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フットサル専用コートがオープンしました　　スポーツ課　 82-9029　 82-9071　 supotsu@city.suzuka.mie.jp

設置場所　鼓ヶ浦サン・スポーツランド（寺家三丁目14-1　 86-3745） 
施設概要　砂入り人工芝コート1面（38m×18m）、防球ネット（高さ６m）、ナイター照明 
利用時間　9時～12時、13時～17時、18時～21時の各1時間区分ごとの
利用です。 

※月曜日(祝日の場合は翌日)と年末年始は休業 

使用料　一面・1時間あたり、一般2,000円、学生1,000円 
※土・日曜日、祝日は2割増、ナイター照明利用料は1時間300円 

※4月30日(土)までは周知期間として、使用料が無料です。 

申込み　平日使用は使用日の3カ月前から、土・日曜日と祝日の使用は
前月の第1土曜日9時から、直接、管理事務所で受付します。なお、土・

日曜日、祝日の使用で、申込み多数の場合は抽選します。 

※電話、郵便などでの申込みはできません。 

※大会・教室などで使用できない場合があります。詳しくは、管理事務所また

はスポーツ課へお問い合わせください。 

■本年5月分の土・日曜日と祝日の
使用申込みを次のとおり行います
と　き　4月23日㈯　9時から 
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド管理事務所 

 

 

○お知らせ

 
軽スポーツ用具の

貸出場所を変更しました
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　これまで軽スポーツ用具(グラ

ウンドゴルフ・キンボール・テ

ィーボール・ファミリーバドミ

ントン・ペタボード・インディ

アカなど)は、スポーツ課で貸し

出ししていましたが、4月から市

立体育館で受付・貸し出しする

ことになりました。 

申込み　市立体育館(　 87-6006、
　 87-6008)へ 

※月曜日、第3火曜日は休館です。 

 
レディースソフトボール大会
の参加チームを募集します
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の女性で編成
するチーム（市内中学校・高

校チームの参加もできます) 

と　き　4月24日㈰（予備日29日
(金・祝)) 

ところ　鈴鹿川河川緑地ソフト
ボール場 

参加料　無料 
申込み　4月15日㈮までにスポー
ツ課へ 

子育て支援情報誌の
表紙イラストが決まりました
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　29人の方にご

応募いただきあり

がとうございました。

鈴鹿市子育て支

援事業実行委員

会で審査し、2月

12日㈯の子育て

セミナーで投票を行った結果、久

保いくみさんの作品が最優秀に選

ばれ、表紙イラストに決まりました。 

　ご応募いただいた作品は、4月

末まで子育て支援センター（りんり

ん）で展示します。 

 
公共下水道の使用できる区域を

拡大しました
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、

白子、飯野、河曲、一ノ宮、箕田、

玉垣、若松、神戸の各一部約52ヘク

タールです。これで、すでに供用を

している区域と合わせて約1,303ヘク

タールの区域で公共下水道が使用

できるようになりました。 

■すみやかに排水設備工事を行ってください 
　公共下水道の供用開始区域内の

皆さんは、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3年以内に改造をしてい
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

ないとできません。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。 

 
合併処理浄化槽設置費の
補助申請を受け付けています
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対象物件
　次の区域を除いた区域で、平

成17年度中に工事が完了するも

の（建売住宅は平成17年度内に

所有権移転登記が完了するもの） 

〇下水道事業の認可区域 

〇農業集落排水事業採択区域 

〇大型合併処理浄化槽の処理区域 

対象浄化槽
■10人槽以下

考古博物館観覧料が
無料です

平成18年成人式実行委員会の
委員を募集します

訪問理美容サービスの
出張経費を一部援助します

平成17年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けます

「長寿社会・私の主張」
コンクール作文を募集します

お知らせお知らせ お知らせ 
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フットサル専用コートがオープンしました

