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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27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。

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㈭から新たに公共

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、一ノ宮、玉垣、若松、栄

の各一部

と　き　3月16日㈬～23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)

第3回鈴鹿市地域公共
交通会議が傍聴できます

商業観光課　  382-9016  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月18日㈮　13時30

分～16時

ところ　市役所本館12階1204

会議室

定　員　5人(先着順)

申込み　当日13時から13時30

分まで、会場で受け付けます。

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　  382-9037　  382-2219
　jinji@city.suzuka.lg.jp

子育て支援課　  382-7606　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp
学校教育課　  382-7618　  382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　一般的な事務補助を行う臨

時職員の登録者を随時募集し

ています。登録希望者は、臨時

職員登録申込書を人事課へ提

出してください。登録者の中

から必要の都度、勤務条件や

経験などを考慮して雇用させ

ていただきます。

　また、公立保育所の臨時保

育士・給食調理員・延長補助員

(子育て支援課)、小学校の給

食調理員、公立幼稚園・小・中

学校の講師・介助員(学校教育

課)も随時募集しています。詳

しくは、子育て支援課または

学校教育課へお問い合わせく

ださい。

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23年4月から

平成24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23年度も

平成22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23年3月31日までは1割)｣

と記載されている高齢受給者

有

料

広

告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

※臨時職員登録申込書は、市ホー

　　ムページ(　　http : / /www.c i t y .

　　suzuka. lg . jp/gyosei/jinji/saiy

　　ou / i n d e x7 . h tm l )から入手で

　　きます。
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　　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。

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

　退職などに伴い、年金の被

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60

歳未満の自営業者、学生、フ

リーターの方など

○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)

後期高齢者医療制度の
｢医療費のお知らせ｣を

送付します
保険年金課　   382-7627  　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　後期高齢者医療制度の加

入者を対象に、三重県後期高

齢者医療広域連合が、平成

22年1月から12月までの｢医

療費のお知らせ｣を3月下旬

に送付します。この｢医療費

のお知らせ｣は、実際にか

かった医療費をお知らせし、

健康の大切さを改めて確認

していただくことを目的と

しています。

※確定申告などの｢医療費控除｣の

領収書の代わりとすることはで

きません。

問合せ　三重県後期高齢者医

療広域連合事業課 (　   

059-221-6884)、保険年金課

水道料金などに関する
委託業者の事務所が

移転します
営業課　  368-1670　  368-1688

　egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道メーターの検針、使用

開始・中止、料金のお支払いに

関する一連の業務を、4月1日

以降も引き続き第一環境(株)

に委託することになりました。

このたび、委託業者の事務所

統合により、鈴鹿営業所の窓

口を廃止し、水道局内の事務

所に移転します。

　これに伴い、3月19日㈯8時

30分から17時まで、水道局の

留守番電話が不通になります。

緊急の開栓や漏水などについ

ては、直接(株)水道修理セン

ター(　382-5284)へご連絡く

ださい。

(4月1日以降)

　水道局内(寺家町1170　

368 -1 6 7 1：検針、名義変更、

収納)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

有

料

広

告

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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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22年10月1日㈮から平成

23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8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。

平成23年度救急法講習会の
申し込みを受け付けます

中央消防署　  382-9165　  382-9166
　chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　消防署では、救命手当ての

講習会(心肺蘇生法、AEDの取

り扱いなど)を行っています。

対　象　市民、市内の事業所

とき・内容・定員

○10人以上の場合の出張講習

(最大40人程度まで)　普通

救命講習Ⅰ(3時間)、普通救

命講習Ⅱ(4時間)

