
申込み　４月10日㈭から４月25日
㈮までに、直接、商工観光課へ�
�

国保人間ドック受診者を
募集します

保険年金課　　82-7605　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

対　象　４月１日現在で、30歳以
上69歳以下の方で、市国民健康

保険に加入している方�

と　き　５月６日㈫～６月28日㈯�
内　容　問診、聴打診、検尿、検便、
心電図、血圧、血液、胸部レン

トゲン、直腸診、胃検査（レン

トゲンまたは胃カメラ）�

定　員　1,500人程度�
負担金　8,000円�
申込み　４月18日㈮17時必着で、
直接または、はがき（一人につ

き１枚）に「人間ドック受診希

望」、保険証の番号、郵便番号、

住所、氏名（ふりがな）、生年

月日、性別、電話番号を記入し、

〒513-8701　保険年金課へ�
※該当者には、５月１日㈭に受診
券など書類一式を発送します。�

�
鈴鹿市河川防災センターが

オープンします
総務課　　82-9968　　82-7603

　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　災害に強いまちづくりの実現

を目指して、４月１日から、鈴

鹿川右岸堤防に隣接した鈴鹿川

防災ステーションの敷地内に、

鈴鹿市河川防災センター（庄野

町981番地-1　70-8099）を開設

しました。�

　水害を始めとした災害時の現地

防災活動拠点として、指令室、従

事者待機室、防災資機材備蓄倉庫

などを設置しました。敷地内には、

ヘリポートや作業ヤードなどを設

置し、災害時に使用する土砂・ブ

ロックも備蓄しています。�

　平常時は、会議室を開放すると

ともに、ホールに防災展示コーナ

ーを設けました。�

開館時間　８時30分～17時（月曜
日と年末年始は閉館）�

※２階会議室・小会議室を使用する

場合は、事務所へ申し込んでくだ

さい。鈴鹿川河川緑地運動施設の

通知します。�

�
成人式を企画・運営する
スタッフを募集します

社会教育課　　82-7619　　82-9071
　shakai@city.suzuka.mie.jp 

会　議　月１回（19時30分～21時）
程度の実行委員会�

定　員　５人程度�
申込み　４月30日㈬までに、電話
で社会教育課へ�

�
すずか生涯学習フェアの
実行委員を募集します

社会教育課　　82-7619　　82-9071
　shakai@city.suzuka.mie.jp 

会　議　月１回程度（19時～21時）
の実行委員会�

申込み　４月30日㈬までに、電話
またはファクスで、すずか生涯

学習フェア実行委員会事務局（社

会教育課内）へ�

�
春の「緑の募金」にご協力を

農林水産課　　82-9017　　82-7610
　norin@city.suzuka.mie.jp 

　一人ひとりが森林・みどりづく

りに参加していただくことを目的

として、募金を行います。�

と　き　４月１日㈫～５月30日㈮�
ところ　各地区市民センター窓口�
�
４月から年金の出張相談が

月２回になりました
保険年金課　　82-7605　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

と　き　毎月第２・4水曜日（祝
日は除く）10時～12時、13時～

15時�

ところ　鈴鹿商工会議所�
内　容　年金給付関係全般�
※詳しくは、津社会保険事務所年

金給付課（　059-228-9114）へ�

�
消費生活小冊子を
無料で配布します

商工観光課　　82-8698　　82-0304
　shoko@city.suzuka.mie.jp

部　数　 40冊（先着順、一人１冊）�
内　容　くらしの豆知識（特集：
シニアライフを明るく元気に、

消費生活・契約・ライフプラン・

衣食住・健康の知識など）�

プラスチックごみ
第５週目も収集します

清掃管理課　　82-7609　　82-8188
　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　今まで、プラスチックごみの収

