した日（平成
27年2月採用予定）～平成
27年3月31日

※更新する場合あり。
申込み　1月14日㈬（必着）ま
でに採用試験申込書に必
要事項を記入し、直接また
は郵送で市民対話課へ
（直接の場合は土･日曜日、
祝日、年末年始を除く8時
30分～17時15分）

※採用試験申込書は、直接または
郵送で市民対話課へ請求してく
ださい。郵送で請求する場合は、
封筒の表に｢嘱託職員採用試験
申込書希望｣と朱書きし、返信
用封筒(宛先を記入し、82円切
手を貼った12㎝×23㎝程度の
もの)を必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　1月18日㈰　13時30
分から

ところ　市役所本館　12階
会議室

内　容　面接と筆記試験（日
本語とポルトガル語）

　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。
うち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17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（定員を超え
た場合は抽選）　

参加料　2,500円程度
申込み　1月7日㈬までに、往
復はがきの往信文面に①講
座名、②希望時間、③住所
･氏名･電話番号を、返信宛
名面に代表者の住所･氏名
を記入して考古博物館（〒
513 - 0 013　国分町224）

へ。または電子メールで
※1通につき2人まで申込みでき
ます。

　鈴鹿亀山地域で生産農家
が丹精込めて育てた洋ランな
どの各種鉢花、こだわりの観
葉植物などを、生産者が即売
します。産地だからこそできる、
ハウスから直送の新鮮な花を、
生産者価格にて提供します。
と　き　12月29日㈪10時～
20時、30日㈫10時～19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　廣瀬俊夫（　
090-7431-4833）

対　象　福祉･介護の職場に
就職希望、または関心のあ
る一般･学生（高校生以
上）

と　き　1月31日㈯　13時～
15時30分

ところ　県総合文化センター 
文化会館2階 第1･第2ギャ
ラリー

託　児　予約制
問合せ　三重県社会福祉協
議会 三重県福祉人材セン
ター（　059-227-5160）

催 し 物

鈴鹿花き温室組合
迎春！花の即売会

農林水産課　 382-9017　 382-7610

福祉・介護の就職相談会
長寿社会課　 382-7935　 382-7607

とんぼ玉を作ろう

考古博物館　 374-1994　 374-0986

  kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

消防出初式 消防総務課　 382-0500　 383-1447

　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ために開
催します。
　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
楽しめます。防寒対策をして、ご家族でお越しください。
と　き　1月4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るふれあい行進
　※参加希望の方は9時50分までに会場へお越しください。
・式典
・さまざまなパフォーマンスを披露する救急救助訓練
・フィナーレの一斉放水
・消防ひろば（式終了後に消防車両などを展示）

1月
4日
㈰
鈴
鹿
市
消
防
出
初
式

無
料
券（
鈴
）

キリ
トリ

※
当日
限り

有
効

この
券
で
、5
人ま
で

入
場
料・
駐
車
料
金
が

無
料
にな
りま
す
。

電　話 電子メール ホームページファクス



　広大な鈴鹿青少年の森公
園でのウオークラリーや、楽し
いクッキング、木工工作、ロマン
ティックなキャンドルファイアなど
の活動を通して、冬の自然の
理解を深めます。1泊2日の集
団宿泊体験で、人との出会い
の大切さを心で感じましょう。
対　象　小学4年生～中学2
年生

と　き　2月7日㈯･8日㈰
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

定　員　42人程度
参加料　4,500円
申込み　1月16日㈮（17時必
着）までに、所定の用紙に
参加料を添えてセンター窓
口へ（応募者多数の場合
は抽選）

　卓球･バドミントン･ソフト
バレーがお得に楽しめます。
こまやメンコなど、昔遊びブ
ースもあります。
と　き　1月2日㈮　10時～
16時（2時間まで）

ところ　体育館アリーナ
参加料　一般200円、高校生
以下100円（上履き要持参）

申込み　12月15日㈪から先
着順受け付け中。電話また
は体育館窓口へ。空きがあ
れば当日申し込みできます。

対　象　おおむね60歳以上
で市内在住の方

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15人（先着順）
受講料　各講座とも3,000円
（別途テキスト代としてワー
ド・エクセル1,000円、デジタ
ルカメラ・パソコン2,000円）

