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鈴鹿市シティセールス 
戦略素案への意見を 
募集します 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、現在、鈴鹿市の持つ

良さをアピールして、人(ヒト)、

物(モノ)、金(カネ)、情報といっ

たさまざまな資源の獲得を目的に、

本市の強み、すなわち個性的魅

力をいかに売り込むかという、

鈴鹿市シティセールス戦略の策

定を進めています。 

　これまでに市役所内で議論を

重ねたものを、素案としてまと

めましたので、公表し、広く皆

さんの意見を求めます。 

募集期間　5月7日㈪～18日㈮ 
閲覧場所　企画課、市政情報課、
地区市民センター・公民館、

市ホームページ 

意見提出方法　窓口(企画課、地
区市民センター・公民館)へ直

接持参するか、郵便、ファクス、

電子メールで提出してください。 

意見の取扱い　素案に寄せられ
た意見は、個人が特定できな

いように類型化してまとめ、

それに対する回答とともに市

ホームページなどを通じ6月中

旬ごろに公表します(個別に回

答はいたしません)。 

 
鈴鹿市不妊治療費助成事業を

拡充しました 

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

　4月1日から鈴鹿市不妊治療費助

成事業の所得要件と交付申請の回

数を次のとおり拡充しました。 

◆所得要件（夫婦の所得の合計）
　730万円未満に拡充（改正前：

650万円未満） 

◆交付申請回数(通算)
　5回（改正前：2回） 

※平成16年度以降、すでに2回申請

済みの方が申請される場合は、3

回目の申請とさせていただきます。 

※申請は、1年度1回とし、通算5回まで

を限度とします。 

 
児童手当制度が拡充されました 

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

　4月1日から児童手当法の一部

が改正され、3歳未満の乳幼児の

養育者に対する児童手当の額を、

第1子と第2子について倍増し、

出生順位にかかわらず一律月1万

円となりました。 

　3歳以上の児童の児童手当の額、

支給対象年齢や所得制限限度額

については従前どおりです。 

◆改正後の乳幼児・児童の養育
者に対する児童手当支給内容

○0歳以上3歳未満
　第1子と第2子：月額1万円 

　(改正前：5,000円) 

　第3子以降：月額1万円(変更なし) 

○3歳以上
　第1子と第2子：月額5千円 

　(変更なし) 

　第3子以降：月額1万円(変更なし) 

