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○お知らせ

納税の夜間窓口を開設します 

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

と　き　1月30日㈬、31日㈭
　20時まで 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

※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 

 
鈴鹿市次世代育成支援対策
地域協議会を開催します 

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

　鈴鹿市次世代育成支援対策地

域協議会の第2回会議を開催します。

傍聴希望者は、申込みが必要です。 

と　き　1月28日㈪　14時から 
ところ　市役所本館12階1201
会議室 

予定議題　評価について、その他 
定　員　3人(多数の場合は抽選) 

申込み　当日13時30分から13時
55分まで、会場で受け付けます。 

 
就学資金貸付説明会を 

開催します 

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

対　象　高校・大学・専修学校
などに在学または進学しよう

とする子をもつ母子家庭の方 

と　き　2月10日㈰　11時から 
ところ　ジェフリーすずか研
修室1 

貸付限度額(月額)
◆国公立(月額)
○高等学校　1万8,000円 
○高等専門学校　2万1,000円 
○短期大学　4万5,000円 
○大学　4万5,000円 
○専修学校　高等課程　1万8,000円 
　　　　　　専門課程　4万5,000円 
　　　　　　一般課程　2万9,000円 
◆私立(月額)
○高等学校　3万円 
○高等専門学校　3万2,000円 
○短期大学　5万3,000円 
○大学　5万4,000円 
○専修学校　高等課程　3万円 
　　　　　　専門課程　5万3,000円 
　　　　　　一般課程　2万9,000円 
貸付利率　無利子 
貸付期間　在学期間中 
償還期間　卒業後6カ月を据え置き、

その後10年以内(専修学校一般

課程は5年以内) 

 
競争入札(見積り)参加資格審査
申請などの受付を行います 

契約調達課　 382-9039　 382-9050
keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　平成20・21年度競争入札参加

資格審査申請・小規模修繕工事等

希望者登録の受付を行いますので、

入札などに参加を希望する業者

の方は、次の要領で申請してく

ださい。 

◆工事・測量建設コンサル関係
　入札(見積り)参加資格審査申請

方法が、県および市町などによ

る一元的な受付(共同受付)方法に

変わります。申請方法が従来と

異なりますのでご注意ください。 

受付期間　1月15日㈫～2月8日㈮
申請先　㈶三重県建設技術センター 
◆小規模修繕工事等希望者登録
受付期間　2月4日㈪～15日㈮　

9時～11時、13時～16時(土・

日曜日、祝日は除く) 

申請先　契約調達課(市役所本館
10階) 

◆物件・業務関係
　新規申請の方は提出書類を持

参してください。平成18・19年

度にすでに登録されている方は、

更新書類一式を郵送で提出して

ください。 

放課後児童クラブの児童・指導員を募集します 

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

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などにより昼間家庭にいない、小学校に就学しているおおむね10歳ま

での児童を対象に、授業の終了後から18時ごろまで、保護者に代わって児童をお預かりする場です。 

　現在、表の◎印の児童クラブでは指導員不足のため、子ども好きの指導員を急募しています。また、◎印

の児童クラブで児童の募集も行っています。希望者は、直接施設へお問い合わせください。 

金太郎学童保育所 

桜島学童保育ももたろう 

神戸小学校区かんたろう学童保育所 

白子小学校区児童クラブたんぽぽ 

牧田地区児童クラブ運営委員会つくし 

愛宕小学校区内あおぞら児童クラブ 

明生小学校区放課後児童クラブみらくる 

箕田学童保育所 

高岡法輪児童館 

ながさわ保育会元気っ子クラブ 

法輪児童館　 

栄小学校区放課後児童クラブ栄っ子 

椿小学校区放課後児童クラブひまわり 

庄野小学校区放課後児童クラブコスモス 

平成の寺小屋　神戸みらい塾 

井田川小学校区放課後児童クラブ井田川っ子 

国府小学校区放課後児童クラブゆいまぁる 

河曲小学校区放課後児童クラブかわたろう 

一ノ宮小学校区放課後児童クラブスマイル 

旭が丘小学校区放課後児童クラブアサヒっ子 

玉垣小学校区放課後児童クラブ玉垣学童保育所 

若松小学校区放課後児童クラブ(平成20年度開設予定)

石薬師町2089-2 

桜島町三丁目10-1 

神戸八丁目9-15 

白子二丁目7-38 

岡田町699 

北江島町43-8 

住吉一丁目4-29 

中箕田一丁目10-12 

高岡町1843-7 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

五祝町1774 

山本町1255-2小山集会所内 

庄野東三丁目13-3 

神戸二丁目20-8 

和泉町235-1 

国府町3519-1 

十宮町719-2 

高岡町2665-2 

白子町2006-1 

東玉垣町1386-2 

若松中一丁目6-11

374-1978 

387-0371 
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メイン標語　緊急時　頼れるあなたの　110番 
サ ブ 標 語　安心の　警察相談　#9110

