
○お知らせ

 
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.lg.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、玉垣、若松の各一部 

と　き　3月13日㈫～20日㈫(土・
日曜日を除く8時30分～17時15分) 

ところ　下水管理課(市役所本館9階) 
 

下水道事業の変更計画を
縦覧します

下水建設課　 382-9046　 384-3938
gesuikensetsu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市公共下水道事業(雨水)の変

更計画を定めましたので、縦覧します。 

と　き　3月5日㈪～26日㈪(土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時15分) 

ところ　下水建設課(市役所本館9階) 

鈴鹿市嘱託職員(国際教育
指導員)を募集します

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

職　種　国際教育指導員 

募集人員　1人 
業務内容　学校、幼稚園での国
際理解教育に関する助言、英

語指導助手の派遣に関するマ

ネージメント、事務など 

試験日時　3月24日㈯　10時から 
ところ　市役所本館11階 
試験内容　面接など 
※受験資格、申込みなど、詳しくは、

指導課へ 

 
いきいき健康スポーツクラブの

会員を募集します
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

　｢つくろう健康！交わそう笑顔！｣

をテーマに、平成19年度鈴鹿市い

きいき健康スポーツクラブの会員を

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 

※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、マレットゴ
ルフ、水中ウォーク、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8日㈭から、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 

 
｢すずかフェスティバル｣

イメージソングを募集します
商業観光課　 382-9020 　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　今年で11回目を迎える｢すずフェ

ス｣では、公募によるイメージソング

の制作を企画しています。皆さん

のすずフェスに対する思いを曲に

して、奮ってご応募ください。 

内　容
○踊り子も観客も一緒に口ずさめる

｢すずフェス｣のイメージソング

(曲と歌詞) 

○5分以内の未発表曲 

締切り　3月31日㈯ 
※応募の際は、鈴鹿市観光協会内｢す

ずかフェスティバル実行委員会事

務局｣(　 380-5595)へお問い合わ

せください。応募について詳しい

説明をします。 

 

障害者の通所費用と障害児の
通園費用を一部助成します 
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　平成18年10月1日㈰から平成19

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、療育手帳、

身体障害者手帳、精神障害者

地域福祉計画評価推進委員
を募集します

住宅のバリアフリー改修に伴い
固定資産税が減額される予定です

鈴鹿パートバンク・鈴鹿市
高年齢者職業相談室を廃止します

展望ロビーなどの一般開放を
休止します

■高齢者の死亡事故が連続して３件発生
〇2月2日㈮6時50分ごろ、長太旭町地内の県道上で、

軽トラックが道路を横断中の歩行者と衝突 

〇2月3日㈯11時35分ごろ、南玉垣町地内の市道交

差点で、軽乗用車と原付車が出会い頭に衝突 

〇2月17日㈯6時30分ごろ、中旭が丘地内の県道で、

乗用車が道路を歩いていた歩行者と衝突 

　３件の交通事故の被害者はいずれも65歳以上の高齢

者です。昨年の3月も、3件の死亡事故が発生しているよ

うに、これからの時季は交通事故の増加が懸念されます。

道路は危険な場所であることを再認識して、交差点や見

通しの悪い場所では必ず一時停止して安全確認を徹底

するなど、交通事故に遭わないようにしてください。 

■平成18年中の交通死亡事故の特徴
○歩行者、自転車による事故の多発
　死亡事故15件のうち、9件が歩行者や自転車乗

車中の事故で、そのうち5件は歩行者が被害に遭い、す

べて夜間から早朝に発生しています。 

○国道、県道などの幹線道路で多発
　死亡事故15件のうち8件が交通量の多い国道や県道で

発生しています。 

■平成18年中の交通事故発生状況
　平成18年中の交通事故発生件数は、人身事故、死亡事

故はともに減少していますが、16人の方が交通事故で亡く

なるなど、悲惨な交通事故が後を絶たない状況です。 

　平成18年中の交通事故発生状況は次のとおりです。 

 

交通事故発生状況をお知らせします　防災安全課　 382-9022　 382-7603　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

平成19年度前期教養講座　

平成18年
総事故件数

人身事故件数

死亡事故件数

死者数

負傷者数

物損事故件数

平成17年 増　減 平成18年 平成17年 増　減
鈴 鹿 市 三 重 県

7,172 

1,455 

15 

16 

1,907 

5,717

7,202 

1,558 

17 

18 

2,006 

5,644

－30 

－103 

－2 

－2 

－99 

+73 

 

