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○お知らせ

 
3月・4月の市民課の窓口は
混雑します ご理解とご協力を

市民課　 382-9132　 382-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

　年度末の3月と年度始めの4月

は異動の時期にあたり、市民課

窓口は処理件数が多く、非常に

込み合い、かなりの時間お待ち

いただく場合があります。皆さ

んには大変ご迷惑をおかけしま

すが、時間に余裕を持ってお越

しいただきますようお願いします。 

　なお、証明書の交付、届出の

受付は地区市民センターでも行

っていますのでご利用ください。 

 
精神障害者・心身障害者の

通所・通園費用を一部助成します
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　平成17年10月1日㈯から平成18

年3月31日㈮までにかかった次の

費用を一部助成します。 

対　象 
○市内に住所があり、精神障害

者保健福祉手帳をお持ちの方で、

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 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設、自閉症児治療施

設またはその他これらに類す

る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) 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法により公共交通機関を

利用して通所・通園した費用の

2分の1(上限：一人月額5,000円) 

申込み　4月10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 

 
4月1日から

障害者自立支援法が始まります
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　4月1日から、支援費サービスが障

害者自立支援法のサービスに変わり、

現在、支援費の受給者証をお持ち

の方は、新たな申請が必要になります。

対象の方には2月1日付で申請書類

を送付しましたので、手続きを行っ

てください。なお、新規の申請は随

時受け付けますので、申請をされる

方は、事前に障害福祉課へ電話連

絡をお願いします。日程調整の上、

面談させていただきます。 

対　象　身体障害者、知的障害者、
精神保健福祉のいずれかの手

帳をお持ちの方 

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成18年小学校入学、
中学校卒業の児童をもつひと

り親家庭(母子、父子、準母子) 

と　き　3月24日㈮　9時～19時、

25日㈯、26日㈰、4月1日㈯、

2日㈰　9時～17時 

ところ　ジェフリーすずか研修室2 
持ち物　ひとり親家庭であるこ
とが確認できる書類(健康保険証、

児童扶養手当証書など)、印鑑 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
 

子育て情報紙を
一緒に作成しませんか

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　わたしたちコーディネーター

と一緒に｢鈴鹿市の子育て情報紙｣

を作成するボランティアを募集

します。育児中のママ、育児を

終えた先輩ママ、保育学生など、

皆さんが持っているそれぞれの

情報を生かしてみませんか。 

内　容　育児中のお母さんが知
りたい内容を収集します。 

定　員　10人(応募多数は抽選) 
申込み　3月6日㈪から24日㈮(必
着)までに、はがきに、住所、氏名、

年齢、電話番号と｢こんな情報

戦没者等ご遺族の方へ
特別給付金の請求はお済みですか

公共下水道の供用開始の
縦覧をします

第10回すずかフェスティバルの
開催日が決まりました

2006・3・524

お知らせお知らせ お知らせ 

平成18年度前期教養講座　　　　　　　　 　　　　

扶養親族数
所得限度額 

0人
460万円未満 

1人
498万円未満 

2人
536万円未満 

3人
574万円未満 

4人
612万円未満 

5人
650万円未満 

■平成16年4月から拡充された制度
対　象　4歳～義務教育就学前の乳幼児 
※4歳未満の乳幼児についてはこれまでと同様に、入院・

通院の助成を行っています。 

対象医療費　入院に要した保険診療分の医療費 
対象期間　平成16年4月の入院分から 
※申請は、診療月から2年間有効です。 

■所得制限
　助成を受ける場合には、次のとおり、保護者の所

得額が制限額未満の場合に限られます。 

【所得制限額（平成17年９月１日改正）】

■申請方法
　助成を受けるには保険年金課で手続きが必要です。

次のものを持ってお越しください。所得判定を行う

ため、地区市民センターでは申請できませんのでご

注意ください。 

持ち物　加入の健康保険証、通帳(郵便局以外)、入
院に要した領収証(診療年月日、保険点数、受診者

名がわかるものを1カ月分まとめてください)、印

鑑(認印可)、所得証明(転入などにより鈴鹿市で所

得のわからない保護者の方)

就学前乳幼児医療費助成制度のご利用を　　保険年金課　 382-7627　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　乳幼児医療費助成制度が平成16年4月から改正され、4歳未満の乳幼児医療費助成(入院・通院)に加え、4歳

