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○お知らせ

 
鈴鹿亀山消費生活センターを

開設しました
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　4月3日㈪、｢鈴鹿亀山消費生活

センター｣を開設しました。セン

ターでは、消費生活に関する相

談や苦情をお受けし、解決する

ためのお手伝いをします。商品

の購入やサービス利用などのト

ラブルは、一人で悩まずにお気

軽にご相談ください。相談は電話、

来所のいずれでもお受けします。 

受付時間　月～金曜日　9時～16時
(祝日・年末年始は除く) 

ところ　算所一丁目3-3　鈴鹿農
協平田駅前支店2階(近鉄平田

町駅近く) 

電話番号　 　　　　375-7611 
 

 

 

 

 

 

 
消費生活小冊子を無料で配布します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

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2006年

版｣を無料で配布します。 

内　容　電話や電子メールを使
った請求詐欺、くらしのIT化(ネ

ットバンキングやお財布ケー

タイなど)、住生活の知識など 

部　数　45部(先着順) 
申込み　4月28日㈮までに直接ま
たは電話で産業政策課へ 

 
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

　年度始めの4月は異動の時期に

あたり、市民課窓口は処理をする件

数も多く、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。 

 
4月の木曜日は

一部窓口を19時まで延長します
市民課　 382-9013・9132　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　春は就職や進学、転勤などで住

民異動届や証明書を必要とするこ

とが多くなります。昼間仕事などで

時間の都合がつかない方はご利用

ください。木曜日以外の平日の窓

口時間は従来どおり(8時30分～17

時15分)です。 

◆延長する窓口と業務の範囲
○市民課　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、税証明書の交付 

※外国人登録は入国管理局および他

市区町村との連携が必要なため行

いませんのでご注意ください。 

○保険年金課　国民健康保険・
国民年金・老人保健・福祉医

療費助成 

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

 
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　 382-9026　 384-3938

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、

牧田、白子、飯野、河曲、一ノ宮、

箕田、玉垣、若松、神戸の各一部

約59.7haです。これで、すでに供用

をしている区域と合わせて約

1,383.1ha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　 382-9014　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対象地域　次の区域を除いた区域 
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】 
　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

10mg/L以下のもの 

〇総窒素濃度が20mg/L以下のもの 

対象物件　平成18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) 

女性のための2つの相談事業
をご利用ください

自主企画事業を支援します

石綿の特別健康相談窓口を
設置します スポーツ安全保険の

ご加入を

市民企画支援事業「ぷちカル講座」で行われた万華鏡づくり
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鈴鹿亀山消費生活センターを
開設しました

消費生活小冊子を無料で配布します

4月の市民課の窓口は混雑します 
ご理解とご協力を

4月の木曜日は
一部窓口を19時まで延長します

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

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。 

 
女性のための2つの相談事業

をご利用ください
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

◆電話相談
　電話相談を毎週金曜日に開設

します。

と　き　毎週金曜日(祝日・年末
年始は除く)　10時～16時(随時) 

内　容　家庭や地域での人間関係、
職場でのセクハラ、夫や恋人

からの暴力、生き方など心の

悩みについて、専門の女性相

談員が相談をお受けします。 

相談専用電話　　 381-3118(直通) 
◆女性弁護士による法律に関する

相談(予約制)
と　き　毎月2回水曜日 
申込み　電話で、男女共同参画
センター(　 381-3113)へ 

※日程は、広報すずか20日号相談カレ

ンダー、または鈴鹿市ホームページ

　http://www.city.suzuka.mie.jp/ 

　life/kurashi/sodan/index.html 

　でご確認ください。 

 
自主企画事業を支援します
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp
http://www.gender-free.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)

が行う次の事業を支援します。 

○実施要領に示すテーマで男女共同

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 

※形態(講演会、講座、展示など)に

制限はありません。 

○平成18年7月～平成19年2月の

間に男女共同参画センターで

開催できる事業 

支援内容　事業経費の補助(10万円
限度)や会場提供、広報活動など 

申込み　5月19日㈮までに、所定
の申請書に必要事項を記入し、

男女共同参画課へ 

※詳しくは、実施要領、ジェフリー

すずかホームページをご覧ください。 

石綿の特別健康相談窓口を
設置します

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　事業者、労働者、家族
などが中皮腫や肺がんに罹患

した方 

と　き　4月19日㈬、5月24日㈬、

6月21日㈬　13時30分～16時30分 

※7月以降も、平成19年3月まで毎月

1回開催されます。開催日など詳し

くは、三重産業保健推進センター

(　 059-213-0711　 059-213-0712 

　　 mie-ohpc@miesanpo. jp)へ 

ところ　独立行政法人労働者健康

福祉機構三重産業保健推進セン

ター(津市桜橋二丁目191-4　三

重県医師会ビル5階) 

