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子育て応援特別手当を 
支給します 

子育て支援課　 382-9297　 382-7607
　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育て応援特別手当は、多子

世帯の幼児教育期の負担に配慮

する観点から、平成20年10月30

日に国で決定された｢生活対策｣

の一環です。今回一度限りの措

置として支給されます。 

支給対象の子ども　平成14年4月

2日から平成17年4月1日生ま

れで、18歳以下(平成2年4月2

日以後生まれ)から数えて第2

子以降の子ども

手当の額　対象となる子ども一

人あたり3万6,000円

手続き　基準日(平成21年2月1日)

時点で対象となる世帯主に、4

月末日までに申請書を送付し

ますので、必要事項を記入の上、

申請してください。

問合せ　子育て応援特別手当受

付窓口(　382-9297)

※世帯員以外に別居の扶養児童がい

る場合や世帯内に対象児童がいる

にもかかわらず通知が届かなかっ

た場合などは、上記窓口へご連絡

ください。 

※申請期限は平成21年10月17日(土)

ですので、申請書が届いたら忘れ

ずに申請してください。 

※定額給付金は、子育て応援特別手当

とは別に通知を送付しますので、同封

の案内に沿って申請してください。 

4月の木曜日は市民課・ 
保険年金課・子育て支援課の
窓口を19時まで延長します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　春は就職、進学、転勤などで、

住民異動届や証明書が必要とな

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。 

◆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

写しの交付、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。また、住民基本台帳カ

ードの交付は県との連携が必要な

ため行って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・後期高齢者医療・

福祉医療費助成の手続き

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

※木曜日以外の平日の窓口時間は、

従来どおり8時30分から17時15分

までです。 

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　4月28日㈫、30日㈭　

17時15分〜20時

ところ　納税課(市役所本館2階)

内　容　市税の納付、納税相談、

口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

市税の口座振替手続きは 
お早めに 

納税課　 382-7831　 382-7660
　 nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替の開始手続き

には約1カ月要しますので、口座

振替を希望される方は、お早め

に手続きをしてください。手続

きは、通帳、通帳の届出印、納

税通知書を持参の上、金融機関、

地区市民センター、納税課の窓

口で行ってください。 

図書館の嘱託職員を募集します 

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

受験資格　昭和26年4月2日以降

生まれの方で、司書資格のあ

る方

業務内容　図書館での司書、事

務補助業務

募集人員　1人程度

申込み　4月17日㈮まで(郵送の

場合は必着)

試験日　4月25日㈯　9時30分から

※募集要項など詳しくは、図書館へ

お問い合わせください。 

平成22年鈴鹿市成人式実行
委員会の委員を募集します 

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

対　象　平成元年4月2日から平

成2年4月1日生まれの市内在住

の方

内　容　市が主催する成人式の

企画立案、運営

会　議　原則として、月1回市役

所本館会議室で夜間に開催

※第1回の会議は5月に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のための電話相談日が
増えます 

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

　毎週金曜日に行っている女性

のための電話相談を、平成21年

度から火曜日にも開設します。毎

月の広報すずか20日号｢相談｣の

コーナー、または市ホームページ

(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

life/kurashi/sodan/index.html)をご

覧ください。 

相談日　毎週金曜日　10時〜16時、

　第2・4火曜日　13時〜17時

相談専用電話　　381-3118

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、女性の専門相

談員が相談をお受けします。

平成21年鈴鹿市成人式の様子平成21年鈴鹿市成人式の様子

お 知 ら せ  
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　市では、地球温暖化防止対策の一環として、鈴鹿市地球温暖化防止実践活動奨

励制度｢Suzuka-ECO2  プロジェクト(環境家計簿)｣を創設しましたので、参加者を

募集します。 

｢Suzuka-ECO2　プロジェクト｣登録メンバーを募集します 
環境政策課　 382-7954　 382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

◆｢Suzuka-ECO2  プロジェクト｣の仕組み

対　象　市内に住所を有する方

内　容　配布シートの中で実践できた省エネ活動の項目を毎月チ

ェックし、電気使用量を昨年同月実績(8月分、1月分)と比較します。

参加料　無料

募集期間　4月6日㈪から(登録者数が150人に達した時点、あるい

は5月末日をもって締め切ります)

