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水道料金のお支払いは 
便利な口座振替のご利用を 

営業課　 368-1670　 368-1688
egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道料金のお支払いは、金融

機関の本人指定の預(貯)金口

座から引き落とす口座振替

が便利です。 

　下水道や農業集落排水を使

用している家庭では、水道料

金と一緒に引き落とされます。

次回のメーター検針時に、領

収書に代わって｢水道料金等

振替済通知書｣をお渡しします

ので、通帳、通帳届出印、お

客さま番号の分かるもの(検針

票など)を持参の上、金融機関

窓口で手続きをお願いします。 

問合せ　鈴鹿市水道料金等
徴収業務受託者第一環境㈱

(　368-1671(水道局内)) 

 
市議会をテレビ中継します 

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

　3月定例会での代表質問と

一般質問をケーブルネット鈴鹿

(アナログ20ch・デジタル122ch)

で生放送します。 

と　き　3月4日㈭　代表質問、
5日㈮・8日㈪～10日㈬　

一般質問、いずれも10時から

当日の会議終了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営

委員会、特別委員会および全員

協議会は傍聴できます。 

※日程は、市役所の掲示板と市議

会のホームページに掲載しますが、

日時が変更になる場合がありま

すので、傍聴する場合は事前に

議会事務局へご確認ください。 

 
長太公民館で巡回相談を 

行います 

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

　行政相談委員と公証人が

相談をお受けします。 

と　き　3月4日㈭　13時～

15時(予約不要) 

内　容
○行政相談委員　国の機関
に対する要望について 

○公証人　公正証書の作成に
ついて(公正証書とは、法律

に従って作成する公文書で、

裁判などで強い証拠になり

ます。遺言書、金銭貸借に

関する契約書、土地建物の

賃貸借契約書など)

お 知 ら せ  
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第20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　3月4日㈭　19時～

21時 

と こ ろ　市役所本館12階
1205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、会場で受け

付けます。 

 
鈴鹿市嘱託職員を 
募集します 

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

対象・受験資格　下記のいず
れにも該当する方 

○地方公務員法第16条の欠

格条項に該当しない方 

○昭和27年4月2日以降生ま

れの方 

○パソコン操作(入力、検索

など)ができる方 

○日曜日を含む勤務ができる方 

内　容　市民課での証明書
交付など 

募集人員　1人(4月採用) 
申込み　3月5日㈮(必着)(土・
日曜日を除く8時30分から

17時15分)までに、｢試験申

込書｣を市民課へ 

※試験申込書などは、直接また

は郵送で市民課へ請求してく

ださい。郵送で請求する場合は、

封筒の表に朱書きで｢試験申込

書希望｣と記入の上、返信用封

筒(あて先を記入し、90円切手

をはった12㎝×23㎝程度)を必

ず同封してください。 

◆採用試験
と　き　3月14日㈰
ところ　市役所本館12階会
議室(予定) 

試験内容　作文、面接 
※試験時間など詳しくは、申込

み締め切り後、郵送で連絡し

ます。 

 
入管法が変わります 

市民課　 382-9132　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　出入国管理及び難民認定

法などの一部が改正され、

平成21年7月15日㈬から3年

以内の政令で定める日から

施行されます。｢外国人登録

証明書｣に代わって｢在留カ

ード｣(特別永住者には「特別

永住者証明書｣)が交付された

り、在留資格や在留期間の

一部が変更されます。 

※詳しくは、法務省入国管理局

ホームページ(　http ://www. 

　immi-moj.go.jp/newimmiact/ 

　new imm i ac t . h tm l )をご覧く

ださい。 

 