集は第１週目から第４週目までの

月４回の収集でしたが、４月から、

毎週収集を行います。�

　なお、12月の第５週目と年始は、

収集を休みますので、ご注意くだ

さい。�

�
『鈴鹿市の簡易水道史』を

発売します
水道総務課　　68-1673　　68-1688

　suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　４月１日に、市内でただ一つ残

っていた庄内簡易水道が上水道に

統合され、市内全域が上水道区域

になりました。�

　水道局では、地元の人々の衛生

向上と生活改善に大きく寄与した

簡易水道が忘れ去られないように、

『鈴鹿市の簡易水道史』（254ペ

ージ、200部）を出版します。�

価　格　１万500円(税込み)�
申込み　直接または、現金書留（送
料500円含む）で、〒510-0253
寺家町1170水道総務課へ�

�
水道水源流域保全審議会の

委員を募集します
水道総務課　　68-1673　　68-1688

　suidosomu@city.suzuka.mie.jp 

対　象　次のいずれにも該当する方�
○市内在住の20歳以上の方�

○水源保護について、相当の知識

と関心を持っている方�

○審議会の会議に出席できる方�

申込み　４月25日㈮(当日消印有効)
までに、水道水源保全、または

地下水に関するレポート(400字

詰め原稿用紙２～３枚程度)を作

成し、住所、氏名、年齢、職業、

電話番号を記入して、直接また

は郵送で〒510-0253寺家町1170
水道総務課へ�

※委員は、応募締切後、選考委員

会で決定します。結果は本人に

くらしの 情 報



だかなければなりません。�

　排水設備は個人負担で施工して

いただきます。工事は、市の排水

設備基準にあった設備をつくるこ

とができる「指定工事店」でお願

いします。�

　指定工事店では、工事に関する

必要書類の作成、届け出なども代

行します。�

　なお、70万円を限度とした低利

な改造資金融資あっせん制度もあ

りますので、ご利用ください。�

首都圏のディーゼル車の排
出ガス規制にご注意を

生活環境課　　82-7954　　82-8188
kankyo@city.suzuka.mie.jp

　埼玉県、千葉県、東京都(島部除

く)、神奈川県では、ディーゼル車

の排出ガス対策を進めるため、本

年10月１日から、条例で定める粒

子状物質(ＰＭ)の排出基準を満た

ないディ－ゼル車の走行を禁止し

ます。対象地域を走行する場合は、

ご注意ください。�

　詳しくは、埼玉県（　048-830-

3063）、千葉県（　043-223-3807）、

東京都（　03-5388-3510）神奈川

県（　045-210-4115）へ�

※新車登録から7年間は規制の対

象になりません。�

※埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、横浜市、川崎市、千葉市

が指定する粒子状物質減少装置

（ＤＥＰ、酸化触媒）を装着す

れば走行できます。�

※ディ－ゼル乗用車は対象外です。�

○総窒素濃度が20㎎/ｌ以下のもの�

対象物件　平成15年度中に工事が
完了するもの（ただし建売住宅

は年度内に所有権移転登記が完

了するもの）�

補助金額
○５人槽　35万4,000円�
○６・７人槽　 41万1,000円�
○８～10人槽　 51万9,000円�
○11～50人槽　51万9,000円�
申込み　生活環境課へ�
※この事業は、予算の範囲内で実施し、

