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定額給付金の申請書を発送しました 

企画課　 382-9290　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　本市の定額給付金の申請書を

4月中旬に発送しました。受給資格

のある方で、まだお手元に届いて

いない方は、定額給付金推進室

(　382-9290)へご連絡ください。 

 
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
と　き　5月10日㈰、24日㈰

　9時～16時30分 

◆夜間窓口
と　き　5月28日㈭、29日㈮
　17時15分～20時 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

内　容　いずれも市税の納付、
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。  

 
第10回幼稚園再編整備検討
委員会が傍聴できます 

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月22日㈮　15時～17時 
ところ　市役所本館5階会議室 
定　員　10人(先着順) 
申込み　会議開始15分前までに
学校教育課へ 

※3歳から5歳までの子ども連れの方

は託児のご利用も可能です。 

 
5月18日から24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｣は、国やNTTなどの

特殊法人などに対する苦情や意見、

要望を聴き、その解決の促進を図

る制度です。その委員である行政

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

談の秘密は固く守ります。 

　市では、総合相談(毎月第３金曜

日)、巡回相談(隔月第1木曜日)の

開催日に、3人の行政相談委員が

交代でご相談に応じています。詳

しくは、広報すずか毎月20日号の｢相

談｣をご覧ください。 

市内の行政相談委員　北村克麿さん、
打田善幸さん、川北五鈴さん 

※総務省三重行政評価事務所（ 059-

227-1100)でもご相談に応じています。 

 
子育てトーク(発達)の 
参加者を募集します 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　発達に障がいのある子どもを

もつ保護者のための｢子育てトー

ク(発達)｣の参加者を募集します。 

対　象　発達に障がいのある子
どもの保護者(原則として、一

年間を通して参加できる方) 

と　き　5月13日㈬、6月10日㈬、

7月1日㈬、9月8日㈫、10月14日㈬、

11月11日㈬、12月9日㈬、平成

22年1月13日㈬、2月10日㈬　

10時～12時 

ところ　市役所西館2階2422会議室 
内　容　発達に障がいのある子ども
の保護者の話し合いとグループ相談 

助言者　　　順子(教育研究所専
門相談員・臨床心理士) 

定　員　15人程度 
参加料　無料 
申込み　5月11日㈪までに、電話
で教育研究所へ 

 
｢特別障害給付金｣が 
支給されます 

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

　国民年金の任意加入期間に加

入しなかったことにより、障害基礎

年金を受給していない障がい者の

方を対象に、｢特別障害給付金｣が

支給されます。 

対　象　下記のいずれかに該当
する方で、国民年金に任意加入

していなかった期間内に初診日

があり、現在、障害基礎年金の1

級・2級に相当する障がいに該

当する方(65歳に達する日の前

日までにその障害等級に該当す

る程度の障がいの状態にある方) 

○平成3年3月以前に、国民年金

の任意加入対象であった学生 

○昭和61年3月以前に、国民年金

の任意加入の対象となってい

た被用者(厚生年金・共済組合

などの加入者)の配偶者 

申込み　保険年金課へ 
※原則として、65歳に達する日の前日

までに請求してください。経過措置と

して、65歳を超えている方は平成22

年3月31日まで請求できます(障害

認定などの審査、支給事務は、社会

保険事務局で行います)。 

 
男女共同参画社会づくりに 
つながる自主企画事業を 

支援します 

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

が行う事業で、下記のすべての条

件を満たすもの 

○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21年9月から平成22年1月

の間にジェフリーすずかで開

催できる事業 

支援内容　事業経費の補助(10万
円を限度)や会場提供、広報活

動などの支援 

申込み　6月5日㈮までに、所定

の申請書に必要事項を記入の上、

男女共同参画課へ 

※申込み後、プレゼンテーション審

査により決定します。 

※詳しくは、お問い合わせいただくか、

ジェフリーすずかホームページ 

　(　http://www.gender-free.city. 

　suzuka.lg.jp/)をご覧ください。 

お 知 ら せ  
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ものづくり研究開発事業を 

補助します 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.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、中小製造業者などが行う

新商品や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

新商品や新技術の研究開発で、

大学や高専などの高等教育機関

と共同で行う事業やその指導を

受けて行う事業 

補助額　補助対象経費の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19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 