平成22年度版 
ごみ収集カレンダー、家庭
ごみの分け方・出し方、
プラスチックごみの分け方・
出し方、有害ごみ専用収集

袋を配布します 

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

　平成22年度版ごみ収集カ

レンダー、家庭ごみの分け

方・出し方、プラスチック

ごみの分け方・出し方、有

害ごみ専用収集袋を、広報

すずか3月5日号に合わせて

配布します。 

　ごみ収集カレンダー、家

庭ごみの分け方・出し方、

プラスチックごみの分け方・

出し方を紛失された場合は、

3月5日㈮以降に、廃棄物対

策課または地区市民センタ

ーでお渡しします。 

　また、有害ごみ専用収集

袋の余った分は、翌年度も

使用できますのでご利用く

ださい。袋が余った場合は、

廃棄物対策課または地区市

民センターへお持ちいただ

ければ、引き取らせていた

だきます。 

※プラスチックごみの分別変更

が2月1日(月)から開始されてい

る地区では、プラスチックご

みの分け方・出し方はすでに

広報すずか1月5日号に合わせ

て配布済みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児福祉手当・ 
特別障害者手当について
お知らせします 

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

◆障害児福祉手当
対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるため、

日常生活で常時特別の介

護を必要とする方 

※所得制限があります。 

※施設に入所中や障がいを支給

事由とする年金などを受給し

ている方は対象外です。 

障がい程度　身体障害者手帳
1級・2級、療育手帳A1 

　(最重度)、精神障害者保健

お 知 ら せ  
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※手帳の等級はあくまでも目安です。

原則、手当用診断書(障がい別)

で判定します。 

手当月額　1万4,380円 
◆特別障害者手当
対　象　20歳以上で、著し
く重度の障がいの状態に

あるため、日常生活で常

時特別の介護を必要とす

る在宅の方 

※所得制限があります。 

※施設に入所中や病院などに3カ

月を超えて継続入院をしてい

る方は対象外です。 

障がい程度　身体障害者手帳
1級・2級程度、療育手帳

A1(最重度)程度、精神障害

者保健福祉手帳1級程度で、

それらが重複している方

またはこれらと同等の疾病、

精神障害のある方 

※手帳の等級はあくまでも目安

です。原則、手当用診断書(障

がい別)で判定します。 

手当月額　2万6,440円 
 

4月1日から 
肝臓機能障がいが 
身体障害者手帳の交付 
対象障がいになります 

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

対　象　認定基準に該当する
肝臓機能障がいがある方ま

たは肝臓移植を受け、抗免

疫療法を実施している方 

認定基準　主に肝臓機能障
害の重症度分類である

Child-Pugh分類(肝性脳症、

腹水、血清アルブミン値、プ

ロトロンビン時間、血清総ビ

リルビン値)によって判定しま

す。3カ月以上グレードC(重

度)に該当する方が、おおむ

ね身体障害者手帳の交付対

象となります。 

※診断前の6カ月間にアルコール

を摂取している方などは対象

外です。 

申　請　3月1日㈪から、申

請書、診断書(身体障害者

手帳指定医が作成したも

のに限る)、写真(縦4㎝×

横3㎝、新規申請の場合は

2枚、再交付の場合は1枚)

を障害福祉課へ 

※自分の症状や状態が手帳の交

付対象に該当するかどうかは、

三重県が指定した医師(指定医師)

へご相談ください。 

 
鈴鹿市障害者施策推進 
協議会委員を募集します 

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

対　象　市内在住の20歳以
上の方 

期　間　平成22年4月1日～
平成24年3月31日 

内　容　年2回程度の会議に
出席し、障害者施策を審議

します。 

定　員　男女各1人(応募多数
の場合は選考) 

申込み　3月12日㈮までに、

障害福祉課に備え付けの

応募用紙で同課へ 

 
ホームページの 

市民情報掲示板に掲載する
情報を募集しています 

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

　市民情報掲示板は、市ホ

ームページからイベントの

お知らせやサークルのメン

バー募集などの情報を、市

民の皆さんが自ら発信する

掲示板です。 

　掲示板には、イベントな

どの開催1カ月前から掲示で

きます。市民情報掲示板の

利用規定をご了承の上、ご

利用ください。 

市 民 情 報 掲 示 板
　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　bbs/form.html 

