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東海地震に関連する情報の
名称が一部変更されました
防災安全課　  382-9968  　382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　気象庁では、東海地震に関

連する現象が確認された場合、

｢東海地震観測情報｣、｢東海地

震注意情報｣、｢東海地震予知

情報｣を発表していましたが、

3月24日㈭から、東海地震に関

連する情報をより分かりやす

いものにするため、従来の｢東

海地震観測情報｣の名称を｢東

海地震に関連する調査情報｣

に変更しました。

問合せ　津地方気象台(　

059-228-6818)

※詳しくは、津地方気象台ホーム

ページ(　　ht t p : / /www . jm a -

net.go.jp/tsu/)をご覧ください。

4月1日から組織機構が
変わりました

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

　不燃物リサイクルセンターの

管理運営がPFI事業者に移行し

たことに伴い、3月31日㈭をもっ

て市の組織である不燃物リサイ

クルセンターを廃止しました。ま

た、PFI事業者を監理する開発

整備課業務指導グループを設

置しました。

新しいリサイクルセンターの
見学を受け付けます

開発整備課　  382-9015  　382-2214
　kaihatsusebi@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈮から本稼働を開始

した新しいリサイクルセン

ターの見学受付を開始しまし

た。新施設の内部やごみ処理

の状況を見学できます。

問合せ　鈴鹿エコセンター㈱

(　374 -4141　 374 -4619

※鈴鹿エコセンター㈱は、リサイクル

センターの管理運営を行う特別

目的会社です。

文化課所管の資料館を
臨時開館します

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

　文化課所管の資料館(佐佐

木信綱記念館、稲生民俗資料

館、伊勢型紙資料館、庄野宿資

料館、大黒屋光太夫記念館)は、

月曜日、火曜日、第3水曜日が

休館日です(月曜日が休日の

場合は開館します)。今年度は、

大型連休中の5月3日㈫は臨時

開館し、5月6日㈮を振り替え

休日とします。

博物館を無料開放します
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。当日は、速報展｢発掘

された鈴鹿2010｣と常設展を

無料でご覧いただけます。

と　き　4月16日㈯

ところ　考古博物館

下水道事業計画を縦覧します
下水建設課　  382-9046  　384-3938
　gesuikensetsu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市公共下水道事業の変

更計画を定めましたので、縦

覧します。

と　き　4月6日㈬～20日㈬

(土・日曜日を除く8時30分

から17時15分)

ところ　下水建設課(市役所

本館9階)

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

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。

　http：//www.suzuka-eco

center.co.jp)
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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、

飯野、一ノ宮、玉垣、若松の各

一部約34ヘクタールです。こ

れにより、すでに供用してい

る区域と合わせて約1,707ヘク

タール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、供用開始後1年

以内に公共下水道に切り替え

ていただき、また、くみ取り便

所は、3年以内に水洗便所に改

造していただかなければなり

ません。

市有財産を一般競争入札で
売却します

管財営繕課　  382-9009  　382-8188
　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

所在地　神戸八丁目1199番1

地　目　宅地

地　積　1676.59㎡

用途地域　第1種住居専用地域

予定価格　38，625千円(売却最

低価格)

◆主な建物の明細

○事務所(鉄筋コンクリート

造2階建、960.75㎡)

○機械室(コンクリートブ

ロック造、26.04㎡)

○プロパン庫(コンクリート

ブロック造、24.15㎡)

○車庫(鉄筋コンクリート造、

49.00㎡)

※そのほかに、高電圧装置、カー

ポートなどがあります。

※同敷地上の建物などについて

は、現況有姿での引き渡しとな

ります。

◆現地説明会

と　き　4月12日㈫　10時から

ところ  売払物件所在地

◆入札

と　き　4月26日㈫　14時から

ところ　市役所本館10階1004

入札室

申込み　4月6日㈬から19日㈫

(土・日曜日を除く9時から

16時)に、直接管財営繕課へ

※郵送による申し込みはできま

せん。

シャクヤクの切花を
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100人の

方にプレゼントします。

と　き　5月13日㈮、14㈯の午

前と午後

ところ　市内の栽培場所(研

　究ほ場)

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、希望日(午

前・午後)を記入の上、往復

はがきで、〒513-0802　飯

野寺家町816　鈴鹿商工会

議所内　SUZUKA産学官交流

会環境植物研究会事務局

(　 382-3222)へ

※応募多数の場合は抽選とし、当

選者には日時、場所などの詳細

を連絡します。なお、希望日は希

望に添えない場合もあります。

不動産を公売します
納税課　  382-9008  　382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構が

