
　対象の方へ8月下旬に受診
券を送付しています。お口の健
康の保持増進のためにも、ぜひ
この機会に受診しましょう。

　今年度（平成26年4
月2日～平成27年4月1日）に
40歳･50歳･60歳になる方
　2月28日㈯まで

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などは、税法上｢雑所得｣とし
て所得税の課税対象になります。
そのため、年金を支払う際に所
得税の源泉徴収を行っています
ので、老齢年金などの受給者全
員に｢公的年金等の源泉徴収
票｣が1月下旬に日本年金機構

から送付されます。　
 2つ以上の年金を受けている方
や年金のほかに給与所得などが
ある方は、確定申告の際に源泉
徴収票の添付が必要になります
ので、大切に保管してください。

　ねんきんダイヤル（ 0570-
　05-1165（IP電話･PHSから
は 03-6700-1165））、津年金
事務所　国民年金課（　059-

　228-9188）

　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。電子証明書
の取得はお早めにお願いします。

本人が市民課窓口で申請し
てください。

　平日（月～金曜日）
　8時30分～16時30分

　①有効期限内の住民
基本台帳カード、②本人確認書
類（①が顔写真付きの場合は不
要）、③印鑑、④手数料500円

　国民年金基金とは、自営業の
方やフリーで働く方がサラリーマ
ン並の年金を受け取れるように
するための個人年金制度です。
　自分の収入に合わせて設計
することができ、将来受け取る年
金を確実に増やすことができます。
掛け金の全額が社会保険料控
除の対象となります。詳しくは、下
記へお問い合わせください。

　三重県国民年金基金
（  0120-291-284）



　国の防災基本計画および三
重県地域防災計画との整合を
図るとともに、南海トラフ地震など
の大規模かつ広域な災害に対
して、被害を最小化し、迅速な回
復を図る｢減災｣の考え方に基づ
き、鈴鹿市地域防災計画を修正
します。
　行政だけではなく、事業者や
地域住民が行う対策を明確にし、
自助、共助、公助の連携による防
災･減災力の向上を目指すべく、
修正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。

市内に在住･在勤･在学の方
修正案に利害関係を有する方

　1月5日㈪～2月4日
㈬（郵便は当日消印有効）

　防災危機管理課、
市政情報課、地区市民セン
ター、市ホームページ

　件名｢鈴鹿市地域
防災計画（案）に関する意見｣、
住所、氏名、意見を記入の上、
郵便、ファクス、電子メールま
たは直接、窓口（防災危機
管理課、地区市民センター）
へ。様式は問いません。

　平成27年度から平成29年度
までの3年間の介護保険事業の
事業量、サービスの供給量確保
のための方策などを明らかにす
る第6期介護保険事業計画案を
取りまとめました。この計画案につ
いて皆さんから広くご意見を募集
します。

　鈴鹿市ま
たは亀山市に在住･在勤･在
学の方

　1月9日㈮～2月9日
㈪　17時必着

○鈴鹿亀山地区広域連合（介
護保険課）
○鈴鹿市役所（長寿社会課、
健康づくり課）　

○亀山市役所（高齢障がい支援
室、保険年金室、関支所）
○鈴鹿亀山地区広域連合ホーム

ページ

　件名｢鈴鹿亀山地
区広域連合第6期介護保険
事業計画案に関する意見｣、
住所、氏名（ふりがな）、勤
務先または通学先（鈴鹿市
または亀山市以外に在住の
方のみ）、意見を記入の上、
郵便（〒513 - 0801　神戸
1-18-18　市役所西館3階）、
ファクス、電子メールまたは
直接窓口（鈴鹿亀山地区広
域連合 介護保険課）へ



　農林業センサスは、農林業を
営むすべての皆さんを対象に5
年ごとに行う大切な調査で、2月
1日現在で調査を実施します。1
月中旬から調査員が調査票を
持ってお伺いしますので、ご協
力をお願いします。

　ヤフー株式会社が提供する
インターネットを利用して行う入
札です。参加するためには、
Yahoo! JAPAN IDを取得し、
申込期間中にYahoo! JAPAN
の官公庁オークションのホーム
ページから参加申込手続きを行
う必要があります。詳しくは市ホ
ームページをご覧ください。