1月10日は｢110番の日｣です

受付期間　2月4日㈪～15日㈮　

9時～11時、13時～16時(土・

日曜日、祝日は除く) 

申請先　契約調達課(市役所本館
10階) 

※申請方法など詳しくは、お問い合

わせいただくか、市ホームページ 

　(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　g y o s e i / s h i n s e i / n y u s a t s u /  

　index4 .h tm l )をご覧ください。 

 
市営住宅の入居者を 
募集します 

住宅課　 382-7616　 382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

　次の団地に空き部屋ができま

したので入居者を募集します。

申込者多数の場合は公開抽選と

なります。 

団地名・構造・募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
　中層耐火造5階　2戸(0戸) 

　1万6,500円～4万500円 

○桜島(桜島町五丁目)
　中層耐火造4階　1戸(0戸) 

　1万4,700円～3万2,300円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　中層耐火造3階　3戸(1戸) 

　1万9,900円～4万7,800円 

※平成19年12月20日現在の戸数です。

抽選会までに入居可能になる部屋

も抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に

毎年算定します。 

※(　)内は優先戸数です。 

申込資格(次の全要件を満たす方)
○市内に在住または勤務している方 

○同居親族(婚約者含む)がいる方 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下

の収入の方 

○暴力団員でない方 

申込み　1月7日㈪から21日㈪(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分)までに、住宅課に備

え付けの申込書類に必要書類

を添えて、直接、住宅課へ 

※申込書類をお渡しできるのも1月7

日からです。 

選考方法　3月初旬ごろ、抽選に
より決定します。 

入居時期　平成20年3月下旬予定 
優先措置　障害者世帯、母子世
帯など優先措置を受けられる

世帯があります。申込みの際

に申し出てください。 

※募集戸数などは、状況に応じて変

更する場合があります。 

 
鈴鹿市特定健康診査等 
実施計画(案)への意見を 

募集します 

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

　市では、平成20年度から高齢者

の医療の確保に関する法律に基づき、

特定健康診査および特定保健指導

を計画的に実施するため、鈴鹿市

特定健康診査等実施計画策定委

員会を設置し策定作業を進めてい

ます。今回鈴鹿市特定健康診査等

実施計画(案)を作成しましたので

市民の皆さんから意見を募集し、

提出された意見を考慮しながら最

終案を決定します。特定健康診査

および特定保健指導とは、メタボリ

ックシンドローム(内臓脂肪症候群)

対策として糖尿病などの生活習慣

病の発症を予防するため、40歳以

上75歳未満の被保険者の方を対象

に各医療保険者に実施が義務付け

られているものです。 

募集案件　鈴鹿市特定健康診査
等実施計画(策)について 

公表場所　市ホームページへの
掲載、市役所本館1階保険年金

課での配布 

募集期間　1月7日㈪～25日㈮ 
意見の提出　募集期間内(当日消
印有効)に、案件名、住所、氏名

を記入の上、直接、または郵便、

ファクス、電子メールで、〒513-

8701 保険年金課(住所不要)へ 

※様式は自由です。住所、氏名は、

意見を整理するためのもので公表

しません。電話での意見は受付で

きません。 

公　表　意見の概要やそれに対す
る市の考え方などは、住所、氏名

など個人情報を除いて公表します。  

※個別に回答は行いませんので、ご

了承ください。 

 
鼓ヶ浦サン・スポーツランドの
使用時間区分を変更します 

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

　平成20年4月1日から、鼓ヶ浦

サン・スポーツランドのテニス

コート、フットサルコートの使

用時間が9時から21時までのすべ

ての区分の時間で使用ができる

ようになります。使用申込みは、

直接、鼓ヶ浦サン・スポーツラ

ンドで3カ月前から受付します。 

問合せ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド　 386-3745

◆110番は緊急通報用の電話です
　110番は、県下で9万9,276件(平成18年中の有効受理件数)が通報されてお

り、年々増加しています。この中には、緊急対応を必要としない相談など

が数多くあります。110番の目的に沿った正しい利用をお願いします。 

※困りごとなどは、　 059-224-9110、　 #9110(プッシュ回線・携帯電話のみ)へ 

◆110番通報するときは、落ち着いて次のポイントを通報してください。
　いつ、どこで、何があったか、犯人は、あなたの住所・氏名
※携帯電話から110番通報する場合、移動しながら通報すると、通話が途切れたり、