軽スポーツ用具の
貸出場所を変更しました

レディースソフトボール大会
の参加チームを募集します

子育て支援情報誌の
表紙イラストが決まりました

公共下水道の使用できる区域を
拡大しました

合併処理浄化槽設置費の
補助申請を受け付けています

　国庫補助の対象となるもので、

次の要件を満たすもの 

〇生物科学的酸素要求量（BOD）

除去率90％以上のもの 

〇放流水の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

化槽で次の要件を満たすもの 

〇BOD除去率が95％以上のもの 

〇放流水のBODが日間平均値10

㎎/l以下のもの 

〇総窒素濃度が20㎎/l以下のもの 

補助金額
〇5人槽　35万4,000円 

〇6・7人槽　41万1,000円 

〇8～10人槽　51万9,000円 

〇11～50人槽　51万9,000円 

申込み　環境政策課へ 
※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

りますのでご了承ください。 

 
考古博物館観覧料が

無料です
考古博物館　 74-1994　 74-0986 

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　県民の日を記念する事業の一環

として速報展｢発掘された鈴鹿

2004｣と常設展が無料で観覧できます。 

と　き　4月17日㈰　9時～17時 
※入館は16時30分までです。 

ところ　考古博物館 
※明治9年(1876)4月18日に、安濃

津県と度会県が合併して現在の三

重県が誕生したことから、4月18

日は県民の日と定められています。 

 
平成18年成人式実行委員会の

委員を募集します
生涯学習課　 82-7619　 82-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　鈴鹿市民で、成人式の企
画運営に参加する意欲のある方

（特に成人式該当者（昭和60年

4月2日～昭和61年4月1日生まれ

の方）の参加を歓迎します） 

委員会の開催　月1回程度夜間に

行います。第1回会議を6月上

旬に行う予定です。 

活動内容　｢平成18年鈴鹿市成人
式｣に関する企画・運営 

申込み　生涯学習課へ 
※平成18年鈴鹿市成人式は平成18

年1月8日(日)を予定しています。 

■今年の新成人委員のメッセージ
　｢平成17年成人式実行委員をや

らせていただいたのですが、大変

良い思い出になりました。この体験

から、行政をとても身近に感じまし

たし、広報に目を通すようになりま

した｣（中井里江さん） 

　｢成人式実行委員会に参加して、

自分たちの意見で式をつくりあげる

ことができました。特にシナリオを

作成し、自ら司会できたことは貴重

な経験でした｣（若宮孝則さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 
訪問理美容サービスの
出張経費を一部援助します
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　居宅で介護を受けている重度の

要介護者・身体障害者の家庭を訪

問し、カット・調髪を行う訪問理

美容サービスの出張経費を援助し

ます。ご希望の方は、年度ごとに

申請が必要です。 

対　象　市内に住所があり、市内
の居宅で介護を受けている40歳

以上の方のうち、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 

援助額　出張経費（上限2,000円） 
申込み　電話、ファクス、電子
メールで、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。 

平成17年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けます
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住所があり、平
成17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16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16年4月1日時点で満40歳以上 

○平成16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16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16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） 

交付金額　10万円 
申込み　9月30日㈮までに、長寿
社会課へ 

※審査は7月以降(予定)です。 

 
「長寿社会・私の主張」
コンクール作文を募集します
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　60歳以上の方（昭和21
年4月1日以前に生まれた方） 

内　容　家庭、職場、地域社会との関
わりの中で、高齢者の積極的な健康

づくり、社会貢献、文化・学習・スポ

ーツ活動、就業・就学などの具体的

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

行の縦書き） 

申込み　5月31日㈫（消印有効）ま
でに、表題、氏名、年齢、住所、

電話番号、現在の職業または前職

業歴、鈴鹿市広報で募集を知った

旨を記入した表紙を添え、〒105-

8466　東京都港区虎ノ門三丁目8-

21　虎ノ門33森ビル8階　(財)長寿

社会開発センター｢長寿社会・私

の主張｣係（　 03-5470-6753）へ 

 

 

お知らせ 
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平成17年度市税納期一覧
平成17年度の市税の納期は、次のとおりです。納期内納付にご協力をお願いします。 

※（　）内は納期限です。12月は26日が納期限です。ご注意ください。 

※納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに残高の確認をお願いします。 

納税課　 82-9008　 82-7660 nozei@city.suzuka.mie.jp 

 

 

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　平成17年4月1日現在で、
30歳以上70歳未満（昭和10年4

月3日から昭和50年4月2日生ま

れ)の国民健康保険に加入され

ている方のうち、過去1年間国

保税の滞納のない方 

と　き　6月6日㈪～7月31日㈰ 
ところ　市内の検診受託医療機関 
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
（応募者多数の場合は抽選） 