内　容　専門医師による相談、
労災補償制度、新たな石綿健

康被害救済法、石綿のばく露

防止対策についての相談 

対応者　三重産業保健推進セン
ター所属相談員(医師)、三重

労働局担当職員 

申込み　事前受付が必要です。
電話、ファクス、電子メールで三

重産業保健推進センターへ 

※当日は、電話相談にも応じます。 

 
スポーツ安全保険の

ご加入を
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　5人以上の団体 
※文化・地域活動団体も加入できます。 

期　間　4月～平成19年3月31日 
申込み　スポーツ課、地区市民
センター、公民館、体育施設

などに備え付けの用紙に必要

事項を記入の上、保険料を添

えて百五銀行へ 

※詳しくは、スポーツ安全協会三重

県支部(　 372-8100)へ 

市民企画支援事業「ぷちカル講座」で行われた万華鏡づくり市民企画支援事業「ぷちカル講座」で行われた万華鏡づくり
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お知らせ 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
｢みえ犯罪被害者総合支援センター｣の会員を募集しています

　昨年10月に設立された｢みえ犯

罪被害者総合支援センター ｣では、

今春の社団法人化と本格的な業

務開始に向けた財源確保を目的

とする会員を募集しています。 

◆犯罪被害者総合支援センターとは
　犯罪の被害者やその家族・遺

族に対して、精神的なケアを行

うとともに、社会全体の被害者

支援意識の高揚を図り、被害者

の社会復帰や被害の軽減に資す

ることを目的とする団体です。 

◆募集要領
○会員の区分
　個人賛助会員(年会費2,000円)

　法人・団体賛助会員(年会費1万円) 

○入会手続き
　鈴鹿警察署、交番・駐在所、

鈴鹿市役所、地区市民センター

などに備え付けのリーフレット

の入会申込書に必要事項を記入

の上、郵便で、みえ犯罪被害者

総合支援センターへ 

※会費はお近くの金融機関で指定

講座へ振り込んでください。 

※詳しくは、みえ犯罪被害者総合

支援センター(　 059-213-8211

　059-227-4755)、(社)設立準備

事務局 (　 059-222-0110(内線

2922・2924)）または、鈴鹿警

察署警務係（ 380-0110(内線

210))へ 



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

 

 

○お知らせ 

 
国保人間ドック受診者を

募集します
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成18年4月1日現在で、
30歳以上70歳未満(昭和11年4

月3日から昭和51年4月2日生ま

れ)の鈴鹿市国民健康保険に加

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5日㈪～7月31日㈪ 
ところ　検診を受託した市内の
医療機関 

内　容　問診、聴打診、直腸診、
血圧、心電図、検尿、検便、

血液、胸部レントゲン、胃検

査(レントゲンまたは胃カメラ) 

定　員　2,050人(応募多数の場合
は抽選) 

負担金　8,000円 
申込み　4月5日㈬から5月12日㈮
17時(必着)までに、｢人間ドッ

ク受診希望｣と記入したはがき

または封書に、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(火)に受診券

など書類一式を発送します。 

国民年金保険料の
学生納付特例申請の手続きを
保険年金課　 382-9401　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　学生には、申請により保険料

の支払いを猶予される｢学生納付

特例制度｣があります。毎年申請

が必要です。今年度も引き続き

希望される方は、手続きをして

ください。 

ところ　保険年金課または地区
市民センター 

持ち物　年金手帳、印鑑、学生
証または学生証明書(原本) 

 
平成18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　 382-7935　 382-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住所があり、平
成18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17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17年4月1日時点で、満40

歳以上 

○平成17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17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17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29日㈮までに、長寿
社会課へ 

※審査は7月以降(予定)です。 

 
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　 382-7935　 382-7607

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。年度毎に申請が

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 　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。 

成人式実行委員会の
委員を募集します

緑の募金にご協力を

確定申告の見直しを

平成18年度前期
｢車座懇談会｣の参加

グループを募集します
〜市長が皆さんの活動場所へ出かけます〜

考古博物館観覧料が無料です

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

児童手当を受けていますか

平成18年成人式実行委員会の様子

2006・4・516

お知らせお知らせ お知らせ 

※(　　)内の数字は納期限です。12月は25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。 

平成18年度市税納期一覧
平成18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。 

納税課　 382-9008　 382-7660　 nozei@city.suzuka.mie.jp

税　目
市・県民税

固定資産税
都市計画税

全期
１期４月

５月

６月

７月

８月

９月

納付月

(５/１)

