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○お知らせ

 
クレジット・サラ金
無料相談を開設します

市民対話課　 82-9004　 82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　4月から毎月第1火曜日の午後､ク

レジットやサラ金などによる多重債

務でお悩みの方を対象とした｢クレ

ジット・サラ金相談｣を始めます。 

相談日　毎月第1火曜日　13時～16時 
※4月の相談日は5日で、相談時間は1人30分です。 

ところ　市民対話課相談室 
相談員　県司法書士会鈴亀支部会員 
申込み　相談は予約が必要です。
希望者は、電話で市民対話課へ 

※相談日は、広報すずかの毎月20

日号で確認してください。 

 
にせ税理士にご注意を
市民税課　 82-9006　 82-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　確定申告の時期になると、｢税金のこ

とはまかせなさい｣などと、うまい話が持

ち込まれることがあります。こうした話に

安易に乗ることは間違いのもとです。 

　納税者からの依頼を受けて申告

書などの税務書類の作成や税務相

談などを行うことができるのは、｢税

理士｣などの税理士法に定められた

人に限られています。これら以外の

人が税務書類の作成などの業務を

行うことは、法律に違反するばかり

でなく、依頼した方が被害を受ける

こともあります。税務に関する相談

や申告書の作成を依頼する場合は、

その人が資格を持った税理士など

であるかよく確かめてください。詳し

くは、鈴鹿税務署（　 82-0353）へ 

 
乳幼児のツベルクリン・BCG接種
対象年齢が4月1日から変わります
健康づくり課　 82-2252　 82-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

○改正前(3月31日まで)
対象年齢　生後3カ月から4歳未満 
接種方法　ツベルクリン反応検
査を行い、約48時間後に判定。

陰性の人はBCG接種を行う。 

○改正後(4月1日から)
対象年齢　生後6カ月未満 
接種方法　ツベルクリン反応検査を
行わず、直接BCG接種を行う。 

※3月末日までは従来どおり定期（無料）

接種が可能ですので、母子健康手帳

を確認し、まだ済んでいない方はな

るべく早く接種してください。 

 
平成17年度

市立幼稚園児を追加募集します
学校教育課　 82-7618　 82-9071

gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp 

対　象　市内に居住する満4歳児
（平成12年4月2日から平成13年

4月1日生）と満5歳児（平成11

年4月2日から平成12年4月1日生） 

定　員 
○4歳児　国府18人、加佐登1人、
稲生2人（希望者が定員を超えたと

きは、抽選により入園を決定します） 

○5歳児　市内の市立幼稚園全23
園で、希望者は全員入園できます。 

申込み　国府は3月14日㈪から4月6

公共下水道の供用開始の縦覧をします

放課後児童クラブの指導員を募集します

平成17年度いきいき健康
スポーツクラブの
参加者を募集します

県道四日市鈴鹿環状線
木田バイパスが開通します

　春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必

要とすることが多くなります。昼間の都合がつかな

い方は、ぜひご利用ください。 

延長窓口
■3月と4月の毎週木曜日19時まで延長する窓口
○市民課（　 82-9013　 82-7608） 
　転入・転出・転居の手続き、戸籍の届出、印鑑登録・

証明書の交付、住民票の写し、戸籍謄抄本の交付 

※外国人登録は他市との連携が必要なため行いません。 

○子育て支援課（　 82-7661　 82-7607） 
　児童手当・児童扶養手当の手続き 

○保険年金課（　 82-7605　 82-7660） 
　国民健康保険・国民年金・老人保健・福祉医療費助成 

※木曜日以外の平日窓口時間は8時30分から17時までです。 

■3月22日㈫〜31日㈭（土･日曜除く）の20時まで延長する窓口
○納税課（　 82-9008　 82-7660） 
　市税の納付、納税相談、口座振替手続きなど 

日曜窓口
■3月27日㈰と4月3日㈰の8時30分〜17時に開設する窓口
○市民課（　 82-9013　 82-7608) 
　転入・転出・転居の手続き、外国人登録、戸籍の