費　用　8,000円 
申込み　4月5日㈫から5月13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」、保険証の記号番号、

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

生年月日、性別、電話番号を記

入の上、〒513-8701保険年金課へ 

※該当者には、5月30日㈪に受診券

などの書類一式を送付します。 

 
特別障害給付金が
支給されます 

保険年金課　 82-9401　 82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　国民年金の任意加入期間に加

入しなかったことにより､障害基

礎年金などを受給していない障

害者の方を対象に、「特別障害

給付金制度」が創設されました。 

対　象 
○平成3年3月以前の国民年金任

意加入対象であった学生 

○昭和61年3月以前の国民年金任

意加入対象であった被用者（厚

生年金・共済組合等の加入者）

の配偶者で、国民年金に任意加

入していなかった期間内に初診

日があり、現在、障害基礎年金1

級・2級相当の障害に該当する

方（65歳に達する日の前日まで

において障害等級に該当する程

度の障害の状態にある方） 

支給月　請求のあった月の翌月分から 
支給額　1級：月額5万円、2級：
月額4万円 

申込み　保険年金課へ 
※原則として、65歳に達する日の

前日までに請求してください。経

過措置として、65歳を超えてい

る方は平成22年3月31日まで申請

できます。（障害認定などの審査、

支給事務は、社会保険事務局で行

います。） 

※詳しくは、津社会保険事務所 

　（　 059-228-9114）へ 

 
国民年金保険料の学生納付
特例申請と若年者納付猶予

申請の手続きを
保険年金課　 82-9401　 82-7660 

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　学生の方には、申請により保

険料の支払いが猶予される「学

生納付特例制度」があります。

毎年申請が必要です。引き続き

今年度も希望される方は、手続

きをしてください。 

　また、学生以外の20歳代の方

は、これまでの制度では本人の

所得が低くても、収入のある世

帯主と同居していると免除にな

りませんでしたが、平成17年4

月から、世帯主の所得にかかわ

らず本人と配偶者の所得要件で、

保険料を後払いできる制度がで

きました。 

手続き　年金手帳、印鑑、学生
の方は学生証または在学証明

書（原本）をお持ちの上、保

険年金課または地区市民セン

ターへ 

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

文化会館けやきホールの
受付期間を変更します

文化会館けやきホールの
工事を行います

鈴鹿市消防団が
表彰されました

結核予防接種（BCG）費用の
一部を助成します

自主企画事業を
支援します

春季「緑の募金」
運動にご協力を

お知らせお知らせ お知らせ 

 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

1月 

2月 

市・県民税 

 

 

全期・1期（6月30日） 

 

2期（8月31日） 

 

3期（10月31日） 

 

 

4期（1月31日） 

 

固定資産税・都市計画税 

全期・1期（5月2日） 

 

 

2期（8月1日） 

 

 

 

 

3期（12月26日） 

 

4期（2月28日） 

軽自動車税 

 

全期（5月31日） 

国民健康保険税 

 

 

 

1期（8月1日） 

2期（8月31日） 

3期（9月30日） 

4期（10月31日） 

5期（11月30日） 

6期（12月26日） 

7期（1月31日） 

8期（2月28日） 



の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

  2005・4・5 17

平成17年度市税納期一覧

国保人間ドック受診者を
募集します

特別障害給付金が
支給されます

国民年金保険料の学生納付
特例申請と若年者納付猶予

申請の手続きを

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

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

○高額療養費
　医療費が高額になったときに限

度額を超えた分を払い戻します。 

○出産育児一時金
　国民健康保険に加入している人

が出産したとき（妊娠85日以上の

死産・流産を含む)に支給します。 

※社会保険脱退後6カ月以内の場合

は社会保険から支給され、国民健

康保険からの支給はありません。 

○葬祭費
　国民健康保険に加入している

人が死亡したとき、葬儀を行

った人に支給します。 

※2年を経過すると時効になり、支

給されませんのでご注意ください。 

 
文化会館けやきホールの
受付期間を変更します
文化会舘　 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 
○変更前の受付期間
　使用日の6カ月前から受付 