聞こえなくなったりしますので、必ず立ち止まってから通話をしてください。また、

県境付近ですと、他府県の警察につながることがありますのでご注意ください。 

◆聴覚障害者の方は次の手段をご利用ください
○メール110番(携帯電話のみ)　 http ://mie110.jp 

○ファクス110番　 059-229-0110
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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

動産を公売します。公売参加資格

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　1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/ 

 
第12回すずかフェスティバルの
開催日が決定しました 

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

と　き　8月2日㈯、3日㈰ 
ところ　弁天山公園(メイン会場)、
白子駅前(予定)、神戸地区ほか 

問合せ　鈴鹿市観光協会　380-5595 
 

○催し物

 
第7回鈴鹿川流域の環境展 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月19日㈯、20日㈰
　10時～17時(20日は16時まで) 

ところ　鈴鹿ハンターセンター
コートほか 

内　容　ザリガニとイモリにさわろう
体験、紙すき絵すき体験、干支の

マスコットづくり、自然素材創作

コーナー、昆虫標本展示など 

問合せ　NPO法人すずかのぶどう
　387-0767 

 
地球温暖化関係映画 
｢不都合な真実｣上映会 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　2007年ノーベル平和賞受賞の元ア

メリカ合衆国副大統領アル・ゴアさん

主演。地球温暖化問題の深刻さを

描いたドキュメンタリー映画です。 

と　き　1月24日㈭　18時から 
　(開場17時15分) 

ところ　文化会館けやきホール 

主　催　(社)三重県法人会連合会、
(社)鈴鹿法人会 

入場料　無料 
申込み　1月11日㈮8時30分から、
先着50人で受付。直接、または

電話で環境政策課へ。申込者1人

につき4枚まで申込みできます。 

 
すてきな年賀状展 

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

と　き　1月18日㈮～24日㈭

　(21日㈪は休館です) 

ところ　図書館1階ロビー 
内　容　市民の皆さんや著名人から
お借りしたすてきな年賀状を展示 

◆すてきな年賀状を募集します
募集期間　1月13日㈰まで 
申込み　応募する年賀状をお持
ちの上、直接図書館へ 

※顔写真入りはご遠慮ください。 

※展示数に限りがありますので、展

示品は図書館で選考します。年賀

状は展示終了後にお返しします。 

 
ジェフリーふぇすた2008 

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

　｢しあわせな私 しあわせな暮らし 

しあわせな鈴鹿～男女共同参画で

SUZUKAづくり～｣をテーマに、男女

共同参画推進条例を暮らしの中に生

かした鈴鹿づくりについて考えます。 

とき・内容
◆2月2日㈯　13時から 
○アニメ映画上映会｢ハードル｣ 
　(開場13時30分) 

○パネル展示 
◆2月3日㈰　10時から 
○男女共同参画市民企画支援事

業報告＆座談会 
○親子で遊ぼう〜パパへのアイ

デア・ママへのヒント〜
○講演会　基調講演｢男女共同参
画って何？－21世紀のわが国最

重要課題－｣(講師　鹿嶋敬さん

(実践女子大学人間社会学部教授

男女共同参画会議議員))、対談

｢男女共同参画でSUZUKAづくり｣ 

　(鹿嶋敬さん、土川禮子さん(鈴鹿市

男女共同参画審議会会長)) 

○手作り作品展示販売

○みえチャレンジプラザコーナー
○3館連携コーナー　など 
ところ　ジェフリーすずか 
入場料　無料 
※基調講演・対談は整理券が必要 

※託児(要予約)・手話通訳あり。託

児希望者は、男女共同参画課へ 

 
講演会｢考古の社会史｣ 

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

　企画展｢石棒・和同開珎から鈴

鹿海軍備品まで－寄贈・寄託名品

展－｣の初日に、三重県史編さん

専門委員の小玉道明さんを講師に

お招きして行います。 

と　き　1月12日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
聴講料　無料 
 

平成20年成人式 

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

と　き　1月13日㈰　9時開場、

10時開始 

ところ　鈴鹿サーキット新グランドスタンド 
※車でお越しの方は混雑が予想され

ますので、なるべく乗り合わせの上、

早めにお越しください。 

 
多文化共生イベント 

｢みつめる　かんじる　ふれあう
～あなたがつくる笑顔のつながり～｣ 

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

　さまざまな国の人々との交流

を通じて多文化共生を考えます。 

と　き　1月19日㈯、20日㈰
　11時～18時 

ところ　鈴鹿ベルシティ中央コート、
イオンホール 

内　容　ブラジル移民に関する
写真展示、音楽やダンスなど 

 
講演会｢これからの協働のあり方｣ 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　総合計画の基本理念として掲げ

ている｢市民と行政との協働による

まちづくり｣について、具体的でわ

かりやすい講演会を開催します。

くらしの情報 

催 し 物  
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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 

