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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　3月28日㈰　8時30分
～17時15分 

◆夜間窓口
と　き　3月30日㈫、31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。 

確定申告の期限と修正申告に
ついてお知らせします 

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

◆確定申告と納税の期限
○所得税・贈与税　 3月15日㈪ 

○消費税・地方消費税　3月31日㈬ 

※所得税、消費税及び地方消費税

の納税は、便利な口座振替をご

利用ください。 

◆確定申告をした税額など
に誤りがあった場合
　申告期限内であれば、申告

内容を訂正する申告(訂正申告)

をしてください。また、申告期

限後であれば、次の書類を提

出してください。 

○申告による納税額に不足額が

ある場合または還付税額が

過大である場合⇒修正申告

書を提出 

※延滞税が課せられる場合がある

ほか、自主的に修正申告をしない

場合には、さらに加算税が課され

る場合があります。 

○申告による納税額が過大で

ある場合または還付税額が

過少である場合⇒更正の請

求書を提出 

※提出できるのは、原則として確定

申告の期限から1年以内です。 

 

国民年金加入の届出を 
お忘れなく 

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

　退職などの異動に伴い、被

保険者の種別が変わる方は届

出が必要です。届出をしない

と将来の年金額が減ったり、給

付されなくなったりしますので

ご注意ください。 

◆国民年金被保険者の種別
○第1号被保険者：20歳以上

　春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くなります。市では、3月28日と

4月4日に特別日曜窓口を開催します。内容をご確認の上、ぜひご利用ください。 

※時間はいずれも8時30分から17時15分です。 

◆特別日曜窓口一覧
※3月28日は四日市市・桑名市・いなべ市・

亀山市・松阪市・木曽岬町・東員町・菰野町、

4月4日は亀山市・松阪市の各市役所、

町役場本庁窓口も開設してます。詳しくは、

各市町へお問い合わせください。 

◆市民課日曜窓口もご利用ください
　毎週日曜日の9時から12時に、市民

課(市役所本館1階)で市民課日曜窓口

を開設していますので、併せてご利用

ください。 

窓口内容　住民票・印鑑証明・戸籍
関係証明等の交付、印鑑登録・戸

籍届・住民異動届・外国人登録の

変更申請・カードの受け取りなど 

※内容によっては取り扱いできない場

合があります。また、税証明、住民

基本台帳カードは取り扱いません。 

特別日曜窓口を開設します　市民課　 382-9013　 382-7608　   shimin@city.suzuka. lg. jp

開設窓口 階数 窓口内容 

1階 ○ 

1階 

1 階 

○ 

児童手当の手続き ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

2階 ○ 

2階 ○ 

2階 ○ 

保険年金課 
(　382-9401)

子育て支援課 
(　382-7661)

学校教育課 
(　382-7618)

住民票・登録原票記載事項証
明書・印鑑証明・戸籍関係証明
等の交付、印鑑登録・転入・転
出・転居の手続き、戸籍の届出、
外国人登録の受け付け 

国民健康保険・国民年金の手
続き、後期高齢者医療・福祉医
療費(心身障害者・1人親・乳幼
児)助成の手続き 

市立小・中学校の転校相談、
新入学の手続き 

市税の納付、納付相談、口座
振替の手続きなど 

原動機付自転車の廃車・名義
変更の手続き 

土地・家屋についての問い合わせ 

納　税　課 
(　382-9008)

市 民 税 課  
(　382-9006)

資 産 税 課  
(　382-9007)

市　民　課 
(　382-9013)

３月28日 4月4日 

11階 

※3月28日は市民課で税証明も取り扱っています。 

お 知 ら せ  
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60歳未満の自営業者、学生、

フリーターなど 

○第2号被保険者：会社員や

公務員(厚生年金加入者、

共済組合員) 