※今回の改正では、受給者から特段

の手続きを行う必要はありません。 

※平成19年4月から3歳未満の児童手当

などの額は一律月額1万円となりましたが、

3歳到達後の翌月からは、第1子、および

第2子の手当額は5千円になります。 

 
母子家庭のお母さんの 
就職のための資格取得を 

支援します 

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

　次の資格を取得しようとする母子

家庭の母に対し、その費用の一部

を支給する制度を鈴鹿市でも始め

ました。これは、児童扶養手当の支

給を受けた母は、自ら進んでその

自立を図り、家庭生活の向上に努

めなければならないことが法律に

明記されたことから、この自立努力

義務を果たすための助力の意味も

含めて開始したものです。 

　なお、申請には条件や制限があ

りますので、いずれの申請を検討

する場合も、早めに子育て支援課

へご相談ください。 

対象となる資格と支給額
○厚生労働大臣指定教育訓練講座
　8,001円以上20万円以下の範囲で、

かかった費用の40％ 

※すでに講座の受講を開始している

場合は申請できません。 

○看護師、介護福祉士、保育士、
理学療法士、作業療法士
　12カ月を上限として修学期間の

最後の3分の1の期間にかかった

費用の一部 

※公的年金の受給など、児童扶養手当を

受給していなくても制度を利用できる場

合があります。詳しくは、子育て支援課へ 

 
鈴鹿市応急診療所の 
従事者を募集します 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

職　種　医療事務員、看護師、
歯科衛生士 

受験資格　昭和24年4月2日以降
生まれの方で、次の要件を満

たす方 

○医療事務員：医療事務資格取

得者、または医療事務の経験

のある方 

○看護師：看護師免許取得者 

○歯科衛生士：歯科衛生士免許

取得者 

業務内容　応急診療所での各業務 
募集人員　各職種若干名 
申込み　5月23日㈬までに、採用
試験申込書に必要事項を記入

の上、直接、または郵便で〒

513-0809　西条五丁目118-3　

健康づくり課へ 

※採用試験申込書は、直接、または郵便

で健康づくり課へ請求してください(郵

便で請求する場合は、封筒の表に朱書

きで「応急診療所従事者採用試験申

込書希望｣を記入の上、返信用封筒(あ

て先を記入し、90円切手をはった12cm

×23cm程度のもの)を必ず同封)。 

【採用試験】
と　き　6月2日㈯　9時30分から 
ところ　市総合保健センター 
内　容　面接 

お 知 ら せ  
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【運動の基本】 
　子どもと高齢者の交通事故防止 

【運動の重点】
○飲酒運転の根絶 

○自転車の安全利用の推進 

○後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底 

◆高齢者交通死亡事故が昨年を上回っています
　本市では、3月末現在3件3人の交通死亡事故が

発生していますが、3件とも65歳以上の高齢者が

被害にあっています。 

　昨年は5人の高齢者が交通事故で亡くなっています

が、今年は昨年を上回る勢いで高齢者の死亡事故

が発生しています。 

｢春の全国交通安全運動｣を実施します　　防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

◆誰もが交通事故の当事者になる可能性があります
　本市では一日におよそ20件(物損事故を含む)もの交通

事故が発生していますが、これだけ多くの交通事故が起

きていても、大勢の方は他人事ととらえているのが現実です。 

　しかし、だれもが交通事

故の当事者になる可能性

があります。交通事故を起

こせば自分や相手の人の生

活を一瞬にして変えてしま

います。交通事故防止は自

分の将来のためであり、家

族のためでもあることから、

安全運転に真剣に取り組む

ようにしてください。 

　5月11日㈮から20日㈰までの10日間、春の全国交通安全運動が実施されます。 

商業統計調査にご協力を 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　6月1日、商業統計調査が全国一

斉に行われます。卸売業・小売業

を営むすべての事業所が対象にな

ります。この調査は、商業の実態を

明らかにし、流通産業施策の基礎

資料となるものです。5月中旬から

調査員が各事業所に伺いますので、

ご協力をお願いします。 

 
納税の休日・夜間窓口を 

開設します 

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

休日窓口　5月27日㈰　9時～

16時30分 

夜間窓口　5月30日㈬、31日㈭　
20時まで 

ところ　いずれも納税課 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

 
5月21日から27日までは 
｢春の行政相談週間｣です 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　｢行政相談｣とは、国やNTTな

どの特殊法人に対する、苦情や

意見、要望をお聞きし、その解

決の促進を図る制度です。 

　行政相談委員は、総務大臣が委

嘱した民間の有識者で、皆さんの

身近な相談相手です。相談は無料で、

相談の秘密は堅く守ります。 

■市内の行政相談委員
○谷口きみさん 

　伊船町1127　 371-1570 

○北村克麿さん 

　寺家三丁目25-7　 387-4213 

○打田善幸さん 

　国府町849　 370-0115 

 
図書館を臨時休館します 

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

　6月4日㈪から8日㈮まで、受電設

備の更新工事のため休館します。

全館停電となるため、図書館ホーム

ページでの資料の検索やインター

ネット予約なども休止します。 

　なお、この間の本の返却は、

夜間返却口をご利用ください。 

 
イヌとネコの避妊手術費の 
一部を助成します 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成19年4月1日以降に
手術したイヌとネコ(イヌは平成7

年度以降登録済で、平成19年度

狂犬病予防注射済であること) 

助成額
○イヌ
　オス：1,500円、メス：3,000円 

○ネコ
　オス：1,500円、メス：2,000円 

申込み　5月21日㈪から、環境政策課、
市内動物病院にあ

る申請書に必要事

項を記入の上、環

境政策課へ 

※予算がなくなり次第、

助成を終了します。 

 
ものづくり研究開発事業 
補助金のご利用を 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.ig.jp