↓　 

○変更後の受付期間
　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。 

 
文化会館けやきホールの
工事を行います

文化会舘　 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。この期間に

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。 

 
鈴鹿市消防団が
表彰されました

消防総務課　 82-9162　 83-1447
shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市消防団では、平成9年に

発足した女性消防団が、市民に

対する救急法指導をはじめ、火

災予防活動、人形劇による幼少

年への防火啓蒙活動などの活動

を行っています。こうした女性

消防団の地域に密着した日ごろ

の活動が認められ、本年度県下

唯一の消防団地域活動表彰を消

防庁長官より表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

　本表彰は、平常時の活動により、

地域防災力の向上に寄与すると

ともに、地域住民の安全の保持、

向上に顕著な功績があり、全国

の模範となる消防団に対して贈

られるものです。 

 
結核予防接種（BCG）費用の
一部を助成します

健康づくり課　 82-2252　 82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp 

　生後6カ月を超えてからのBCG

予防接種は、任意の予防接種と

なりましたが、生後6カ月に達し

た日から12カ月に達する日まで

に任意接種をした場合、費用の

一部を助成します｡ 

対　象　市内に住民登録・外国
人登録のある方で生後6カ月以

上12カ月未満の方で、BCG予

防接種を受けた方 

と　き　平成18年3月31日まで 

助成額　費用の3分の2で上限5,000円 
申込み　健康づくり課へ 
※生後6カ月に達する日までの接種

費用は全額公費負担です。法の趣

旨からもBCG予防接種は、生後6

カ月に達する日までに済ませまし

ょう。6カ月を超えてからの接種は、

任意接種となり、万一、健康被害

が発生した場合には、本人の不利

益となることがあります。 

 
自主企画事業を
支援します 

男女共同参画課　 81-3113　 81-3119 
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　主に市内で活動している団体

やグループ（営利団体や個人を

除く）が行う事業を支援します。 

対　象　次の全てに該当する事業 
○男女共同参画社会づくりにつ

ながる事業 

○広く市民が参加できる事業 

※テーマや形態（講演会、講座、展

示など）に制限はありません。 

○7月から平成18年2月までの間

に男女共同参画センターで行

う事業 

支援内容　事業経費の補助（10
万円を限度）や会場提供、広

報活動などの支援 

申込み　5月20日㈮までに、所定
の申請書に必要事項を記入の上、

男女共同参画課へ 

 
春季「緑の募金」
運動にご協力を

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

　地球温暖化などを防止し、緑

豊かで潤いのある生活が送れる

ように、一人ひとりが森林・緑

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。募金

にご協力いただいた方には緑の

普及に貢献していただけるよう

花の種をお渡しします。 

※花の種には数に限りがありますの

でご了承ください。 

と　き　4月1日㈮～5月31日㈫ 
ところ　地区市民センター 
 

お知らせ 
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育児・介護休業法が改正されました
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　次世代育成支援を進めていく上

でも大きな課題である、育児や介護

を行う労働者の仕事と家庭との両立

をより一層推進し、福祉の増進と経

済・社会の発展に資するため、「育

児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成3年法律第76号）」が改

正され、4月1日に施行されました。 

　各企業におかれては、これに沿

った雇用管理が行われるよう、企業

内の制度をもう一度点検していただ

き、男女労働者が仕事と家庭とを

容易に両立させることができるよう

な雇用環境の整備に努めてください。 

※詳しくは、厚生労働省ホームページ

（　 http ://www.mhlw.go. jp/ 

　 general/seido/koyou/ryouritu/ 

　 index.html）をご覧いただくか、三重

労働局雇用均等室（　 059-226-2318、

　 059-228-2785）へ 

 

消費生活小冊子を無料で配布します
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　身近な消費生活の基本知識を

掲載した「くらしの豆知識2005

年版」を無料で配布します。 

内　容　携帯電話とネットトラ
ブル、契約の基礎知識など 

配布数　40部（先着40人まで） 
申込み　4月28日㈭までに、直接
または電話で産業政策課へ 

 
テレビ広報で新番組が始まります
秘書広報課　 82-9036　 84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　4月11日㈪から、ケーブルテレ

