
　冷え込みの厳しい朝は、屋
外の水道管が凍結することが
あります。市販の保温材などを
巻いて対策を立ててください。
もし凍結した場合は、蛇口を閉
めて、自然に溶けるのを待って
ください。

　12月18日㈰　9時～
16時30分

　12月26日㈪、27日㈫
　17時15分～20時
　いずれも納税課(市役

所本館2階)
　いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続
きなど

　学校給食協会では、学校給
食物資を共同購入するため、平

成24・25年度の納入業者を募
集します。

　市内業者

　1日1万4,000食分の乾
物(常温保存できるもの)、調
味料(みそ・しょうゆ・酒類・
塩などを除く)を指定した期
間に24箇所へ納入すること
　12月5日㈪から16日㈮

までに、学校教育課にある
申込用紙に必要事項を記入
し、直接同課へ

12月18日㈰に、「第14回鈴鹿
シティマラソン」が鈴鹿サーキ
ット内で開催されます。これに
伴い、当日の7時ごろから10時
ごろにかけて、鈴鹿サーキット
周辺道路が混雑する恐れがあ
ります。大変ご迷惑をおかけし
ますが、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

　平成22年度の教育委員会活
動について実施した、点検・評

価に関する報告書を公表しま
した。
　教育委員会ホームページの
「教育委員会活動の点検・評
価」(市ホームページトップ>教
育委員会>教育委員会活動の点
検・評価)、または市政情報課情
報コーナー(市役所本館4階)、教
育総務課(市役所本館11階)で
ご覧いただくことができます。

　昭和27年4月2日以降
生まれで、保育士資格を取得
または平成24年3月末日まで
に取得見込みの方

　1月22日㈰
　10人程度
　1月5日㈭から18日㈬

(土･日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分)までに採
用試験申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送
で、〒513-8701　子育て支
援課へ



　10月29日・30日に鈴鹿サー
キットで開催されたバイクレー
スの「MFJ全日本ロードレー
ス選手権シリーズ最終戦」に
おいて、住吉町に本拠を置く
TSRが2種目でシリーズチャン
ピオンを獲得しました。
　最高峰の「JSB10 0 0クラ
ス」では、秋吉耕佑選手が2
年連続で全日本チャンピオン
と文部科学大臣杯を獲得しま
した。
　さらに「J-GP3クラス」でも
鈴鹿高校2年生の藤井謙汰選
手が、昨年の「GP-MONOク
ラス」に続いて2年連続で全
日本チャンピオンに輝きまし
た。藤井選手は2012年より世
界選手権への参戦が予定さ
れています。

　人権週間とは、世界人権宣
言の趣旨とその重要性を広く
国民に訴えかけるとともに、
人権尊重思想の普及高揚を
図るための週間です。
　この機会に人権について、
もう一度考えてみましょう。

　12月28日㈬～30日
㈮、1月2日㈪～4日㈬

　1区分につき高校生
以上100円、中学生以下は
無料

　12月11日㈰から20日㈫ま
で、年末の交通安全県民運
動が実施されます。運動の
重点は、次の3つです。
　鈴鹿市では、10月末現在5件
の交通死亡事故が発生し、5人
の方が亡くなっています。

　　ドライバーの方は、高齢
者に配慮し、思いやり運転
を心掛けましょう。高齢ドラ
イバーの方は、ゆとりを持っ
て安全運転に努めましょう。
歩行者、自転車利用者は、
明るい服装と反射材を活用
しましょう。

　　後部座席シートベルトの
着用が義務化されています。
万が一、事故に遭ったとき
の被害を軽減させるために
も、車に乗ったときは、全て
の座席でシートベルトを着
用し、乳幼児を乗せるときは、
チャイルドシートを着用しま
しょう。

　　飲酒運転をしたドライ
バーはもちろんのこと、飲
酒運転をする恐れのある
人にお酒を飲ませた人、
車を貸した人、あるいは、
運転者がお酒を飲んでい
ることを知りながら運転を
依頼・要求して同乗した
人も処罰されます。

　　家庭、職場、地域が一
体となって「飲酒運転は
絶対しない・させない・
許さない」という気運を高
めましょう。



　相続税の課税対象となった
生命保険契約等に基づく年金
の税務上の取扱いの変更によ
り、平成12年から平成17年の
各年分について、納め過ぎとな
っている所得税に相当する額
を特別還付金として支給する
制度が創設されました。
　対象となる方は請求期限ま
でに、税務署に特別還付金の
請求手続をお願いします。
　詳しくは、国税庁ホームペー
ジをご覧いただくか、税務署
へお問い合わせください。

　平成24年6月29日
㈮まで

　鈴鹿税務署個人課
税第一部門(　382-0353(ダイ
ヤルイン))

遺族の方が年金として受給
する生命保険金のうち、相続
税の課税対象となった部分に
ついては、所得税の課税対象
にならないとする最高裁判所

の判決があります。これを受け
て過去5年度以内の市民税・
県民税についても、納め過ぎ
となっている方に還付手続き
をしていただき、その還付を行
ってきました。
　現在、平成12年分(平成13
年度分)から平成17年分(平成
18年度分)の間に、納めすぎと
なっている市民税・県民税の
還付申請を受け付けています。
対象と思われる方は、市民税
課へお問い合わせください。

この調査は、全産業分野の
売上(収入)金額や費用などの
経理項目を同一時点で網羅的
に把握するわが国唯一の統計
調査として新たに実施するも
ので、総務省と経済産業省が
中心となって行う、日本の経
済力を知るための調査です。