※申請後は、審査会で研究開発事業

の内容を説明いただき、審査後、

交付の可否を決定します。 

※要綱や申請書などは、産業政策課

やホームページからも入手できます。 

 
犬と猫の避妊手術費の 
一部を助成します 

環境政策課　 382-9014　 382-2224
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成21年4月1日以降に
手術した犬と飼猫(犬は登録済で、

平成21年度狂犬病予防注射済

であること) 

助成額　雄の犬1,500円、雌の犬3,000円、
雄の猫1,500円、雌の猫2,000円 

申込み　環境政策課または市内の
動物病院に備え付けの申請書に必

要事項を記入の上、環境政策課へ 

※予算が無くなり次第終了します。 

 
第11回 

バイクであいたいパレード
2009の参加者を募集します 

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

と　き　7月25日㈯　13時～19時
30分(予定) 

※13時からイベントを開始、バイク

パレードは18時30分スタート 

ところ　鈴鹿ハンター特設会場 

※パレードコースは、鈴鹿ハンター

西側駐車場から鈴鹿サーキットまで 

内　容　鈴鹿8時間耐久ロードレ
ース前夜祭として、交通安全

啓発車両を配備し、全国各地

から集まったバイクが、鈴鹿

サーキットの8耐前夜祭会場に

向けて日本最大級の交通安全

パレードを行います。 

※パレードコースや周辺道路は、18時30分

から交通規制により渋滞が予想されます。

なお、パレード中は道路の横断はできま

せんので、ご協力をお願いします。 

申込み　5月24日㈰(必着)までに、

鈴鹿商工会議所青年部ホーム

ページから応募用紙をダウン

ロードし、必要事項を記入の上、

ファクスで事務局へ送付 

※申込み多数の場合は抽選を行います。 

問合せ　鈴鹿商工会議所青年部
(　 382-3222　担当：川口・高橋) 

 
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

　下記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。 

団地名・所在地・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4・5階　3戸(1戸)　

1万7,900円～3万5,700円 

○桜島団地(桜島町五丁目)
　中層耐火造4階　1戸(0戸)　1万

4,700円～2万9,000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

9,800円～4万1,900円 

○潮風の街磯山(単身)(東磯山二丁目)
　中層耐火造3・4階　2戸(0戸)　

1万4,800円～2万9,400円 

※(　)内は優先戸数 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に、

毎年算定します。 

申込資格　下記のいずれにも該
当する方 

○市内に在住または勤務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)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 

※単身用の部屋については、さらに

要件がありますので、住宅課へお

問い合わせください。 

申込期間　5月7日㈭から21日㈭ま
でに、所定の申込書類に必要書

類を添えて、直接住宅課へ 

選考方法　申込み多数の場合は、7
月上旬ごろに抽選により決定します。 

優先措置　障がい者世帯、母子世帯
など(申込みの際に申し出てください) 

入居時期　平成21年8月上旬予定 
※募集戸数、内容については、状況

に応じて変更する場合があります。 

 
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　 382-9022　 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、

豪華賞品を獲得しませんか。無事

故・無違反達成チームには、抽選

で1チームに50万円分をはじめとす

る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人を1チ

ームとしてご参加ください。また、シ

ルバーチーム(5人の内、65歳以上

の方を3人以上含む）の募集も行い

ます。 

募集期間　5月7日㈭～6月30日㈫ 
参加費　一人1,000円 
問合せ　チャレンジ実行委員会
事務局(三重県生活・文化部交

通安全・消費生活室内)(　 059-

224-2410) 

※詳しくは、市役所、警察署交通課、

交通安全協会、県民センター、三

重県庁などに5月7日以降に備え付

けのチラシ、申込書をご覧ください。 

 
｢国際博物館の日｣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/

　｢国際博物館の日｣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　5月17日㈰
ところ　考古博物館 
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県営鈴鹿スポーツガーデン　平成21年度第Ⅰ期スポーツ教室 

申込み　全コース開催日の先着順で、定員になり次第締め切ります。参加料は当日直接お支払いください。 

県営鈴鹿スポーツガーデン　 372-2250(水泳場)　　 372-8850(体育館)　　http://www.garden.suzuka.mie.jp

かんたんラテンエアロ 

高校生を除く18歳以上の方 

5月12日から6月30日までの

毎週火曜日10時30分～11時30分 

ラテン音楽に合わせた

全身運動、初心者向け 

先着10人     

1回500円（1回限り）    

コース名 

対　象 

と　き 

 

