
の情報情報 の情報情報 の情報 

��������	
�
��������

�����������������������
�	
�������������������
���

　3月31日�から、公共下水道の
使用できる区域がさらに広がり
ました。今回供用開始になる区
域は、国府、牧田、白子、飯野、
河曲、一ノ宮、玉垣、若松、神
戸の各一部約75ヘクタ－ルです。 
　これで、すでに供用をしてい
る区域と合わせて約1,251へクタ
－ルの区域で公共下水道が使用
できるようになりました。 
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　公共下水道の供用開始区域内
の方は、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�!"#に
設置していただくことになります。 
　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�!"#に改造をし
ていただかなければなりません。 
　排水設備は個人負担で施工し
ていただくもので、工事は、市
の排水設備基準にあった設備を
つくる技術を習得している「指
定工事店」でないとでません。 
　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
も皆さんに代わって行います。 
　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が利用できる
場合もありますので、ご相談ください。 
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　4月から、2ヘクタール以下の
農地転用の許可権が、県から農
業委員会に移ります。 
　これに伴い、転用申請などの

受付締切日は毎月25日、農地部
会は翌月15日に行います。 
※土・日曜日、祝日の場合は、
その前日です。 

※許可書の交付は、通常の場合
で毎月25日ごろになります。 
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　みどり豊かで潤いのある生活が
送れるよう、一人ひとりが森林・
みどりづくりに参加していただく
ことを目的に、募金を行います。 
A�
�４月１日�～５月31日� 
ABC�各地区市民センター 
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R�S　市内に住所があり、平
成16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15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15年4月1日時点で、満40歳
以上 

○平成15年4月1日時点で、介護
保険法の規定により要介護4ま
たは要介護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15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15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） 

:�T�10万円 
JUV　9月30日�までに、長寿
社会課へ 

※審査は7月以降（予定）です。 
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R�S　60歳以上の方（昭和20年

4月1日以前に生まれた方） 
#�c�高齢者の生活を明るく豊
かにするものに関して具体的経験
を通じて考えたこと、意見、主張 
※Ａ4サイズ400字詰め原稿用紙5
枚以内（ワープロ原稿は20字
×20行縦書き） 

JUV�5月21日�（消印有効）
までに、表紙を添え、表題、
氏名、年齢、住所、連絡先電
話番号、現在の職業または前
職業歴を記入し、d105-6008
東京都港区虎ノ門3-8-21虎ノ
門33森ビル8階�長寿社会開
発センター「長寿社会・私の主張」
（ス）係（　 03-5470-6753）へ 
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　平成15年10月1日から平成16年
3月31日までにかかった次の費用
を一部助成します。 
○市内に住所があり、精神障害者
保健福祉手帳を待っている方で、
精神障害者小規模作業所に公
共交通機関を利用して月10回
以上通所している方の通所費 

○市内に住所があり、知的障害児
通園施設または自閉症児治療施
設に公共交通機関を利用して月
4回以上通園する18歳未満の方
と同行する保護者（障害児一人
につき一人）の通園費 

stT�最も経済的な通常の経
路と方法による通所（通園）
費用の2分の1（一人月額5,000
円が限度） 

JUV�4月15日�までに、障害
福祉課にある申請用紙に施設
の証明を受けて、同課へ 
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R�S　市内に住所があり、居
宅で介護を受けている40歳以

2004・4・520

お知らせ お知らせ 
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上の方のうち、要介護3～5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
下肢・体幹機能障害である方 

�sT　2,000円を上限とする出
張経費 

JUV　電話、ファクス、電子
メールのいずれかの方法で、
長寿社会課へ 

※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。 
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　昼間使用の受付が、使用日の
前月第1土曜日からになります。 
※使用日が、土・日曜日・祝日の
昼間の場合、受付開始日の8時
40分から9時までに受付し、重
複する場合は抽選します。 
※抽選後、予約が入らなかった時間は、
当日までの先着順で受付します。 
※17時以降の使用、平日の昼間
の使用はこれまで通りです。 
※第１回の抽選（6月分）は5月1日�
に行います。 
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　身近な消費生活の基本知識な
どを掲載した小冊子『くらしの
豆知識2004』を配布します。 
r�¤�35部（先着順） 
JUV�4月30日�までに、電話
または直接、産業政策課へ 
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R�S　市内在住の中学生、高校生
または同年齢の方（初参加に限る）
A�
�7月28日�～8月4日� 

ABC　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） 
¶�/　20人 
®p　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） 