届出、住民票の写し、戸籍謄抄本・登録原票記載

事項証明書の交付、印鑑登録・証明書の交付など 

○子育て支援課（　 82-7661　 82-7607） 
　児童手当の手続き 

○長寿社会課（　 82-7935　 82-7607） 
　介護保険受給資格証明書の発行手続きなど 

○保険年金課（　 82-7605　 82-7660） 
　国民健康保険・国民年金の手続き、老人保健、福祉医療

費（心身障害者・1人親・乳幼児・老人）助成の手続き 

○学校教育課（　 82-7618　 82-9071） 
　市立小・中学校の転校手続き 

○水道局・水道庁舎（　 68-1670　 68-1670） 
　引っ越しなどに伴う水道の開閉栓 

■3月27日㈰の8時30分〜17時に開設する窓口
○市民税課（　 82-9006　 82-7604） 
　各種税証明書の交付、原動機付自転車の廃車手続き 

○資産税課（　 82-9007　 82-7604） 
　固定資産税証明など 

○納税課（　 82-9008　 82-7660） 
　市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税の納税、納税相談、口座振替の手続きなど 

※必要書類など、詳しくは担当課へお問い合わせください。 

※地区市民センターは延長・日曜窓口を行いません。 

※3月27日(日)は、四日市市、桑名市、いなべ市、亀山市

の各窓口(一部)も開いています。詳しくは、各市へ 

 

市役所窓口(一部)を延長・日曜開設します        市民課　 82-9013　 82-7608　 shimin@city.suzuka.mie.jp

平成17年度前期教養講座

お知らせお知らせ お知らせ 

神戸交番★

鈴鹿警察署 80-0110

警察告知板  
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クレジット・サラ金
無料相談を開設します

にせ税理士にご注意を

乳幼児のツベルクリン・BCG接種
対象年齢が4月1日から変わります

平成17年度
市立幼稚園児を追加募集します

日㈬までに、その他は3月14日㈪

から30日㈬まで(いずれも土・日曜

日、祝日を除く8時30分～17時）に、

各幼稚園にある入園願に必要事

項を記入の上、直接各園へ 

 
公共下水道の供用開始の縦覧をします
下水管理課　  82-9026　 84-3938

gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

　3月31日㈭から公共下水道が使用で

きる区域が決まりましたので縦覧します。 

地　区　国府、白子、飯野、河曲、一ノ
宮、箕田、玉垣、若松、神戸の各一部 

と　き　3月14日㈪～24日㈭（土･
日曜日、祝日を除く8時30分～17時） 

ところ　下水管理課（別館第3・2階） 
 
放課後児童クラブの指導員を募集します
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童クラブでお手伝いいただける

指導員を募集します。下記の児童ク

ラブに直接お問い合わせください。

児童クラブは、昼間、保護者がいない、

主に小学1年生から3年生までの児童

を対象に、授業の終了後から18時ご

ろまで預かり、保護者の代わりに児

童の生活指導を行う場です。 

○桜島小学校区桜島学童ももたろう
（　 87-0371） 

○白子小学校区児童クラブたんぽぽ
（　 88-2774） 

○明生小学校区児童クラブみらくる
（　 67-1711） 

○愛宕小学校区児童クラブあおぞら
（　 68-1505） 

○石薬師小学校区金太郎学童保育所
（　 74-1978） 

○飯野小学校区児童クラブひこうきぐも
（　 67-3367） 

 
平成17年度いきいき健康
スポーツクラブの
参加者を募集します

スポーツ課　 82-9029　 82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　60歳以上の市民の方 
と　き　月2回程度（1回約2時間、
ハイキングのみ半日）で年間を通