内　容 
 

定　員 

参加料 

ラテンエアロ 

高校生を除く18歳以上の方 

5月6日から6月24日までの

毎週水曜日20時～21時 

ラテン音楽に合わせた

全身運動 

先着10人     

1回500円（１回限り） 

かんたんエアロ 

高校生を除く18歳以上の方

5月2日から30日までの 

毎週土曜日10時～11時 

音楽に合わせた有酸素運動
　　     

先着15人 

1回900円 

フィットネスヨガ（昼） 

高校生を除く18歳以上の方 

5月18日から6月29日までの

毎週月曜日13時30分～14時30分 

 ヨガの要素を取り入れた呼吸を

意識しながら行うエクササイズ 

先着15人 

1回900円 

バレーボール（夜） 

高校生を除く18歳以上の方 

5月7日から6月25日までの

毎週木曜日19時～21時 

バレーボールの基礎・ 

実践的技術の習得 

先着15人     

1回800円    

 
災害時の情報収集のための 
アマチュア無線局を募集します 

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

　鈴鹿市と｢災害時応援協定｣を締

結している｢災害ボランティアアマ

チュア無線鈴鹿｣では、災害時、ボ

ランティアとして各自の周辺情報を

市役所アマチュア無線局へ送信す

るアマチュア無線の会員を募集して

います。関心のある方は下記の総

会へ参加してください。 

と　き　5月10日㈰　13時から 
ところ　河川防災センター2階会議室 
必要資格　アマチュア無線局免許 
問合せ　災害ボランティアアマチュア
無線鈴鹿会長山中乙雄(JA2RAL) 

　(　 382-0034　 ral@mecha.ne.jp) 

 
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

　ケーブルネット鈴鹿ご加入の皆

さんへのお知らせです。ケーブル

テレビ701chで放送していた｢テレ

ビ広報すずか｣と702chで放送して

いた｢鈴鹿市議会中継｣が、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、

このチャンネルを初めてご覧いた

だくには、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視聴

の方は、自動的に設定されます。 

※ケーブルネット鈴鹿へ未加入の方は、

｢テレビ広報すずか｣、｢鈴鹿市議

会中継｣ともにご覧いただけません。 

問合せ　㈱ケーブルネット鈴鹿
(　 0120-173734) 

 
エピペンを処方されている
方へのお知らせです 

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.lg.jp

　救急救命士の処置範囲が一部

改正され、自己注射が可能なエ

ピネフリン製剤によるエピネフ

リン(エピペン)の投与が、すべて

の救急救命士に認められました。

重度傷病者が発生し、救急車を

要請する際には、エピペンの情

報も併せて119番通報してください。 

 

 

 

 

 

 
 
 

若松海岸の清掃ボランティア 

若松地区市民センター
385-0200　 385-4752

と　き　5月30日㈯　8時～10時 
ところ　山中公園前(メイン会場)、
千代崎観光案内所前、原永第

二集会所前 

主　催　若松海岸通り美化ボラ
ンティア推進委員会(代表：長

谷川彦英さん　 385 -7055) 

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、

同委員会が準備します。 

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(お

持ち込みいただく際、説明書も

併せてお持ちください)。当日、

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(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)。 

※廃棄物対策課での保管期間は1年

間です。廃棄物対策課から連絡が

ありましたら、お早めに引き取り

にきてください。 

と　き　5月24日㈰　10時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室 
※修理できないもの: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、楽器など 

※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。 

 
 
 

入門講座｢城郭調査最前線！｣ 

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9日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　亀山　隆さん(亀山市歴
史博物館館長) 