 
就学援助制度について 
お知らせします 

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

　児童、生徒が公立の小・

中学校へ通学する際に、経

済的にお困りの保護者に対

して、学用品費や学校給食

費などの援助をしています。

援助を希望される方は、各

学校に備え付けの申請用紙

に必要事項を記入し、所得

が分かる証明書(源泉徴収票

など)を添付の上、学校へ提

出してください。 

　なお、援助を受けるにあ

たっては、一定額の所得基

準を設けています。 

 
路上への広告物の設置は
禁止されています 

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　道路(歩道を含む)や路上に

ある電柱、道路標識、カー

ブミラー、ガードレール、

街路樹などへのはり紙、は

り札、のぼり旗、立看板な

どのはり付けや設置は、法

令で禁止されています。 

　特に、のぼり旗は路上以

外の場所であっても風でな

びくなどするため、交通安

全上の障害となる恐れもあ

ります。広告物の適正な設置、

管理をお願いします。 
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鈴鹿市土地開発公社 
所有財産を一般競争入札で

売却します 

管財営繕課　 382-9675　 382-8188
kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

◆物件1
所在地　住吉二丁目50番3 
地　目　雑種地 
地　積　345.81㎡ 
用途地域　第二種中高層住
宅専用地域 

予定価格　950万円(売却最低
価格) 

◆物件2
所在地　住吉二丁目103番2 
地　目　雑種地 
地　積　154.53㎡ 
用途地域　第二種中高層住
宅専用地域 

予定価格　600万円(売却最低
価格) 

◆物件3 
所在地　住吉三丁目8番1 
地　目　雑種地 
地　積　190.84㎡ 
用途地域　第二種中高層住
宅専用地域 

予定価格　680万円(売却最低
価格) 

◆物件4 
所在地　住吉五丁目7827番6 
地　目　雑種地 
地　積　227.27㎡ 
用途地域　工業地域 
予定価格　800万円(売却最低
価格) 

【入札日】 
と　き　3月15日㈪　10時から 
　(物件1)、11時から(物件2）、

14時から(物件3）、15時から

(物件4） 

と こ ろ　市役所本館10階

1002会議室 

申込み　2月24日㈬から3月

11日㈭(土・日曜日を除く9時

30分から16時)に、直接管財

営繕課(鈴鹿市土地開発公

社事務局)へ 

※郵送による申込みはできません。 

※入札参加資格など詳しくは、

管財営繕課へ 

【現地説明会】
と　き　2月24日㈬　10時か

ら(物件1)、11時から(物件2）、

14時から(物件3）、15時から

(物件4） 

ところ　売却物件所在地 
 

鈴鹿市 
生ごみ処理容器 
および生ごみ処理機 

購入費助成金の交付申請書
提出期日について 
お知らせします 

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

　処理容器などの普及を促し、

ごみの減量化と自己処理の

啓発促進を図ることを目的に、

処理容器などを使用する方

に対して、その購入に必要

な費用の一部を助成するため、

生ごみ処理容器および生ご

み処理機購入費助成金を交

付しています。 

　交付申請にあたっては、

処理容器などを購入した日

の属する年度内に、生ごみ

処理容器および生ごみ処理

機購入費助成金交付申請書

などの必要書類の提出が必

要です。 

　年度が過ぎてしまうと申

請ができなくなりますので、

提出期日にはご注意ください。 

提出期日　3月31日㈬まで

(平成21年度に購入された分) 