○第3号被保険者：会社員や

公務員に扶養されている20歳

以上60歳未満の配偶者 

◆20歳になったとき(第1号
被保険者)
　誕生月の前月に、年金事務

所から加入届書が送付されま

す(厚生年金、共済組合の加

入者は除く)。必要事項を記入

の上、加入手続きをしてください。 

◆会社などを辞めたとき(第
1号被保険者)
　国民年金の加入届出が必

要です。扶養されている配

偶者も同時に届出が必要です。

保険年金課、地区市民セン

ターで手続きをしてください。 

持ち物　退職日が分かる書類、
年金手帳 

◆会社などに勤めたとき(第
2号被保険者になったとき)
　会社などが年金事務所へ届

出をしますので、本人の届出は

不要です。扶養されている配偶

者(第3号被保険者)も同様です。 

問合せ　津年金事務所国民
年金課(　059-228-9188) 

70歳から74歳の方の 
窓口負担割合を見直します 

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

　70歳から74歳の方の窓口負担

について、平成22年4月から平

成23年3月までの1年間、医療機

関での窓口負担が1割に据え置

かれます(制度改正により、窓口

負担については平成20年4月か

ら2割負担とされていましたが、

平成20年度、21年度に引き続き、

これを1割に据え置きます)。 

※現在3割負担の方、後期高齢者

医療制度に加入している方は

除きます。 

※現在一部負担金の割合が｢2割

(平成22年3月31日までは1割)｣

と記載されている高齢受給者

証をお持ちの鈴鹿市国民健康

保険の被保険者には、3月下旬

に｢1割｣と記載された新たな高

齢受給者証を郵送します。 

 
稲生地区市民センター・
稲生公民館と若松地区市民
センター・若松公民館が
新築移転します 

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

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

　稲生地区市民センター・稲

生公民館と若松地区市民セン

ター・若松公民館が、4月1日

㈭から下記の移転先で業務を

開始します。 

○稲生地区市民センター・
　稲生公民館：
　稲生塩屋三丁目2番34号 

　　386-0059・　387-0479　

　386-9607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○若松地区市民センター・
若松公民館：
　若松中二丁目3番8号 

　　385-0200・　385-1919　

　385-4752 

 

 

※玉垣地区と庄内地区のくみ取り業者が、(有)丸昭清美社から(株)朝日工業へ変更となります。 

※岸岡町については、近鉄名古屋線より東側は若松地区となります。 

し尿くみ取り業者の担当地区を一部変更します 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214 　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

業　者　名

(株)朝 日 工 業  

 

(有)勝 栄 興 業  

 
(有)丸昭清美社 

電　　話 

　386-1093 

 

　383-0555 

 
　383-5298

ファクス 

　386-5836 

 

　383-8080 

 
　383-3818

担 当 地 区 名  

牧田、稲生、飯野、玉垣(岸岡町の一部を除く)、

神戸、栄、天名、深伊沢、鈴峰、庄内 

庄野、加佐登、石薬師、白子、河曲、合川、

井田川、久間田、椿 

国府、一ノ宮、箕田、若松 (岸岡町の一部を含む) 

 

至 四日市市 

至 白子 

塩
浜
街
道 

大黒屋 
光太夫 
記念館 若松小学校 

若松地区 
市民センター・
若松公民館 

近
鉄
名
古
屋
線 

稲生小学校 

サーキット道路 

至 津市 

至 

白
子 

至 

鈴
鹿
サ
ー
キ
ッ
ト 

J A 鈴鹿 
稲生支店 

稲生地区 
市民センター・ 
稲生公民館 

　4月1日㈭から、玉垣地区と庄内地区のくみ取り業者が変更となります。くみ取りを依頼する際には

下記担当業者にご連絡ください。 

くらしの情報 



2010・3・514

 

 

 
公共下水道の供用開始の

縦覧をします 

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

が使用できる区域が決まり

ましたので縦覧します。 

対象地区　国府、牧田、白子、
飯野、河曲、一ノ宮、玉垣、

若松の各一部 

と　き　3月18日㈭～25日㈭

(土・日曜日、祝日を除く)　