～義務教育就学前の乳幼児についての入院に要した費用の助成を行っています。 
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3月・4月の市民課の窓口は
混雑します ご理解とご協力を

精神障害者・心身障害者の
通所・通園費用を一部助成します

4月1日から
障害者自立支援法が始まります

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

子育て情報紙を
一緒に作成しませんか

紙を作りたいの一言｣を記入の上、

〒510-0261　御薗町4135-124

子育て支援センターへ 

※詳しくは、子育て支援センター

(　 372-3303　担当：鈴木)へ 

 
戦没者等ご遺族の方へ

特別給付金の請求はお済みですか
生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

■戦没者等の妻に対する特別給
付金(第二十二回い号)

対　象　平成15年4月1日現在、
公務扶助料または遺族年金な

どを受給し、｢第十七回特別給

付金国庫債券い号｣をお持ちだ

った戦没者等の妻で、手続き

がお済みでない方 

内　容　額面200万円、10年償還
の記名国債の支給 

請　求　3月31日㈮まで(土・日

曜日、祝日を除く8時30分～17

時15分)に、生活支援課へ 

■戦没者の父母等に対する特別
給付金(第二十一回い号)

対　象　平成15年4月1日現在、公

務扶助料または遺族年金などを

受給し、｢第十九回特別給付金

国庫債券い号｣をお持ちだった

戦没者の父母・祖父母の方で、

手続きがお済みでない方 

内　容　額面100万円、5年償還
の記名国債の支給 

請　求　3月31日㈮まで(土・日

曜日、祝日を除く8時30分～17

時15分)に、生活支援課へ 

※いずれも、請求期間が過ぎると請求

できなくなりますのでご注意ください。 

 
公共下水道の供用開始の

縦覧をします
下水管理課　 382-9026　 384-3938

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。 

対象地区　国府、牧田、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㈫～22日㈬(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分) 

ところ　下水管理課（市役所９階） 
 
第10回すずかフェスティバルの

開催日が決まりました
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　今年で10年目の節目を迎える｢す

ずフェス｣の開催日が決定しまし

た。この記念すべき年に、すず

フェスと同時に開催していただ

ける地域のお祭りを募集します。

元気いっぱいの踊り子たちと一

緒に夏祭りを盛り上げませんか。 

と　き　8月5日㈯、6日㈰
ところ　弁天山公園ほか 
主　催　すずかフェスティバル
実行委員会 

※詳しくは、鈴鹿市観光協会(　 059-

380-5595)へ 
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お知らせ 

対　象　平成18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(3月13日
㈪～17日㈮　18時30分～19時30

分まで)に、ホーム利用登録の

手続きを済ませ(当日登録可。

有効期限は平成19年3月31日)、

教材費を添えて直接同ホームへ 

※受付は、曜日ごとに行います。 

※利用登録の際に利用者会費600円

が必要です(登録後は講座申込みの

抽選もれの場合も含め返金できま

せん)。 

※申込者多数の場合は、受付日当日

に抽選します。 

※開講後にテキスト代や生地代など

の実費をご負担いただく講座があ

ります。 

※開講後に退講される場合は、教材

費はお返ししません。 

※4月10日(月)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成18年度前期教養講座　　　　　　　　 　　　　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

就学前乳幼児医療費助成制度のご利用を

講　　座　　名

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

（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 

ゴルフ 

（木）料理B 

着物の着装 

日常マナー 

入門英会話 

中級池坊 

バドミントン 

バレーボール 

硬式テニス 

受付開始日

 

3月13日 

（月） 
 

 

3月14日 

（火） 
 

 

 

 

3月15日 

（水） 
 

 

 

3月16日 

（木） 
 

3月17日 

（金） 

随時 

（サークル） 

曜日 

 

 
月 

 

 

 

火 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

木 

 

金 
 

月・木 

火 

金 

定員

15 

10 

15 

10 

24 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

24 

10 

10 

20 

24 

女10 

10 

20 

20 

－ 

－ 

－ 

教  材  費 

1万5,000円 

3,000円 

5,000円 

1,000円 

1万2,000円 

5,000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 

2,000円 

1万2,000円 

2,000円 

1,000円 

2,000円 

1万5,000円 

 

無料 

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 

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 

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30分 

18時30分～20時30分 

 