申込み　環境政策課(市役所本館4階)配布、

あるいは市ホームページ(　http://

　www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/

　shinsei/youshiki/index.html)か

らダウンロードした登録申込書に必要

事項を記入の上、環境政策課へ

こまめに節約

家庭で 

省エネ活動 

を実践 

「S u z u k a - E C O 2　　 

プロジェクトシート」 

「電気ご使用量の 

お知らせ」 

提　出 ・地球環境にも家計にもやさしい

好事例をホームページなどで紹介 

・全員に修了証を発行 

・奨励制度として上位30人には

公共交通機関利用券を支給 

成果・特典

新エネルギー関連補助制度
のご利用を 

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

　市では、家庭用新エネルギー設

備の設置やクリーンエネルギー自

動車の購入に対して補助制度を設

けています。地球温暖化防止のため、

ぜひご利用ください。 

◆家庭用新エネルギー設備設置
事業補助金

対象設備　エコウィル(家庭用ガ

スエンジン給湯器)

補助額　5万円

対象者
○自らが居住し、

または居住す

る予定の市内

の住宅へ対象

設備を設置さ

れた方

○対象設備が設

置された市内

の新築住宅を

購入された方

○県または市が行う新エネルギー

の普及啓発活動(アンケートや

イベントなど)に協力できる方

○市税を滞納していない方

申請期間　平成22年2月26日㈮

まで

※申請期間内に補助金の予算額を超

えた場合は、抽選を行います。

◆クリーンエネルギー自動車購
入費補助金

対象車種　ハイブリッド自動車、

天然ガス自動車、メタノール

自動車、電気自動車、燃料電

池自動車

補助額　6万円(当該年度内一人

1台限り)

対象者
○対象車種を自家用の新車として、

2月16日㈪以降に鈴鹿ナンバー

で初度登録された方

○対象車種を初度登録した時点で、

6カ月以上鈴鹿市に在住してい

る方

○市税を滞納していない方

申請期間　前期：8月31日㈪まで、

後期：9月1日㈫〜平成22年2月

26日㈮

※初度登録が8月17日(月)から31日(月)

の登録車は、後期でも申請可能です。 

※各申請期間内に補助金の予算額を

超えた場合は、それぞれ抽選を行

います。 

※詳しくは、市ホームページ(　 http:// 

　www.city.suzuka. lg.jp/gyosei/ 

　sh inse i /yoush ik i / index .h tm l )

でもご覧いただけます。 

※住宅用太陽光発電システムの設置

に対しては、経済産業省の補助金

制度があります。詳しくは、NPO

法人三重総合環境研究センター

(　059-253-4197)へ 

教育委員会活動の点検・ 
評価報告書を公表しました 

教育総務課　 382-7617　 383-7878
　 kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度の教育委員会活動

について実施した、点検・評価

に関する報告書を公表しました。

教育委員会ホームページ｢教育委員

会活動の点検・評価｣( 　 http: / /  

www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/ 

commi tee / index02 .h tml )、また

は市政情報課情報コーナー(市役

所本館4階)、教育総務課(市役所

本館11階)でご覧いただけます。 

第8回みんなでつくる鈴鹿
まちづくり条例を考える会

が傍聴できます 

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

と　き　4月23日㈭　19時〜21時

ところ　市役所本館12階1203会

議室

定　員　10人程度(先着順)

申込み　当日18時30分から18時

50分までに会場で受付します。平成21年鈴鹿市成人式の様子

(エコツー)



14 2009・4・5

ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
　 kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時のブロック塀などの倒

壊事故を未然に防ぎ、通行人の

安全と災害時の避難路を確保し、

安全で安心できるまちづくりに

寄与することを目的に、ブロッ

ク塀の除却に対して助成を行っ

ています。

対　象　セットバックが必要な

道路を除く公道に面し、高さ

が1ｍを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確認を

した上で、市の積算に基づい

た除却費を算出し、市の算出

した費用の2分の1を25万円を

限度に助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。 

※詳しくは、建築指導課へお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

(財)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

去にこの事業に参加したこと

がない方

と　き　7月29日㈬〜8月4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)、

イリノイ州シカゴ市(1泊)