○物　件
　磯山二丁目1979番1
　宅地
　257.51㎡
　準工業地域
　679万円

　1月15日㈭13時～
　2月4日㈬14時

　2月19日㈭13時～
26日㈭13時

　3月2日㈪　17時
○現地説明会

　1月22日㈭　10時から
　売却物件所在地

　市税の滞納処分として差押
えた財産を、公売します。「鈴鹿
市インターネット公売ガイドライ
ン」を必ず読んで同意の上、ご
参加ください。

　1月7日㈬13時～
　23日㈮23時

　1月30日㈮13時～
　2月1日㈰23時

　2月2日㈪　10時
　2月9日㈪　14時30

分
○下見会

　1月9日㈮
　午前の部：10時～11時45分
　午後の部：13時～16時

　納税課（市役所本館2
階）

　2月1日㈰　9時30分～
12時（最終受付は11時30分）

　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

　遺言･遺産分割協
議など相続登記に関する相
談、売買･贈与･担保権抹消
など不動産登記に関する相
談、会社･法人登記に関する
相談、金銭トラブルなど身近な
法律問題に関する相談、借
金や自己破産に関する相談、
成年後見に関する相談など
　50人（先着順）
　予約不要
　三重県司法書士会 

鈴亀支部（  0595-97-3620）

　相談無料で、秘密は厳守します。
　1月17日㈯　10時～

16時
　労働福祉会館　（神

戸地子町388）
　賃金不払いや不当

解雇、保険見直しなど、暮ら
しに関するさまざまな相談

　弁護士･社会保険労
務士などの専門相談員

　火～金曜日
の10時30分～16時に、電話
で暮らしホットステーションす
ずか（  383-3358）へ予約

マスコット
キャラクター
「つっちー」

………………………………………



　鈴鹿の戦中戦後を生き抜い
てこられた約100人の証言や、そ
の証言を裏付ける写真、資料な
どを収めた冊子（A4版約500ペ
ージ）を販売しています。戦中戦
後の生活や懐かしい昭和の暮
らしが満載です。購入を希望さ
れる方は文化課窓口（市役所
本館11階）でお求めください。

　2,000円（税込）

　｢正社員｣と｢非正規雇用の
労働者｣の二極化を緩和し、労
働者一人一人のワーク･ライフ･
バランスと、企業による優秀な人
材の確保･定着を図るため、勤
務地などを限定した｢多様な正
社員｣制度の実現が求められて
います。
　厚生労働省では、｢多様な正
社員｣制度の円滑な導入･運用
のために｢雇用管理上の留意
事項｣をリーフレットにまとめまし
たので、職務、勤務地、労働時
間を限定した正社員制度の導
入･運用の見直しを検討される
際に、ぜひ活用してください。

　三重労働局労働基準
部監督課（  059-226-2106）

　フィリピンの大学生が国の事
業で三重を訪問します。1週間
の滞在中に2泊3日のホームステ
イを予定しています。この機会に、
ぜひホストファミリーをしてみませ
んか。学生たちは、英語を話しま
すので、フィリピノ語が分からなく
ても大丈夫です。

　3月6日㈮夕方～8日㈰
12時　2泊

　15世帯以内
　日本国際協力セン

ター（JICE）
　2月16日㈪までに、郵

便番号、住所、氏名、電話番
号を記入の上、電子メールま
たはファクスで鈴鹿国際交流
協会へ

　2月28日㈯　13時30
分～14時30分

　成長の感謝や将来の夢など、
｢今の私、未来の私｣をテーマに
した作文（400字程度）を募集し
ます。

　鈴鹿市、津市の小学
4年生（先着50人）

　1月31日㈯まで

　　　
　2月28日㈯　13時30

分～15時30分
　鈴鹿国際大学･鈴鹿

短期大学（郡山町663-222）

○第1部　作文発表会（50人
のうち20人が壇上で発表）
○第2部　ミニイベントを含む茶
話会開催（参加者全員）

　鈴鹿国際大
学・鈴鹿短期大学（ 372-2121   
　372-2827　    koukai@
   suzuka-jc.ac.jp）

　1月25日㈰　9時～16
時30分

　1月29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

旧近鉄鈴鹿市駅



キットを走りながら、上手なクルマ
の操り方などのドライビングテク
ニックや交通安全などを、プロの
レーシングドライバーから学ぶこ
とができます（フリー走行もあり）。

　市内在住で普通自動
車免許をお持ちの20歳以上
の方で、走行用車両を持ち
込める方

　1月25日㈰　9時～17
時30分（予定）

　鈴鹿サーキット国際南
コース

　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん、水谷
竜也さんなど地元出身･在住
のレーシングドライバー

