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70周年記念事業情報

第36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14日㈯～22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」をはじめ、植木
に関するイベントがめじろ
押し。 
○寄せ植え体験　14日・15
日・21日・22日　11時から(9
時受付け、各回先着50人、
参加費1,500円)
○苗木プレゼント　14日・15
日・21日・22日　①10時か
ら　②14時から(各回先着
100人)
○花苗のプレゼント　16日～
20日　①10時から　②14
時から(各回先着50人)
○トピアリー作り体験　21日
①10時30分から(9時受付け)
②14時30分から(13時受付
け、各回先着15人、参加費
1,000円)

　白子駅前広場整備事業にと
もない、現在の西口ロータリー
を1年半程の間閉鎖します。
 つきましては、南側に整備し
たロータリーをご利用ください。
　また、現在、ロータリー北側
にある駐輪場も一時閉鎖しま
すので、臨時駐輪場をご利用
ください。
と　き　5月8日 0時から

○ハローツリープレゼント　14
日・15日　9時から(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
学された方本人に「ハナミズ
キ」の苗木をプレゼント、各
日先着100人、1家族1本

○植木クイズラリー　15日・22
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　14日・
15日・21日・22日
○風船のプレゼント　21日・
22日　①10時から　②14
時から(各回先着250人)
○鈴鹿のお茶の振る舞い・淹
れ方教室(茶業組合)　14
日・15日
○コーヒーの振る舞い(AGF
鈴鹿㈱)　21日・22日
○住宅・耐震相談、子ども木
工教室(材料費要500円か
ら)、包丁研ぎ(1丁100円か
ら、1人2丁まで) 15日(包丁
研ぎのみ14時まで)
○ホーバークラフト体験　15
日・22日　①9時30分～12
時(9時受付け)　②13時～
16時(12時30分受付け)(中

学生以上1,000円、小学生
500円、未就学児無料(要保
護者同乗))
○鈴鹿の特産物・農産物の販
売(鈴鹿市物産協会他)　14
日・15日・21日・22日
○Weekday抽選会　16日～
20日
○記念樹無料配布　14日～
22日(本市在住で、今年70歳
の誕生日を迎える方。必ず
本人がお越しください(昭和
17年1月1日～12月31日生))
○キッズECOハンギングバス
ケット作り　14日　①10時
30分から(9時受付け)　
②14時30分から(13時30分
受付け)

問合せ　農林水産課内 鈴鹿
市植木振興会事務局
(　382-9017)

※変更・中止となる場合があり

ます。

※詳しくは、市ホームページトピッ

クスをご覧ください。

お 知 ら せ 近鉄白子駅西口ロータリーの利用について
市街地整備課    382-9047    382-7615    shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

←津 四日市→

工　事 工　事

臨時駐輪場

バス乗り場 タクシー乗り場

白子駅
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※｢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。
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「鈴鹿市制70周年」
公式フェイスブックを

開設しました

秘書広報課    382-9036    382-9040

    hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　記念事業のお知らせや懐
かしい写真を紹介しています。
　フェイスブックに登録して
いなくても、内容を閲覧する
ことができます。登録してい
る方は、記事へのコメントや、
「いいね！」ボタンを押してぜ
ひ参加してください。
URL　　http://www.facebook.
com/suzuka70th

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

　危機管理能力や防災力の
向上を図るため、従来の防災
安全課を廃止し、防災危機
管理課を設置しました。
　これに伴い、防災安全課
が所管していた防犯と交通
安全に関する事務について

は、地域課交通安全・防犯
グループが担当します。
　また、外国人住民の方の
住民基本台帳制度への移行
を進めるにあたり、市民課外
国人登録グループを廃止し
ました。外国人登録に関する
事務については、届出窓口グ
ループが担当します。

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

　 ｢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2011｣と
常設展を無料でご覧いただ
けます。
と　き　4月14日㈯
ところ　考古博物館

県から市への権限移譲が
始まりました

総務課    382-9005    382-2219

    somu@city.suzuka.lg.jp

　国の地域主権改革により、
4月1日から、県の事務の一
部が市に権限移譲されまし

た。これにより、各種届出な
どの窓口が県から市に変更
となるものがあるほか、検査
などが市において実施され
るものがあります。
　詳しくは、市ホームページ
トピックスをご覧いただくか、
総務課へ