　産学官の連携による研究開発

の強化と市内の製造業の活性化

を図るために、中小事業者など

が行う新技術の研究開発に要す

る経費の一部を補助します。 

対　象　市内に本社または主た
る事業所がある事業者などが

行う新技術の研究開発で、大

学や高専などの高等教育機関

と共同で行う事業またはその

指導を受けて行う事業 

補助額　事業者が負担する経費
の2分の1以内(50万円以上250

万円以内) 

申込み　5月7日㈪から6月15日㈮(必
着)までに、申請書に必要事項を

記入の上、直接、または郵便で

〒513-8701　産業政策課へ 

※募集締切後、審査会にて審査し決定

します。結果は申込者に通知します。 

※要綱・申請書などは、産業政策課

のほか、市ホームページからも入

手できます。 

かつまろ 

よしゆき  
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勤労青少年ホームの 
愛称を募集します 

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

　勤労青少年ホームは、6月から

新たに子育て支援機能を持ち合

わせた複合施設として、より一

層の充実を図り運営していくこ

とになりました。 

　これに伴い、皆さんにさらに

親しんでいただけるように、同

施設の愛称を募集します。 

応募方法　5月15日㈫までに、次
の内容を明記の上、直接、ま

たは郵便、ファクス、電子メ

ールのいずれかで、〒513 -

8701　産業政策課へ 

【記入事項】 
　住所、氏名、電話番号、施設

の愛称(応募1通につき1点) 

選定方法　勤労青少年ホームと
子育て支援センター(りんりん)

の利用者の皆さんを対象に、

投票にて決定します。 

 
男女共同参画情報紙 

｢今・ima｣のボランティア 
編集員を募集します 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　男女共同参画情報紙｢今・ima｣の

ボランティア編集員を募集します。ジ

ェフリーすずかで開催する事業のお

知らせや、情報提供、特集記事など

企画から編集まですべてに携わり、

行政と協働で作り上げる情報紙です。 

対　象　市内に在住または通勤、
通学している方 

定　員　6人程度 
申込み　5月31日㈭までに、応募
の動機、住所、氏名、連絡先

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで、男女共同参画課へ 

※報酬などはありません。 

※詳しくはジェフリーすずかホーム

ページ(　http ://www.gender-

free.city.suzuka.lg.jp/)でもご覧いた

だけます。 

 
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.lg.jp

　新しく4事業所がエコ事業所と

して認定されました。 

○鈴峰運送有限会社
　代表取締役　鈴木　通 

　伊船町1479番地の2 

○三重執鬼株式会社
　代表取締役　寺田武則 

　地子町523-2 

○株式会社日本陸送
　代表取締役　豊田利一 

　国府町7755 

○高橋硝子工業株式会社　鈴鹿工場
執行役員工場長　中條俊治 

　稲生町7990-5 

 
国民健康保険の高齢受給者証
についてお知らせします 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp 

　国民健康保険に加入している人

が70歳になると、翌月(誕生日が1

日の方はその月)から、医療機関な

どにかかったときの一部負担金の

割合が、1割または3割になります。

負担割合の記載された高齢受給者

証が70歳になられた月(誕生日が1

日の方はその前月)の下旬に届きま

すので、保険証とともに医療機関

へ提示してください。 

　なお、一部負担金の割合は、

前年の課税所得(各種控除後)や年

収から毎年8月に判定し直します

ので、毎年7月下旬に新しい高齢

受給者証が届きます。 

◆負担割合の判定基準
　課税所得(各種控除後)が145万

円以上の方、および同世帯の国保

加入者に課税所得(各種控除後)が

145万円以上の70歳以上の方、ま

たは老人保健対象者がいる方は3

割になります。ただし、同世帯の国

保加入者のうち、70歳以上の方ま

たは老人保健対象者が世帯に1人

の世帯はその方の収入が383万円

未満、2人以上の世帯はその方たち

の収入合計が520万円未満の場合は、

申請により1割になります。 

 
｢国際博物館の日｣を 

記念して観覧料が無料です 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　5月20日㈰ 
ところ　考古博物館 
 