２期(７/31)

全期
１期

(６/30)

２期(８/31)

３期(10/31)

４期( 1/31)

軽自動車税

全期(５/31)

国民健康保険税 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

１期(７/31)

２期(８/31)

３期(10/ 2)

４期(10/31)

５期(11/30)

６期(12/25)

７期(１/31)

８期(２/28)

３期(12/25)

４期(２/28)

10月

11月

12月

１月

２月

３月

税　目

納付月
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国保人間ドック受診者を
募集します

国民年金保険料の
学生納付特例申請の手続きを

平成18年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けます

訪問理美容サービスの
出張経費を一部援助します

成人式実行委員会の
委員を募集します

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　平成19年鈴鹿市成人式の企画

や運営などに、新成人として自

ら関わっていただける方を募集

します。 

対　象　昭和61年4月2日～昭和
62年4月1日生れの市内在住の方 

内　容　市が主催する成人式の
企画立案、運営 

会　議　原則、月1回夜間に開催 
※第1回の会議は6月に開催します。 

 
緑の募金にご協力を

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　『ひとつぶの　種にたくそう

みんなの未来』を合言葉に、(社)

三重県緑化推進協会と県下市町

との連携により、｢緑の募金｣運

動を幅広く行います。皆さんの

ご協力をお願いします。 

と　き　4月1日㈯～5月31日㈬(4

月は緑の羽根の着用と募金強

調月間です) 

ところ　各地区市民センター 
※募金協力者には、花の種(コスモス・

ムラサキハナナ・カモミールのい

ずれか)をプレゼント(数量限定)。 

 
確定申告の見直しを

市民税課　 382-9006　 382-7604 
shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　確定申告で提出された申告書

の見直しをお願いします。申告

の内容に誤りがあった場合は申

告書の控えを持って税務署まで

お越しください。 

◆税金を少なく申告していたこと
に気付いたときは、修正申告を

　誤ったままにしておくと、不

足の税金を納めなければならな

い場合があるだけでなく、加算

税や延滞税も納めなければなら

ないことがありますのでご注意

ください。 

◆税金を多く申告していたことに
気付いたときは、更正の請求を
　原則として法定申告期限から

1年以内に納め過ぎの税金の還付

を請求することができます。 

※詳しくは、鈴鹿税務署( 382 -

0353)へ 

 
平成18年度前期

｢車座懇談会｣の参加
グループを募集します

〜市長が皆さんの活動場所へ出かけます〜
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

　｢車座懇談会｣は、よりよい鈴

鹿市にするため、市民と市長が

膝を突き合わす距離で、ざっく

ばらんに市政に対する真の思い

について話をする場です。 

　今年度の｢車座懇談会｣はグル

ープを対象に行います。仲の良

いグループやサークル活動のグ

ループなど、市内で活動してい

るグループの皆さん、市長と気

軽に話をしませんか。 

対　象 
○市内在住の10～15名のグループ 

○日ごろから行政と話をする機

会がないグループ 

※政治・宗教・営利を目的としたグ

ループは除きます。 

開催日　前期分は9月末までの期
間で、ご希望の日時を申込時

にご記入ください。 

テーマ　福祉、教育、防災、フリ
ートークなど、市政に関わるもの

ならできる限りご希望に添うよう

にします。 

※以前から継続している課題などで、す

でに市の担当部署と話し合いが持た

れた内容や、個人的な要望は除きます。 

募集数　4グループ（応募多数の
場合は抽選） 

申込み　5月10日㈬までに、地区

市民センター、公民館などに備え

付けの参加申込書に必要事項を

記入の上、直接、市民対話課へ

お持ちいただくか、電話、ファクス、

電子メールで同課へ 

※ホームページにも参加申込書を掲

載してありますのでご利用ください。 

※詳しくは、参加申込書をご覧ください。 

 

考古博物館観覧料が無料です
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

　県民の日を記念して、速報展｢発

掘された鈴鹿2005｣と常設展が無

料で観覧できます。 

と　き　4月22日㈯　9時～17時 
※入館は16時30分までです。 

ところ　考古博物館 
 

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
㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
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

本事業に参加したことのない方 

と　き　7月26日㈬～8月2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D.C.(2泊) 

定　員　20人 
参加費　18万円(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
(4月30日㈰)、面接試験(5月

14日㈰)を行います。 

申込み　4月21日㈮(必着)までに、

㈶鈴鹿国際交流協会事務局に

備え付けの参加申込書に必要

事項を記入の上、直接または

郵便で、〒513-0801　神戸一

丁目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3

階同事務局へ 

児童手当を受けていますか

平成18年成人式実行委員会の様子平成18年成人式実行委員会の様子
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お知らせ 