8時30分～17時15分 

ところ　下水管理課(市役所
本館9階) 

 
軽自動車などの廃車・ 
名義変更をお忘れなく 

市民税課　 382-9006　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　オートバイや軽自動車などに

課税される軽自動車税は、毎年4

月1日現在の所有者か使用者に

課税されます。車両を処分したと

きは廃車の手続き、譲渡したとき

は名義変更の手続きが必要です。

手続きをしないといつまでも課税

されます。また、普通車とは異な

り月割制度がないため、4月2日

以降に手続きをしても全額課税さ

れますのでご注意ください。 

　なお、年度末になると窓口が

大変混み合います。まだ手続き

をしていない方は早めに済ませ

てください。また、車両によって

手続きに必要なものや機関が異

なりますので、電話で確認の上、

次の窓口にお越しください。 

①125cc以下の原付自転車・

小型特殊自動車(農耕車を

含む)⇒市民税課(　382-

9006) 

②125ccを超え250cc以下の

軽二輪車⇒三重県軽自動車協

会(津市雲出長常町　 059-

234-8611) 

③軽四輪車⇒軽自動車検査
協会三重事務所(津市雲出

長常町　 059-234-8431) 

④250ccを超える小型二輪車

⇒中部運輸局三重運輸支局

(津市雲出長常町　050-5540-

2055) 

※②③④については、鈴鹿市自家用

自動車協会(矢橋一丁目21－23

　382-1075)で手続きを代行

しています。 

 

障がい者の通所費用と 
障がい児の通園費用を 
一部助成します 

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

　平成21年10月1日㈭から平成

22年3月31日㈬までにかかった

下記の費用を一部助成します。 

対　象
○市内に住所があり、療育手帳、

身体障害者手帳、精神障害

者保健福祉手帳のいずれか

を持っている方などで、障害

者小規模作業所に公共交通

機関を利用して月10回以上

通所している方の通所費 

○市内に住所があり、知的障

害児通園施設、肢体不自由

児通園施設、その他これら

に類する施設に公共交通機

関を利用して月4回以上通

園している18歳未満の方と

同行する保護者(障がい児1

人につき1人)の通園費 

助成額　最も経済的な経路と
方法による通所(通園)の費用

の2分の1(1人月額5,000円が

上限) 

申込み　4月9日㈮までに、障害福

祉課に備え付けの申請用紙に

施設の証明を受けて、同課へ 

※施設の種類によっては証明を

受ける際に証明書料がかかる

場合があります。 

 
後期高齢者医療の医療費に
ついてお知らせします 

保険年金課　 382-7627　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　三重県後期高齢者医療制

度に加入している方の、平成

21年診療分の｢医療費のお知

らせ｣を希望者に送付しますので、

三重県後期高齢者広域連合

(　059-221-6884)へ希望される

月をご連絡ください。 

　なお、代理の方でも申込みで

きますが、送付先は被保険者あ

てとなります。また、このお知ら

せには医療費の総額を記載し

ていますが、領収日などが記載

されていないため、確定申告な

どの医療費控除の領収書の代

わりとしては使用できません。 

 
平成22年度 

三重県私費留学生・医療
看護系外国人学生奨学金
受給者を募集します 

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

　三重県では、成績、人物とも

に優秀な方に奨学金を給付し、

21世紀を担う国際感覚と視野

に富んだ人材を育成します。 

対象・募集人員・奨学金額
　私費海外留学生(10人以内、年

間120万円上限)、大学間協定留

学生(5人以内、年間84万円上限)、

外国人留学生(10人以内、年間

60万円上限)、医療看護系外国人

学生(5人以内、年間60万円上限) 

申込み　4月21日㈬(必着)までに、
〒514-0009　津市羽所町

くらしの情の情報 くらしの情報 
お 知 ら せ  
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700番地アスト津3階　㈶三