予算額に達した時点で打ち切ります。�

�
公共下水道の使用区域を

拡大しました
下水総務課　　82-9026　　84-3938
gesuisomu@city.suzuka.mie.jp

　３月31日㈪から、公共下水道の使
用できる区域が広がりました。供用

開始になる区域は、国府、牧田、白

子、飯野、河曲、玉垣、若松、神戸

地区の各一部約102ヘクタールです。�

　すでに供用をしている区域と併

せて約1,176ヘクタールの区域で公

共下水道が使用できます。�

■速やかに排水設備工事を
　公共下水道の供用開始区域内の

皆さんには、家庭の台所、風呂場、

洗面所、水洗便所などからの汚水

や工場・事業場からの排水を公共

下水道に流すための「排水設備」

を供用開始後1年以内に設置して
いただきます。�

　また、くみ取り便所は、汚水管

が公共下水道に連結している水洗

便所に３年以内に改造をしていた�

利用も受け付けます。�

�
市立体育館の使用を
一部停止します

スポーツ課　　87-6006　　87-6008
supotsu@city.suzuka.mie.jp

　空調設備設置工事のため、４月

28日㈪から６月30日㈪まで、正体
育館と会議室が使えません。工事

中は、ご迷惑をお掛けしますが、

よろしくお願いします。�

※副体育館は６月３日㈫～17日㈫
を除き、使用できます。�

�
合併処理浄化槽設置費の
補助金申請を受け付けています
生活環境課　　87-6006　　87-6008

kankyo@city.suzuka.mie.jp

対象地域　次の区域を除いた地域�
○下水道事業の認可区域�

○農業集落排水事業採択区域�

○大型合併処理浄化槽の処理区域�

対象型式
【10人槽以下】�
　国庫補助の対象となるもので、

次の要件を満たすもの�

○生物科学的酸素要求量（ＢＯＤ）

除去率90％以上のもの�

○放流水のＢＯＤが日間平均値20

㎎/ｌ以下のもの�

【11人槽以上50人槽以下】
　共同住宅などに設置される窒素

除去型の高度処理合併処理浄化

槽で下記の要件を満たすもの�

○ＢＯＤ除去率が95％以上のもの�

○放流水のＢＯＤが日間平均値10

㎎/ｌ以下のもの�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

鈴鹿警察署 80-0110

　子供たちも、成長するにつれ、行動範囲が広くなり、

その移動手段も徒歩から自転車になるなど、心配になる

方もいるのではないでしょうか。�

　昨年１年間で、交通事故でけがをした子供は120人い

ます。その事故の多くは、自転車乗車中や歩行中に車の

影や見通しの悪い交差点などからの飛び出しが原因です。�

　交通事故に遭わないためには、生活の中で親が子

供と｢交通ルール｣や｢交通マナー｣について話し合い、

手本を示し実践することが大切です。�

見通しの良い交差点の出会い頭事故防止対策として

ＣＣＴシステムを導入
　昨年末から今年の始め
にかけて、田園地帯の見通
しの良い交差点で死亡事
故が連続して発生しました。
相手車両の接近速度や距
離判断の手助けをするシステムとして市道路保全課と連携
して、交差点にカラーポール（赤・黄・緑）を設置しました。



銃砲刀剣類の登録審査会
県文化財保護チーム　　059-224-2999　

とき・ところ
　４月15日㈫　県津庁舎�
　６月17日㈫　県四日市庁舎�
　10月14日㈫　県津庁舎�
※時間はいずれも10時～12時、13

時～14時�

※別の日程もあります。�

手数料　新規登録　6,300円�
　登録証再交付　3,500円�

※三重県収入証紙でお願いします。�

�
自衛隊幹部候補生を募集します
自衛隊四日市募集事務所　　51-1723

申込み　４月７日㈪から５月９日
㈮必着で、同事務所へ�

○幹部候補生
対　象　大学卒業程度の学力があ
る20歳以上26歳未満の方（大学

院修士課程修了（見込）は、28

歳未満）�

※22歳未満は大卒者（見込）に限ります。�

○歯科
対　象　専門の大学卒（見込）で、
20歳以上30歳未満の方�

○薬剤科
対　象　専門の大学卒（見込）で、
20歳以上26歳未満の方（薬学修

士取得者は、28歳未満）�

�

�

�

�
鈴鹿市植木まつり

農林水産課　　82-9017　　82-7610
　norin@city.suzuka.mie.jp

と　き　４月19日㈯・20日㈰　９
時～16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク�
入場料　無料�
内　容　緑花植物の即売、ミニガ
ーデン講習会、苗木の無料配布、

庭木剪定講習会、木工教室など�

�
県民の日

施設観覧料が無料になります
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　４月20日㈰�
※無料で速報展と常設展を観覧で

きます。�

下肢・体幹機能障害である方�

援助額　2,000円を上限とする出張
経費�

申込み　電話、ファクス、電子メ
ールのいずれかの方法で、高齢

障害課へ�

※理容・美容組合に属さない理美

容院を対象に、このサービスの

登録店を募集しています。�

�
青少年ベルフォンテン市

派遣事業の参加者を募集します派遣事業の参加者を募集します
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　sifa@mecha.ne.jp
　http://www.sifa.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の中学生、高校
生または同年齢の方で、過去にこ