○個人で受講の方、定期講習

会(定員20人程度)　普通救

命講習(3時間)：毎月第1日

曜日9時～12時、上級救命講

習(8時間)：2月、5月、10月の

第3日曜日9時～18時

申込み　3月25日㈮9時から、

直接または電話で中央消防

署(飯野寺家町217-1　　

382-9166)へ

消費生活相談員を
募集します

鈴鹿亀山地区広域連合総務課
　  369-3200  　369-3202

　skkouiki@mecha.ne.jp

　鈴鹿亀山消費生活センター

で相談業務を行う嘱託職員を

募集します。

対　象　消費生活専門相談

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

※3月27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3日

は亀山市、松阪市の各市役所と町役場本庁窓

口も開設しています。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

明などの交付、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、電子証

明は取り扱いできません。

◆特別日曜窓口一覧

　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27日

と4月3日に特別日曜窓口を開設します。内容をご確認の上、ぜひご利用ください。

開設窓口 階 数 窓口内容
3月27日
8時30分～
17時15分

4月3日
9時～12時

1階

1階

11階

2階

2階

市民課
（   382-9013）

保険年金課
（   382-9401）

子育て支援課
（   382-7661）

学校教育課
（   382-7618）

納税課
（   382-9008）

市民税課
（   382-9006）

住民票・登録原票記載事項証

明書・印鑑証明・戸籍関係証

明などの交付、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

子ども手当の手続き

◯　　◯

◯　　◯

◯　　◯

◯　　◯

◯

◯

1階
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　員、消費生活アドバイザー、

消費生活コンサルタントのい

ずれかの資格を有する方

内　容　消費生活相談業務

定　員　1人

勤務場所　鈴鹿亀山消費生活

センター(算所一丁目3-3　

鈴鹿農協平田駅前支店2階)

申込み　3月7日㈪から17日㈭

に、鈴鹿亀山地区広域連合

総務課へ

伊勢鉄道が便利になります
商業観光課　  382-9016  　382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　3月12日㈯のダイヤ改正で、

伊勢鉄道がますます便利にな

ります。快速みえ号の増便、停

車本数の増加、4両化に伴う座

席数の増加など、今まで以上

に快適にご乗車いただけます。

◆快速みえ号の増便

　平日朝の時間帯に1往復増

便されます(12往復から13往

復へ)。名古屋方面：中瀬古駅

発7時51分、鈴鹿駅発7時58分

(名古屋駅着8時46分)、伊勢

市・鳥羽方面：鈴鹿駅発9時25

分(鳥羽駅着10時33分)

◆快速みえ号の定期全列車を

4両編成で運転

　毎日定期13往復すべての列

車が4両編成で運転されます。

これにより、指定席・自由席の

座席数が約2倍となります。

◆中瀬古駅に快速みえ号名古

屋行が3本停車

　現在、中瀬古駅に停車する

快速みえ号は、上り(名古屋

行)列車1本だけですが、改正

後は、毎日朝の上り列車3本(7

時51分、8時30分、10時9分)が

停車します。

速報展
｢発掘された鈴鹿2010｣

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19日㈯～6月26日㈰

ところ　考古博物館特別展示室

内　容　2010年に市内で行わ

れた発掘調査の成果を、出

土した遺物、発掘調査現場

や遺構の詳細を写真パネル

や図面で紹介します。

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円

◆入門講座｢古墳を調査する

ということ｣

と　き　3月19日㈯　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　中井正幸さん(大垣

市教育委員会文化振興課)

聴講料　無料

鈴鹿サーキット
「プートのエネチャレ祭」

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

と　き　3月5日㈯～4月10日㈰

ところ　鈴鹿サーキット

内　容　環境にやさしい行動

｢エコアクション｣のきっ

かけづくりを目的とした、

家族で楽しめるイベント

です。3月19日㈯から21日㈪

は、GPスクエアでエコ工作

体験などの｢エコ｣に関す

るブースや本市の伝統的

工芸品である｢伊勢型紙｣

の彫刻体験教室などを開催

します。

入場料　鈴鹿サーキットへ

の入場料が必要です（別途

駐車料金が必要な日があ

ります）。

体験料　体験内容によって異

なります。

問合せ・主催　(株)モビリ

ティランド鈴鹿サーキット

(　378-1111)