重県国際交流財団(　059-

223-5006　 059-223-5007　 

　http://www.mief.or.jp)へ 

※応募条件など詳しくは、(財)三重

県国際交流財団へ 

 
J ICAのボランティアを

募集します 

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

　平成22年度春JICAボラン

ティア(青年海外協力隊、シ

ニア海外ボランティア)を募

集します。このボランティ

アは国際協力機構(J ICA )が

実施する政府事業で、世界

の開発途上国で現地の人々

と同じ生活をしながら、と

もに働き、人づくりや国づ

くりに貢献する活動を行い

ます。 

募集期間
　4月1日㈭～5月17日㈪  

◆体験談＆説明会
　帰国した隊員の体験談や

募集に関する説明会を開催

します。 

とき・ところ　4月3日㈯ 14時

から　アスト津3階(津市)、 

　21日㈬  18時30分から　

じばさんみえ4階(四日市市) 

問合せ　(社)青年海外協力協会

中部支部(　052-459-7229

　cbubu-bosetu@joca.or.jp

　http://www.jica.go.jp)

◆一般の部

◆ジュニア（小・中学生）の部

ジャンル 作　者　名 作　品　名 

ジャンル 作　者　名 作　品　名 

ジャンル 作　者　名 作　品　名 

ジャンル 作　者　名 作　品　名 

小　説 石川　裕子 おこまさん太平記 

作文童話 中原　聖歌 小さな勇気 

エッセイ 今井　俊昭 麦愁 

詩 児玉　明彦 風 

詩 杉原　　翔 空蝉 

短　歌 大道　竜基 
信綱の産まれた家の産湯の井 
今もわいている信綱の水 

短　歌 児玉　亮子 インドアの詩 

俳句川柳 廣田野乃佳 干してある体操服に赤とんぼ 

俳　句 岩佐紀代子 鰯雲 

作文童話 川居　静花 虹の招待状 

川　柳 北田のりこ 軽い靴 

短　歌 水谷明日海 母さんの手づくりチャーハンおいしいよ 
ばあちゃんのあじととってもにている 

評　論 川瀬　朋子 太宰治論＝芸術家精神の芽生え＝ 

俳句川柳 村瀬　雄一 かきごおりガリガリサクサク山くずす 

エッセイ 服部　雅恵 蛙の子は蛙 

作文童話 望月萌久美 エンゲルス・ツィマー 

詩 深谷　孝夫 橋からの情景 

詩 森本　大智 ちっぽけ 

短　歌 霜上　春子 生きる 

短　歌 竹中龍太郎 ぼくたちのあせとなみだの大会で 追い風かりてボールのびてく 

俳　句 渥美　　力 四季 

短　歌 西脇　芽唯 公園でたくさん秋をみつけたよ どんぐりトンボきれいにみえた 

川　柳 落合　文彦 暮らし 

短　歌 岩谷　紗希 木の葉らが赤くなりゆくいまごろに 冷たい風たち近くを通る 

小　説 中原　愛実 泥路 

俳句川柳 川瀬キヨシ こおろぎがちょんちょんはねてる草の音 

小　説 橋本日出子 かんぺきな犬 

俳句川柳 杉本　哲平 寒くても日に当たるなよ雪だるま 

エッセイ 奈良　光男 ヅングンの青年 

俳句川柳 田中　優衣 虹出ると誰かと一緒に見たくなる 

エッセイ 佐藤　元紀 一粒の種 

俳句川柳 林　　優太 まっさらな海に顔出す初日の出 

詩 内田　　縁 声 

俳句川柳 山下　華鈴 たけのこがとなりどうしで背くらべ 

短　歌 来住　姫咲 小さな君 
短　歌 橋倉久美子 山陰路早春 
短　歌 長谷川和久 留守家族 
俳　句 益川　美洋 ふるさとの移ろい 
俳　句 長谷川泰彦 シチリア俳徊 
川　柳 安田　聡子 揃って元気 
川　柳 長谷川健一 秋冬 
川　柳 松本　諭二 携帯 