不動産の公売を行います。公

売に参加できる資格に制限が

ありますので、詳しくは、三重

地方税管理回収機構徴収課へ

お問い合わせください。

と　き　4月20日㈬　10時30

分～11時

ところ　三重県津庁舎6階第

61会議室

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

問合せ　三重地方税管理回収

　機構徴収課(津市桜橋3丁目

　446-34　県津庁舎内　 059-

  213-7355　　http://www.zei-

  kikou.jp/)
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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　4月17日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　4月27日㈬、28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。

妊婦健康診査に
性器クラミジア検査の
検査項目が追加されました

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

　妊婦健康診査に、4月1日㈮

から性器クラミジアの検査項

目が追加され、公費助成の対

象となりました。性器クラミ

ジアは性感染症の一つで、妊

娠中に感染すると流産や早産

の可能性があり、赤ちゃんに

感染すると結膜炎や肺炎を起

こすことがあります。もし、感

染があっても抗生物質の内服

でほぼ治り、赤ちゃんへの感

染は予防できます。

　この検査は、4月1日現在で

性器クラミジアの検査を受け

ていない方が公費助成の対象

となり、県内の委託医療機関

で6回目の妊婦健康診査の際

に検査受診票を配布し検査し

ます。なお、県外医療機関で性

器クラミジア検査をする場合

も助成されますが、手続きの

方法が異なりますので、詳し

くは、健康づくり課へお問い

合わせください。

鈴鹿市暴力団排除条例が
制定されました

防災安全課　  382-9022　  382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　｢三重県暴力団排除条例｣が

4月1日㈮から施行され、本市で

3月に制定し、4月1日から施行

しています。この条例では、以

下の内容などを定めています。

○暴力団排除に関する基本理念

○市の責務

○市民及び事業者の責務

○青少年に対する教育等

○利益供与の禁止

○暴力団の威力を利用するこ

との禁止

　この条例は｢暴力団を恐れ

ない、暴力団に対して資金を

提供しない、暴力団を利用し

ない｣ことを基本理念とし、市

民、事業者、行政が一体となっ

平成23年度の市税納期をお知らせします
納税課　　382-7831　　382-7660　　nozei@city.suzuka.lg.jp

※各欄の(　)内の数字は納期限です。

※納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。なお、今年度から全期前

納用納付書が廃止されました。全期分を一括して納めたい場合は、すべて

の期別納付書を使用してください。

※口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに残高の確認をお願いします。

※市民税・県民税と固定資産税を口座振替で全期前納で申し込みの方は、第

1期の納期限日に1年分を一括して指定口座より振り替えます。

※12月は26日が納期限となりますので、ご注意ください。

　平成23年度の市税の納期は下記のとおりです。納期内納付に

ご協力をお願いします。

税目

納付月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1期(6月30日)

2期(8月31日)

3期(10月31日)

4期(1月31日)

1期(5月2日)

2期(8月1日)

3期(12月26日)

4期(2月29日)

全期(5月31日)

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

市民税・県民税
（普通徴収）

軽自動車税固定資産税
都市計画税

国民健康保険税
（普通徴収）

1期 (8月1日)

2期(8月31日)

3期(9月30日)

4期(10月31日)

5期(11月30日)

6期(12月26日)

7期(1月31日)

8期(2月29日)

9期(4月2日)

も｢鈴鹿市暴力団排除条例」を
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て市民活動や社会経済活動の

場から暴力団を排除し、安全

で平穏な市民活動の健全な発

展に寄与することを目的に、

さらなる暴力団排除意識の高

揚を図るものです。

※鈴鹿市暴力団排除条例は、市

ホームページにも掲載します。

※暴力団に関する通報や相談は、警

察署、交番、駐在所または暴力相

談電話(警察本部)(　　059-228-

8704(ハナレヨ))、暴力追放三重県

民センター(　　0120-31-8930(ヤク

ザゼロ))へ

障害年金1・2級の方の
加算対象が変わります

子育て支援課　  382-7661  　382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp
保険年金課　  382-9401  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　これまで、障害年金の子の