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない、

小学校に就学している児童を対象に、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、下

記の児童クラブで、児童の募集を行っています。

放課後児童クラブの児童を募集します
子育て支援課　　382-7661　　382-7607  　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

名　　　　　称 学校区 住　　所 電話番号

385-5331

382-7661

長　太 長太新町2-10-13

深溝町 3553鈴　西

遊由保育室

(仮称)鈴西小学校区放課後児童
クラブ(平成23年4月1日開設予定)

※募集要項など詳しくは、鈴鹿亀山

　地区広域連合総務課(　 http://

   www.suzukakameyama-kouiki.jp/)

   へお問い合わせください。

問合せ　伊勢鉄道(株)(　383-

　2112　 http://www.isetetu.

  co.jp/)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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第20回記念
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

や個人の活動成果を発表する

｢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。今回は第20回

の記念祭で、大作御所(花)車を

文化会館ロビーに展示します。

と　き　3月18日㈮～21日㈪

とき・ところ・内容

◆展示など

○美術部門(洋画、日本画、彫

刻、美術工芸、写真、書道)　

3月18日㈮～20日㈰　市民

会館展示室、市役所本館1階

市民ギャラリー

○文学部門(短歌、川柳、俳句、

連句、詩、小説評論)　3月19

日㈯～21日㈪　文化会館第

2・3研修室、講演会｢芝居読

み語り｣(講師：佐々木梅治さ

ん)　21日㈪　13時30分から

文化会館さつきプラザ

○生活文化部門　文化会館

　華道部会：3月19日㈯、20日㈰

さつきプラザ、1階ロビー、茶

道部会：3月20日㈰　茶室、

和室、香道部会：3月20日㈰

第4研修室、七宝部会：3月21

日㈪　第1研修室、将棋部

会：3月20日㈰　第1研修室

（プロ棋士の指導あり）

◆舞台発表(文化会館けやき

ホール)

○音楽部門　白子ウインドシ

　ンフォニカ｢スプリングコ

ンサート｣　3月20日㈰　

・詩吟部会　吟と舞のつどい

 3月21日㈪

○演劇・舞踊部門　舞踊・ダン

ス合同発表会　3月19日㈯

入場料　無料

※お茶会への参加は呈茶券(有料)、

将棋大会は参加料、講演会は整

理券(無料)が必要です。

問合せ　鈴鹿市芸術文化協会

事務局(　387-0560)

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、地域を問わず広く

公益に寄与することが期待で

きる自主的、自発的な非営利

の市民活動を行う団体に対し

て、事業費の一部を補助して

います。このたび、平成22年度

に補助金の交付を受けて事業

を実施した3団体の活動報告

会と講演会を開催します。

と　き　3月23日㈬　19時～

20時50分

ところ　市役所本館12階1203

会議室

講　演　｢ボランティア・市民

活動のこれから｣

講　師　蒔田勝義さん(鈴鹿

医療科学大学准教授)

報告団体　ここ花はうす、や

すらぎくんネット、鈴亀地

区介護支援専門員協会

入場料　無料

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22日㈫～27日㈰

　8時30分～17時15分(平日)、10時

～17時(26日)、10時～16時(27日)

ところ　市役所本館1階市民

ギャラリー

第1回
｢鈴鹿さくら祭り2011｣

商業観光課　  382-9016  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　サクラの名所｢旭化成ケミ

カルズのサクラ並木｣で、さま

ざまなイベントを行います。

と　き　4月2日㈯　10時～21

時(雨天時は3日㈰)

ところ　旭化成ケミカルズ

(株)鈴鹿工場南側駐車場(グ

ラウンド周辺)

内　容　親子フリーマーケッ

ト(10時～15時)、こども縁

日(10時～21時)、バルーン

体験(10時～17時)、飲食店

コーナー(10時～21時)、サ

クラぬりえ作品展示など

◆親子・一般フリーマーケッ

ト参加者を募集します

　親子(子どもは高校生以下)