して活動をします。 

ところ　市内の運動施設 
内　容　3B体操、ハイキング、
グランドゴルフ、健康体操、

太極気功、水中ウォークほか 

定　員　150人程度 
費　用　3,000円（登録費用） 
申込み　4月1日㈮までに、申込
用紙に必要事項を記入、押印

の上、登録料を添えてスポー

ツ課へ 

県道四日市鈴鹿環状線
木田バイパスが開通します
都市計画課　 82-9063　 82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp 

開通日　3月16日㈬ 
区　間　木田町地内から四日市市采
女町地内の国道1号までの約1.8km 

 

 

 

 

 

 

4月から神戸交番で業務を開始します
　鈴鹿市駅前交番が移転して名

称が｢神戸交番｣に変わり、4月か

ら新交番で業務を開始します。 

所在地　神戸三丁目地内（旧鈴
鹿警察署跡地） 

 

地図

対　象　平成17年4月1日現在で
35歳未満の勤労青少年 

申込み　各講座の受付日までに、
ホーム利用登録の手続きを済

ませ（当日登録可。登録の際

に傷害保険料と利用者会費計

1,100円が必要。有効期限は平

成18年3月末日。なお登録後は

抽選もれの場合も含め返金で

きません）、受付日当日18時

30分から19時30分までに、教

材費を添えて直接同ホームへ 

※申込者多数の場合は受付日に抽

選を行います。 

※教材費は6カ月15回分です。なお、

開講後にテキスト代や生地代などの

実費を負担いただく講座があります。 

※4月11日(月)から順次開講します。 

市役所窓口(一部)を延長・日曜開設します

平成17年度前期教養講座　勤労青少年ホーム　 87-6125　 88-1223　 sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp
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●不燃物リサイクルセンター●石薬師高

JR関西本
線

かわの

●河曲小
鈴鹿川

国道１号

木田
橋

←今回開通区間
　約1.8km

鈴
　
鹿

近鉄鈴鹿線

伊
勢
鉄
道

神戸小●神戸小●

市役所●市役所●

神戸小●

市役所●

●簡易裁判所●簡易裁判所●簡易裁判所中央道路

国
道

23
号

鈴鹿市

神戸交番★神戸交番★

鈴鹿警察署鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110

警察告知板  警察告知板  

講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

ゴ　ル　フ 

（火）料理Ａ 

手芸・編物 

（火）陶　芸 

中級英会話 

篆刻と書アート 

華道（池坊） 

レクリエーション 

（水）陶　芸 

（水）料理Ａ 

中級茶道 

やさしい和裁 

（木）料理Ｂ 

着物の着装 

日常マナー 

入門英会話 

中級池坊 

受付日 

 

3月14日 

（月） 

 

 

 

3月15日 

（火） 

 

 

 
 

3月16日 

（水） 

 

 

3月17日 

（木） 
 

3月18日 

（金） 

曜　日 

 

 

月 

 

 

 

 

火 
 

 

 

 

水
 

 

 

 

 

木 

 

金
 

 

教材費 

１万5,０００円 

３,０００円 

５,０００円 

１,０００円 

２,０００円 

１万２,０００円 

１,０００円 

３,０００円 

５,５００円 

１,０００円 

１万5,０００円 

２,５００円 

３,０００円 

１万２,０００円 

５,０００円 

６,０００円 

１万２,４００円 

２,０００円 

１,０００円 

２,０００円 

１万5,０００円 

時　　　間 

１８時３０分～２０時３０分 

１９時～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１９時～２１時 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１９時～２０時 

１９時～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１９時～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

１９時～２０時３０分 

１８時３０分～２０時３０分 

定員（人) 

15 

10 

15 

10 

20 

30 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

30 

10 

10 

30 

女１０ 

10 

20 

20
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○お知らせ

 
男女共同参画を推進する
条例検討委員会が傍聴できます
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　3月29日㈫　13時45分から 
ところ　ジェフリーすずか研修室2 
定　員　10人（先着順） 
申込み　当日13時15分から13時
35分まで、会場で受付を行います。 