鈴鹿市資源ごみ回収活動
奨励金の交付申請書 
提出期日について 
お知らせします 

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

　一般廃棄物の減量化と資

源としての再利用を促進し、

生活環境の保全を図ること

を目的に、資源ごみ回収活

動を行う団体に対して、資

源ごみ回収活動奨励金を交

付しています。 

　資源ごみ回収活動の交付

申請にあたっては、資源ご

み回収活動を実施した日の

属する年度内に、資源ごみ

回収活動の実績を記した買

受明細書を添付し、資源ご

み回収活動奨励金交付申請

書などの関係書類の提出が

必要です。 

　年度が過ぎてしまうと申

請ができなくなりますので、

提出期日にはご注意ください。 

提出期日　3月31日㈬まで 
　(平成21年度に実施された分) 

 
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
hishokoho@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て、

市政に関する簡単なアンケ

ートのお願い、安全安心メ

ールやメールマガジンの配

信を行うシステム｢メールモ

ニターシステム(メルモニ)｣

を運用しています。 

　アンケートを配信する｢メ

ルモニアンケート｣とメール

やメールマガジンを配信す

る｢メルモニあんしんメール｣

のそれぞれで登録できます(両

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

お 知 ら せ  
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も無料で、電子メ－ルアド

レスの登録だけで済みます。 

◆登録方法
　次のそれぞれのホームペー

ジにアクセスし、登録画面の案

内に従って進んでください。 

1.規約に同意する。 

2.実際に登録する。 

○メルモニ
　アンケート
　メールアドレス 

を入力し、登録 

ボタンを押す。 

　http://www.merumoni.city. 

　suzuka.lg.jp(パソコン用) 

　http://www.merumoni.city. 

　suzuka.lg.jp/i 

　(携帯電話用) 

 

 

○メルモニあんしんメール
　メールアドレスを入力し、

希望するメールの種類にチ

ェックを入れて登録ボタン

を押す。 

　http: / /www.anshinmail .  

　city.suzuka. lg . jp  

　http: / /www.anshinmail .  

　city.suzuka. lg . jp/m 

　(携帯電話用) 

 

 

 

3.本人が登録をしたのか確認

するため、メールアドレ

スにメールが届く。 

4.受信したメールの中のアド

レスにアクセスする。 

5.登録完了 

※地区市民センターに備え付け

の申込書を使っても、申し込

みができます。 

※携帯電話に迷惑メール拒否の設

定などがされていると、登録確

認メールも迷惑メールと判断さ

れ届かない場合があります。

携帯電話会社の迷惑メール

拒否設定案内に従い、メルモニ 

　メールアドレス (　merumoni@ 

　city .suzuka . lg . jp)からのメー

ルが受信できるように設定を

変更し、しばらく時間をおい

てから再度登録手続きを行っ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

｢鈴鹿市住生活基本計画｣への 
意見を募集します 

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

　住宅政策の指針となる住

生活基本計画を作成しまし

たので、ご意見を募集します。 

期　間　3月12日㈮まで(郵送
の場合は、当日消印有効) 

閲覧場所　地区市民センター、
住宅課、市政情報課情報

公開コーナー 

※市ホームページからも閲覧で

きます。 

意見の提出　住所、氏名、
意見を記入の上、郵送、

ファクス、電子メールま

たは直接住宅課へ(様式は

問いません) 

※提出いただいたご意見は、個

人が特定できないように類型

化し、回答とともに市ホーム

ページと閲覧場所で公表します。

なお、個別には回答しません。 

 

 

 
税理士による 
無料税務相談 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

対　象　所得金額が300万円
以下の方または消費税の

基準期間の課税売上高が

3,000万円以下の方 

※譲渡所得、贈与税の相談は行

いません。 

とき・ところ　2月22日㈪、

23日㈫　亀山市総合保健福祉

センター、24日㈬～26日㈮

神戸コミュニティセンター　

いずれも9時30分から12時、

13時から16時 

※確定申告に関する問い合わせは、

鈴鹿税務署(　382-0351(代表))

へお願いします。音声案内が

流れますので、3月15日(月)ま

では｢0｣(確定申告電話相談セ

ンター)を選択してください。 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
　三重県警察就職説明会を開催します