で物を売る楽しさを体験して

みませんか。親子以外の一般

の方の参加も可能です。1ブー

ス2.5m×2.5m、登録料1ブース

1,000円。100ブース募集しま

す(申し込み先着順)。

申込み　平田商店会青年部

(源氏の会)会長水谷(　 

大作御所(花)車
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電 話 電子メール ホームページ ファクス 

　suzukagenji@yahoo.co.jp)

または源氏の会副会長平井

（　090-3381-1976）へ

主　催　平田商店会

共　催　算所発展会、源氏の会

問合せ　鈴鹿さくら祭り実行

委員会((有)小林フーズ内

　378-0624)

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19日㈯～6月12日

㈰　10時30分から、13時30

分から、15時から

内　容

○｢躍動する太陽｣

　水素とヘリウムの気体から

できている太陽の主な活動現

象としては、100万度以上ある

コロナ、高さ10万㎞に達する

プロミネンス、11年周期で増

減する黒点が挙げられます。

いまだになぞの多い太陽です

が、これからの科学進歩とと

もにこれらの現象も解明され

ていくことでしょう。

○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23日㈬～6月10

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。　

※3月16日㈬から18日㈮は、番組入

　　れ替えのため投映を休止します。

　

ものづくり現場の基礎研修
産業政策課　  382-7011　  384-0868
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　ものづくり中小企業に共通

する必要な基礎や心構えを、

分かりやすく身に付けること

ができます。

対　象　全3回の講座に同じ

方を参加させることができ

る市内の中小製造会社

と　き　4月9日、16日、23日の

各土曜日　9時～16時30分

内　容　講座、グループ演習、

個人発表

定　員　20人(先着順)

参加料　無料

申込み　3月7日㈪から、産業

政策課ものづくり産業支援

センター(市役所別館第3)へ

対　象　平成23年4月1日現在で35歳以下の勤

労青少年

申込み　3月14日㈪から18日㈮までの各講座

の開講曜日の9時30分から20時に、教材費を

添えて直接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月末時点で各講座の定員の3分の1に満たな

い講座は、開講をとりやめることがあります。

※自由購入の教材やゴルフ講座のボール代など、開講

後に教材費以外の実費を負担していただく講座が

あります。

※水曜料理と木曜料理は、重複受講できません。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いは、講

座ごとに異なります。

※4月11日㈪から順次開講します。

※サークルは随時募集しています。

　働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高めることができるように

各種教養講座を開いています。

◆前期教養講座・サークル(教材費は全回分)

勤労青少年ホーム前期教養講座　産業政策課　　387-6125　　388-1223　　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

講座名 受講時間 回数 教材費（円）曜日 定員（人）受付日

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

水曜料理

木曜料理

着物の着装

英　会　話

中級茶道サークル

希望テニスサークル

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

月

火

水

木

金

水

金

15

15

15

20

20

20

20

15

24

24

女性10

20

－

－

14

12

14

12

14

14

14

14

14

14

14

14

－

－

1万1,000

4,000

5,000

1万

無料

1万2,000

2,500

5,000

1万1,000

1万1,000

無料

2,000

5,000

無料

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日

3月18日

随　時 18時30分～20時30分
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鈴鹿国際大学授業公開
企画課　  382-9038　  382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　大学の授業に学生と一緒に

参加していただく｢授業公開｣

の受講生を募集します。

対　象　18歳以上の方

と　き　4月4日㈪～7月22日

㈮(前期15回)

ところ　鈴鹿国際大学

内　容

○観光地論／観光地計画論Ⅰ

　月曜日1限(9時～10時30分)

○民俗学　月曜日2限(10時40

分～12時10分)

○ブライダルコーディネート

　月曜日2限(10時40分～12時10分)