申込み　12月22日㈪から1月
23日㈮までにセンターへ

※パソコンは主催者で準備します。
※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　

対　象　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　2月3日㈫～6日㈮　
9時30分～12時

内　容　ウインドウズ8.1のパ
ソコンでワード2013の操作
を習得

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

対　象　パソコン初級程度の
操作ができる方

と　き　2月3日㈫～6日㈮　
13時30分～16時

内　容　デジタルカメラの基
礎学習、フォトショップ・エレ
メンツ12を使って、写真の
取込、保存、編集、フォトブッ
ク作成などの実技を習得

◆エクセル初級講座

対　象　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　2月17日㈫～20日㈮
9時30分～12時

内　容　ウインドウズ8.1のパ

ソコンでエクセル2013の操
作を習得

　学校の授業のようにさまざま
なジャンルの先生をお招きし
て、活動する楽しい教室です。
対　象　成人
ところ　鈴鹿青少年センター
定　員　各20人程度
参加料　各2,000円
申込み　12月22日㈪から1月
16日㈮（17時必着）までに、
参加希望講座名、住所、氏
名、電話番号、年齢、性別
を明記し、はがきかファクス
で鈴鹿青少年センター（〒
513 - 0 8 2 5　住吉町南谷
口）へ

※様式は問いません。
◆美術と家庭の授業編

　｢飛び出すカード＆和菓子

作り講座｣（全2回）

　ひな祭りをモチーフにした飛び
出すカードと和菓子を作ります。
と　き　2月3日㈫･17日㈫　
10時～12時

◆国語の授業編

　｢篆刻と作品作り講座｣

 （全2回）　

　オリジナルの印を作成して作
品を仕上げます。
と　き　2月12日㈭･26日㈭
　9時～11時

申込み　12月21日㈰から先
着順受け付け。水泳場窓
口かホームページで

◆バレトン教室

　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた運動で痩せやす
い体へ
対　象　一般女性
と　き　1月16日･30日、2月
13日･27日、3月13日･27日
　各金曜日　
①一般女性クラス　10時～
11時
②ママクラス（お子さん連れ
OK）　11時10分～12時10分

定　員　各15人（先着順）
参加料　4,800円（全6回）
◆運動と英語のジーウィ教室

　教材に頼らない、遊べる、
学べる運動＆英語レッスン
対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　1月14日㈬　10時30
分～11時30分

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円

◆ウインターパスポート発売

（水泳場）

　プールとトレーニング室が何
回でも使えます。ただし、一般
開放時のみ。
販売期間　1月8日㈭～27日㈫
料　金　一般4,500円、高校
生以下2,000円

利用期間　1月8日㈭～2月
2 8日㈯

　労働安全衛生法で定める
「修了証」が取得できます。
申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話で問い合わせの上、セン
ター窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月4日㈬～6日㈮　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆ガス溶接技能講習

と　き　2月12日㈭･13日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　2月16日㈪･17日㈫
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆タイヤ空気充てん業務特別

教育

と　き　2月18日㈬･19日㈭
　8時40分～16時20分

受講料　8,640円（別途教材
費3,240円）

催 し 物

ウインターアドベンチャー

鈴鹿青少年センター

 378-9811　 378-9809

お正月イベント
｢みんなで初打ち!!｣

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

(県営鈴鹿スポーツガーデン)

 372-8850 　372-3722

講座・教室

高齢者のための
やさしいパソコン講座

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

 382-6092 　382-6093

大人の学校シリーズⅡ

鈴鹿青少年センター

 378-9811 　378-9809

スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

(県営鈴鹿スポーツガーデン)

 372-2250 　372-2260

くらしの情報くらしの情報
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対　象　おおむね60歳以上
で市内在住の方

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15人（先着順）
受講料　各講座とも3,000円
（別途テキスト代としてワー
ド・エクセル1,000円、デジタ
ルカメラ・パソコン2,000円）