奨
励
賞 

奨
励
賞 

最
優
秀
賞 

優
秀
賞 

最
優
秀
賞 

優
秀
賞 

◆第18回鈴鹿市文芸賞贈呈式
と　き　3月13日㈯　10時30分から　ところ　文化会館　内　容　表彰式、選考委員と受賞者の交流会 

　868作品(一般69作品、ジュニア799作品)の応募があり、下記の作品が受賞しましたのでご紹介します。 

第18回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました 
(財)鈴鹿市文化振興事業団 　384-7000　 384-7755 　http//www.s-bunka.net/

(敬称略、同賞内順不同)

(敬称略、同賞内順不同)
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第3回 
鈴鹿市教育振興基本計画
策定委員会が傍聴できます 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月12日㈮　15時～

17時15分 

ところ　神戸コミュニティ
センター2階ホール 

定　員　10人(応募多数の場
合は抽選) 

申込み　当日14時30分から
14時45分まで、会場で受

け付けます。 

 
消費者ホットラインが 
始まりました 

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

　消費生活トラブルに直面し

たときに、どこに相談したらよ

いか分からない消費者のため

に、全国共通の電話番号であ

る｢消費者ホットライン｣が新

しく開設されました。下記の

電話番号にお電話いただくと、

身近な消費生活相談窓口に

つながります。 

電話番号　　0570-064-370 
　(守ろうよ　みんなを) 

利用時間　平日9時～16時、
土・日曜日、祝日10時～

16時 

※平日は従来どおり鈴鹿亀山消

費生活センター(　375-7611)

にご相談いただけます。 

※相談窓口につながったときか

ら通話料金がかかります。案

内ガイダンスが流れている間

は通話料金はかかりません。 

※生命や身体に重大な危害を受

けた場合、その危険が迫って

いる場合などは、まず警察や

消防にご連絡ください。 

 
まちかど博物館について
お知らせします 

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

　自分のコレクションをは

じめ、伝統の技や道具など

を自宅や仕事場で展示して、

多くの方に見てもらう｢まち

かど博物館｣が、現在、白子

地区で8館、神戸地区で5館、

石薬師地区で6館、そのほか

の地区で3館設立(予定を含む)

されています。 

　各館でコレクションなどを展

示するだけでなく、館長や興

味のある地域住民による自主

的なまちづくりをめざしていま

すので、博物館を設立したい

方は、ご連絡ください。 

問合せ　｢白子まちかど博物館｣
事務局　伊藤久嗣(　090-

1728-8760) 

 

 

 

 

 

 

 
宝くじ助成金で 
少年消防クラブの 

活動備品を購入しました 

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　市では、㈶日本消防協会か

らの助成を受け、｢少年消防ク

ラブ｣の活動を支援する備品と

して、災害救助用工具や心肺

蘇生を学ぶための教育資機材

などを購入しました。 

　｢少年消防クラブ｣は、次世

代防災リーダーとして地域防

災を担うため、防火・防災普

及活動や広報に活躍しています。 

※この助成は、宝くじの普及広報を

目的として行われているもので、

宝くじの収入を財源としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第19回 

鈴鹿市芸術文化協会祭 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

　市内で文化活動を行う団体や

個人で組織する鈴鹿市芸術文

化協会が、日ごろの活動の成

果を発表する｢第19回鈴鹿市芸

術文化協会祭｣を開催します。 

　美術作品の展示や講演会、

ステージでのコンサートや舞踊

など、多彩な催し物が行われま

すので、ぜひ会場にお越しくだ

さい。 

と　き　3月20日㈯～22日㈪ 
ところ　文化会館 
内　容
◆展示など(さつきプラザほか)
○美術部門(洋画、日本画、彫刻、

美術工芸、写真、書道) 