の事業に参加したことのない方�

と　き　７月30日㈬～８月６日㈬�
ところ　米国オハイオ州ベルフォ
ンテン市（ホームステイ４泊）、

ワシントンＤＣ（２泊）�

定　員　20人�
参加費　15万円（旅券取得費用、
傷害保険料などの個人的経費は

自己負担）�

選　考　書類審査、筆記試験、面
接試験�

申込み　４月22日㈫必着で、同協
会事務局にある応募用紙に必要

事項を記入し、郵送または直接

同事務局へ�

�
海外ボランティアを募集します
ＪＩＣＡ中部国際センター　　052-702-1391

　http://www.jica.go.jp/

対　象　○青年海外協力隊
　20歳から39歳までの方�

○日系社会青年ボランティア
　20歳から39歳までの方�

○シニア海外ボランティア
　40歳から69歳までの方�

申込み　４月10日㈭から５月20日
㈫までに同センターへ�

●説明会
とき・ところ
　４月14日㈪　じばさん三重�
　14時～16時･･･シニア海外ボランティア�

　18時30分～20時30分･･･青年海

外協力隊�

　４月21日㈪　アスト津�
　18時30分～20時30分･･･青年海外

協力隊、日系社会青年ボランティア�

ＮＨＫ総合で「大黒屋光太夫」
が放送されます

文化国際課　　82-9035　　84-7755
　bunkakokusai@city.suzuka.mie.jp

　毎週水曜日にＮＨＫで放映して

いる番組「その時・歴史が動いた」

に、郷土の偉人｢大黒屋光太夫｣が

登場します。ぜひご覧ください。�

と　き　４月16日㈬　21時15分～
21時58分�

�
平成15年度家族介護慰労金

の申請を受け付けます
高齢障害課　　82-7935　　82-7607

　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住所があり、平成15
年度市民税が世帯非課税（生活保

護世帯を除く）の方のうち、平成

14年度において次のすべての条件

に該当する要介護者と住民票上同

一世帯に属し、介護していた方�

○平成14年４月１日時点で満40歳

以上�

○平成14年４月１日時点で介護保

険法の規定により要介護４また

は５と認定されていて、以降、

3月31日までの間、要介護４ま

たは５と認定されている�

○平成14年度中、市内に住所があり、

市内の居宅で生活している �

○平成14年度中、介護保険のサー

ビスを利用していない（７日ま

でのショートステイを除く）�

○平成15年度市民税が世帯非課税

（生活保護世帯を除く）�

金　額　10万円�
申込み　９月30日㈫までに、直接、
高齢障害課へ�

※審査は７月以降になる見込みです。�

�
訪問理美容サービスの出張
経費（一部）を援助します

高齢障害課　　82-7935　　82-7607
　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住している居宅で
介護を受けている40歳以上の方で、

要介護３から５と認定されている方、

または身体障害１･２級で身体障害

者手帳に記載されている障害名が

くらしの 情 報

せんてい�



幼児無料）�

申込み　電話で同協会事務局へ�
※当日も受け付けます。�

�
応急手当の講習会

消防署　　82-9165　　82-9166
　honsho@city.suzuka.mie.jp

ところ　消防署本署�
○普通救命講習
と　き　毎月第１日曜日　９時～12時�
○上級救命講習
と　き　５月・10月・２月の第３
日曜日　９時～17時�

※受講者には修了証を発行します。�

※当日都合の悪い方や、平日の講

習を希望される方(10人以上)は、

消防署へお問い合わせください。�

�
Re・Beワークセミナー

商工観光課　　82-8698　　82-0304
　shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　出産・育児・介護などの
理由で退職し、将来的に再就職

を希望する方�

と　き　５月13日㈫　９時30分～
16時30分�

ところ　男女共同参画センター�
　ジェフリーすずか

内　容　ビジネスマナーの基礎知識、
再就職の体験発表、適職発見�

定　員　20人（先着順）
参加料　無料（託児あり）
申込み　商工観光課または、〒
514-0004津市栄町2-380日動火

災津ビル４階　㈶21世紀職業
財団三重事務所（　059-228-

2300）へ�

英会話講座
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　sifa@mecha.ne.jp
　http://www.sifa.suzuka.mie.jp