65,376 

13,123 

157 

167 

17,610 

52,253

67,227 

13,441 

159 

163 

17,874 

53,786

－1,851 

－318 

－2 

+4 

－264 

－1,533
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○お知らせ

公共下水道の供用開始の
縦覧をします

下水道事業の変更計画を
縦覧します

鈴鹿市嘱託職員(国際教育
指導員)を募集します

いきいき健康スポーツクラブの
会員を募集します

｢すずかフェスティバル｣
イメージソングを募集します

障害者の通所費用と障害児の
通園費用を一部助成します

保健福祉手帳のいずれかを持っ

ている方で、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、肢体不自由児施設、

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
方法による通所、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 

※施設の種類によっては証明を受ける

際に証明書料がかかる場合があります。 

 

地域福祉計画評価推進委員
を募集します

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　｢鈴鹿市地域福祉計画｣の評価、

見直しのため、委員を募集します。 

対　象　市内に在住または勤務

している方で、福祉に関心の

ある20歳以上の方(平日昼間に

会議に出席できる方) 

任　期　2年 
定　員　2人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　3月20日㈫までに、応募の
動機(400字程度)、住所、氏名、年

齢、性別、職業、電話番号を記入

の上、郵送、ファクス、電子メール

で生活支援課へ 

 
住宅のバリアフリー改修に伴い
固定資産税が減額される予定です

資産税課　 382-9007　 382-7604
shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成19年4月1日から平成22年3

月31日までの間に、65歳以上の高

齢者などの一定の条件に該当する

方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)

について、階段の拡幅や手すりの

取付けなどのバリアフリー改修を行

い、補助金などを除いた工事費が

30万円以上になった場合、100㎡

分までを限度として、その住宅の翌

年度の固定資産税が3分の1減額

されます。今後、詳細が決まり次第

広報すずかなどでお知らせします。 

 
鈴鹿パートバンク・鈴鹿市

高年齢者職業相談室を廃止します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　アイリス2階に設置されている｢鈴

鹿パートバンク｣、｢鈴鹿市高年齢

者職業相談室｣は、3月31日㈯に廃

止されます。これまで行われてきた

職業相談・職業紹介などの業務は、

ハローワーク鈴鹿(鈴鹿公共職業安

定所)に集約されます。 

※詳しくは、ハローワーク鈴鹿(　382-

8609)へ 

 
展望ロビーなどの一般開放を

休止します
管財営繕課　 382-9009　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　3月21日(水・祝)は設備の整備のた

め市役所本館15階展望ロビーと1階

市民ギャラリーの一般開放を休止し

ます。当日はご利用いただけません

のでご了承ください。 

対　象　平成19年4月1日現在
で35歳以下の勤労青少年 

申込み　各講座の受付日(3月
12日㈪～16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

20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。 

※ヨガ講座は、全6回です。 

※開講後に退講される場合は、

教材費はお返ししません。 

交通事故発生状況をお知らせします　

平成19年度前期教養講座　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

講　　座　　名

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

パン・お菓子 

手芸・編物 

（火）陶芸 

中級英会話 

ヨガ 

華道(池坊) 

レクリエーション 

（水）陶芸 

（水）料理Ａ 

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 

バドミントン 

バレーボール 

硬式テニス 

卓球 

受付開始日

 

 
3月12日（月） 

 

 

 

3月13日（火） 

 

 

 

 

3月14日（水） 
 

 

 

 

3月15日（木） 

 

3月16日（金）
 

 

 

随時 

曜日 

 

月 
 

 

 

 

火 

 

 

 

 

 
水 

 

 

 

木 

 

金 

月 

木 

金 

金 

定員

15 

15 

10 

10 

20 

10 

15 

15 

35 

20 

20 

15 

24 

10 

20 

24 

女10 

10 

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 

無料 

1万5,000円 

2,500円 

3,000円 

1万2,000円 

6,000円 

2,000円 

1万2,000円 

1,500円 

2,000円 

2,000円 

 