不動産の公売を行います 

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

ますので、詳しくは、同機構へ

お問い合わせください。 

と　き　5月16日㈬　10時30分～
11時 

ところ　県津庁舎6階第61会議室 
問合せ　三重地方税管理回収機構
徴収課（津市桜橋三丁目446-34

三重県津庁舎内)　059-213-

7355　http://www.zei-kikou.jp/ 

 
無事故・無違反チャレンジ123
の参加者を募集します 

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　7月1日から10月31日までの123

日間、無事故・無違反を達成して、

海外旅行に行きませんか。無事

故・無違反達成チームの中から

抽選で1組に、50万円分のトラベ

ルギフト券などを贈呈します。

運転免許を取得している5人1組

で参加してください。 

　シルバーチーム(65歳以上の方

5人1組)の募集も行います。達成

チームは一般チームとの共通賞

品とは別に、さらに抽選で1組に

シルバー賞(10万円分のトラベル

ギフト券)が当たります(共通賞品

との重複当選はありません)。 

参加料　1組5,000円(1人1,000円) 
申込み　5月7日㈪から6月29日㈮
までに、所定の申込書で申し

込んでください。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  

非常用給水袋平野送水場と緊急用仮設給水栓
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地震時には水のにごりが発生しご迷惑をお掛けしました 
水道総務課　  368-1673　  368-1688　 suidosomu@city.suzuka.lg.jp

　4月15日の地震の影響で、15日午後から、主に鈴鹿川から南東の地域約5万7,000戸の範囲内でにごり水が発生しま

した。水道局では、発生時から、にごり水の解消作業や生活用水の確保のための給水拠点の設置など、全力を挙げて

復旧に取り組みましたが、完全ににごり水が解消するまでに約2日間を要し、大変ご迷惑をお掛けしました。 

◆にごりの原因
　今回のにごり水の原因は、配水池に設置した「緊急遮断弁」が地震の揺れにより

作動し、一時的に配水を絞りました。その後復旧させましたが、水道管内水圧の急

激な変化により、水道管内の鉄さびが流れ出たと考えられます。 

◆緊急遮断弁とは
　現在、本市の水道の普及率は99.8％で、地震などで断水した場合には、市民生活に

及ぼす影響は計り知れないものがあります。そこで、水道局では、大規模地震時の漏水

による水の枯渇対策として、特に急を要する数日間

程度の飲料水など緊急生活用水を配水池で確保す

るため、主要な配水池に震度5弱程度を感知すると配

水を自動的に絞る緊急遮断弁を設置して、大規模な

地震時の飲料水を確保する取り組みを進めてきました。 

　また、平成15年度からは、送水場や配水池を緊急

給水用の拠点施設として順次整備し、貯水した水を

直接取水できるように改善しています。 

◆緊急給水用具も備蓄しています
　今回のようなにごり水のと

きや断水したときのために、

給水タンク車や布製給水タンク、

非常用給水袋などの緊急給水

用具を備蓄して、応急給水に

備えています。 

※詳しくは、市役所、各警察署交通課、各

地区交通安全協会、各県民センター、

三重県庁8階交通安全室などに備え

付けの、チラシ、申込書をご覧ください。 

問合せ　チャレンジ実行委員会事
務局(三重県生活部交通安全室内)

　 059-224-2410　 059-228-4907 

※無事故・無違反チャレンジ123

ホームページからもご覧いただけます。 

 

 

 
少年相撲大会 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　中学生、小学4年生以上
(男女は問いません) 

と　き　6月17日㈰(荒天時は24日㈰
に順延) 

ところ　武道館相撲場 
内　容 
○個人戦(小学生は学年別) 