○ホテルマネジメントⅠ　月

曜日3限(12時50分～14時20分)

○地域研究・中国Ⅰ　月曜日3

限(12時50分～14時20分)

○EU経済論Ⅰ　月曜日4限(14

時30分～16時)

○政治学原論Ⅰ　火曜日1限

(9時～10時30分)

○日本文化史　火曜日2限(10

時40分～12時10分)

○スラブ文化論Ⅰ　火曜日2

限(10時40分～12時10分)

○国際観光論Ⅰ　火曜日3限

(12時50分～14時20分)

○経営戦略論　火曜日3限(12

時50分～14時20分)

○日本の家族法　水曜日1限

(9時～10時30分)

○観光マーケティングⅠ　水

曜日2限(10時40分～12時10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)

○体力・トレーニング論　木

曜日1限(9時～10時30分)

○日本語文法Ⅰ　木曜日2限

(10時40分～12時10分)

○こころから見た健康　木曜

日5限(16時10分～17時40分)

○国内旅行業務論Ⅰ　金曜日

1限(9時～10時30分)

○言語学概論Ⅰ　金曜日1限

(9時～10時30分)

○国際関係論Ⅰ　金曜日1限

(9時～10時30分)

○ヨーロッパの中のドイツⅠ

　金曜日1限(9時～10時30分)

○国内旅行業務論Ⅱ　金曜日

2限(10時40分～12時10分)

○映画の英語　金曜日3限(12

時50分～14時20分)

※参加者は、市内在住者を優先します。

※定員のある教室は、平成22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)。また、申込者が定員を超えた場合は、平成22年

度後期教室参加者の中で抽選を行います。 

※いずれも受付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(ヨガ教室は、市立体育館で受け付け

ます)。なお、保険料は1つで複数の教室に適応できます。

ぜひ、複数の教室へご参加ください(大人1人につき

1,600円、中学生以下1人につき600円)。

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。

※各団体個人登録料は含みません。

平成23年度前期スポーツ教室　市立体育館　  387-6006　武道館　  388-0622

教室名 バドミントン 卓　球 テニス シニアテニス ヨ　ガ バレーボール 柔　道 剣　道

対　象

ところ

定　員

参加料

保険料

申込み

一般男女

 

50人

3,500円

一般男女

60人

3,500円

65歳以下男女

45人

3,000円

55歳以上男女

20人

3,500円

一般女性

市立体育館

50人

3,500円

小学1年生～中学3年生男女

100人

5,500円

小学1年生～中学3年生男女

100人

5,500円

一般男女

武道館(受付は市立体育館) 

午前・午後各50人

3,000円

と　き

市立体育館 市立体育館テニスコート

600円1，600円

3月7日㈪13時～22日㈫

武道館

4月から8月までの

木曜日9時30分～

11時30分(15回)

4月から9月までの

水曜日9時30分～

11時30分(15回)

4月から7月まで

の水曜日9時～

11時(12回)

4月から9月まで

の金曜日9時～

11時(15回)

4月から9月まで

の木曜日10時

～12時(15回)

4月から9月まで

の土曜日19時

～21時(20回)

4月から9月まで

の土曜日19時

～21時(20回)

4月から9月までの
月曜日10時～11時
30分、13時～14時
30分(いずれも12回)

教室名 さわやか 健　康 女性健康 簡単エアロビック わいわいソフトバレー リラックスヨガ 弓　道 なぎなた

対　象

ところ

定　員

参加料

保険料

申込み

50歳以上男女

80人

3,500円

一般男女

100人

3,500円

一般女性

150人

3,500円

一般男女

100人

3,000円

一般男女

100人

3,000円

一般男女

30人

3,000円

小学生以上男女

50人

一般男女

60人

3,000円

と　き

市立体育館

1，600円

3月7日㈪13時～22日㈫

武道館

4月から9月まで

の金曜日13時～

14時30分(15回)