定　員　12人

参加費　16万円(燃油サーチャー

ジ料、旅券取得費や傷害保険

料などの個人的経費は別)

選　考　筆記と面接(5月17日㈰)

申込み　5月8日㈮(必着)までに、

(財)鈴鹿国際交流協会事務局、市役

所、市内公立中学校・高校に備え

付けの参加申込書に必要事項を

記入の上、直接または郵送で同事

務局(〒513-0801　神戸一丁目

1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3階)へ

CNS｢テレビ広報すずか｣と
｢鈴鹿市議会中継｣が 

地上デジタル12chになりました 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　 hishokoho@city.suzuka.lg.jp

議事課　 382-7600　 382-4876
　 giji@city.suzuka.lg.jp

　ケーブルテレビ701chで放送

中の ｢テレビ広報すずか ｣と

702chで放送中の｢鈴鹿市議会中継｣

が、4月1日から地上デジタル

12chに変わりました。このチャ

ンネルは、地上デジタルテレビ

などでご覧いただけます。なお、

このチャンネルをご覧いただく

ためには、テレビのチャンネル

再スキャン操作が必要です。

　詳しくは、テレビの取り扱い

説明書をご覧いただくか製造メ

ーカーにお問い合わせください。

ケーブルテレビのデジタルター

ミナルでご覧の方は、自動的に

設定されます。

※｢テレビ広報すずか｣は121ch、｢鈴

鹿市議会中継｣は122chになりました。 

※アナログ10chと20chは、引き続

き2011年7月までご覧いただけます。 

問合せ　(株)ケーブルネット鈴鹿

(　0120-173734)

シャクヤクをプレゼントします 

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

　シャクヤクのまちづくりをめ

ざしているSUZUKA産学官交流

会では、見ごろを迎えるシャク

ヤクの切花を50人の方にプレゼ

ントします。 

と　き　5月8日㈮、9日㈯のいず

れかを予定

ところ　市内の栽培場所

申込み　4月20日㈪(必着)までに、

住所、氏名、年齢、電話番号、応

募動機を記入の上、往復はがき

で鈴鹿商工会議所内環境植物

研究会事務局(〒513-0802　

飯野寺家町816　382-3222)へ

※希望者多数の場合は抽選とし、当

選者には場所、日時などをご連絡

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市政メールモニターを 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　 http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/
merumoni@city.suzuka.lg.jp

　本市では、インターネットや

携帯メールを活用したアンケー

トシステム「メールモニターシ

ステム」を運用し、市民の皆さ

んのご意見を市政に生かす取り

組みに活用しています。3月10日

現在、5,500人の方に登録してい

ただいています。市内に住所が

ある中学生または13歳以上の方

が対象で、どなたでも無料で登

録できます。 

※登録できるのは一人1IDとなって

います。 

※パソコンと携帯との二重登録はで

きません。 

○パソコンから登録
　http://www.merumoni.city.

　suzuka.lg.jp/

○携帯電話から登録
　http://www.merumoni.city.

　suzuka.lg.jp/i/

○市に登録用紙を提出　秘書広

報課や地区市民センターに備

え付けのメルモニ登録用紙に

必要事項を記入の上、秘書広

報課へ

お 知 ら せ  
くらしの情報 
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広報すずかの表紙写真を 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
　 hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募集

しています。行事や風景など、

生活感・季節感あふれる作品を

お待ちしています。 

規　定　市内で撮影されたカラ

ー写真(横判)で、未発表のもの

(サイズは問いません)

申込み　随時受付をしています。

写真(一人1点)の裏面に、郵便

番号、住所、氏名、電話番号、

作品のタイトル、撮影場所、

撮影日時、撮影に関するエピ

ソード(80字程度)を記入の上、

直接または郵送で〒513-8701

秘書広報課へ

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願いします。 

※同じ年度内で、同一応募者からの

表紙写真への採用は1回です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢バンビーキッズ｣を 
配布しています 