暴力団のない安全で安心な
まちをめざすために

地域課    382-9022    382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

相談先　警察署、交番、駐在所
◆相談電話 
○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)
　「鈴鹿市暴力団排除条
例」を平成23年4月1日から
施行しています。
　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
ています。
　市民、事業者、行政が一体
となって、鈴鹿警察署などの
関係機関と連携、協力し、暴
力団の不当要求を拒否する
運動が広がっています。
　社会全体で暴力団を排除
し、安全で平穏な市民生活
を実現しましょう。

くらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ

70周年記念事業情報
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※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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今年は固定資産の
評価替えの年です

資産税課    382-9007    382-7604

    shisanzei@city.suzuka.lg.jp

 平成24年度は3年に一度
の固定資産(土地・家屋)の
評価替えの年です。評価替
えとは、この3年間における
資産価格の変動に対応し、
評価額を適正で均衡のとれ
た価格に見直す作業です。
　各固定資産の新しい評
価額は、平成 2 4 年度の納
税通知書に同封されている
課税明細書に記載されてい
ます。ご不明な点は、資産
税課へ

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22日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　4月26日㈭、27日㈮ 
17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
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。

インターネット公売を
実施します

納税課    382-9008    382-7660

    nozei@city.suzuka.lg.jp

 市税の滞納処分として差押
さえた財産をインターネット上
で公売します。公売財産など
詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
○TOPページ>行政ガイド>
申請様式>インターネット公
売

参加申込期間　4月12日㈭13
時～4月26日㈭23時

入札(せり売り)期間　5月8日㈫
13時～5月10日㈭23時

売却決定日　5月11日㈮ 10時
買受代金納付期限　5月18日㈮
14時30分

下見会　4月17日㈫　10時～
11時45分、13時～16時30分
市役所本館2階 206会議室

※鈴鹿市インターネット公売ガイ

ドラインに同意の上、ご参加く

ださい。

※都合により中止することがあり

ます。

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課    382-7831    382-7660

    nouzei@city.suzuka.lg.jp

 市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月か
かります。申込み手続きは金

融機関、地区市民センター、
納税課の窓口で行っています
ので、口座振替を希望される
方は、お早めに手続きをお願
いします。手続きの際には、
通帳、通帳の届出印、納税通
知書(納付書)が必要です。

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、神戸、栄の各一部約
116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
1,823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。
◆すみ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
替えしていただかなければな
りません。
　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。
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鈴鹿市公式ツイッターを
フォローしてください

秘書広報課    382-9036    382-9040

   hishokoho@city.suzuka.lg.jp

アカウント名　suzuka_city
配信する情報　災害情報、防
犯情報、イベント情報、市
内行事の写真などを配信
します。大手メディアでは
なかなか取り上げられな
いような、地域に密着した
情報を配信します。

※ツイッターサービス自体につい

ては、Twitter公式ナビゲーター

「ツイナビ」のホームページを

ご覧ください。

がん検診の検診料が
変わります

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkouzukuri@city.suzuka.lg.jp

　4月から70歳以上の方も、本
市が実施する胃・大腸・肺・前
立腺・子宮がん検診料の一部
自己負担が必要になります(一
つの検診につき500円)。ただ
し、市民税非課税世帯の方、
生活保護世帯の方は無料です。
　70歳以上の市民税非課税
世帯の方は、4月・8月に送付
する介護保険納入通知書(は
がきまたは封書)の所得段階
区分で確認します。所得段階
区分が第1段階から第3段階
の方が市民税非課税世帯に
該当します。該当する方はが
ん検診受診時に必ず介護保
険納入通知書を持参ください。

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歳以上の方のうち、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
利用可能回数　申請する時期
により異なり、最高4回

申込み　長寿社会課または地
区市民センターへ。要介護認
定が要介護3～5に該当する方
は介護保険被保険者証を、該
当しない方は、障害者手帳の
コピーを持参してください。