18時30分～20時30分 



の情報情報 の情報情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

教  室  名 さわやか 健　康 バレーボール 女性健康 テニス シニアテニス 柔　道 剣　道 なぎなた

 対　　象 50歳以上 
男　女 一般男女 

 
一般女性 

 
一般女性 
 

65歳以下 
男　女 

55歳以上 
男　女 

小学１年～中学３年 
男　女 

小学１年～中学３年 
男　女 

小学生以上 
男　女 

曜　　日 金曜日(全17回) 木曜日(全18回) 木曜日(全17回) 火・金曜日(全25回) 水曜日(全10回) 金曜日(全15回) 土曜日(全22回) 土曜日(全22回) 水曜日(全12回)

時　　間 13時～14時30分 19時～21時 10時～12時 9時30分～11時30分 9時～11時 9時～11時 19時～21時 19時～21時 19時～20時30分 

定　　員 ― ― ― ― 45人 20人 ― ― ― 

参  加  料 2,500円 3,000円 3,500円 3,500円 3,000円 3,500円 6,000円 6,000円 3,000円 

会　　場 市立体育館 市立コート 市武道館 

受付日時 4月7日（金）まで 3月8日（水）13時～14日（火）12時 4月4日（火）まで 

※参加者は、市内在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成17年度後期の当該教室に参加

していない方を優先的に先着順で受付します(一人につ

き1教室1枚のみ)。平成17年度後期の教室参加者につい

ては、定員に達した場合は抽選します(受付期間は同じ

です)。いずれの方も受付時に参加料を添えて、各会場

で申し込んでください。 

※定員のない教室に申込みをされる方は、受付時に参加

料を添えて各会場で申し込んでください。 

※参加料には、スポーツ保険料(大人1人につき1,500円、

中学生以下1人につき500円)が含まれます。 

※バドミントン、卓球、弓道などの募集案内は、3月20日

号に掲載します。 

※お子さまを連れての参加はご遠慮ください。 

平成18年度前期スポーツ教室 　　市立体育館　 387-6006　 387-6008　武道館　 388-0622　 388-0940

 

 

○お知らせ

 
「司法処分出廷要請通達書」

のはがきにご注意を
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　最近、｢消費者相談室｣という

所から｢司法処分出廷要請通達書｣

という架空請求はがきが届いて

います。このようなはがきが届

いても、一切連絡しない、請求

には応じないようにしてくださ

い(裁判手続の通知であれば必ず

裁判所から封書で届きます)。 

※詳しくは、三重県県民生活センター

(　 059-228-2212、月～金曜日：

9時～16時)へ 

 
にせ税理士にご注意を

市民税課　 382-9006　 382-7604
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、法律に違反します。また、

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(　 382-0353）へ 

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　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　｢つくろう健康！交わそう笑顔！｣

をテーマに、平成18年度鈴鹿市い

きいき健康スポーツクラブの参加者

を募集します。 

対　象　鈴鹿市民で60歳以上の方 
と　き　月2回程度(隔週水曜日・
全23回)　9時30分～11時30分

(休憩時間を含む) 

※時間は変更する場合があります。 

ところ　市内の運動施設など 
内　容　健康体操、グランドゴ
ルフ、パドルテニス、音楽療法、

ハイキングなど 

定　員　150人(先着順) 
参加料　3,000円(年額) 
申込み　3月6日㈪から31日㈮ま

でに、所定の申込用紙に必要

事項を記入・押印の上、参加

料を添えてスポーツ課へ 

 
ガーデニングコンテストの

作品を募集します
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市のまちづくり、景観の一

環として、「第3回ガーデニングコ

ンテスト」を開催します。自慢のお

庭の写真をお待ちしています。 

対　象　市内在住の方 
申込み　3月10日㈮から6月30日

㈮(当日消印有効)までに、鈴

鹿商工会議所に備え付けの応

募用紙を写真裏面にはり、必

要事項を記入の上、〒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(　 382-3222)へ 

表　彰　7月下旬に、入賞者に直
接通知し、8月6日㈰に、鈴鹿

ハンター1階催事場で表彰式を

行います。入賞者には、賞状

と副賞を授与します。 

※同会場にて8月4日（金）から8日（火）

まで作品展示を行います。 

 
エコ事業所を認定しました
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　新しく3事業所をエコ事業所と