4月から9月まで

の木曜日19時～

21時(15回)

4月から9月までの

金曜日9時30分～

11時30分(15回)

4月から9月までの

水曜日9時30分～

10時30分(12回)

4月から9月までの

月曜日9時30分～

11時(12回)

4月から9月までの

火曜日9時30分～

10時30分(12回)

4月から7月まで

の木曜日19時

～21時(12回)

4月から7月まで

の水曜日19時～

20時30分(12回)

中学生以下2,500円
高校生以上3,000円
中学生以下600円
高校生以上1,600円
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○日本語学概論Ⅰ　金曜日3

限(12時50分～14時20分)

○エコツーリズム論　金曜日

3限(12時50分～14時20分)

○国際ボランティア論　金曜

日3限(12時50分～14時20分)

参加料　1科目1万円

申込み　3月18日㈮(消印有効)

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

際大学教務課(　372-2915　

372 - 3 9 3 5　 s u z u k o k u -

jk@m.suzuka-iu.ac.jp)へ

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢春休み短期教室｣
県営鈴鹿スポーツガーデン

　  372-2250　  372-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆Let'sウォーキング教室

対　象　健康な方ならだれでも

と　き　4月8日、15日、22日の

各金曜日　10時～11時(全

3回)

内　容　正しい歩き方を習得

しながら、ガーデン周辺を

歩きます。

※雨天時は屋内でインディアカ・フ

リーテニスをします。

定　員　20人

参加料　1,500円

◆ジュニアアスレチック教室

対　象　小学校低学年

と　き　3月30日㈬～4月1日

㈮　10時30分～11時30分

(全3回)

内　容　鉄棒、ボール、跳び箱、

リズム体操など、しっかり

体を動かし基礎体力の向上

を図ります。

定　員　20人

参加料　2,850円

◆ボールでチャレンジ

対　象　小学生

と　き　4月30日、5月7日、14

日の各土曜日　10時～12時

(全3回)

内　容　さまざまなボールを

使ったり、ドッジボールな

どで体力向上と球技力の向

上を図ります。

定　員　20人

参加料　1,500円

申込み　3月18日㈮までに、住

所、氏名、年齢、性別、電話番

号、コース名を記入の上、直

接またはファクスで県営鈴

鹿スポーツガーデンへ

※ホームページからも申し込みでき

ます。

※教室終了後、プールが利用できます。

※そのほかにも、飛込み教室や体

験ダイビングもあります。

　ある日、道を歩いていたら、｢○○(場所)

はどこですか？｣とお年寄りに尋ねられま

した。わたしがその質問に答えても、その方

は同じ質問を何度も繰り返した後、無言で

歩いて行ってしまいました。そのやりとり

を見ていた別の方から声をかけられました。

その方は先ほどのお年寄りの近所の方のよ

うで、事情を話すと、｢あの人は家族が知ら

ない間にふらっと家を出て行き、帰れなく

なってしまうんですよ｣と言い、わたしに礼

を言うと急いでお年寄りの後を距離をおき

ながらついていかれました。この光景を見

て、普段から地域でこのお年寄りのことを

理解し見守っているのだなと思い、とても

心が温かくなりました。

　家に帰ろうと一生懸命に歩くお年寄りと

それを見守る近所の方。地域のつながりが薄

れていると言われる昨今ですが、このような

心の交流は非常に大切ではないでしょうか。

家で介護をしている家族は、毎日の生活の中

で時間も気持ちもいっぱいになり、心の余裕

をなくしたりします。また、家のことを話す

のは恥ずかしいと思い、話ができなかったり

もします。でも、少しだけでもだれかに話が

でき、また、その話を聴いた方が自分のこと

に置き換えて考えることができたら、お互い

心地よく暮らすために、何かできることを見

つけられるかもしれません。

　相手のことを思いやる心。これが人権を尊

重する第一歩ではないでしょうか。

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 

ある日のできごと

○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

3 月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