JUV　4月20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 

※書類審査、筆記試験、面接試
験により選考します。 
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R�S　○青年海外協力隊 
　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 
○日系社会青年ボランティア 
　20歳から39歳までの方 
JUV�4月10日�から5月20日�
までに、ＪＩＣＡ中部国際センター
（　 052-702-1391　　http:// 
　　www.jica.go.jp/）へ 
9bÁÂ0

A
WABC

� 4月13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 

� 5月8日�　じばさんみえ 
　14時～16時：シニア海外ボラ
ンティア、17時30～19時30分：
青年海外協力隊、日系社会青
年ボランティア 
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R�S　4月1日現在で、30歳以
上69歳未満の方で、市国民健
康保険に加入している方 

A�
　5月6日�～6月30日� 
#�c　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） 

¶�/�1,500人程度 
ÊË:　8,000円 
JUV　4月5日�から16日�　
17時（必着）までに、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、d513-8701
保険年金課へ 

※該当者には、4月28日�に受診
券など書類一式を発送します。 
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　1月と2月で、県内では30人が
交通事故で亡くなり、市内でも
すでに２人の尊い命が失われる
など、多くの交通事故が発生し
ています。 
　安全運動期間中、市では関係
機関団体と協力してさまざまな
運動を実施します。一人ひとり
が交通ルールを守り、悲惨な交
通事故をなくしましょう。 
ÑÒ�ÕÖ×Ø

○子どもと高齢者の交通事故防止 
○自転車の安全利用の推進 
○シートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底 
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警察告知板  警察告知板  
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　4月から新交番で業務を
開始します。 
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A�
　9月30日�まで毎日17時
～18時30分（6月～8月は19時
まで） 
����qÄ�

　150円（中学生以下　50円） 
JUV　使用日の16時55分以降に、
直接、市立体育館事務所へ（先
着順） 
※休館日、日曜日、祝日はテニ
スコートクラブハウスへ 
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※（　）内は学校使用料 
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　9時～17時　2時間840円（2時
間410円） 
　18時～21時　1,690円（840円） 
【個人単位】9時～17時 
îï�"�　2時間100円 
ðñ�"ò　2時間200円 
����oóòôõ� 
�入場料を徴収しない場合 
9時～12時　3,780円（1,890円） 
13時～17時　5,040円（2,520円） 
9時～17時　7,920円（3,960円） 
�入場料を徴収する場合 
9時～12時　9,450円（4,710円） 
13時～17時　1万2,600円（6,280円） 
9時～17時　1万9,840円（9,920円） 
����o���éö÷í

スコアボード　500円 
※判定表示板は、スコアボード
と一体型になります。 
øùúz\|�^�º\Æ©á|
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9時～12時　930円（450円） 
13時～17時　1,240円（600円） 
18時～21時　930円（450円） 
ナイター照明料金　1時間300円 
※申請方法などは、各運動施設
事務所またはスポーツ課へ 
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R�S　市内在住の女性で編成
するチーム 
※市内中学校・高校チームも可 
A�
　４月25日�（予備日29日�） 
ABC　鈴鹿川河川緑地ソフトボ
ール場 
®�　無料 
JUV　4月16日�までに、直接、
スポーツ課へ 
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R�S　5人以上の団体 
※文化活動や地域活動も可 
��Å　4月～平成17年3月31日 
※掛金振込日の翌日から有効 
JUV　スポーツ課、各地区市
民センター、公民館、体育施
設にある所定の用紙に必要事
項を記入し、保険料とともに
百五銀行へ 
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A�
　4月18日�　9時～17時
（入館は16時30分まで） 
※無料で速報展と常設展が観覧
できます。 
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R�S　大学卒業程度の学力の
ある20歳以上26歳未満（大学
院修士課程修了者（見込）は、
28歳未満）の方 
※22歳未満は大卒者（見込）に
限ります。 
���

R�S　専門の大学卒（見込）で、

20歳以上30歳未満の方 
���

R�S　専門の大学卒（見込）で、
20歳以上26歳未満（薬学　修
士取得者は、28歳未満） 
JUV　4月5日�から5月11日�
（必着）までに、自衛隊四日
市募集事務所（　51-1723）へ 
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A�
　4月17日�、18日� 
　9時～16時 
ABC　鈴鹿フラワーパーク 
#�c　緑化植物の販売、植木
寄せ植え体験、苗木の無料配付、
庭木剪定講習会など 
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　伊勢国分寺跡（国分町）・伊
勢国府跡（広瀬町）・天王遺跡
（岸岡町）・加佐登遺跡（加佐
登二丁目）などを調査しました。
土器や古代の瓦などを展示します。 
A�
　7月4日�まで　9時～17
時（入館は16時30分まで） 
※月曜日、第3火曜日、祝日の翌
日は休館です。 
ABC　同館特別展示室 
���　一般・学生200円 
　小・中学生100円 
※70歳以上の方は無料（年齢を
証明できるものが必要です） 
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A�
　4月12日�～16日�　10
時～16時 
ABC　同センター水産研究部
鈴鹿水産研究室（白子一丁目 
®�　無料（申込み不要） 