サークル活動の

ため無料 

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 

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 

2007・3・5
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お知らせ

 
応急診療所の

歯科診療時間を変更します
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈰から応急診療所の歯

科診療の時間が変わります。 

変更前　9時30分～12時、13時～
16時30分 

変更後　9時30分～12時 
※5月3日～6日、年末・年始は9時

30分～12時、13時～16時30分です。 

※内科、小児科診療は変更ありません。 

 

にせ税理士にご注意を 
市民税課　 382-9446　 382-7604 

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　確定申告の時期になると、｢税金

のことは任せなさい｣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 

 

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です

保険年金課　 382-9401　 382-9455 
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度の国民年金保険料は、

1カ月1万4,100円(平成19年4月から)

です。毎月の保険料を口座振替に

すると、現金で月々保険料を納付

した場合に比べ、月50円(口座振

替で毎月末による早割した場合)安

くなります。振替方法は、1年前納、

6カ月前納、毎月納付(毎月末振替

による早割)、毎月納付(翌月末振替)

があります。口座振替手続きは、

年金手帳、預金通帳、通帳登録印

を持参し、金融機関でお願いします。 

※詳しくは、津社会保険事務所国民

年金課(　 059-228-9188)へ 

予約制による年金相談を
ご利用ください

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　社会保険事務所では、予約制に

よる年金相談を行っています。原

則1カ月前から電話で予約を受け

付けています。必ず最初に｢年金

相談の予約｣と言っていただき、そ

の後、日時を調整してください。 

電話受付時間　平日8時30分～17時 
申込み電話　　 059-225-5489 
相談場所　津年金相談センター
(津市広明町345-5三浴ビル1階) 

※この電話での年金相談はできません。 

 
不動産を公売します 

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

　三重地方税管理回収機構が不

動産の公売を実施します。公売に

参加できる資格に制限があります。

詳しくは、同機構徴収課(津市桜橋

三丁目446-34　三重県津庁舎内

　 059-213-7355　 h t tp : / /www.  

z e i - k i k o u . j p / )へ 

と　き　3月13日㈫　10時30分～11時 
ところ　三重県津庁舎(6階)第61
会議室 

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

第16回
鈴鹿市芸術文化協会祭

県営鈴鹿スポーツガーデン
体育館オープニングイベント

プラネタリウム春番組

平成19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
バドミントン 卓　　　球 テ　ニ　ス シ ニ ア テ ニ ス ヨ　　　ガ 弓　　　道 バレーボール
一般男女 一般男女 65歳以下男女 55歳以上男女  一般男女 一般男女 一般女性 

さ　わ　や　か 健　　　　康 女　性　健　康 柔　　　　道 剣　　　　道 な　ぎ　な　た
50歳以上男女 一般男女 一般女性 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 

金曜日(17回) 木曜日(17回) 火・金曜日(25回)  土曜日(22回) 土曜日(22回) 水曜日(12回)

13時～14時30分 19時～21時 9時30分～11時30分 19時～21時 19時～21時  19時～20時30分 

4月～9月 4月～9月 4月～9月 4月～9月 4月～9月 4月～7月 

定 員 な し  

市　　立　　体　　育　　館 武　　　　道　　　　館 

4月5日(木)まで 

教室名
対　象
曜　日
時　間
期　間
定　員
会　場
受付日時
参加料 3,000円 3,500円 4,000円 6,000円 中学生以下3,000円  高校生以上4,000円 

木曜日(15回) 水曜日(1５回) 水曜日(10回) 金曜日(15回) 火曜日(15回) 木曜日(12回) 木曜日(17回)

9時30分～11時30分 9時30分～11時30分 9時～11時 9時～11時 10時～11時30分 19時～21時 10時～12時 

4月～8月 4月～9月 4月～7月 4月～9月 4月～9月 4月～7月 4月～9月 

50人 60人 45人 20人 30人 30人 定員なし 

市立体育館 市立コート 武道館 市立体育館 

・ 平成18年度後期参加者（継続者）　3月6日(火)～17日(土)　　・ 新規参加希望者　3月15日(木)～22日(木)　12時          4月5日(木)まで 

教室名
対　象
曜　日
時　間
期　間
定　員
会　場
受付日時
参加料 4,500円 5,000円 3,500円 4,500円 　 4,000円 　 

※参加者は、鈴鹿市在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成18年度後期の当該教室に参加していない方を、弓道教室は3段以下の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18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です。