○文学部門(短歌、川柳、俳句、

連句、詩、小説評論) 

　講演会｢信綱の系譜｣(講師：

橋本俊明さん、清水信さん　

22日13時30分から) 

○生活文化部門(いけばな、

盆栽、お茶会、お香席) 

◆舞台発表(けやきホール)
○音楽部門 

　｢吟と舞のつどい｣(20日9時

30分～16時)、｢いやしのコン

お 知 ら せ  

催 し 物  
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サート　春風によせて｣(21日

13時開演) 

○演劇・舞踊部門 

　｢舞踊・ダンス合同発表会｣ 

　(22日11時開演) 

入場料　無料 
※お茶会への参加は呈茶券(有料)

が必要です。 

問合せ　鈴鹿市芸術文化協会
(　387-0560) 

 

 

 

 

 

 
地域福祉講演会 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　地域住民同士のふれ合い、

助け合い、支え合いによって成り

立つ地域福祉について考える

講演会です。 

と　き　3月16日㈫　13時

30分～15時30分 

ところ　ふれあいセンター
ふれあいホール 

内　容　福祉でまちづくり
－小地域福祉活動のすすめ－ 

講　師　原田正樹さん(日本
福祉大学社会福祉学部准

教授) 

定　員　200人 
参加料　無料 
※手話通訳があります。詳しくは、

広報すずか2月20日号の折り

込みチラシをご覧ください。 

 
戸別所得補償制度 
モデル対策説明会 

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

　平成22年度から実施される｢米

戸別所得補償モデル事業｣と｢水

田利活用自給力向上事業｣に

ついての説明会を開催します。 

対　象　市内農業者 
と　き　3月17日㈬　18時

30分から 

ところ　市民会館 

主　催　鈴鹿市水田農業推
進協議会 

問合せ　鈴鹿市水田農業推
進協議会事務局(　382 -

9017)

講　座　名 

華道(嵯峨御流) 

写　　真 

茶道(表千家) 

パン・お菓子 

ゴルフ 

華道（池坊） 

レクリエーション 

陶芸 

(水)料理Ａ 

（木）料理B 

着物の着装 

英会話 

中級茶道 

硬式テニス 

定員(人) 

15 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

15 

24 

24 

女性10 

20 

－ 

－ 

時　　間 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

教材費　 

1万1,000円 

3,000円 

5,000円 

1万円 

2,000円 

1万1,000円 

2,500円 

5,000円 

1万円 

1万円 

無　料 

2,000円 

5,000円 

無　料 

曜日 

 

月 

 

 
火 

 

水 
 

 

 
木 

金 

水 

金 

受付開始日 

 

3月15日 

 

 
3月16日 

 

3月17日 
 

 

 
3月18日 

3月19日 

随時 

前期教養講座（4月〜9月）・サークル （教材費は6カ月・14回分） 

勤労青少年ホーム前期教養講座 

勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

　勤労青少年の交流を深める場として、各種教養講座を開い

ています。 

対　象　平成22年4月1日現在で35歳以下の勤労青少年 
申込み　3月15日㈪から19日㈮までの各講座の開講曜日の19時
から20時までに、教材費を添えて、勤労青少年ホームへ 

※応募多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行います。また、定員

に満たない講座は随時受け付けますが、3月末までに規定の人数に達

しない講座は、開講がとりやめになります。 

※開講後にテキスト代などの実費を負担していただく講座があります。 

※写真講座、パン・お菓子講座は全12回です。 

※開講後に退講される場合は、教材費はお返しできません。 

※4月12日(月)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

講座・教室 
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映画｢ゆずり葉｣ 
～ろう者と健聴者のヒューマン・

コラボレーション～ 

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

と　き　4月23日㈮　19時15分
～21時(18時30分開場) 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容　㈶全日本ろうあ連盟