無 関 心  

　皆さんにとって今年はどんな一年になるのでしょうか。

忙しく過ごされる方もいるでしょうが、わたしたちはあわただ

しい生活の中で忙しいことを理由に自分に関係ないことを

つい「他人事だから」と無関心を装ってしまうことがあります。 

　1979年にノーベル平和賞を受賞したマザーテレサ

は「愛の反対は憎しみではなく、無関心」と言いました。

わたしたちが人権とか平等とか言われたときに、その

対極に位置するものとして浮かぶイメージは差別でし

ょうが、でも本当は無関心なのかもしれません。 

　他人に無関心になって人間関係が希薄になりつつあ

る現在、日常の暮らしの中で、人は知らない間にだれか

を傷つけたり、傷つけられたりしているかもしれません。 

　例えばハンセン病やHIVなどの感染症の人は、職

場や社会の病気に対する正しい知識や理解の不足

のために、病気の苦しみに加え、差別や偏見とも闘わ

なければならないのです。また、被差別部落出身の

人は、生まれた地域やそこに住んでいるという理由だ

けで差別され、望んでいる結婚ができなかったり、障が

いのある人たちは、障がいがあるというだけで、行動や

可能性までも制限されてしまったりすることがあります。 

　このような現状を変えるには一人ひとりがあらゆる人

権問題に対して正しく理解する努力を忘れてはなりませ

ん。そして差別に対して関心を持ち、個々の問題に対す

る知識を身に付けることで自分自身の「予断と偏見」を

取り除くことが必要です。 

　それでは知識さえ詰め込めば良いのでしょうか。例え

ば少しの知識だけ身に付けて差別用語を使わないよう

に気を付けても、その言葉はただぎこちないものになり

がちです。大切なのは自分の心を開いて相手の立場に

立って物事を考え、そして次は自らが主体となって差別

をなくそうという行動を起こすことが大切だと思います。 

　人権尊重とは一人ひとりのことを大切に思うことであり、

みんながより良く生きるために考え行動することではな

いでしょうか。 

の 1 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・・・・・・4期
○国民健康保険税・・・・・・・・・・7期
【納期限は1月31日㈭です】
※納税は、便利な口座振替で 

当事業は、鈴鹿市市民活動団体支

援補助金事業で行います。 

と　き　1月19日㈯　14時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　これからの協働のあり方に
ついて(講師：四日市大学総合政

策学部教授　松井真理子さん) 

参加料　無料 
問合せ　主催・総合計画を見守
る会　山本　385-0379 

 
鈴鹿市NPO支援講座 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月9日㈯　13時30分～

16時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 
テーマ　｢つどい、つながり、そ
して未来へⅡ～身の丈に合っ

たまちをみんなでつくろう～｣ 

内　容　○講演　市民が主役の
地域づくり(講師：四日市大学

総合政策学部准教授　小林慶

太郎さん) 

○団体活動発表・テーブルトーク
山田雅克さん(ハートフル・アクセス)、

永戸栄治さん(みささぎの郷)、

石谷有里さん(特定非営利活動

法人みどりの家) 

参加料　無料 
問合せ　NPO法人市民ネットワ

ークすずかのぶどう　・　059-

387-0767 　 budou@mecha.ne.jp 

※手話通訳、託児の必要な方は2月

1日(金)までに予約が必要です。 

 

 

 
パソコン講座 

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

主催・申込み・問合せ　1月11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2　1月26日㈯と27日㈰ 
○ワード基礎　1月17日㈭と18日㈮ 
○ワード応用　1月23日㈬と24日㈭ 
○エクセル基礎　1月19日㈯と20日㈰、
1月29日㈫と30日㈬ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎1　1月17日㈭と18日㈮、1月
23日㈬と24日㈭ 

○基礎2　1月19日㈯と20日㈰ 
○ワード基礎　1月26日㈯と27日㈰ 
○エクセル応用　1月29日㈫と30日㈬ 
ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各10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) 

 
シルバーパソコン講座 

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

　鈴鹿市シルバー人材センター

がパソコン講座を開催します。 

対　象　60歳以上の方 
とき・内容
○ワード中級講座　2月12日㈫～
15日㈮　10時～12時 

○デジタルカメラ・パソコン講座
2月12日㈫～15日㈮　13時30分

～15時30分 

○エクセル初級講座　2月19日㈫
～22日㈮　10時～12時 

ところ　シルバー人材センター研修室 
受講料　3,000円(別途資料代が必要) 
申込み　1月25日㈮までにシルバー
人材センター事務局(〒513-0801

神戸一丁目17-5　382-6092　382-

6093　　suzuka-sjc@gaea.ocn.ne.jp)へ 

電
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講座・教室 