　すべての事業所
　2月1日㈬
　経営組織、事業所

の開設時期、事業内容、売
上高や費用など

　国で調査結果を

とりまとめ、刊行物・インター
ネット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。

○総務省統計局
　　http://www.stat.go.jp/
data/e-census/2012/index.
htm

　漏水修繕工事のため、1月4
日㈬から3月31日㈯まで、農村
環境改善センター料理実習室
が使用できません。
　多目的ホールなど、その他の
施設は、ご利用いただけます。



市制70周年記念事業キック
オフイベントの一環として、「人間
とは何か」というテーマで、俳優
の滝田栄さんによる講演会、本
市にゆかりのある彫刻家の中村
晋也さんと滝田さんとの対談を
行います。皆さんの参加をお待
ちしています。

　1月15日㈰　14時～
16時10分(開場13時30分)

　文化会館けやきホール
　500人(先着順)
　無料

　12月17日㈯～3月11日
㈰　10時30分から、13時30
分から、15時から

　
○「見上げてごらん」
　　冬のある日、転校生のミ
オはクラスで席が隣のカズ
オと2人で星空観察の宿題
をすることになりました。街
で星が一番見える場所に案
内したカズオは、オリオン座
や冬の大三角を楽しそうに
説明するミオに驚きます。こ
の観察で仲良くなった2人で
すが、ミオはまた引越しをす

ることになります。
○冬の星座
　おおいぬ座、こいぬ座、ふた
ご座、オリオン座ほか

　各回180人

　12月21日㈬～3月9
日㈮ 

　太陽・月・星の動き
　各回180人

㈫ ㈮

　1月13日㈮、14日㈯両
日とも10時～12時、14時～
16時

　男女共同参画セン
ター

　性別役割分担意識
や女性の生き方を問い直し、
高齢者の自立をテーマにし
ています。萬田久子、小林
桂樹ほか出演

　各回130人
　無料(要整理券)
　12月10日㈯9時から

男女共同参画センターで整
理券を配布します。

対人やチーム・組織での人
間関係を促進する関わり方を2
回連続講座で学びます。

　1月19日㈭・2月2日㈭
両日とも10時～12時

　男女共同参画セン
ター

　米田奈緒子さん ( 家
庭 教 育 研 究 センター
FACE) ほか

　先着 30 人
　無料
　先着 10 人程度、1歳

～未就学児、無料
　2 回とも出席できる方

は、1月7日㈯までに、名前と
電話番号を記入の上、はがき、
電話、ファクス、電子メールで
男女共同参画課へ ( 託児を
希望される場合は、お子さん
の名前と年齢・住所を電話
でご連絡ください )

　男女共同参画セ
ンター登録団体「家庭教育研
究センターFACE」

　一般の方
　12月10日㈯　13時30

分～15時50分
　鈴鹿医療科学大学 

JART記念館100年記念
ホール(岸岡町1001-1)



　大きな不安をもたら
し、関心が高まっている放射
線被ばくと危険度について
基礎的な知識が得られます。

○座長　幾瀬純一教授(保健
衛生学部 放射線技術科学
科 学科長)

○演題1　「放射線とは?放射
線に関する基礎知識」 中西
左登志 准教授

○演題2　「放射線被ばくと危
険度を考える」 具然和 教授

　200人(先着順)
　無料
　鈴鹿医療科学大学
　鈴鹿医療科学大学

(千代崎キャンパス)　庶務課
(　383-8991)

　小学生以上

　1 月 6 日㈮夜発～ 9
日㈪

　立山山麓スキー場 極
楽坂エリア( 富山市 )

　70人
　小学生：3万 3,000 円、

中学生以上：3万 5,000 円

　鈴鹿スキークラブ
　12月16日㈮ ( 必着 )

までに、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入の
上、はがき、ファクス、電子
メールで、〒510-0264 徳居
町 2085 鈴鹿スキークラブ 

堀之内宏行へ

　堀之内宏行 (　070-
5 4 4 6 - 8 5 6 2　382 - 6 7 3 3
　suzuka_ski_club@yahoo.
co.jp)

　12月23日㈮10時から
　市立体育館大会議室

　摩訶不思議な実験や科学工
作など、体験を通じて自然科学
を楽しく身近に学ぶことができる
教室です。今年度は発電機を自
作してエネルギーについて学ん
だり、骨から動物の生態に迫る
などの内容を予定しています。

　小学校 5・6 年生
　1 月 14 日・28 日、2

月11日・25日( 隔週土曜日)
10 時～ 13 時

　県立鈴鹿青少年セン
ター

　各回 1,000 円 ( 材料
費、昼食代、保険代など )

　30 人 ( 応募多数の
場合は抽選 )
　12 月 6 日㈫～ 23 日

㈮ 17 時までに、センター所
定の用紙で申し込み

　県立鈴鹿青少年セン
ター (　http://www.mie-
sports.or.jp/suzukayc/)

　参加者全員で100mまたは
50mを泳ぎ、泳いだ合計本数
2012本をめざします。1人または
チームでも参加できます。

　連続して 100m 泳げ
る方。小学生の場合は保護
者同伴

　1月2日㈪ 11時から
　無し
　1人1,000円 (入場料、

完泳証、記念キャップ込み )
　12 月 22 日㈭までに、

申込書に必要事項を記入の
上、ファクスか直接水泳場
窓口へ ( 電子メール不可 )

　2 カ月から1 歳 ( 歩く
前まで )の親子

　12月21日㈬ 11 時～
12 時 30 分、13 時 30 分～
15 時

　各30 組
　1組 1,000円
　12 月 8 日㈭から先着

順で受け付け。参加料持参の
上、直接水泳場窓口へ

㈪

ぐ  よん ふぁ