○団体戦(小学生のみ。原則4～6年

生各1人の計3人で編成。低学年の

方は高学年の代わりに出場できます) 

※小学生は、個人戦・団体戦を兼ねて

出場できます。 

参加料　無料 
表　彰　個人・団体戦の1～3位 
申込み　6月11日㈪までにスポー
ツ課へ 

天体観望会 
望遠鏡で星を見ませんか 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方 
※小・中学生は保護者同伴 

と　き　5月25日㈮　19時30分～
21時 

※19時から文化会館2階プラネタリ

ウムギャラリーで受付 

※雨天・曇天の場合は中止します。

16時30分に判断します。不明な

場合は電話で文化会館へ　 

ところ　文化会館屋上天体観測
場・プラネタリウム 

内　容　月、土星、金星、ミザ
ール、春の星座解説 

定　員　先着150人 
入場料　無料 
 
トイなおす(おもちゃ病院) 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　大切なおもちゃの修理などの相

談におもちゃドクターがお答えします。

ご希望の方は、当日おもちゃをお持

ち込みください。当日ご都合の悪い

方は、事前に廃棄物対策課にお持

ち込みいただくことも可能です。 

　修理後は、廃棄物対策課まで取

りにきていただくことになりますので、

あらかじめご了承ください。 

※当日修理が完了したものは、当日

お渡しすることもできます。 

と　き　5月27日㈰　10時～15時 
ところ　市立図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム・キッズコンピューター、

ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用電

動バイク類、楽器(電子ピアノ・笛・

ハーモニカなど)は修理できません。 

※部品として使用しますので、不要にな

ったおもちゃがあればお持ちください。 

 
第15回 

おいん鈴鹿観光と物産展 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市の物産品のほか、今回

は｢忍者の里・伊賀上野｣の物産

品や観光情報も紹介します。 

と　き　5月18日㈮～20日㈰ 
ところ　白子ショッピングタウ
ンサンズ 

内　容　鈴鹿市・伊賀上野・御
浜町の物産品の販売、伊勢形

紙の体験彫り、万古焼きの絵

付け、忍者道具の展示、交通

安全教室、マイエコバッグの

制作、地震体験車、消防はし

ご車の体験搭乗など 

※詳しくは、折込チラシをご覧ください。 

問合せ　実行委員会事務局 
　　388-2101
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催 し 物  

非常用給水袋非常用給水袋平野送水場と緊急用仮設給水栓平野送水場と緊急用仮設給水栓
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みくりや　ま　き　え 

とき・ところ・内容・入場料
○6月2日㈯　13時開場
　13時30分開催
　三重県男女共同参画センター｢フレンテみえ｣ 

　映画「3年身籠る｣＆シネマトーク(1,000円) 

○6月30日㈯　13時開場
　13時30分上映
　四日市地域総合会館 あさけプラザホール 

　映画｢わらびのこう｣(500円) 

※3館入場できるお得な通し券(1,500円)の販売は、6月2日(土)までです。 

○6月16日㈯　13時開場
　13時30分上映
　鈴鹿市ふれあいセンター 

　ふれあいホール 

　映画｢クジラの島の少女｣ (500円) 

託　児　0歳から未就学児、各会場10人程度 
※各会場開催日の1週間前までに、事前申込みが必要です。 

※詳しくは、ジェフリーすずかホームページ(　 http://www. 

　gender -f ree .c i ty .suzuka . lg . jp/)でもご覧いただけます。 

三重県内男女共同参画センター3館連携映画祭 
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　三重県男女共同参画センター｢フレンテみえ｣、鈴鹿市男女共同参画センター｢ジェフリーすずか｣、四日市

市男女共同参画センター｢はもりあ四日市｣の3館連携で、映画祭を開催します。 

　第一弾のフレンテみえ会場では映画評論家の小藤田千栄子さんをお迎えしてシネマトークも行い、上映す

る3本の映画を男女共同参画の視点で読み解きます。 

 

 
MIEF-IATSSフォーラム文化交流会
世界の遊びを楽しもう！ 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　㈶国際交通安全学会(IATSSフォ