加算は、受給権発生時に生計

を維持している子がある場合

に加算額の対象としていまし

たが、今回の法律改正により、

平成23年4月1日㈮から、受給

権発生後に子を持ち、その子

との間で生計維持関係がある

場合にも子の加算を行うこと

となりました。

◆障害年金の子加算の運用の

見直しと児童扶養手当との

関係について

　児童扶養手当は、児童が障

害年金の加算対象である場合

は支給されませんでしたが、平

成23年4月以降、児童扶養手当

額が障害年金の子加算額を上

回る場合は、児童扶養手当を

受給することが可能となります。

○受給変更ができる場合

　｢両親の一方が児童扶養手

当法施行令で定める障害の

状態にあることで配偶者に

支給される児童扶養手当｣と

｢障害年金の子加算｣の額を

比較し、受給変更が可能とな

ります。児童が複数いる場合

は、対象となる児童ごとに、

どちらを受給するか選択す

ることができます。

○児童扶養手当とは

　離婚や未婚での出生など、

ひとり親家庭を対象として支

給される手当ですが、両親の

一方が児童扶養手当法施行令

で定める障害(国民年金また

は厚生年金保険法1級相当)の

状態にある場合、ひとり親家

庭とみなされ、対象となる場

合があります。ただし、障害年

金を含む公的年金を受けるこ

とができる方は対象とならな

いほか、所得制限があり、また、

所得制限の範囲内であっても

実際の生活状況などによって

は対象とならない場合もあり

ます。

第3期｢Suzuka－ECO2
プロジェクト｣

メンバーを募集します
環境政策課　  382-7954  　382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、家庭で簡単にでき

る地球温暖化防止対策の一環

として、｢Suzuka－ECO2プロ

ジェクト(環境家計簿)｣の第3

期メンバーを募集します。普

段の生活を見直し、地球や家

計にも優しい生活を始めてみ

ませんか。

対　象　市内に住所を有する方

内　容　環境家計簿に記載さ

れている家庭で手軽にでき

る省エネ項目の中で、実践

できた項目に月1回チェッ

クをします。また、8月分と1

月分の電気使用量を昨年の

実績と比較します。

※参加メンバーの中で、成績上位者

30人には、奨励制度としてC-BUS

などの公共交通機関の利用券を

支給します。

定　員　200人(先着順)

※5月31日㈫で締め切ります。

参加料　無料

申込み　4月5日㈫から、環境

政策課に備え付けの登録申

込書に必要事項を記入の上、

環境政策課へ

※第1期と第2期メンバーの平成22

年9月までの取り組みの結果、節

約効果は約480万円、二酸化炭

素削減効果は約74.3トンになり

ます。この効果は、約417世帯分

の1カ月間の電気使用による二

酸化炭素排出量に相当します。

平成24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3年4月2日から

平成4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、広報活動

※会議は、原則として月1回市役所

本館会議室で夜間に開催します。

なお、第1回の会議は5月ごろに

予定しています。

問合せ　障害厚生年金(津年

　金事務所　 059-228-9188)、

  障害共済年金(各共済組合)、

  障害基礎年金(保険年金課、

  津年金事務所)、児童扶養

  手当(子育て支援課)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※登録申込書は、市ホームページ(　　

　　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/

　　benri/8971.html)からも入手で

　　きます。
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緑の募金にご協力を
農林水産課　  382-9017　  382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　㈳三重県緑化推進協会との

連携により、緑の募金活動を行

います。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。また、森林を守り育て

るためには、多くの方々の協力

と時間が必要です。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。ご協力をお願いします。

と　き　5月31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へ

青少年ベルフォンテン市
派遣事業ニューヨーク＆
ホームステイ体験
参加者を募集します

㈶鈴鹿国際交流協会
　383-0724　  383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

対　象　市内在住の中学生と

高校生、または同年齢で過

去にこの事業に参加したこ

とがない方

と　き　8月3日㈬～9日㈫

ところ　米国ニューヨーク州

ニューヨーク市(1泊)、オハ

イオ州ベルフォンテン市

(ホームステイ4泊)

定　員　12人　

参加費　16万5,000円（渡航費

の約半分）

※燃油サーチャージ上昇分の料金、

旅券取得費、傷害保険料などの

個人的経費は別です。

選考試験日　5月22日㈰(筆記

と面接)

申込み　5月13日㈮(必着)ま

でに、㈶鈴鹿国際交流協会、

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、〒513-0801　神

戸一丁目18-18　㈶鈴鹿国

際交流協会(市民会館正面

玄関西)へ

平成23年度EM活性液を
無料で配布します

環境政策課　  382-9014　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、EM活性液を無料で

配布しています。EM活性液は有

用な微生物を集めたもので、各

家庭のトイレ、台所、風呂などの

臭いや汚れを防止しながら河川

などの水質浄化に役立ちます。

予約電話・ファクス番号　　

　　・　384-6655

対　象　個人とボランティア

予約時間　予約日の8時30分

から12時30分

配布時間　13時～15時

配布場所　シルバー人材セン

ター(市役所立体駐車場南

側の別館第3ロビー)