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

　一般募集した育児中のお母さ

んたちで作成している子育て支

援情報紙｢バンビーキッズ｣には、

子育てなんでも情報や市内の幼

稚園、保育所(園)などの園庭開放

スケジュールを掲載しています。

設置場所　子育て支援課、子育

て支援センター(りんりん)、勤

労青少年ホーム(はぐはぐ)、保

健センター、図書館、文化会館、

ジェフリーすずか、ふれあい

センター、公民館、児童セン

ターなど

※幼稚園、保育所(園)、市ホームページ 

　( 　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　kouhou/gyosei/open/shiryou/ 

　hakkobutsu/index31.html)でも

ご覧いただけます。 

自転車駐輪場内の放置自転車の処分についてお知らせします 
防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

◆近鉄平田町駅周辺自転車放置禁止区域◆近鉄白子駅周辺自転車放置禁止区域

放置禁止区域 

自転車駐輪場 

凡　　　　例 

　毎年春になると、放置されたままの多くの通学用自転車により、駐輪場敷地内の駐輪スペースが年々減っ

てきています。自転車については各自で責任を持って処分をお願いします。

◆放置禁止区域(近鉄白子駅・平田町駅の周辺300ｍ以内)での処分
　2時間放置後撤去→保管(60日間)→警察で照会→はがきで通知→返還(自転車

1,500円、原付2,000円必要(盗難届出済の場合は無料、引き取りがない場合は処分))

※放置禁止区域外(その他駐輪場)での処分(駐輪場敷地内の自転車、原付について1週間以上

放置禁止の場合)は、札をはってから7日後に撤去し、以後の流れは上記と同じです。 
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｢県民の日｣に 
無料開放します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