申込み　12月22日㈪から1月
23日㈮までにセンターへ

※パソコンは主催者で準備します。
※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　

対　象　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　2月3日㈫～6日㈮　
9時30分～12時

内　容　ウインドウズ8.1のパ
ソコンでワード2013の操作
を習得

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

対　象　パソコン初級程度の
操作ができる方

と　き　2月3日㈫～6日㈮　
13時30分～16時

内　容　デジタルカメラの基
礎学習、フォトショップ・エレ
メンツ12を使って、写真の
取込、保存、編集、フォトブッ
ク作成などの実技を習得

◆エクセル初級講座

対　象　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　2月17日㈫～20日㈮
9時30分～12時

内　容　ウインドウズ8.1のパ

ソコンでエクセル2013の操
作を習得

　学校の授業のようにさまざま
なジャンルの先生をお招きし
て、活動する楽しい教室です。
対　象　成人
ところ　鈴鹿青少年センター
定　員　各20人程度
参加料　各2,000円
申込み　12月22日㈪から1月
16日㈮（17時必着）までに、
参加希望講座名、住所、氏
名、電話番号、年齢、性別
を明記し、はがきかファクス
で鈴鹿青少年センター（〒
513 - 0 8 2 5　住吉町南谷
口）へ

※様式は問いません。
◆美術と家庭の授業編

　｢飛び出すカード＆和菓子

作り講座｣（全2回）

　ひな祭りをモチーフにした飛び
出すカードと和菓子を作ります。
と　き　2月3日㈫･17日㈫　
10時～12時

◆国語の授業編

　｢篆刻と作品作り講座｣

 （全2回）　

　オリジナルの印を作成して作
品を仕上げます。
と　き　2月12日㈭･26日㈭
　9時～11時

申込み　12月21日㈰から先
着順受け付け。水泳場窓
口かホームページで

◆バレトン教室

　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた運動で痩せやす
い体へ
対　象　一般女性
と　き　1月16日･30日、2月
13日･27日、3月13日･27日
　各金曜日　
①一般女性クラス　10時～
11時
②ママクラス（お子さん連れ
OK）　11時10分～12時10分

定　員　各15人（先着順）
参加料　4,800円（全6回）
◆運動と英語のジーウィ教室

　教材に頼らない、遊べる、
学べる運動＆英語レッスン
対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　1月14日㈬　10時30
分～11時30分

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円

◆ウインターパスポート発売

（水泳場）

　プールとトレーニング室が何
回でも使えます。ただし、一般
開放時のみ。
販売期間　1月8日㈭～27日㈫
料　金　一般4,500円、高校
生以下2,000円

利用期間　1月8日㈭～2月
2 8日㈯

　労働安全衛生法で定める
「修了証」が取得できます。
申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話で問い合わせの上、セン
ター窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月4日㈬～6日㈮　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆ガス溶接技能講習

と　き　2月12日㈭･13日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　2月16日㈪･17日㈫
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆タイヤ空気充てん業務特別

教育

と　き　2月18日㈬･19日㈭
　8時40分～16時20分

受講料　8,640円（別途教材
費3,240円）

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

電　話 電子メール ホームページファクス
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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

扶養に入ることができるのはどのよう
な場合ですか。

一般的に｢扶養｣とは、税法上の扶養
を指す場合と、健康保険上の扶養を指

す場合があります。
　税法上の扶養に入ることができるのは、次
の要件を全て満たした場合です。
・納税者の6親等以内の血族および3親等
以内の姻族等であること
・納税者と生計を一にしていること
・合計所得金額が38万円以下であること
（給与収入のみの方の場合、年収103万
円以下）
・事業専従者でないこと

　ただし、すでに誰かの扶養になっている方
は、扶養に入ることはできません。
　一方、健康保険上の扶養や会社から支給さ
れる家族手当などの扶養に該当するかどうか
は、税の扶養判定とは基準が異なります。一般
的には被扶養者の給与収入が130万円を超え
ないことが条件になる場合が多いようです。
　扶養に入れる要件は、加入している保険組
合によって異なりますので、詳しくは扶養してい
る方の勤務先または健康保険組合にお問い
合わせください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　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ご意見やご要望、それに対

する市の回答を紹介します。

扶養に入ることができるのはどのような場合ですか

市民税課　 382-9006　 382-7604

  shiminzei@city.suzuka.lg.jp


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