　40人（先着順）
　車検整備されたナン

バー付きのクルマであれば、軽自
動車から商用車、ミニバンでも可

　3,000円（昼食各自負担）

　鈴鹿サーキット
　1月15日㈭ま

でに、電子メールまたは電話
でNPO法人｢鈴鹿モータース
ポーツ友の会｣事務局　中野
（  080-4537-2005　smsa@
　mecha.ne.jp）へ

　女子ハンドボール日本リーグ
に参戦する｢三重バイオレット
アイリス｣の試合と、｢県立白子
高等学校吹奏楽部｣のジョイント
イベントを開催します。

　1月24日㈯　開場10
時30分　
　市立体育館
　

○第1部（11時から）　県立白子
高等学校吹奏楽部 演奏会
○第2部（13時から）　日本ハン
ドボールリーグ｢三重バイオレット
アイリスVSソニーセミコンダクタ｣

　
○前売り　一般1,200円、中学･高
校生800円、小学生以下無料
○当日　一般1,500円、中学･高
校生1,000円、小学生以下無料

市立体育館、鈴鹿ハンター、
宮脇書店鈴鹿店、鈴鹿市観
光協会

　三重花菖蒲スポーツ
クラブ（  ･   372-2244）

　モータースポーツを通して文化
･社会貢献活動を展開する鈴鹿
モータースポーツ友の会が、市民
を対象とした走行会を行います。
　当日は、自身のクルマでサー

　｢子どもたちが体験して、楽し
く学ぶ自然の大切さ｣をテーマに
開催します。 

　1月10日㈯･11日㈰　
10時～16時
　鈴鹿ハンター 1階大

催事場

○鈴鹿川の生き物水槽展示
○自然素材を使った工作コーナー
○自然環境に関する写真･パネル
展示　　
○くらしエコライフ診断
○自転車発電体験　他

　第14回鈴鹿川流域の
環境展実行委員会（やすらぎく
んネット）

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

　市立小･中学校児童生徒の書
写作品を展示します。

　1月24日㈯～26日㈪　
10時～17時（最終日は14時ま
で）

　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール

　無料



  

　　

　　　

イオンモール
鈴鹿

㈱日本陸送重機課石丸倉庫1

社会人入学生の体験談を聴く
会を開催します。

　観光、スポーツビジネス、
英語、保育、栄養、養護、ペット、
音楽療法に興味があり、学び直
しに興味のある社会人･シニア
の方

2月1日㈰　14時～16時
じばさん三重　研修

室1（四日市市安島1-3-18）
社会人入学生の思い

や体験談、大学教員との面談

鈴鹿短期大学（ 372-
3900  372-3903　nyuushi
   @suzuka-jc.ac.jp）

鈴鹿国際大学では、社会人･
シニアの学習意欲が高い方向け
に一年を通じて｢授業公開｣を開
催しています。申込みが必要です。

大学での学びに興味
･関心がある方

①1月16日㈮9時～10時30分
   ｢世界遺産論｣　高嶋教授
②1月19日㈪10時40分～12時
10分　｢水を巡るゼミ-名水？
迷水？-｣　富田教授
③1月21日㈬10時40分～12時
10分　｢深ぼりレクチャー｣中
国近現代史　細井教授

鈴鹿国際大
学入試広報課（　372-3999
　  nyushi@m.suzuka-iu.ac.jp）
へ

　1月31日㈯　13時～
16時（小雨決行）

　津市垂水地内　中
勢バイパスイベント会場（三重
県運転免許センター付近）

　開通前の道路を利用
した｢中バスWalkスタンプラリ
ー｣（先着1,000人にすてきな
景品をプレゼント）、三重県警
察音楽隊のステージ、各種ブ
ースなど

　中勢バイパス開通式典
実行委員会（津市建設部事業
調整室内　080-1577-4628）

　1月25日㈰　9時10分出発
　近鉄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。

　一般の部、中学校の部

　1チーム4,000円（スポーツ保険を含む）
　鈴鹿市体育協会、鈴鹿市陸上競技協会
　1月9日㈮18時（必着）までに、申込書に必要

事項を記入の上、電子メールで鈴鹿市陸上競技協会
（   suzuka@mierk.jp）へ

　白子中学校　梅崎輝久（  386-0336）

　1月22日㈭　18時30分から
　鈴鹿高専第一会議室



　県が進める少子化対策の一
環として、渡辺満里奈さん、三重
県出身のヴァイオリニストの花井
悠希さん他をお迎えしてのイベ
ントや、｢家族の絆一行詩コンク
ール｣の表彰式を行います。