臨時職員の登録者を募集します

前川定五郎資料室の見学を
予約制に変更します

プラネタリウム春番組

心身障害児レクリエーション

国際理解のつどい　韓国フェア

2006・3・526

催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

国際理解のつどい　韓国フェ
ア



の情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

わたしも大切、あなたも大切  
人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

平成18年度前期スポーツ教室 　

「司法処分出廷要請通達書」
のはがきにご注意を

にせ税理士にご注意を

いきいき健康
スポーツクラブの

参加者を募集します

ガーデニングコンテストの
作品を募集します

エコ事業所を認定しました

して認定しました。 

○有限会社　樋口設備 
　代表取締役　樋口典次　 

　稲生塩屋一丁目5-1 

○株式会社　奥村産業 
　代表取締役　奥村正義 

　椿一宮町1612 

○山下建設　株式会社 
　代表取締役　山下信雄 

　岸岡町3071-8 

 
臨時職員の登録者を募集します

人事課　 382-9037　 382-2219
jinji@city.suzuka.mie.jp

　一般的な事務補助を行う臨時職

員として登録していただける方を随

時募集しています。希望の方は写真

添付の履歴書を持参して人事課ま

でお越しください。登録者の中から

必要の都度、勤務条件・経験など

を考慮して雇用させていただきます。 

 
前川定五郎資料室の見学を

予約制に変更します
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　4月1日から、牧田小学校内の

前川定五郎資料室の見学は、予

約が必要になります。 

公開日　土・日曜日、祝日(10時～16時) 

※学校関係者などに限り、平日も公

開できます。 

予約受付　見学日の3日前(月～
金曜日の8時30分～17時15分)

までに、電話で文化課へ 
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プラネタリウム春番組

文化会館　 382-8111　 382-8580

■一般・春番組
と　き　3月18日㈯～6月16日㈮

10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容　春の星座(おおぐま座・こ
ぐま座・しし

座ほか)、｢ら

くだ座｣の神

話紹介、｢エ

トワール｣星座が奏でるシンフォニー 

定　員　各回180人 
■学習番組
と　き　3月23日㈭～6月16日㈮

10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容　｢太陽・月・星の動き｣ 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、3月10日(金)

～17日(金)の期間、投映を休みます。 

心身障害児レクリエーション
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　心身に障害のある児童とその

親とのふれあいのため、レクリ

エーションを行います。 

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中度以

上)とその保護者 

と　き　3月28日㈫　10時～14時
30分 

ところ　鈴鹿サーキット 
申込み　3月14日㈫までに、障害
福祉課に備え付けの申込用紙に

必要事項を記入の上、同課へ 
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㈶鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp 

と　き　3月19日㈰　11時～15時
30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　宮廷料理、物産展、パ
ネル展、クイズ、民俗衣装着付、

映画上映会(入場券前売り1回

500円、当日券はありません)
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　自尊感情という言葉をご存知でしょうか。自尊感

情とは、自分を大切と思える心、自分のことが好き

である心、つまり自分に対してプラスの評価をする

感情をいいます。 

　自分だけを大切にする自己中心感情と違い、自尊

感情は、自分も大切であると同時に他人も大切とい

う感情です。自分と他人を比較するのではなく、あ

るがままの自分を認めたうえで、不完全で失敗もす

るけれど一生懸命生きている自分の姿を受け入れる

とき、他の人の不完全さや失敗も受け止めやすくな

ります。周りの人を自分同様に、かけがえのない存

在として認める気持ちが生まれやすくなります。 

　自尊感情が高まれば、他の人に対して寛大で心温

かく、配慮や気配りをするゆとりも生じ、人権を基

盤にした好ましい人間関係を築くことにつながります。 

　逆に自尊感情が低くなると、自分自身を消極的

にしか評価できなくなり、「自分はだれにも認めら

れていない」という気持ちから、劣等感やコンプ

レックスが強まり、それを他人のせいにしたりして、

人間関係におけるトラブルを増加させてしまいます。 

　誰にも認められず、苦しくて自分のことで精

一杯の人にとっては、他の人のことを思いやる

気持ちには、なかなかなれません。その人にと

って必要なのは、まず自分自身を受け入れ、認

めてくれる身近な存在です。特に小さな子ども

にとって、自分を丸ごと受け入れてくれる人が

いることは、大切なことではないでしょうか。 

　自尊感情は、人とのかかわりの中で育ちます。

自分を大切にし、相手も大切にする、そんな人

間関係を育てていきましょう。 

お知らせ 
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