創立60周年記念映画｢ゆず

り葉－君もまた次のきみへ－｣

の上映 

※文部科学省選定、厚生労働省

推薦、日本語字幕入りです。 

入場料　一般1,200円(当日

1,500円)、高校生以下800円

(当日1,000円) 

※いずれも自由席です。 

※託児はありません。 

問合せ　(社)三重県聴覚障害者

協会(　059-229-8540)また

は鈴鹿市聴覚障害者福祉

協会　中澤(　372-3365

　szk-ul@ip.mirai.ne.jp)へ 

 
ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展 

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

　主に市内を拠点に活動し、

福祉や環境などのさまざまな分

野で公益的な活動を行ってい

るボランティアや市民活動団

体を紹介するパネル展です。 

と　き　3月18日㈭～26日㈮　
8時30分～17時15分(最終日

は15時まで) 

※土・日曜日は10時から17時まで

です。また、22日(月)は入場でき

ません。 

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー 

 
市民活動団体支援事業 
活動報告会＆講演会 

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

　市では、公益かつ非営利の

自発的で自主的な市民活動を

行っている市民活動団体に対

して、｢市民活動団体支援補

教室名 バドミントン 卓　　球 テ　ニ　ス シニアテニス バレーボール 柔　　道 

剣　　道 

65歳以下 55歳以上 小学1年生～中学3年生 

小学1年生～中学3年生 

男女 男女 男女 

男女 

と　き 

ところ 市立体育館 
定　員 50人 60人 45人 20人 50人 50人 
参加料 3,500円 3,500円 3,000円 3,500円 3,500円 5,500円 

5,500円 

保険料 
申込み 

教室名 さわやか 健　　康 女性健康 簡単エアロビック リラックスヨガ 弓　　道 なぎなた 
50歳以上 小学生以上 
男女 男女 

と　き 

ところ 
定　員 30人 定員なし 

参加料 3,500円 3,500円 3,500円 3,000円 3,000円 3,000円 
中学生以下2,500円 
高校生以上3,000円 

保険料 
中学生以下  600円 
高校生以上1,600円 

申込み 

定員なし 

一般男女 対　象 

対　象 

3,000円 

3月5日（金）～24日（水） 

わいわいソフトバレー 

一般男女 一般男女 一般女性 

ヨ　　　ガ 

3月5日（金）～24日（水） 

一般男女 一般男女 一般女性 一般男女 

市立体育館 市立コート 武道館（受付は市立体育館） 武道館 

武道館 

3,000円 

1,600円 600円 

600円 1,600円 

一般男女 

定員なし 

一般男女 

市立体育館 武道館 

4月から8月までの
木曜日9時30分～
11時30分(全15回)

4月から9月までの
水曜日9時30分～
11時30分(全15回)

4月から7月までの
水曜日9時～11時
(全12回)

4月から9月までの
金曜日9時～11時
(全15回)

4月から9月までの
月曜日10時～11時
30分(全12回)

4月から9月までの
月曜日13時～14
時30分(全12回)

4月から9月までの
木曜日10時～12
時(全15回)

4月から9月までの
土曜日19時～21時
(全20回)

4月から9月までの
土曜日19時～21時
(全20回)

4月から7月までの
水曜日19時～20時
30分(全12回)

4月から7月までの
木曜日19時～21時
(全12回)

4月から9月までの
火曜日9時30分～
10時30分(全12回)

4月から9月までの
月曜日9時30分～
11時(全12回)

4月から9月までの
水曜日9時30分～
10時30分(全12回)

4月から9月までの
金曜日9時30分～
11時30分(全15回)

4月から9月まで
の木曜日19時～
21時(全15回)

4月から9月までの
金曜日13時～14
時30分(全15回)