と　き　2月27日㈯、3月27日㈯　10時から約2時間 
ところ　三重県警察本部(津市栄町一丁目100) 
申込み　月曜日から金曜日の8時30分から18時に、電話で
三重県警察本部警務課採用係(　059-222-0110(内線2645)

　0120-333-247)へ 

※三重県警察ホームページ(　 http://www.Police.pref.mie.jp)からも

申し込みができます。 

マスコットキャラクター 
「ヤッホー」 

催 し 物  
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鈴鹿地域職業訓練センター
講座(3・4月) 

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

申込み　鈴鹿地域職業訓練
センター(　387-1900 　http:// 

　www.mecha.ne.jp/̃suzukatc) 

※移動式クレーン運転講習、フォー

クリフト技能講習以外は、受講開

始日の1カ月前から受け付けを

行います。 

※講座によっては、申込時に必要な

書類などがありますので、事前に

同センターへお問い合わせください。 

◆Excel中級(表計算講習)
　Excelの活用、グラフ機能、

ワークシートの活用、データベ

ースの活用、ピボットテーブル、

マクロの作成を学習します。 

と　き　3月24日㈬、25日㈭

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆Word初級(ワープロ初級)
　基本的な文書の作成、印刷、

表・図・写真などのはり付

けを学習します。 

と　き　4月6日㈫、7日㈬　

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆新入社員安全衛生教育
　新入社員に対する安全衛生

教育(労働安全衛生法)と自由

研削砥石特別教育を行います。 

と　き　4月7日㈬、8日㈭　

9時～16時 

受講料　8,000円(別途教材費
1,500円必要) 

◆アーク溶接特別教育
　労働安全衛生法｢アーク溶

接特別教育修了証｣取得講座

です。この資格がないとアーク

溶接の業務に従事できません。 

と　き　4月13日㈫～15日㈭

8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
900円必要) 

◆Excel初級(表計算講習)
　表の作成や編集、関数を使

った計算処理、グラフ作成、印

刷などの基本操作を習得します。 

と　き　4月13日㈫、14日㈬

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆玉掛技能講習
　労働安全衛生法｢玉掛技能

講習修了証｣取得講座です。

この資格がないと玉掛の業

務に従事できません。 

と　き　学科：4月19日㈪、

20日㈫　実技：4月21日㈬

から23日㈮の間で選択受講

8時30分～17時 

受講料　1万円(別途教材費
1,500円必要) 

◆移動式クレーン運転講習
　労働安全衛生法｢小型移動

式クレーン運転技能講習修了

証｣取得講座です。この資格が

ないと移動式クレーンの業務

に従事できません。 

と　き　学科：5月25日㈫、

26日㈬　実技：5月27日㈭と

28日㈮のいずれかで選択受講 

※実技講習の会場は、津市の日

本クレーン協会三重支部です。 

受講料　2万2,500円 
※3月25日(木)8時30分から、先

着順で受け付けします。 

◆フォークリフト技能講習
と　き
○学科講習　4月6日㈫ 
※全コース共通で受講します。 

○実技講習
Ⅰコース：4月10日㈯、11日㈰、

18日㈰ 

Ⅱコース：4月7日㈬～9日㈮ 

Ⅲコース：4月13日㈫～15日㈭

定　員　各コース30人(先着順) 
受講料　2万6,500円 
※3月1日(月)から、上記3コース

を同時に受け付けします。 

 
パソコン講座 

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

申込み　2月26日㈮(平日10時
～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　・　387-

0767　　387-0764)へ 

とき・内容　パソコン初心者を
対象に、オフィス2003を使用

して、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1　3月9日㈫と10日㈬ 
○ワード基礎　3月6日㈯と

7日㈰ 

○ワード応用　3月13日㈯と

14日㈰ 

○エクセル基礎　3月18日㈭

と19日㈮ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　3月13日㈯と14日㈰ 
○ワード基礎　3月18日㈭と