ところ　鈴鹿国際交流協会事務局�
定　員　各20人（応募者多数の場
合は抽選）�

申込み　４月23日㈬までに、電話
で同協会へ�

○学生英会話
対　象　中学３年生～高校３年生の方�
と　き　５月６日から９月30日までの火
曜日（全20回）　18時30分～20時�

受講料　１万5,000円（テキスト代
含む）※会員は１万3,000円�

○英会話初級
と　き　５月７日から10月１日までの水
曜日（全20回）　10時30分～12時�

受講料　１万7,000円（テキスト代
別）※会員は１万5,000円�

○英会話中級（会話中心）
と　き　［昼間の部］５月15日から
10月２日までの木曜日（全20回）

10時30分～12時�

　［夜間の部］５月８日から９月
25日までの木曜日（全20回）　

19時～20時30分�

受講料　１万7,000円（テキスト代別）�
※会員は１万5,000円�

ホストファミリーホストファミリー体験談体験談セミナーセミナー
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　sifa@mecha.ne.jp
http://www.sifa.suzuka.mie.jp

と　き　４月20日㈰　14時～16時�
ところ　文化会館第１研修室�
参加費　お茶代200円（小学生100円、

まちづくり活動報告会
地域振興課　　82-8695　　82-2214

　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp

　昨年度は、９団体が「まちづく

り活動事業費補助金」を受け、ま

ちづくり事業に取り組みました。�

　鈴鹿国際大学大学院の一色将行

教授をコーディネーターに迎え、

各団体の活動報告会を行います。�

と　き　４月17日㈭　19時～21時�
ところ　牧田コミュニティセンター�
定　員　50人�
入場料　無料�
�

すずかフェスティバル
商工観光課　　82-9020　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

　「第７回すずかフェスティバル」

の日程が決定しました。�

と　き　８月２日㈯・３日㈰
ところ　弁天山公園ほか�
�

�

�

�
くらしの講座

商工観光課　　82-8698　　82-0304
shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月30日㈮、６月から10月
までの第２木曜日（全６回）　10

時～15時（５月は９時30分から）�

ところ　県民生活サービスセンター�
内　容　家庭経営、食、環境、防災、
消費者問題など�

定　員　県下50人�
受講料　無料�
申込み　４月18日㈮までに、商工観光課へ�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

　「文字が読めないということは、生命までもが危険にさらされるこ

とがある」。先日、ある講演会で、このような指摘がありました。「以前、

アジアのある地域で、食糧物資として粉ミルク（脱脂粉乳）を送った際、

缶の表示が読めなかったために、親たちが間違えて消毒用の薬品（Ｄ

ＤＴ）の缶をミルクだと思い、家に持って帰り、それを口にした子供

たちが死亡するという悲惨な出来事があった」ということです。

　日本ユネスコ協会連盟の資料によると、世界では15歳以上の非識字

者は、8億人を超え、その多くは、子供のときから働かなければならなか

った貧しい人々、女性や少数民族、戦争や内乱の犠牲になった難民など

で、さらに、学校に通えない6～11歳の子供は1億人を超えると言われて

います。そして、この子たちは数年後には確実に非識字者の一部を形成

していくであろうことは、インターネットを中心とする現代の情報社

会では、ますます見過ごせない問題なのです。

　こうした状況を改善していくため、国連総会は2003年から2012年ま

でを「国連識字の10年：すべての人に教育を」とすると宣言しました。

　識字の問題は、教育の問題であると同時に人権問題でもあります。ま

た、先進国と開発途上国間の問題や環境問題などは、わたしたちの暮ら

しとも密接に関わっています。こうしたことを念頭に置き、わたしたち

は世界的な取り組みに関心を持ち、地域の中で、みんなが協力して人権

が尊重されるまちを創っていくことが必要です。そして、地域と地域が

連携し、人権尊重のまちづくりが広がっていくことは、世界的な取り組

みとも共鳴していくのではないでしょうか。

リー ビー