持ち物　空きペットボトル(2

リットル)

配布量　個人：1世帯につき1

カ月2リットル以内、ボラン

ティア：1カ月10リットル以内

※ボランティアは、環境政策課に登

録があり、公共用水域の環境浄

化に取り組む団体のみ配布させ

ていただきます。

※ファクスでの予約は、5人以内に

限ります。

※当日受付は行いません。

合併処理浄化槽
設置費の補助申請を
受け付けています

環境政策課　  382-9014　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対象地域　下記を除いた区域

〇下水道事業の認可区域

〇農業集落排水事業採択区域

〇大型合併処理浄化槽の処理

　区域

対象浄化槽

◆10人槽以下

　国庫補助の対象となるもの

で、生物化学的酸素要求量

年月・回数 予約受付日 配布日

6日㈬～8日㈮

20日㈬～22日㈮

11日㈬～13日㈮

25日㈬～27日㈮

8日㈬～10日㈮

22日㈬～24日㈮

6日㈬～8日㈮

20日㈬～22日㈮

10日㈬～12日㈮

24日㈬～26日㈮

7日㈬～9日㈮

21日㈬・22日㈭

5日㈬～7日㈮

19日㈬～21日㈮

9日㈬～11日㈮

24日㈭・25日㈮

7日㈬～9日㈮

21日㈬・22日㈭

4日㈬～6日㈮

18日㈬～20日㈮

1日㈬～3日㈮

15日㈬～17日㈮

7日㈬～9日㈮

21日㈬～23日㈮

12日㈫

26日㈫

17日㈫

31日㈫

14日㈫

28日㈫

12日㈫

26日㈫

16日㈫

30日㈫

13日㈫

27日㈫

11日㈫

25日㈫

15日㈫

29日㈫

13日㈫

27日㈫

10日㈫

24日㈫

7 日 ㈫

21日㈫

13日㈫

27日㈫

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

1回目

2回目

※参加申込書は、(財)鈴鹿国際交流

　　協会ホームページ(　　http://www.

　　sifa.suzuka.mie.jp/)からも入手

　　できます。
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(BOD)除去率90％以上、放流水

のBODが日間平均値20mg/ℓ以

下のもの

◆11人槽以上50人槽以下

　高度処理型合併処理浄化槽

で、下記のいずれかの要件を

満たすもの

〇総窒素濃度が20㎎/ℓ以下ま

たは総リン濃度が1mg/ℓ以

下のもの

〇BOD除去率が97％以上で、放

流水のBODが日間平均値5㎎

/ℓ以下のもの

対象物件　補助金申請後に工

事着工し、平成23年度中に

工事が完了し、下記の要件

に該当するもの

○専ら居住の用に供する住宅

○延べ床面積の2分の1以上を

居住の用に供する建築物

○鈴鹿市集会所建築等補助金

交付要綱(平成7年鈴鹿市告

示第102号)第2条第1号の集

会所(10人槽以下に限る)

※建売住宅は、年度内に所有権移転

登記が完了するものが対象です。

補助金額　5人槽：25万5,000円、

6・7人槽：31万8,000円、8～10

人槽：42万円、11～50人槽：42

万円

申込み　環境政策課に備え付

けの申請書に必要事項を記

入の上、同課へ

※予算の範囲内で実施し、予算額

に達した時点で打ち切ります。

ふれあい農園の利用者を
募集します

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

　ガーデニング感覚で四季の

花や野菜を育て、土に親しむ

ことができる｢ふれあい農園｣

の利用者を募集しています。

利用希望者は開園者へお問い

合わせください。

◆ニコちゃん農園2

ところ　東江島町2858-1

面　積　約30㎡(約5m×約6m)

区画数　20区画

利用料　1区画3,000円(1年間)

開園者　山形納(南江島町5-1

　　387-0166)

訪問理美容サービスの
出張経費を一部支援します
長寿社会課　  382-7935　  382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　居宅で介護を受けている重