平成24年度地域密着型サービス
〔グループホーム〕事業者

説明会を開催します

鈴鹿亀山地区広域連合　介護保険課

    369-3204    369-3202

   skkaigo@mecha.ne.jp

対　象　鈴鹿南部圏域で認
知症対応型共同生活介護
〔グループホーム〕(介護予
防を含む)を平成24年度に
計画している法人

と　き　4月13日㈮　14時から
ところ　市役所西館2階
2421会議室

内　容　施設整備説明会

障害者相談を開催します

障害福祉課    382-7626    382-7607

   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　本市では、身近な地域での
相談に応じるため、障害者相
談員を設置しています。また、
地域生活や福祉サービスの
利用に関する情報などの相談
に応じます。希望される方は、
希望日の1週間前までに申し
込みをしてください。
問合せ・申込み　身体障がい
に関することは、障害者生活
支援センター鈴鹿けやき苑
(　373 -2222　373 -2556
8時30分～17時15分)、知
的・精神障がいに関すること
は、障害福祉課(　382-7626
　382-7607 8時30分～17時
15分)へ

◆4月～ 6月開催日

○相談日

　身体障がいに関する相談

　　第1・第3水曜日　9時30
分～11時30分　神戸地区コ
ミュニティセンター
　　第2・第4木曜日　9時30
分～11時30分　白子地区コ
ミュニティセンター
　　第2・第4金曜日　9時30
分～11時30分　牧田地区コ
ミュニティセンター
　　第1・第3木曜日　9時～
12時　石薬師(鈴鹿けやき苑)
　知的障がいに関する相談

　　4月27日㈮、5月25日㈮、6
月22日㈮　10時～12時 市
役所西館
　精神障がいに関する相談

　　4月20日㈮、5月18日㈮、6
月15日㈮ 10時～12時　市
役所西館

お 知 ら せ
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日で変更ありません(金融機関

が休日の場合は前営業日となり

ます)。

※これまでどおり、診療月の2～3

カ月後(加入保険が三重県後期

高齢者医療の方は5～6カ月後)

の振り込みになります。

※子ども医療費の振込時、通帳に

表示する適用項目を、3月振込分

より「スズカシニュウヨウジ」か

ら「スズカシコドモイリョウ」に

変更しました。

国民健康保険の届出を

保険年金課    382-7605    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険に加入、また
は脱退する場合は、届出が必
要です。該当した日から14日
以内に届出をしてください。
国保に加入する場合

・他の市町村から転入したと
き(職場の健康保険などに
加入していない場合)
・職場の健康保険などをやめ
たとき
・国保の被保険者に子どもが
生まれたとき
・生活保護を受けなくなった
とき
○届出が遅れた場合
　届出日ではなく、国保の被
保険者の資格を得た日まで
さかのぼって保険税を納め
なければなりません。また、
届出日以前の期間にかかっ
た医療費は全額個人負担と
なる場合があります。

国保を脱退する場合

・他の市町村へ転出したとき
・職場の健康保険などに加入
したとき
・加入者が死亡したとき
・生活保護を受けるようになっ
たとき

○届出が遅れた場合
　他の健康保険に加入した後、
国保の保険証を使って受診
した場合には、国保が支払っ
た医療費を全額返却していた
だく場合があります。

◆施設入所のために転出さ

れる方はご相談を

　国民健康保険は、住所地(住
民登録地)の市町村でご加入い
ただくことが原則です。しかし、
被保険者が福祉施設、養護老
人ホーム・特別養護老人ホーム、
介護保険施設などへの入所や
長期入院などの事情により住
所を他の市町村へ移す場合、
今までの国民健康保険を継続
していただくことになります。こ
れは、福祉施設などが集中す
る市町村の国保財政を圧迫さ
せないための取り扱いです。転
出手続きをされるときに、保険
年金課へご相談ください。

年金事務所出張相談を
開催します

保険年金課    382-9401    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金・厚生年金につい
ての相談にご利用ください。
と　き　毎月第4水曜日 10
時～15時(14時30分まで受
付け)

ところ　鈴鹿商工会議所
持ち物　身分証明書(運転免
許証、パスポート、写真付住
民基本台帳カードなど)、年
金手帳か年金証書、認め印

※本人以外の方が相談に行かれる

場合は必ず委任状をご用意くだ

さい。委任状の書き方は、津年金

事務所へお問い合わせください。

問合せ　津年金事務所　国
民年金課 (　0 5 9 - 2 2 8 -
9188)

小学生の保護者の皆さんへ
子ども医療費受給資格

申請手続きはお済みですか

保険年金課    382-7627    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　4月から、子ども医療費(旧乳
幼児等医療費)受給資格の対
象を小学生まで拡大しました。
次の方でまだ手続きをしていな
い場合は、保険年金課でお早
めに手続きをお願いします。申
請月の初日からの資格となりま
すのでご注意ください。
※保護者の所得制限など資格要