いずれの方も受付時に参加料を添えて、各会場に申し込んでください(ヨガ教室は市立体育館で受付)。 

※参加料には、スポーツ保険料(大人一人につき1,500円、中学生以下一人につき500円)が含まれています。  

※お子さまを連れての参加はご遠慮ください。 
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お知らせ

応急診療所の
歯科診療時間を変更します

にせ税理士にご注意を

国民年金保険料の納付は
口座振替がお得です

予約制による年金相談を
ご利用ください

不動産を公売します

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

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

対　象　平成19年に小学校入学、
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17日㈯、18日㈰　10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 
※本事業は今回をもって打ち切りと

させていただきます。 

 

○催し物

 
第16回

鈴鹿市芸術文化協会祭
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月17日㈯、18日㈰ 
ところ　文化会館 
内　容　市民の皆さんに会員の活
動の様子をご覧いただき、芸術

文化への関心と参加意欲を持っ

ていただくことを目的に開催します。

鈴鹿市芸術文化協会の全部門(美

術、文学、生活文化、演劇舞踊、

音楽)の発表・展示が行われます。 

※詳しくは、鈴鹿市芸術文化協会

（　387-0560）へ

県営鈴鹿スポーツガーデン
体育館オープニングイベント

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250　 372-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

と　き　3月25日㈰　 
ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デン体育館 

内　容　10時から記念式典、11時
からハンドボール記念試合 

観戦料　無料 
※体育館の使用申込み方法、料金など、

詳しくは、県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

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24日㈯～6月17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)、｢ダ

イナソウ｢恐竜｣DINOSOAUR」

～35億年前地球上に生命が誕

生し、2億5,000万年前に恐竜

たちは生まれてきました。こ

の恐竜たちは、いろいろな種

類に分かれながら繁栄してい

きますが6,500万年前に突然絶

滅してしまう～ 

定　員　各回180人 
■学習番組
と　き　4月4日㈬～6月15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、団体申込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、3月20日(火)

～23日(金)までの期間、投映を休

みます。 

気持ちよく生きること 
人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

　自分が気持ちよく生きることとは、ほかのだれか

も気持ちよく生きているかを考えたり、振り返って

みることではないでしょうか。それはだれ一人として、

忘れられることのない社会をつくること。一人でも

つらい人がいたら、自分がつらくなる可能性もある

わけで、あの高齢者世帯は地震があったとき、大

丈夫なんだろうか、耳が聞こえない人は火事のとき、

どうやって危険を知るんだろうか、このまちは安心

できるまちなのか、地域の中で考えていくことが、

人権が守られたすばらしい社会ではないでしょうか。 

　例えば、しょうがい者は少数派だから、社会

で生きていくうえで、つらいことがあっても当

たり前という考えがあっては、気持ちよく生き

ることはできません。そんなことを考えると、

女性がつらい社会は男性中心の社会、子どもが

つらい社会は大人中心の社会です。みんながそ

のことに気付けることが大切です。 

　また、知らず知らずに身に付いてきた価値観は、

本当にわたしたちを幸せにしてきたのでしょうか。

成績や能力で自分より下を見て安心したり、人より

いい車に乗ったり、いい服を着たり、肩ひじを張っ

て、気張って頑張って、周りにいい顔して生きるこ

とは、気持ちよい生き方なのでしょうか。無理した

生き方をやめて、自分のすべてを出して、人から意

見をもらって、少しずつでも変わっていこうとする。

これが自己変革であり、自分が解放されていく気持

ちよい状態ではないでしょうか。 

　みんな差別はいけない、無くしましょうと分かっ

ている。なのになぜ差別がなくならないのか。それ

は何が差別で何が差別でないか分からないからで、

これを理解できているかどうかでも随分違います。

気付かないうちに、人の足を踏んづけて痛い思いや

つらい思いをさせていた。そんなことをしてしまわ

ないような生き方がしたいものです。 

平成19年度前期スポーツ教室　

おわびと訂正
　2月20日号6ページ、杉野農園

の電話番号に誤りがありました

ので、おわびして訂正します。 

(誤)　 0 9 0 - 1 3 7 5 - 7 3 2 0  

(正)　 0 9 0 - 1 4 7 5 - 7 3 2 0

2007・3・5
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