　｢県民の日｣を記念して、考古

博物館の観覧料が無料になります。

この日は、速報展｢発掘された鈴

鹿2008｣と常設展を無料でご覧

いただけます。

と　き　4月18日㈯

ところ　考古博物館

妊婦健診の助成を 
拡大します 

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

　妊婦の健診費用の負担軽減の

ため、平成21年4月から妊婦一般

健康診査における公費負担を、

現在の5回から14回に拡充します。

受診票は前期・2回目・3回目・4

回目・後期・6〜14回の計14回

となり、｢母子保健のしおり｣に5

回分、｢母子保健のしおり｣別冊

として追加9回分をつづったもの

を、妊娠届出時にお渡しします。

県内の委託医療機関で、定期の

妊婦健康診査の際にご使用くだ

さい(2・3・4回目・6〜14回目

については委託助産所でも使用

できます)。

　なお、平成21年3月31日まで

に妊娠届出を済ませた妊婦の内、

出産予定日が平成21年4月1日以

降の方には、拡充された9回分の

受診票を3月末から4月上旬に郵

送します。自宅に届かない場合

はご連絡ください。赤ちゃんの

発育状態や妊娠の経過を診ても

らうためにかかりつけ医を持ち、

定期的に健康診査を受けましょう。

妊婦健診の県外受診費用を
助成します 

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

　妊婦の健診費用の負担軽減の

ため、平成21年4月1日から妊婦

一般健康診査における県外受診

費も公費負担の対象となります。

詳しくは、健康づくり課へお問

い合わせください。

木造住宅の耐震化のための
補助制度の一部を変更します 

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

　市では、昭和56年5月31日以

前に建てられた木造住宅に対し

て無料で耐震診断を行っており、

診断の結果、｢倒壊する可能性が

高い｣と診断された住宅について、

耐震補強計画、耐震補強工事、

取り壊しの費用の一部を補助し

ています。この補助制度について、

4月1日から、補助要件の変更、

補助金の減額など、その一部の

見直しを行っています。また、

厳しい財政事情のため、補助制

度の申し込みの状況によっては、

この制度をご利用いただけなく

なる場合もあります。

　詳しくは、市ホームページを

ご覧いただくか、事前に防災安

全課へお問い合わせください。
 

緑の募金にご協力を 

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

　(社)三重県緑化推進協会との連

携により、緑の募金活動を実施

します。森林や緑は、災害や地

球温暖化の防止など、わたした

ちにさまざまな恵みを与えてく

れます。寄せられた募金は、植林、

間伐、里山の手入れなどの森林

整備や森林ボランティア育成に

役立てられていますので、ご協

力をお願いします。

と　き　5月29日㈮まで

ところ　農林水産課、地区市民

センター設置の募金箱

 
シルバー人材センターの 
事務費率を改定します 

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

　シルバー人材センターは、高

　火災に伴う廃棄物の処理については、

市の処理施設で処理できる物とでき

ない物があります。右記の区分に従

って処理してください。 

※事前に市が火災現場を確認させてい

ただきます。 

※搬入に際しては制限などがありますので、

清掃センター(御薗町3688　 372-1646)、

不燃物リサイクルセンター(国分町

1700　 374-4141)へお問い合わせく

ださい。 

建物火災に伴う廃棄物の取り扱いについてお知らせします 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

解体業者などに
委託した場合

事 業 活 動 に
供 す る 建 物

被災者が自分で解体して
直接搬入した場合

廃棄物の分類

建物および附属建物

生活用動産

建物および附属建物

事務所用動産

区　　　分

個　人　住　宅

○：搬入可能　△：一部搬入可能　×：搬入不可 

お 知 ら せ  
くらしの情報 
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齢者の社会参加の推進と能力を

生かした活力ある地域社会づく

りに寄与することを目的に活動

しています。センターでは、事

業の効率化、事務の改善などに

より経費削減に努めてきましたが、

大口契約などの減少で運営が大

変厳しくなっていることから、

平成21年度から、事務費率を7％

から9％に改定します。 

※詳しくは、シルバー人材センター

(　382-6092)へお問い合わせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.lg.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2009年

版｣を無料で配布します。 

内　容　食の安全を読み解く、

くらしのなかの契約、契約ト

ラブル注意報、くらしの事故

注意報など

人　数　35人(先着順、一人1冊

まで)

配　布　4月30日㈭まで、産業政策

課(市役所本館7階)窓口で配布

平成21年度 
国民年金学生納付特例制度
の申請をお忘れなく 

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

　収入がないため、国民年金保

険料の納付が困難な学生に対して、

社会人になってから学生時代に

猶予した保険料を納めることが

できる｢学生納付特例制度｣があ

ります。20歳で国民年金に加入

された学生や平成20年度に制度

を利用していない学生は、申請

が必要ですので、手続きをして

ください。 

申請場所　保険年金課、地区市

民センタ—

持ち物　年金手帳、印鑑、学生

証または在学証明書(原本)

※平成20年度｢学生納付特例制度｣の

承認を受け、社会保険庁で卒業予

定年月を把握している方には、｢学

生納付特例申請書(はがき)｣が送付

されます。必要事項を記入して返

送することにより申請ができます。

｢学生納付特例申請書(はがき)｣が

届かなかった方や在学する学校を

変更した方は、従来通りの申請を

してください。平成21年度国民年

金保険料は、月額1万4,660円です。 

 
鈴鹿市療育センターを 
改修しました 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　障がい児デイサービス事業の

提供施設である療育センターに

ついて、平成20年度電源立地地

域対策交付金事業を活用した改

修工事が終わりました。 

ところ　西条五丁目118番地の3 

鈴鹿市の地形図が新しくなります　　都市計画課　 382-9024　 384-3938　　 toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

◆旧都市計画図

　現在、三重県では、県内一斉に地図情報を統一するため、共有デジタル地図の作成を行っています。従来は、各市

町が独自で作成していた都市計画図などの地図情報を、県内一斉に整備することで、住民サービスの向上や市町間

での情報共有などが円滑に行われます。市でも、今回の共有デジタル地図の作成にともない、従来使用していた都市

計画図(2,500分の1)の図画番号割が変更になります。詳しくは、都市計画課(市役所本館9階)、市役所売店(市役所本

館15階)でご確認ください。 

 ◆新都市計画図
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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.lg.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、稲生、飯野、河曲、

一ノ宮、箕田、玉垣、若松、神戸の各

一部約80haです。これにより、す

でに供用をしている区域と合わせ

て約1,580haの区域で公共下水道

が使用できるようになりました。

◆速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

設置する必要があります。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

年以内に改造しなければなりませ

ん。排水設備は個人負担で施工

していただき、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。 

平成21年度自衛官を 
募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
　 shimin@city.suzuka.lg.lg