ーラム)が招請しているアセアン9カ国

の研修生と、㈶三重県国際交流財団

(MIEF)で働く国際交流員が、各国の

文化、習慣、マナー、歌やダンスなど

を紹介します。事前申込みは不要です。 

と　き　5月13日㈰　13時30分～
17時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
参加国　オーストラリア、ブラジル、中国、
カンボジア、インドネシア、ケニア、ラオス、

マレーシア、ミャンマー、フィリピン、

シンガポール、タイ、ベトナム 

参加料　無料 
問合せ　㈶三重県国際交流財団

(津市羽所町700アスト津3階)　059-

223-5006、㈶国際交通安全学会

(鈴鹿サーキット内)　 370-0511 

 

 

 
ファミリー･サポート･センター
事業提供会員養成講座 

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

　ファミリー・サポート・センターは、

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。今回、臨時的にお子さんを預

かったり、学校・保育所・幼稚園など

の送り迎えをする提供会員になって

いただくための養成講座を行います。

受講していただいた方は、提供会員

として登録していただきます。 

　なお、ファミリー・サポ

ート・センターの運営業

務は、特定非営利活

動法人こどもサポート

鈴鹿へ委託しています。 

対　象　市内に在住の方で受講可
能な方(資格・年齢は問いません) 

とき・内容
○5月24日㈭
　10時～12時：子どもによくある病気 

　13時～15時：子どもの遊び 

○5月29日㈫
　9時30分～12時30分：救急法 

　13時15分～15時：子どもの発達 

ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　医師、保育士、保健師など 
定　員　50人 
受講料　無料 
申込み　鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター(　 ・　 381-1171)へ 

託　児　2歳以上、要予約 
 
前期ヨガ教室(午後の部) 

市立体育館　 387-6006　 387-6008 

と　き　6月5日～9月11日までの
火曜日　13時～14時30分(全11回) 

ところ　武道館第3道場 

定　員　40人 
※鈴鹿市民を優先して先着順に受け付けます。 

参加料　3,500円(スポーツ保険料
を含む) 

申込み　5月16日㈬13時から5月

31日㈭までに、参加料を添えて、

直接、市立体育館へ 

※1人につき1枚のみ受け付けます。 

※今年度、前期ヨガ教室に参加して

いる方は参加できません。 

 
再就職準備セミナー 

コミュニケーションアップ講座 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

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

　自分を磨いてチャレンジしてみま

せんか。講義とトレーニングで就職

を希望する方を応援します。 

対　象　就職を希望している方で、
原則2日間参加できる方 

と　き　6月14日㈭、21日㈭

　9時30分～12時 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　三厨万妃江さん((有)キャリア・
サポート代表取締役) 

主　催　㈶21世紀職業財団三重

事務所、鈴鹿市 

定　員　20人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　男女共同参画課(　 381-
3113　 381-3119)、㈶21世紀職

業財団三重事務所(　 059-228-

2300　 059-228-2304)へ 

くらしの情報 

催 し 物  

講座・教室 
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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 