聴講料　無料 

講座・教室 

お 知 ら せ  
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 

心地よく暮らすこと 

　先日、地下鉄に乗ったときのことです。一人のお年

寄りが、乗車するなりその場でしゃがみ込みました。電

車の揺れで倒れるのを恐れて、しゃがみ込んだのです。

座っていた一人のサラリーマンらしき人がそのことに気付

いて席を立ち、｢こちらに座ってください｣とそのお年寄り

の手をとり座らせました。席に座ったそのお年寄りは何

度もお礼を言っていました。その光景を見たわたしは、

自分がすぐにそのお年寄りに声をかけられなかったこと

を反省したのと同時にとても心が温かくなりました。 

　人は一人で生きている訳ではなく、いろいろな人と

助けあって生活をしています。その中でこのように自

分がその立場ならどう感じるのかを考え、お互いの立

場を思い、理解することが大切です。 

　また、わたしたちは生活する中で地域や、職場、学

校などいろいろな環境に接しています。特に地域は

生活していく上でかかわりが深く、この関係がうまく

いかないとお互いに心地よく生活ができません。そのた

めには言うまでもありませんが、自分がされて嫌なことは

他人にもするべきではありません。人が嫌な思いをして

いることを、逆に自分がされたらどう思うかを感じること

ができないのであれば、この関係はうまく成り立たないの

ではないでしょうか。 

　もちろん、わたしたちには個性があり、生活の仕方も一

人ひとり皆違います。物事のとらえ方や考え方も異なり、

どのように感じているかは話してみなければ分かりません。

お互いの違いを認め合い、相手の生活を守ることができ

なければ、自分の生活も守ることはできません。このこと

がお互いの人権を守ることへとつながります。 

　人権は障がいがあろうとなかろうと、年齢の差や国籍

の違いがあってもすべての人にあります。人権を尊重し

合い、心地よく生きられる社会の実現をめざし、今一度、

自分を見つめてみませんか。 

の 5 月 納 税 
○軽自動車税・・・・・・・・・・・・全期

【納期限は6月1日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　F1の歴史は？ 

　　史上最初の｢グランプリ｣レー

スが開催されたのは1906年フラ

ンスでのことでした。その後、

1950年に近代F1が始まり、その

記念すべき開幕戦で優勝したの

は当時アルファロメオのジュゼッペ・

ファリーナ(イタリア)で、同年のチ

ャンピオンにもなっています。 

Q

A

F1ミニ知識ニ知識 F1ミニ知識ニ知識 F1ミニ知識 

わ ら じ  

体験講座｢布ぞうりを作ろう｣ 

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

対　象　18歳以上の方 
と　き　6月20日㈯　9時30分～16時 
ところ　考古博物館 
講　師　にっぽん和楽路会 
定　員　10人 
材料費　1,000円程度 
申込み　5月5日㈫から6月5日㈮(必
着)までに、往復はがきに、講

座名、受講希望者全員の氏名、

年齢、電話番号、電子メール

アドレス(ある場合のみ)、返信

のあて名欄に代表者の住所、

氏名を記入の上、考古博物館

(〒513-0013　国分町224)へ 

※はがき1枚につき、2人まで申し込

めます。 

※定員を超えた場合は抽選を行います。 

 
鈴鹿地域職業訓練センター講座 

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

申込み・問合せ　5月1日㈮から先

着順で受付を行います。直接、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　387-1900　 http: / /www. 

　mecha.ne. jp/̃suzukatc)へ 

◆外国人向け｢アーク溶接特別教育｣

　電気の知識、溶接機器の取扱い、

溶接法などについて、学科と実

技講習を行います。この講習を

受講していただくと｢アーク溶接

特別教育修了証｣が取得できます。

この資格がないとアーク溶接の

業務に従事できません。 

対　象　18歳以上で、日本語で
日常会話が可能な方 

と　き　6月1日㈪～4日㈭　9時

～16時 

定　員　20人 
受講料　8,900円(日本語のテキス
ト代900円を含む) 

※学科講習については、ポルトガル

語の通訳があります。 

 
初級ウォーキング教室 

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

対　象　ウォーキング初心者、
ウォーキング指導に役立てた

い方など 

と　き　6月6日㈯、9月12日㈯、
11月21日㈯　9時～12時 

ところ　県立鈴鹿青少年センター研修室 
内　容
○講義　｢ウォーキングと健康につ
いて｣、｢楽しく美しいウォーキン

グ1｣、｢鈴鹿の週末ウォーキング

23コース｣ 

○実技　｢楽しく美しいウォーキ
ング2｣(鈴鹿青少年の森公園) 

定　員　各回20人(申込み多数の
場合は抽選) 

会　費　100円 
主　催　鈴鹿市民歩こう会 
協　賛　健康づくり課、鈴鹿回
生病院レオンフィットネスクラブ 

申込み　5月25日㈪(必着)までに、

受講希望日、氏名、性別、年齢、

住所、電話番号を記入の上、

往復はがきで、〒510-0219

野町南1-13-18　鈴鹿市民歩こう

会　日比正徳(　387-1489)へ 
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