　2月11日（水･祝）　15
時～17時10分
　市民会館

　1,200人（申込み多数
の場合は抽選。お子さん連れ
の方優先）

　無料　
　1月16日㈮ま

でに、申込書に記入の上、郵
送・ファクス・電子メールのいず
れかで、三重県健康福祉部
子ども･家庭局少子化対策
課へ

　三重県健康福祉部
子ども･家庭局少子化対策課
（  059-224-2269   059-224-2270
      shoshika@pref.mie.jp）

http://www.pref.mie.lg.jp/   
D1KODOMO/

　男女共同参画の視点を取り
入れた防災講座の入門編を3
回連続で行います。平成27年
度の実践編へ継続します。

　男女共同参画センター
　各60人程度
　1月21日㈬までに、氏

名、電話番号を、郵送･電話･
ファクス･電子メールまたは直
接、男女共同参画課窓口へ

　男女共同参画の視点で防災
を考えるための全体的な講義。
行政と協働で事業を実施した
四日市市のNPO法人の取り組
み事例を学びます。

　1月24日㈯　13時30
分～16時（13時開場）

　坂倉加代子さん
（NPO法人四日市男女共同
参画研究所 代表）

　参加者がマンション住民にな
った想定で、子どもや障がいを
持った方などいわゆる災害弱者
を特に考慮した集合住宅版防
災マップ｢LODEマップ｣づくりを
体験します。

　2月14日㈯　13時30
分～16時（13時開場）

　南部美智代さん
（NPO法人災害ボランティア
ネットワーク鈴鹿 理事長）

　男女共同参画センターが避
難所になった場合を想定し、男
女共同参画の視点を取り入れ
た避難所運営ゲーム（HUG）を
体験します。

　2月28日㈯　13時30
分～16時（13時開場）

　小宮貞則さん(三重県
防災対策部 防災企画･地域
支援課 防災技術指導員)

　今年の消費税確定申告は
事前準備が必要です。申告の
ポイントについて説明します。

　事業を営んでいる方
　1月23日㈮　14時～

15時30分
　鈴鹿商工会議所　4

階大ホール

・増税による税率移行期間中の
注意点

・消費税確定申告書の記載方
法

　瀬古武史さん（瀬古
経営会計事務所　税理士）
　30人（先着順）
　無料
　1月1 6日㈮までに、

電話で鈴鹿商工会議所
（　382-3222）へ



　1月5日㈪から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで

　｢節分の鬼｣を作ります。
　一般成人（お子さんを

連れて参加できます）
　1月15日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　1月21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

　一般女性（お子さんを
連れて参加できます）

　1月26日、2月9日･23日、
3月9日･23日の月曜日　11時
～11時45分

　15人（先着順）
　4,000円（全5回）

　①幼児～低学年、②
小学6年生まで（側転ができ
る子）

　1月26日、2月9日･16日･
23日、3月9日･16日の月曜日　

①16時～16時45分、②17時
～17時45分

　各15人（先着順）
　4,500円（全6回）

　一般女性
　1月26日、2月9日･23日、

3月9日･23日の月曜日　20時
～21時

　20人（先着順）
　3,750円（全5回）

　本市では、一人一人の人権が尊重された心
豊かな地域社会を目指しています。人を思いや
り、みんなで協力することの大切さを感じてもらう
ために、人権ふれあい劇場を開催します。

　山奥に赤いカラスが住んでいました。羽が赤
茶けているものだから、仲間のカラスからは、赤
ガラスと呼ばれ嫌われていました。
　大雪の降る正月のことでした。里へ食物探し
に行った赤ガラスは、シカと名乗る女の子に出会
います。赤ガラスはシカから神様と間違えられ、シ
カの願いを叶えようと必死になります。
　そして夏になりました。雨の降らないその村は、
ひどい日照りになり食べる物もなくなりました。そし

て、赤ガラスは、シカのために、村の人たちのため
に、必死に水を求めますが…。

　小学生以上（中学年以上向き）
　2月11日（水･祝）　14時開演（開場13

時30分）　
　約65分
　文化会館　けやきホール
　劇団たんぽぽ
　500人(先着順、整理券なし)　
　無料　
　鈴鹿市・鈴鹿市教育委員会
　先着10人。希望の方は、2月4日㈬まで

に人権政策課へ

㈪
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