命の実感 

の 5 月 納 税 
○軽自動車税　全期
【納期限は5月31日㈭です】
※納税は、便利な講座振替で 

　5月5日は｢こどもの日｣。子どもの成長を祝い、そして幸

せを願う日です。しかし、新聞を開くと、毎日のように｢虐

待、いじめ、自殺、殺人、孤独死｣などのキーワードが次々

と目に飛び込んできます。社会のモラルや環境が問われ

ている時代であり、そして何よりも大切な｢命の尊さ｣も。 

　現在の家庭は、核家族が多くなり、さらには家族と離れ、

あるいは家族を持たずに生きる｢個族｣という言葉も使わ

れるようになりました。昔は家族が三世代つながっていた

り、近隣とのつながりで支えられたりして、家族と近隣の

二重のネットワークがあり、身近にその人たちとの悲しい

永久の別れを経験することで、命について知ることができ

ました。家庭では、病気と闘う家族の姿や、介護する家族、

時には新しい命の誕生を見て、日常生活の中で生きるこ

との大切さや喜び、難しさを知り、そして人の老いや死を

もって命の尊さを知りましたが、最近ではこのような機会が、

すっかり少なくなりました。離れて暮らすことで、家族の老

いや変化を日々感じることもなく、家族が重い病を患っ

たとしても、入院させるだけで直接看護をすることも少な

くなりました。そうなれば、病と闘う姿を見る機会が減り、

健康のありがたさや、家族の絆、命の尊さ、はかなさを痛

感することも少なくなったのではないでしょうか。 

　また、ゲームなどのバーチャルの世界に親しんだ世代は、

思い通りにならなければリセットすればいい、という

｢ゲーム感覚｣で命を考えているところがあるのかもしれ

ません。彼らだけでなく、そのような環境の

中で育った現代人は、命の尊さを実感

しにくくなり、毎日のように報道される

悲しい出来事に、慣れ過ぎているのでは

ないでしょうか。人は限られた命の中で、生か

されて生きています。このことを自ら見つめ

直し、その感謝の思いを隣の人に少しだけ

でも分かち与えられるようになりたいものです。 

託　児　無料、要予約 
 

入門講座 
遺跡からみた室町・戦国の人々 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　5月13日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　竹田憲治さん(三重県埋
蔵文化財センター) 

聴講料　無料 
 

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

　6月から始まる次のスポーツ教

室の参加者を募集します。 

○フィットネスヨガ(朝)
○ピラティス(夜)
申込み　5月5日㈯から19日㈯(必着)
までに、直接ご来場いただくか、

ファクスで、県営スポーツガ

ーデンへ 

※開催日時、受講料、申込方法など詳

しくは、お問い合わせください。 

※応募者多数の場合は抽選します。

また、大幅に定員に満たない場合は

中止する場合があります。 

※ホームページからも申し込みできます

（最終日17時まで）。 

鈴鹿国際大学公開語学講座 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

◆韓国語｢キム先生の韓国語日常会話初級｣
と　き　6月6日から7月25日までの
毎週水曜日　18時30分～20時

(全8回) 

講　師　金  蘭正さん(本学講師) 
定　員　15人 
受講料　6,400円(テキスト代別) 
※テキストは昨年度と同じものを使用します。 

申込み　5月31日㈭までに、鈴鹿
国際大学国際交流センターへ 

◆中国語｢中国語日常会話 初級 中級｣
と　き　6月6日から7月4日まで
の毎週水曜日18時30分～20時 

　(全5回) 

講　師　中国からの留学生2人を予定 
定　員　15人(各クラス) 
受講料　3,000円(テキスト代別) 
※テキストは昨年度と同じものを使用します。 

申込み　5月31日㈭までに、鈴鹿
国際大学国際交流センターへ 

問合せ　鈴鹿国際大学国際交流
センター　 372-3944　  koukai 

　@suzuka-iu.ac.jp 

 
野外活動実践研修 

鈴鹿青少年センター　 378-9811　 378-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

　野外活動やレクリエーション

活動を体験し、今後の活動に役

立てるための指導法の研修です。 

対　象　野外活動やその指導に
興味のある高校生以上の方 

とき・内容
○第1回　5月27日㈰　10時〜16時
　10時～12時　オリエンテーリング

実践コース 

　13時～16時　レクリエーション

実践コース 

○第2回　6月3日㈰　14時〜20時
　14時～17時30分　野外炊飯実践

コース 

　18時～20時　キャンプファイヤー

実践コース 

ところ　鈴鹿青少年センター、
鈴鹿青少年の森公園 

定　員　各コース20人(先着順) 
参加料　各コース1,000円 (保険代、
食事代別途) 

申込み　5月1日㈫から、所定の

用紙に必要事項を記入の上、

直接、または郵便、ファクスで、

〒513-0825　鈴鹿市住吉町南

谷口　鈴鹿青少年センターへ 
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