◆予備自衛官補
応募資格　一般は18歳以上34歳

未満、技能は保有資格に応じ

て53歳から55歳未満の方

試験日　4月18日㈯〜20日㈪の

内で希望の日

申込み　4月13日㈪まで

◆幹部候補生
応募資格　20歳以上26歳未満の方

(大学院修士学位取得者は28歳

未満)

試験日　5月16日㈯、17日㈰(17日

は飛行要員のみ)

申込み　5月12日㈫まで

◆一般曹候補生
応募資格　18歳以上27歳未満の方

試験日・申込み
○第1回　試験日：5月23日㈯、

申込み：5月12日㈫まで

○第2回　試験日：9月19日㈯、

申込み：8月1日㈯〜9月11日㈮

※詳しくは、自衛隊三重地方協力本部

四日市地域事務所(　 351-1723)へ 

 
 

第33回鈴鹿市植木まつり 

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

と　き　4月11日㈯〜19日㈰

　9時〜16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容　植木即売、寄せ植え体験、

クイズラリー、オークション、

地震体験車など

問合せ　鈴鹿市植木振興会

　(　382-9017)

国際理解セミナー｢作者の児童文学
から見えるカナダの移民の歴史｣ 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
　 sifa@mecha.ne.jp

と　き　5月10日㈰　10時〜11時30分

ところ　ジェフリーすずか研修室1

講　師　ジャクリーン・ピアース

(カナダの児童文学作家)

定　員　35人(先着順)

参加料　無料

申込み　5月1日㈮までに、郵便

番号、住所、氏名、年齢、電

話番号を記入の上、はがき、

ファクス、電子メールまたは

電話で鈴鹿国際交流協会へ

よみきかせやさんの日 

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

　4月23日㈭は｢子ども読書の日｣、

4月23日㈭から5月12日㈫までは｢こ

どもの読書週間｣です。今年の標

語「笑顔のヒミツは本の中」に

ちなんで、読み聞かせのフロア

ーワークを行います。水色の帽

子をかぶった職員が、子ども一

人ひとりに合わせて絵本の読み

聞かせをします。

対　象　赤ちゃんから幼児

と　き　4月23日㈭　10時〜12時、

13時〜15時

ところ　図書館児童閲覧室・親子

コーナー

※こいのぼりのぬりえコーナーもあ

ります。 

※先着30人にプレゼントがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

○講座・教室

現場力が身につく研修 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　製造業の現場(稼働している企業)

を使ったユニークな研修で、もの

づくりの基本をさまざまな業種

の仲間と議論し、現場体験の中で

困りごとの原因追及を、分かりや

すく身に付けることができます。

対　象　市内の中小製造会社に

勤務し、次期リーダーをめざし

て全7回の講座に参加できる方

と　き　5月16日㈯、23日㈯、

29日㈮、6月6日㈯、13日㈯、

20日㈯、27日㈯

内　容　講義、ものづくり実技、

現場実践、グループ討議

定　員　20人(先着順)

参加料　無料

申込み　4月6日㈪から、産業政

策課ものづくり動く支援室(市

役所別館第3)へ

F1ミニ知識 F1ミニ知識 

催 し 物  

講座・教室 

お 知 ら せ  
くらしの情報 
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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 