 
国民年金保険料口座振替納付の

早割が始まります
保険年金課　 82-9401　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　平成17年3月分までの口座振替による

毎月納付は翌月末日が振替日でしたが、

平成17年4月分から、毎月の保険料が40

円(平成17年度分)お得になる当月末日

振替（早割）を選択できるようになります。 

　口座振替により毎月納付を行って

いる方で早割をご希望の場合は、変

更手続きが必要です。平成17年4月

分からの前納、早割をご希望の方は、

3月中に社会保険事務所で登録が必

要ですのでお急ぎください。 

　すでに口座振替による前納をして

いる方は、手続きは必要ありません。 

手続き　年金手帳（納付書)、預金
通帳、通帳登録印鑑をお持ちの上、

社会保険事務所または金融機関へ 

※詳しくは、津社会保険事務所（津市

桜橋三丁目446-33　 059-228-9188)、

三重社会保険事務局年金課（津市

羽所町700　 059-226-2223）へ 

 
ファミリー・サポート・センター事業を
3月1日から開始しました
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　ファミリー・サポート・センター事業は、

子育てを助けてほしい人（依頼会員）

の要望に応じて子育てのお手伝いが

できる人(提供会員)を紹介し、相互の

信頼と了解の上、一時的にお子さん

を預かる会員組織（有償ボランティア）

です。援助の内容は、｢保育所・幼稚

園などへのお子さんの送迎｣、｢保育所・

幼稚園などの始業開始前や終業時

間後のお子さんのお預かり｣などです。 

　随時、会員登録を受け付けていま

すのでお問い合わせください。 

問合せ　鈴鹿市ファミリー・サポー
ト・センター(　 81-1171）へ 

 
文化会館けやきホールの工事を行います
文化課　 82-8111　 82-8580

bunka@city.suzuka.mie.jp 

　工事期間中は、けやきホールを使用

できません。事業を計画されている団体、

個人の方はご注意ください。 

工事期間　平成18年1月5日㈭～2月5
日㈰、平成18年6月1日㈭～8月31日㈭ 

※けやきホール以外は利用できます。 

 
文化会館けやきホールの
受付期間を変更します
文化課　 82-8111　 82-8580

bunka@city.suzuka.mie.jp 

変更日　平成17年5月1日受付分から 
変更内容　受付期間の変更 
○変更前　使用日の6カ月前から受付
○変更後　使用日の12カ月前から受付
■平成17年5月1日㈰の受付は
次のように行います
受付期間　平成17年11月～平成18
年5月分までの7カ月間の受付を一

斉に行います。なお、翌月からの

受付は平成18年6月分となります。 

受付時間　9時から 
受付場所　文化会館さつきプラザ 
※ホール以外の施設受付は、今まで

どおり使用日の3カ月前からです。 

 

 

○催し物

 
勤労青少年ホーム
「ホーム祭」

勤労青少年ホーム　 87-6125　 88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　3月13日㈰　10時～15時 
ところ　勤労青少年ホーム 
内　容　講座生による作品展示、お
茶席（表千家・一席150円）など 