平成18年度市税納期一覧



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

 

 

○お知らせ

 
自衛隊陸・海・空

幹部候補生を募集します
市民課　 382-9013　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

◆一般・技術幹部候補生
  (一般・技術・飛行・音楽)
応募資格
○大学を卒業した方(見込み含む)

で20歳以上26歳未満の方 

○大学院修士学位修了者(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)で、28歳

未満の方 

◆歯科・薬剤科幹部候補生
応募資格
歯　科　歯学の課程を卒業した
方(見込み含む)で、20歳以上

30歳未満の方 

薬剤科　薬学の課程を卒業した
方(見込み含む)で、20歳以上

26歳未満の方(薬学修士学位取

得者は28歳未満の方) 

※いずれも平成19年4月1日現在の

年齢です。 

申込み　5月12日㈮まで 
※詳しくは、自衛隊三重地方連絡部

四日市募集事務所(　 351-1723)へ 

【一次試験】
と　き　5月20日㈯(飛行要員の

み5月20日㈯、21日㈰の両日行

います) 

 

 

○催し物

 
レディースソフトボール大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

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16日㈰(予備日23日㈰) 
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11日㈫までにスポーツ課へ 
 
春季企画展｢光太夫の里がえり｣

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月1日㈯～6月29日㈭　
10時～16時 

ところ　大黒屋光太夫記念館
(若松中一丁目1-8) 

内　容　鈴鹿市指定文化財・帰
郷文書を中心に展示しています。 

入館料　無料 
※詳しくは、大黒屋光太夫記念館

(　 385-3797)へ 

 
第30回鈴鹿市植木まつり
農林水産課　 382-9017　 382-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　全国有数の植木産地である鈴鹿

の植木振興会主催のイベントです。 

と　き　4月15日㈯、16日㈰

　9時30分～16時　 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　植木・花の販売、植木
寄せ植え体験、トピアリー作

り体験、苗木プレゼント、庭

木剪定講習会など 

※詳しくは、鈴鹿市植木振興会(市

役所農林水産課内(　 382-9017))へ 

 

 

○講座・教室

 
短期講座｢ヨガ教室｣

勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　5月9日、16日、23日、6月
6日、13日、20日の火曜日　19時

～20時30分(全6回) 

ところ　勤労青少年ホーム体育室 
内　容　呼吸に合わせて身体を
動かす｢ハタヨガ｣ 

講　師　東　親子さん、川岸　
敦子さん(国際ヨガ協会講師) 

定　員　30人(先着順) 
参加費　1,000円 
持ち物　バスタオルかヨガマット 
※運動可能な服装でお越しください。 

※ヨガマット(2,500円)の注文は、

希望者のみ受付けます。 

申込み　4月18日㈫19時30分の受
付開始までに順番に並んだ人

から先着順で受付します。教

材費などを添えて、直接、勤

労青少年ホームへ 

パソコン講座

平成18年度春季スポーツ教室

2006・4・518

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 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

講 　 座 　 名

英会話　初級 

英会話　初級 

英会話　中級 

英会話　中級 

韓国語　入門 

韓国語　入門 

と 　 　 　 　 　 　 　 き

5月10日～9月27日の水曜日　19時～20時30分（全20回） 

5月11日～9月28日の木曜日　10時30分～12時（全20回） 

5月 ９日～9月26日の火曜日　19時～20時30分（全20回） 

5月10日～9月27日の水曜日　10時30分～12時（全20回） 

5月 ９日～9月26日の火曜日　10時30分～12時（全20回） 

5月10日～9月27日の水曜日　19時～20時30分（全20回） 

定 　 員

20人 

20人 

20人 

20人 

15人 

15人 

語学講座 ㈶鈴鹿国際交流協会　 383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
受講料　賛助会員1万5,000円、一般1万7,000円（テキスト代は別途） 
申込み　4月20日㈭(必着)までに往復はがきに、住所、氏名(フリガナ)、電話番号、ファクス番号、電子メー
ルアドレス、希望講座名、曜日、時間を記入し、返信用はがきにご自分の住所、氏名を記入の上、〒513-

0801　神戸一丁目1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3階　㈶鈴鹿国際交流協会｢外国語講座｣係へ 

※応募者多数の場合は抽選します。 

4月から新番組・リニューアル番組が登場



の情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

わたし自身を見てください  
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 

自衛隊陸・海・空
幹部候補生を募集します

レディースソフトボール大会

春季企画展｢光太夫の里がえり｣

第30回鈴鹿市植木まつり

短期講座｢ヨガ教室｣

※1人で複数の申込みはできません。 

※利用登録をされていない方は、利

用者会費として別途600円必要です。 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　4月12日㈬(平日の