春に 

　風景のあちらこちらが桜色に染まる4月となりました。

保育園や幼稚園、学校や職場では、新たな1年のスター

トの季節です。少し緊張した面持ちの新しい仲間ができ

たり、初めて経験するような新しいことに挑戦したり、今

まで体験したことのない新しい環境に身を置いたり、こ

れから始まることに期待と不安の入り混じったような、でも、

どこか新鮮な気分のスタートです。 

　桜の花が美しくひらひらと舞う中、さっそうと歩く人々

を見て、｢しかし自分はそうではないのだ｣と実感し、気

のせいか、美しいはずの桜が色あせて見えたのは、受

験に失敗した春の忘れ難い思い出です。｢この世の春を

おうかする｣、｢ついに春が来た｣といった言葉に代表さ

れるように、そのときまで｢春｣といえば｢幸せな始まりの季

節｣と思い込んでいた自分にとって、｢そうではない春が

ある｣という、少々つらい気付きの体験でした。そのとき

はっきり認識したことは、時間の経過として、春は来て桜

の花はひらひらと舞うけれど、その瞬間にも、自分の思

いや願いをかなえられなかったということを、受け入れな

ければならない人たちは必ずいるのだという事実でした。 

　このとき以来、自分にと

って春はいっそう深みを

増した季節となりました。

それは毎年春が来るごとに、

自分がどこから出発した

のかを思い出させてくれ、

また追体験させてくれる大切な時期となりました。そして

この体験は、その後、教育の道に進んだ自分には、悩ん

だり挫折している子どもたちに対して｢自分の状況を冷静

に受け入れることから始める｣という、かけがえのない視

点ともなりました。自分自身や自分の状況を受け入れる

ことから出発し、力強く遠くまではばたいていった子ども

たちにも出会うことができました。 

　そして今年もまた春が来ました。今年も桜の木々は、辺り

一面に桜色をふりまいています。しかし、そういう美しい情

景を見ながらも、今、自分の状況をかみしめている人たちは

必ずいることでしょう。まず、自分の状況や自分自身を見つ

め直し、受け入れることから始めることが、やがてこの｢春｣を、

忘れ難い｢転機｣としてくれるのではないでしょうか。 

の 4 月 納 税 
○固定資産税・都市計画税・・・全期・1期
 【納期限は4月30日㈭です】
※納税は、便利な口座振替で 

日本語ボランティア養成講座 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　市内に在住する外国人と共に生き

る社会づくりを進める上で、不可欠

なコミュニケーション力をはぐくむ

ため、地域で日本語支援をしていた

だく日本語ボランティアの養成講座

です。今までまったく日本語を教え

たことのない方に簡単なノウハウを

身に付けていただき、実践していた

だくことを目標に開催します。

対　象　できる限り全講座に参

加でき、日本語支援活動にも参

加できる方

と　き　5月9日㈯から6月27日㈯ま

での毎週土曜日10時〜11時30分

※6月6日、13日は13時から14時30分

にも開催(全10回)

ところ　文化会館

講　師　池田、井高、松葉、渡

辺(日本語講師)

定　員　30人(先着順)

受講料　一般6,000円、賛助会員

3,000円(賛助会員にはいつで

も加入できます)

申込み　4月23日㈭までに、郵便

番号、住所、氏名、電話番号

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで鈴鹿国際交流協

会(〒513-0801　神戸一丁目

1-1近鉄鈴鹿市駅ビル3階）へ

外国語講座 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

とき・内容
○英会話中級1　5月13日㈬〜

10月7日㈬　19時〜20時30分

○英会話中級2　5月7日㈭〜9月

24日㈭　10時〜11時30分

○英会話初級1　5月12日㈫〜

10月6日㈫　19時〜20時30分

○英会話初級2　5月13日㈬〜

10月7日㈬　10時〜11時30分

○ 中 国 語 入 門　5月13日㈬〜

10月7日㈬　19時〜20時30分

○ポルトガル語入門　5月7日㈭

〜9月24㈭　19時〜20時30分

ところ　(財)鈴鹿国際交流協会

定　員　20人(中国語入門のみ18人)

受講料　一般1万9,000円、賛助

会員1万6 ,000円(賛助会費

2,000円が必要となります)

※テキスト代、コピー代は別途必要です。 

申込み　4月23日㈭(必着)までに、

郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

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)を記入の上、はがきで鈴鹿

国際交流協会｢外国語講座｣係(〒

513-0801 神戸一丁目1-1　近

鉄鈴鹿市駅ビル3階)へ

※応募者多数の場合は抽選し、10人

に満たないクラスは中止します。 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　F1って何？ 

　　F1の｢F｣は｢Formula｣の｢F｣で、

サイズ・重量・エンジン排気量など

によるレーシングカーのクラス分け

のことです。一方、F1の｢1｣は、そ

の規定に沿ったレースの最高峰を

意味する｢1｣で、この二つを組み

合わせてフォーミュラ・ワンという

名称が付けられています。 

Q

A

F1ミニ知識ニ知識 F1ミニ知識ニ知識 F1ミニ知識 

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 