19日㈮ 

○エクセル基礎　3月6日㈯

と7日㈰ 

○エクセル応用　3月9日㈫

と10日㈬ 

ところ　図書館2階視聴覚室
ほか 

定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000円(教材費別途
必要) 

 
鈴鹿国際大学授業公開 

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

対　象　18歳以上の方 
と　き　4月5日㈪～7月21日

㈬(前期15回) 

ところ　鈴鹿国際大学 

講座・教室 
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くらしの情報 

 市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　 382-9004　　 382-7660
   http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

鈴鹿市の国際化について

　このコーナーでは、インターネットや郵送などによ
り届けられた皆さんの意見や提案と、それに対する
市の考えを紹介します。

内　容 
○民俗学
　月曜日2限(10時40分～12時

10分) 

○スポーツマネジメント　
月曜日2限(10時40分～12時

10分) 

○地域研究・中国Ⅰ 
  月曜日3限(12時50分～14時

20分) 

○スラブ文化論Ⅰ 
　火曜日2限(10時40分～12時

10分) 

○経営戦略論
　火曜日3限(12時50分～14時

20分) 

○民法Ⅰ 
　火曜日4限(14時30分～16時) 

○世界の中の日本
　火曜日4限(14時30分～16時) 

○東南アジアの政治と文化Ⅰ　
水曜日1限(9時～10時30分) 

○東洋史概論
　水曜日2限(10時40分～12時

10分) 

○韓国の政治と文化Ⅰ 
　水曜日3限(12時50分～14時

20分) 

○観光文化・社会論Ⅰ 
　木曜日2限(10時40分～12時

10分) 

○職場のメンタルヘルスと支援
木曜日3限(12時50分～14時

20分) 

○国際関係論Ⅰ 
　金曜日1限(9時～10時30分) 

○日本語学概論Ⅰ 
　金曜日3限(12時50分～14時

20分) 

○映画の英語
　金曜日3限(12時50分～14時

20分) 

○自然環境と観光
　金曜日3限(12時50分～14時

20分) 

※授業には、学生と一緒に参加

していただきます。 

参加料　1科目1万円 
申込み　3月23日㈫までに、希望
する授業科目(複数可)、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大学へ 

問合せ　鈴鹿国際大学教務課
(　372-3922　　372-3935

　suzukoku-jk@m.suzuka-

iu.ac.jp) 

 

 

 

 

 

ウォーキング講習会 
県営鈴鹿スポーツガーデン
　372-2250　 372-2260
adm@garden.suzuka.mie.jp

http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　ウォーキングに興味
がある方 

と　き　3月13日㈯　13時30分
～16時(13時から受付) 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デン体育館と場内周辺道路 

講　師　サルティス池田さん
(㈱アシックス) 

定　員　50人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　1,000円(天名乃湯入
場券付き) 

申込み　2月28日㈰までに、

県営鈴鹿スポーツガーデン

水泳場窓口に備え付けの申

込書に住所、氏名、年齢、

性別、連絡先を記入の上、

直接またはホームページから

県営鈴鹿スポーツガーデンへ(フ

ァクスは不可) 

※実技を行いますので、運動のでき

る服装、靴(上履き、外履き両方)

で参加してください。また、タオル

と飲料水は各自でご用意ください。 

※天名乃湯をご利用の際は、バス

タオルもご用意ください(有料で

貸し出しもあります)。 

市民対話課　 382-9058　 382-7660

　 shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市には外国人市民がたくさん

住んでいると思いますが、市では国

際化に向けてどのような取り組みをしてい

るのか教えてください。 

 

　鈴鹿市は、約1万人の外国人市民が

住んでいます。日本語力が十分でない

外国人市民に対して、本市でのルールや制度

をリーフレットやホームページなどを活用して多

言語で情報発信しています。また、外国人の

子どもについて、学習支援などを実施しています。 