度の要介護者、身体障がい者

の家庭を訪問する理美容サー

ビスの出張経費を支援します。

年度ごとに申請が必要です。

対　象　市内に住所があり、

市内の居宅で介護を受けて

いる40歳以上で、要介護3か

ら5と認定されている方、ま

たは身体障害者手帳1・2級

を持ち、障がい名が下肢ま

たは体幹機能障害の方

支援額　上限2,000円

申込み　申請書に必要事項を

記入の上、長寿社会課また

は地区市民センター、地域

包括支援センターへ

｢よみきかせやさんの日｣
－ちいさなおともだちの
おはなしかい－

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。

これに合わせ、図書館では4月

28日㈭に、｢｢よみきかせやさん

の日｣-ちいさなおともだちの

おはなしかい-｣を行います。

楽しいおはなしとふれあいの

ひとときをお過ごしください。

対　象　0才の赤ちゃんから

幼児

と　き　4月28日㈭　10時～

10時20分、11時～11時20分

ところ　図書館親子コーナー

内　容　大型絵本、紙芝居、パ

ネルシアターなど

参加料　無料

申込み　当日受け付けます。

※参加したお子さんには、プレゼン

トがあります。

海と森林を結ぶ交流事業
(巣箱づくり体験)

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

対　象　市内在住の小学生と

その保護者

と　き　5月14日㈯　10時～

15時ごろ(小雨決行)

※白子港に集合し、9時に現地へ出

発予定です。

ところ　亀山森林公園、名阪

森林パーク(亀山市加太梶

ケ坂地内ほか)

内　容　海と森林の環境保全

の大切さについて理解を深め

るため、緑あふれる森林公園

で巣箱づくり体験を行います。

※昼食は用意します。

定　員　10組(20人)(応募多

数の場合は抽選)

参加料　無料

主　催　鈴鹿森林組合、鈴鹿

市漁業協同組合

申込み　4月28日㈭までに電

話、または住所、氏名、年齢

(学年)、電話番号を記入の

上、ファクス、電子メールで

農林水産課へ

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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第35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9日㈯～17日㈰　

9時～16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容　植木生産者による大

即売会、植木に関するイベ

ントなどを行います。

○寄せ植え体験：9日、10日、16

日、17日　11時から(9時か

ら受け付け）(各日先着50人、

参加費1,500円)

○苗木プレゼント：9日、10日、

16日、17日　10時から、14時

から(各回先着100人)

○花苗のプレゼント：11日～

15日　10時から、14時から

(各回先着50人)

○トピアリー作り体験：16日

10時30分から(9時から受け

付け)、14時30分から(13時

から受け付け)(各回先着15

人、参加費1,000円)

○ハローツリープレゼント：9日、10

日　9時から(各日先着100人)

※本市在住で、新築、結婚、誕生1年

未満と今年小・中学校へ新入学

された方本人を対象に、ハナミズ

キの苗木をプレゼントします(本

人がお越しください、1家族1本)。

○植木クイズラリー：10日、17日

　11時から(各日先着100組、無料)

○緑化相談

関連イベント

○盆栽の展示・販売：9日、10日、

16日、17日

○風船のプレゼント：16日、17

日　10時から、14時から(各

回先着250人)

○鈴鹿のお茶の振る舞い・い

　れ方教室：9日、10日

○コーヒーの振る舞い：16日、17日

○住宅・耐震相談、子ども木工

教室(材料費500円から)、包

丁研ぎ(1丁100円から、1人2

丁まで)：10日(包丁研ぎの

み14時まで)

○熱気球の体験搭乗：10日、17

日　9時～11時(8時30分か

ら受け付け)、13時～15時(12

時30分から受け付け)(各回

先着15 0人、中学生以上

1,000円、小学生500円、未就

学児無料(保護者の同乗が

必要、保護者1人で2人まで))

○鈴鹿の特産物・農産物の販

売：9日、10日、16日、17日

※各イベントは、天候の都合で変更

や中止となる場合があります。

※詳しくは、市ホームページをご覧

ください。

問合せ　鈴鹿市植木振興会(農

林水産課内　　382-9017)

植木まつり会場での
クイズスタンプラリー

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

と　き　4月16日㈯　9時から

(雨天時は中止)

ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容　鈴鹿フラワーパーク

を出発し、荒神山観音寺、加

佐登神社、白鳥塚古墳を見

学、歩きながら自然と文化

に触れることができるクイ

ズスタンプラリーです。

参加料　無料

※参加者には記念品があります。

申込み　当日9時から12時まで、

植木まつり会場内の鈴鹿市

観光協会のブースで、スタン

プ台紙をお渡しします。

※なくなり次第終了します。

問合せ　鈴鹿市観光まちづく

り委員会事務局(鈴鹿市観

光協会内　　380-5595　　

380-5596)