ビ10chで、市内の民話を簡易ア

ニメーションでお送りする「ふ

るさとの心」が始まります。 

　市内には約60話の民話が語り継

がれているといわれています。昔の

人の習慣・知恵・夢・苦労・喜び・

悲しみなどが込められた民話を、子

どもから大人まで楽しくご覧いただけ

ますので、皆さんぜひご覧ください。 

 
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
(財)鈴鹿国際交流協会　 83-0724 　 83-0639

sifa@mecha.ne.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27日㈬～8月3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　16万円（旅券取得費用、
傷害保険料などの個人的経費

は別途自己負担） 

選　考　書類審査、筆記試験、面接試験 
申込み　4月19日㈫必着で、協会
事務局にある応募用紙に必要事

項を記入の上、直接または郵便

で〒513-0801　神戸一丁目1-1　

(財)鈴鹿国際交流協会事務局へ 

 
ガーデニングコンテストの
作品を募集しています

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

対　象　市内在住の方 
申込み　6月30日（当日消印有効）
までに、応募用紙に必要事項を記

入の上、自慢のお庭の写真を添

付して、〒513-0802　飯野寺家町

816　鈴鹿商工会議所内ガーデニン

グコンテスト事務局（　 82-3222）へ 

 
違法駐車確認事務などの

委託に関する説明会を行います
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp  

と　き　5月17日㈫　10時～12時 
ところ　津市栄町一丁目100　
三重県警察本部2階会議室 

申込み　4月26日㈫までに、警
察本部交通指導課駐車対策係

（　059-222-0110）へ 

自衛隊陸・海・空
幹部候補生を募集します

第29回鈴鹿市植木まつり

語学講座

スポーツガーデン春季スポーツ教室 県営鈴鹿スポーツガーデン　 72-2250　 72-2260 http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　いずれも、4月20日㈬
（必着）までに、直接来場す

るか、往復はがき、ファクスに

住所、氏名、年齢、性別、電

話番号、コース名を記入の上、

〒510-0261　御薗町1669県

営鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットからの申込み

もできます。 

※応募多数の場合は抽選します。 

※受講料にスポーツ安全保険料

を含みます。 

※詳しくは、同ガーデン水泳場

（　72-2250）、テニス場（　 72-

2285）へ 

2005・4・518

催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

コ ー ス

はじめてみよう水泳 

 

水中運動 

 

泳法マスター 

 

アクアビクス(朝) 初級 

 

アクアビクス(夜) 中上級 

 

ビギナーテニス 

 

ベーシックテニス(夜) 

 

グレードアップテニス(夜)

対　　象

高校生を除く18歳以上で泳げ
ない方かクロール10m以下の方 

運動をしていない方(中高齢
者向きで泳げなくても可) 

高校生を除く18歳以上 
クロール25m以上泳げる方

 

高校生を除く18歳以上 
 
高校生を除く18歳以上
中上級者対象

 
高校生を除く18歳以上
テニスが初めての方

 
高校生を除く18歳以上
テニスが初めての方 

高校生を除く18歳以上
でゲームができる方 

と　　き

5月11日から6月29日までの水曜日(全8回) 
9時50分～11時 

5月11日から6月15日までの水曜日(全6回) 
11時15分～12時15分 

5月12日から6月30日までの木曜日(全8回) 
14時～15時30分 

5月13日から6月3日までの金曜日(全4回) 
10時～11時 

5月11日から7月13日までの水曜日(全10回) 
19時～20時 

5月13日から6月3日までの金曜日(全4回) 
10時30分～12時 

5月17日から7月5日までの火曜日(全8回) 
19時15分～20時45分 

5月19日から7月7日までの木曜日(全8回) 
19時15分～20時45分 

定員

30人 

 

20人 

 

30人 

 

30人 

 

30人 

 

20人 

 

20人 

 

20人 

受講料

6,500円 

 

4,000円 

 

7,000円 

 

3,000円 

 

8,000円 

 

4,000円 

 

8,000円 

 