※わいわいソフトバレー、リラックスヨガを新設しました。 

※いずれも申込み時に参加料と保険料を添えて、

各会場で申し込んでください(ヨガは市立体育館

で受け付けます)。なお、今回から複数の教室に

参加の場合は、保険加入は1教室分で済むよう

になりました(大人1人につき1,600円、中学生以

下1人につき600円)。 

※定員のある教室は、平成21年度後期に当該教室に参加して

いない方を優先的に受け付けます(1人につき1教室1枚のみ)。 

※申込者が定員を超えた場合は、平成21年度の後期教室

の参加者の中で抽選を行います。 

※参加者は、鈴鹿市在住者を優先します。 

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。 

※各団体とも個人登録料は含みません。 

平成22年度前期スポーツ教室　市立体育館　 387-6006　 387-6008　武道館　 388-0622　 388-0940

催 し 物  
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助金｣を交付しています。平成

21年度に補助金の交付を受け

て事業を実施した5団体の活

動報告会と講演会を開催します。 

と　き　3月19日㈮　19時　

　～21時 

と こ ろ　市役所本館12階
1203会議室 

内　容　各団体からの活動報
告と講評、市民活動とは何か、

公益活動を促進・発展させ

るための秘けつについての

講演会 

講　師　松井真理子さん(四日
市大学教授、NPO法人市

民社会研究所代表) 

報告団体　NPO法人21世紀
の子育てを考える会．鈴鹿、

はぴねすクラブ、鈴亀地

区介護支援専門員協会、

やすらぎくんネット、SAS

鈴鹿自閉症勉強会 

入場料　無料 
 
プラネタリウム春番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

◆一般・春番組
と　き　3月20日㈯～6月13日㈰

10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容 
○｢こぐまのミノルの大冒険｣
　母グマから入山を禁止さ

れているアトラス山に登り、

きれいな星空に感動した小

グマのミノルは、その帰り

道の途中、目の前に突然現

れた宙に浮いた扉に出くわ

します。その扉を開けてし

まったミノルは人間の世界

へ飛ばされてしまいます。

さて、ミノルは人間の世界

からクマの世界へ無事に帰

ることができるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

○春の星座(おおぐま座、こぐ
ま座、おとめ座、しし座ほか)

定　員　各回180人 

◆学習番組
と　き　3月24日㈬～6月11日㈮ 
内　容　｢太陽・月・星の動き｣ 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、3月17日(水)

から19日(金)は投映を休みます。 

 
 
 

寺院・官衙シリーズ講演会
皇女の都｢斎宮｣の夜明け
～大来皇女の時代～ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

と　き　3月20日㈯　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
内　容　毎年恒例の｢寺院・
官衙シリーズ｣の講演会です。 

講　師　山中由紀子さん(斎
宮歴史博物館学芸員) 

聴講料　無料 

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

まちを見る視点 

　冬の寒さからようやく抜け出し、日ごとに暖

かさが感じられる季節となってきました。外に

出かける機会も増えてくるのではないでしょ

うか。 

　さて、あなたはまちへ出かけたときに、障が

い者を見かけますか。あまり見かけないので

はないでしょうか。障がいが理由となって、外

に出ることに不便を感じているからでしょうか。

だれもが暮らしやすいかどうかという視点でま

ちを歩いてみると、障がいのある人にとっては

さまざまな制約があることに気付くはずです。

当たり前のように見える段差が「障害」となったり、

交通手段そのものが制限となり、行きたい所

があっても行けなかったり、やりたいことがあ

ってもできなかったりすることがあります。 

　人には夢や希望があり、安心して社会参画

する権利があります。そして、だれもが夢や

希望をあきらめずに生きたいと願っています。

そのためには、お互いが支え合うことが大切で、

みんなのために何が必要なのかを気付く視点

が必要です。そしてその解決に向けてできる

ことがないのかを考え、行動していきましょう。

そうすればお互いが気持良く、暮らしやすい

まちになるのではないでしょうか。 

○国民健康保険税・・・・・9期
【納期限は３月31日㈬です】
※納税は、便利な口座振替で 

講座・教室 