10時～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　 ・　387-0767 

　　 387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
とき・内容　いずれも3時間講習を
2日間行います。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1
　4月15日㈯、16日㈰ 

　4月25日㈫、27日㈭ 

○基礎2
　4月19日㈬、21日㈮ 

○ワード応用 
　4月22日㈯、23日㈰ 

○エクセル基礎 
　4月26日㈬、28日㈮ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2 
　4月26日㈬、28日㈮ 

○ワード基礎 
　4月15日㈯、16日㈰ 

　4月25日㈫、27日㈭ 

○エクセル基礎 
　4月19日㈬、21日㈮ 

○エクセル応用
　4月22日㈯、23日㈰ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代とし
て基礎1と基礎２は兼用で

1,050円、ワード基礎とエクセ

ルの基礎はいずれも800円、ワ

ード応用とエクセル応用はい

ずれも1,050円が別途必要) 

 
平成18年度春季スポーツ教室

県営鈴鹿スポーツガーデン
　 372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

　5月から始まる次のスポーツ教

室の参加者を募集しています。 

◆水泳場
○25mマスターズコース 

○健康水中運動コース 

○アクアビクス(朝)コース 

○アクアビクス(夜)コース 

○フィットネスヨガ(昼)初級コース 

○フィットネスヨガ(朝)中級コース 

○フィットネスヨガ(夜)コース 

◆テニス場
○ベーシックテニス(朝)コース 

○グレードアップテニス(夜)コース 

申込み　4月5日㈬から20日㈭ま

でに、ファクスまたは直接窓

口で申し込んでください。 

※ホームページでも申込みできます。 

※詳しくは、水泳場(　 372-2250)

またはテニス場(　 372-2285)へ 
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催し物 

講座・教室 

　ある日系ブラジル人の方々との交流イベントに参加し

ていた時のことです。イベントも進行し、お互いの気持ち

も和んできたころ、主催者である日系ブラジル人の方が、

「楽しい？」とわたしに声をかけてきました。「楽しんでま

すよ」と答えると、その方は「ブラジル人には、いい人も

いるし、悪い人もいる。日本人にも、いい人もいるし、悪

い人もいる」と続け、ニコッと笑いました。 

　このときは、何か唐突とも思えるやりとりだったので

すが、つい最近親しくなった別の外国人の方からも、

同じような言葉を聞きました。 

　皆さんは、このことをどのように感じられますか？ 

　わたしたちは、よくわからないことについて、うわさや伝聞を

そのまま受け入れてしまうことがあります。そして、ある一部の

人の行いを、その人が日本人であれば「そんな人もいるの

か・・・」「そんなこともあるのか・・・」と思うことも、外国人であ

れば「外国人はみんな・・・」「やっぱり外国人は・・・」と、さも全

体かのごとく決めつけて見てしまい、判断してしまいがちです。 

　言った人は違いますが、彼ら二人がわたしに伝え

たかったことは同じだと思います。 

　彼らの言葉の内容は、よく考えれば「ごく当たり前」

で、「誰でもわかること」なのですが、きっと日本での

生活の中で、そのことになかなか気が付いてもらえな

いと感じてきたのだと思います。 

　「外国人である前に、わたしはあなたと同じ人間です。

わたし自身を見てください」彼らは、わたしにそう伝え

たかったのではないでしょうか。 

お知らせ 

国際理解のつどい　韓国フェ
ア

語学講座

4月から新番組・リニューアル番組が登場
㈱ケーブルネット鈴鹿制作部　 388-1717　 388-3939

■子育て情報｢ちびっこひろば｣　親子で楽しめる場所や子育てに役
立つサービスなど、子育て情報満載の番組です。 

放送日時　毎月16日～23日　10時、13時(土曜休み)、17時、21時、24時からの各15分 
■｢なつきのワクワクお店さがし｣　大好評のお店紹介番組が一新。
新リポーターが楽しく紹介します。 

放送日時　毎月1日～7日、16日～23日　9時30分、12時30分(土曜休み)、16時30分、
20時30分、23時30分からの各15分 

■｢Flower Basket｣　お花好きの方必見です。ガーデニング情報番
組に、新コーナー｢手作りに挑戦｣が加わります。 

放送日時　毎月1日～7日　10時、13時(土曜休み)、17時、21時、24時からの各15分 
※詳しくは、CNSのチャンネルガイド4月号、またはホームページ

(　 http ://www.cns-tv .co . jp/)をご覧ください。 