※どなたでも入館できます。 

わいわい春まつり

獅子舞サミット

心身障害児レクリエーション

｢鈴鹿市の観光振興を考える｣
シンポジウム

プラネタリウム春番組

平成17年度前期スポーツ教室参加者募集　　　　　　　　　  市立体育館　 87-6006　武道館　 88-0622 

　次のとおり受け付けます。 

○平成16年度の教室に参

加していない方で市内

在住者を優先し、先着

順に受け付けます（受

付時に参加料をご持参

ください）。 

○平成16年度の受講者は、

表の受付日時に申込ん

でください（応募者多

数の場合は抽選）。 

○弓道教室は3段以下の

方を優先します。 

※お子様連れでの参加はご

遠慮ください。 

教　室　名 

木曜教室 

対　象 曜日 回数 時　間 期　間 定員 会　場 参加料 

一般男女 木曜日 15回 ９：３０～１１：３０ 4/21～9/15 50人 市立体育館（副体育館） 3,000円 

土曜教室 一般男女 土曜日 10回 ９：３０～１１：３０ 4/23～9/17 50人 市立体育館（副体育館） 2,000円 

前　半 一般男女 水曜日 17回 ９：００～１０：２０ 4/13～9/14 45人 市立体育館（副体育館） 3,000円 

後　半 一般男女 水曜日 17回 １０：４０～１２：００ 4/13～9/14 45人 市立体育館（副体育館） 3,000円 

テニス 

卓　球 

弓　道 

バトミントン 

65歳以下男女 水曜日 15回 ９：００～１１：００ 4/13～9/14 45人 市立コート 2,500円 

シニアテニス 55歳以上男女 金曜日 15回 ９：００～１１：００ 4/15～9/16 20人 市立コート 2,500円 

バレーボール 一般女性 木曜日 18回 １０：００～１２：００ 4/21～9/15 ― 市立体育館（正体育館） 2,500円 

女性健康 一般女性 火曜日 
金曜日 

25回 ９：３０～１１：３０ 4/15～9/16 ― 市立体育館（正・副体育館） 2,500円 

さわやか健康 50歳以上男女 金曜日 17回 １３：００～１４：３０ 4/15～9/16 ― 市立体育館 1,500円 

健　康 一般男女 木曜日 18回 １９：００～２１：００ 4/14～9/15 ― 市立体育館 2,000円 

午　前 一般男女 水曜日 12回 ９：３０～１１：３０ 4/20～7/13 25人 市武道館 2,000円 

夜　間 一般男女 木曜日 12回 １９：００～２１：００ 4/21～7/14 25人 市武道館 2,000円 

柔　道 小学１年～中学３年 男女 土曜日 22回 １９：００～２１：００ 4/9～9/17 ― 市武道館 6,000円 

剣　道 小学１年～中学３年 男女 土曜日 22回 １９：００～２１：００ 4/9～9/17 ― 市武道館 

受付日時 

3月16日（水） 

13時～ 

3月20日（日） 

12時まで 

4月７日（木）まで 

4月1日（金）まで 6,000円 

なぎなた 小学生以上　男女 水曜日 12回 １９：００～２１：3０ 4/13～7/6 ― 市武道館 2,000円 

3月16日（水） 
13時～20日（日）
12時まで 
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男女共同参画を推進する
条例検討委員会が傍聴できます

国民年金保険料口座振替納付の
早割が始まります

ファミリー・サポート・センター事業を
3月1日から開始しました

文化会館けやきホールの工事を行います

文化会館けやきホールの
受付期間を変更します

勤労青少年ホーム
「ホーム祭」

わいわい春まつり
(財)鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　お楽しみスタンプラリーで、世界

の衣・食・文化を体感できます。 

と　き　3月27日㈰　13時～16時 
ところ　文化会館さつきプラザ・
第1研修室 

内　容　民族衣装の着付、各国のお
菓子・飲み物、ブラジルのカポエラ、

手品、抽選会など 

参加料　無料 
 

獅子舞サミット
文化課　 82-9035　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　市内各地域で受け継がれてきた

伝統芸能｢獅子舞｣をテーマに、市

内の保存会などが集い、交流します。 

と　き　3月21日（月・祝)　13時
30分～16時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 
定　員　100人 
※会場の都合により入場をお断りす