8,000円 
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育児・介護休業法が改正されました

消費生活小冊子を無料で配布します

テレビ広報で新番組が始まります

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

ガーデニングコンテストの
作品を募集しています

違法駐車確認事務などの
委託に関する説明会を行います

※詳しくは、交通指導課駐車対策係

へ（三重県警察ホームページ 

　（　 http://www.police.pref.mie.jp/ 

　index2.html）でもご覧いただけます） 

 
自衛隊陸・海・空

幹部候補生を募集します 
市民課　 82-9132　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp 

■一般・技術幹部候補生（一般・
技術・飛行・音楽）
対　象
○大学卒（見込み含む）で26歳未

満の方 

○大学院修士学位修了者で（海上技

術幹部候補学生志願者は理工学

修士学位者に限る）28歳未満の方 

■歯科・薬剤科幹部候補生
対　象 
○歯科：専門の大学卒（見込み

含む）で30歳未満の方 

○薬剤科：専門の大学卒（見込み

含む）で26歳未満（薬学修士学

位取得者は28歳未満）の方 

※年齢はいずれも平成18年4月1日現

在での年齢です。 

申込み　5月13日㈮まで 
※詳しくは、自衛隊四日市募集事務所

（　 51-1723・1779）へ 

■一次試験
と　き　5月21日㈯（飛行要員の
み5月21日㈯、5月22日㈰の２日

実施します） 

 

 

 

 
第29回鈴鹿市植木まつり 
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp 

　全国有数の植木産地である鈴鹿

の植木振興会が、毎年春に行うイベ

ントです。振興会会員が丹精こめて

育てた植木約300種類が販売されます。 

と　き　4月16日㈯、17日㈰
　9時～16時 

ところ　フラワーパーク（高塚町） 
内　容　緑花植物の販売、植木
寄せ植え体験、苗木の無料配布、

庭木剪定講習会など 

入場料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
語学講座 

(財)鈴鹿国際交流協会　 83-0724 　 83-0639
sifa@mecha.ne.jp 

ところ　(財)鈴鹿国際交流協会事

務局（神戸一丁目1-1鈴鹿市駅

ビル3階） 

受講料　いずれも、賛助会員1万
5,000円、一般1万7,000円で、

別途テキスト代が必要です。 

申込み　4月25日㈪までに、電話
で協会事務局へ 

■英会話中級（英語での会話中心）
と　き　5月9日から10月17日までの
月曜日（全20回）　19時～20時30分 

定　員　20人 
■英会話中級（英語での会話中心）
と　き　5月11日から9月21日までの
水曜日（全20回）　10時30分～12時 

定　員　20人 
■英会話初級（初歩の英会話中心）
と　き　5月11日から9月21日までの
水曜日（全20回）　19時～20時30分 

定　員　20人 
■英会話初級（初めての英会話中心）
と　き　5月12日から9月29日までの
木曜日（全20回）　10時30分～12時 

定　員　20人 
■韓国語入門（初めての方対象）
と　き　5月11日から9月21日までの
水曜日（全20回）　19時～20時30分 

定　員　15人 
■韓国語初級（韓国語を習ったことが
ある方、入門講座を受講された方） 
と　き　5月6日から9月30日までの
金曜日(全20回)　19時～20時30分 

定　員　20人 
※希望者多数の場合は抽選します。 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツガーデン春季スポーツ教室
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催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

新 し い 年 度 が 始 ま り ま し た  

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

お知らせ 

　今年もまた、新しい年度が始まりました。駅周辺には、この

4月から新しい学校や職場に向かうようになった人が大勢い

ます。だれもが、多くの期待と少しの不安を胸に秘め、がんば

っていきたいと思っているところでしょう。一方、昨日と何ら変

わらない日を過ごす人も、この時期には、こころ新たに希望を

持って過ごしている人も少なくないのだろうと思います。 

　わたしたちは、自分らしくいきいきと毎日の生活を送りたい

と望んでいます。自分らしく生きられることが、みんなの人権

が保障された社会ということができます。しかし、社会の中には、

その人が自由に選択することをはばむ習慣や風習などが存

在し、そのことで、生活を窮屈にさせられていることがあります。

　例えば、占いや血液型による性格判断には、自分の

ことを他人から決めつけられるということがありますし、

六曜などには、その日に自分のしたいことを妨げられる

ことがあります。 

　部落差別や障害者、外国人に対する差別もそんな

決めつけや偏見が一つの大きな要因となっています。 

　自分がありのままの自分と

してともに生活していける、

そんな鈴鹿市をみんなでつ

くっていきましょう。人権のま

ち｢鈴鹿｣を実現するために。

　 

 