せん てい 
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お知らせ お知らせ 
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ABC　同協会事務局 
¶�/　各20人（応募多数の場
合は抽選） 
L'�　1万7,000円（テキスト
代別）会員は1万5,000円 
JUV　4月23日�までに、電話
で、同協会事務局へ 
)î*&0�

A�
　5月10日から10月18日まで
の月曜日（全20回）19時～20時
30分 
)+*&0� 
A�
　5月12日から9月29日まで
の水曜日（全20回）19時～20時
30分 
)î*&0� 
A�
　5月12日から9月29日まで
の水曜日（全20回）10時30分
～12時 
)+*&0� 
A�
　5月13日から10月7日まで
の木曜日（全20回）10時30分
～12時 
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R�S　18歳以上の方（高校生
を除く） 
¶�/　各30人（テニスは20人） 
JUV　4月11日�（必着）まで
に、直接または、往復はがき、
ファクス、ホームページから
のいずれかの方法で、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、
コース名を記入し、同ガーデ
ンへ 
※応募多数の場合は抽選 
)Î123V45�6 
※泳げない方または泳げても10
メートル程度の方が対象です。 
A�
　5月12日から6月30日までの
毎週水曜日（全8回）10時～11
時30分 
®�　7,000円 
)¼]¼{]|�7�îò*

A�
　5月12日から7月14日までの
毎週水曜日（全10回）19時～
20時 
®�　8,000円 
)¼]¼{]|�8�+* 
A�
�5月13日から6月3日までの
毎週木曜日（全4回）10時～11時 
®��3,500円 

)¼]¼{]|�8�îò* 
A�
　5月14日から7月2日まで
の毎週金曜日（全8回）10時～
11時 
®�　7,000円 
)9û^Æ¼Ç:©á|

A�
　5月14日から7月2日まで
の毎週金曜日（全8回）10時30分
～12時 
®�　8,000円 
)§^;Ç]©á|

A�
　5月18日から7月6日まで
の毎週火曜日（全8回）19時15分
～20時45分 
®�　8,000円 
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A�
　5月8日から6月5日までの
毎週土曜日（全5回）13時30分
～15時（6月5日は15時30分まで） 

ABC　国際文化ホール 
©^<　「食文化から世界を見る」 
L'�　2,000円 
JUV　4月20日�までに、はがき、
ファクス、電子メール、電話のい
ずれかの方法で、d510-0298
郡山町663-222同大学国際交流
センターへ 

子 育 て の 孤 立 を 防 ご う  

　児童虐待。その恐ろしさを考えたことがありますか。
繰り返される虐待がどれだけ子どもの身体や心に深い
傷跡を残してしまうかを。 
　赤ちゃんは、ところかまわず泣いたりぐずったりします。
あやしても泣きやまないとき感情的になって手を上げて
しまったことはありませんか。大人の思い通りにならな
いと、しつけと思って手を上げてしまったことはありませ
んか。しつけとは子どもの健全な成長発達のためのもの
です。しつけのつもりであっても、感情的に殴ったり怒
鳴ったりして、子どもの身体や心に著しい害を及ぼすも
のであれば虐待になります。 
　虐待の背景には、ストレス社会や家族間の人間関係など、
さまざまな要因があります。中でも、核家族化や地域での人
間関係の希薄化などにより、子育ての不安や悩みが相談で

きずに、親が孤立してしまう問題があります。育児に一生懸
命な親が「ミルクを飲まない」とか「食べこぼした」など、さ
さいなことがきっかけで虐待してしまう場合も多く、もし身近
に相談できる人がいれば防ぐことができたかもしれません。 
　日ごろの人間関係や地域での交流を深めることによって、
子育ての悩みなど相談しやすい環境をつくることができます。
子育ては親だけに任せるのではなく、地域で助け合ってい
くことが必要です。身近に子育てをしている人がいれば声
を掛けたりするなど、できることから始めてみませんか。 
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　市では、子育て支援課や保健センターで育児相談を受
け付けています。気軽にご相談ください。保健センター
では、親子の交流の場として「すくすく広場」を月1回
開いています。また、2004年度の地域生涯学習事業とし
て13カ所の公民館で子育て支援学習を開催する予定です。 
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