講演会
｢伊勢国分寺跡について｣

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

と　き　4月10日㈰　14時から

ところ　考古博物館講堂

内　容　現在整備事業が進め

られている国史跡伊勢国分

寺跡について、これまでの

発掘の成果を報告します。

講　師　当館職員

聴講料　無料

主　催　鈴鹿市考古博物館サ

ポート会

鈴鹿医療科学大学・
市民公開講座
｢健康と食の安全・

安心の問題を考えよう｣
健康づくり課　  382-2252  　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　4月23日㈯　13時～

16時10分

ところ　鈴鹿医療科学大学

JART記念館100年記念ホー

ル(岸岡町1001-1)

※駐車場があります。

内　容

○講演　｢1gの食塩でできる

おいしい料理｣(野呂昌子さ

ん(鈴鹿医療科学大学))　

13時～13時50分

○講演　｢もっと気付こう鈴

鹿の食の魅力！｣(米川泰正

さん(食理学者))　13時50

分～14時30分

○講演　｢健康食品で命を落と
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　さないために・・その2・・｣(長

村洋一さん(鈴鹿医療科学大

学))　14時50分～15時30分

○健康食品管理士による健康

と食の相談コーナー　講演

終了後から16時10分まで

参加料　無料

主　催　鈴鹿医療科学大学保

健衛生学部医療栄養学科

問合せ　鈴鹿医療科学大学庶

務会計課(　383 -8991　 

383-9666)

日本語ボランティアの
養成講座

(財)鈴鹿国際交流協会
　383-0724　  383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　在住外国人が生活で必要な

日本語を身に付けるために、

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がない方

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

くことを目的に開催します。

対　象　できる限り全講座に

出席でき、日本語支援活動

に参加できる方

と　き　5月21日㈯～6月25日

㈯　13時〜14時30分、14時

45分〜16時15分(全12回)

ところ　文化会館

講　師　日本語教師(ボラン

ティア活動経験あり)

定　員　20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27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、〒513-0801　

神戸一丁目18-18　(財)鈴鹿国

際交流協会(市民会館正面玄

関西)へ

◆日本語ボランティアを募集します

　在住外国人の間では、日本

語を身に付けることが重要で

あるとの認識が広がっていま

す。こうした状況に対応する

ため、市内のボランティア教

室では、日本語を教えるボラ

ンティアを募集します。

○鈴鹿日本語会AIUEO

と　き　毎週土曜日　18時～

19時30分

ところ　河曲公民館

○桜島日本語教室

と　き　毎週水曜日　19時30

分～21時

ところ　県営桜島団地集会所

○牧田いろは教室

と　き　毎週土曜日　10時30

分～12時

ところ　牧田会館、牧田公民館

　4月になり、新学期が始まります。子ど

もたちは、それぞれ期待や不安を抱きつ

つ、｢友だちをたくさん作りたい｣、｢勉強や

部活動を頑張りたい｣など、一人ひとりがさ

まざまな思いや願いを抱いていることで

しょう。このような子どもの思いや願いを

大切に見守っていきたいものです。

　しかし、現在の子どもたちを取り巻く環境

を見てみると、少子化や核家族化の進行、都

市化や高度情報化の進展、インターネット・携

帯電話・ゲーム機の急速な普及などにより、

地域社会や自然とのつながりの希薄化、子ど

も同士の交流機会の減少などが進んでいま

す。このような中で、自分に自信が持てず、人

間関係に不安を感じたり、将来の夢が持てな

かったりする子どもたちも少なくありません。

　こうした状況では、地域の役割が重要と

なってきます。地域の中で、さまざまな体験

や活動を通じて社会のルールや人間関係を

学ぶ機会を作り、学校や家庭だけではなく、

地域でのつながりを大切にし、地域全体で子

どもたちを見守り育てていくことが求めら

れています。子どもたちの思いや願いを大切

にしながら、家庭、学校、地域が力を合わせ、

互いにつながりながら取り組むことが大

切です。遊んでいる子どもたちに｢こんに

ちは｣、｢車に気をつけて｣、また、夕方には

｢そろそろ家に帰ろうか｣などと声をかけ

るなど、一人ひとりができることからつな

がる取り組みを始めてみませんか。

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 

地域でのつながりを大切に

○固定資産税・都市計画税・・1期

【納期限は5月2日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で

4 月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