る場合があります。 

内　容　各保存会間の意見交換、
獅子舞のルーツや流派などに

ついての紹介、実演など 

○実演　村松子ども御頭舞（伊勢市) 
○パネルディスカッション

　(コーディネーター：前田憲司さん（芸

能研究家)、パネリスト：吉田恵子さ

ん(伊奈冨神社獅子神楽保存会)、

西山英生さん（西冨田獅子舞保存会)、

浅井健太さん（庄野獅子連)、森下

幸一さん（村松町神楽師会会長） 

※入場は無料です。 

 
心身障害児レクリエーション
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

対　象　中学生以下の特別児童扶養
手当受給対象児童(目安として、身体

障害者手帳1～3級(一部4級)または

療育手帳B中程度以上)とその保護者 

と　き　3月29日㈫　10時～14時30分 
ところ　鈴鹿サーキット 
申込み　3月15日㈫までに障害福
祉課にある申込用紙に必要事

項を記入の上、同課へ 

※当日のボランティアを募集してい

ます。ご協力いただける方は同課

へご連絡ください。 

 

｢鈴鹿市の観光振興を考える｣
シンポジウム

商業観光課　 82-9020　 82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　3月21日（月・祝)　13時
30分～16時 

ところ　鈴鹿国際大学国際文化ホール 
定　員　250人 
参加料　無料 
申込み　電話で、商業観光課へ 
 
プラネタリウム春番組
文化課　 82-8111　 82-8580

bunka@city.suzuka.mie.jp

【一般・春番組】
と　き　3月19日㈯から6月19日㈰
10時30分から、13時30分から　

15時から（1日3回) 

内　容 
○春の星座（おおぐま座・こぐ

ま座・しし座ほか) 

○｢こぐまの大冒険｣ 

　母ぐまの忠告を破りアトラス山に

登ったこぐまの大冒険。山を降り

ようとすると、こぐまの前には不

思議なとびらが現れました。 

定　員　各回180人 
【学習番組】　　 
と　き　3月23日㈬から6月17日㈮
10時30分から、13時30分から　

15時から（1日3回） 

内　容　｢太陽・月・星の動き｣ 
※学習番組は団体申し込みに限ります。 

定　員　各回180人 
※番組入れ替えのため、3月11日(金)か

ら3月18日(金)までは、投影を休みます。 
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催し物 

思 い や り の ま ち  

人権政策課 82-9011 82-8188 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

資源ごみA（雑誌）です。
ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

　目が見えない(目が不自由である)とは、いったいどうい

うことでしょう。わたしたちは、情報の約80％を視力から得

ているといわれています。もし、その視力を失ったとしたら。

目が不自由であることについて、少し考えてみましょう。 

　顔を洗う、歯を磨く、食事をとる、家の中で移動するだ

けでも思うように歩けませんし、車や自転車が行き交う屋

外であればなおさらのことです。新聞や雑誌、テレビなど、

日ごろから何気なく得ている情報も制約されてしまいます。 

　わたしたちの社会は個性よりも、社会の中の一部として

同一歩調を求める風潮があります。少数派でなく多数派に

属せよということです。そんな中で障害を個性として付き合

っていくことは、親にとっても本人にとっても大きな重圧です。

結果、やむなく家庭の中に抱え込んだり、あるいはないも

のとして認めなかったりさせられているのではないでしょうか。 

　市内でこんな会話を聞きました。｢わたしは目が見えないか

らいつ死んでもいいと思っていた。でも、この子（盲導犬）と出

会ってから、いろんな所へ出かけられるようになって、行動範

囲が広がった。毎日が楽しい｣と。その方がまちに住むように

なってから、小学校では視覚障害や盲導犬についての学習

を始めました。コンビニエンスストアには｢歩道を盲導犬が通るの

で、エンジンを切って駐車してください｣というはり紙があります。 

　自分は社会の多数派だから、当事者(少数派)になって

から考えよう、自分には関係ないことだと思っていませんか。

まちを見渡してください。すぐ側に目が見えない人がいま

す。互いに支え合い、できないことをお手伝いしたり、そ

っと見守ったり。すべての人にとって暮らしやすいまち、

思いやりのあるまちをつくっていくために、今自分にできる

何かから始めませんか。 

お知らせ 