件があります。

○1月中旬に郵送で案内した方
(平成23年12月28日時点で
鈴鹿市に住民登録のあった
新小学2年～6年生の保護
者)
○平成23年12月29日以降に、
鈴鹿市へ転入した小学生の
保護者

福祉医療受給資格を
お持ちの皆さんへ

福祉医療費の振込日が
変わります

保険年金課    382-7627    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　助成件数の増加に伴い、福
祉医療費の振込日が4月から
次のとおりになります。
対象福祉医療費 
○子ども医療費
○一人親家庭等医療費
○障がい者医療費(加入保険
が三重県後期高齢者医療
の方除く)

振込日　月末金融機関最終
営業日の前営業日(12月は
前々営業日)
　(例)4月の振込日:4月26日
※障がい者医療費(加入保険が三

重県後期高齢者医療の方)は18
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ご連絡ください。費用など詳
しくは、ご相談ください。
問合せ　地産地消ネットワーク
みえ(北勢)鈴鹿支部　豊田
(　379-1048)へ

プラネタリウム
演奏者を募集します

文化課    382-8111    382-8580

   bunka@city.suzuka.lg.jp

対　象　高校生以上(未成年
者は保護者の同意が必要)

内　容　7月の「七夕さま」と12
月の「クリスマス」の各特別
投映において、星座解説や
番組投映にあわせて演奏し
ます。

定　員　2組(1組3人程度まで)
申込み　5月6日㈰(必着)まで
に、演奏予定曲を録音した
CD(1枚)と応募用紙に必要
事項を記入の上、直接文化
会館へ持参してください。応
募用紙は文化会館に備え付
けてあります(応募多数の場
合は書類選考)。

第1回男女共同参画
審議会が傍聴できます

男女共同参画課

    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　4月13日㈮ 13時30分
から

ところ　男女共同参画センター 
ホール

定　員　10人(先着順)
申込み　会議開始15分前まで
に男女共同参画課へ

女性のための電話相談

男女共同参画課

    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画センターでは、
女性のための電話相談を行っ
ています。4月から電話相談日
が増えますのでご利用くださ
い。
受付時間　毎週火・木・金曜日
(第4金曜日、休館日を除く) 
10時～12時、13時～16時

相談専用電話　　381-3118
(直通)

内　容　家庭や地域での人
間関係、職場でのセクハ
ラ、夫や恋人からの暴力、
生き方など心の悩みについ
て、女性の専門相談員が相
談をお受けします。必要に
応じて弁護士相談、面接相
談、市役所担当課をご案内
します。

無料法律相談所を
開設します

市民対話課    382-9004    382-7660

   shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月9日㈬ 10時30分
～15時30分

ところ　津：津センターパレス
(津市大門7-15)、四日市：四
日市市総合会館8階　第2
会議室(四日市市諏訪町
2-2)

受付け　津：10時30分～15
時、四日市：10時～15時

定　員　各36人(先着順)
相談員　三重弁護士会所属
弁護士

問合せ　津：津家庭裁判所 
総務課　庶務係(　059-
226-4171)、四日市：津地方
裁判所　四日市支部　庶
務係(　352-7151)

緑の募金にご協力を

農林水産課    382-9017    382-7610

   norin@city.suzuka.lg.jp

　(公社)三重県緑化推進協
会との連携により緑の募金活
動を実施します。
　緑の募金は、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。また、東
日本大震災地域の復旧・復
興に向けて、地域の防災林な
どの森林整備や住居・学校
周辺の緑化を支援する被災
地域復興事業を開始しました。
　将来の世代に豊かな地球
環境を残せるよう、三重県内
の身近な公園などへの緑化
活動、植樹活動も、これまで
と変わらず行います。皆さまの
ご協力をお願いします。
と　き　5月31日㈭まで
募金方法　農林水産課、地区
市民センターに募金箱を設
置してあります。また、払込
取扱票を添付したリーフレ
ットも置いてありますので、
ご利用ください。

地元産小麦を使って
手打ちうどんなどを

作りませんか

農林水産課    382-9017    382-7610

   norin@city.suzuka.lg.jp

　地元で生産した農産物を
地元で消費する「地産地消」
を推進するため、地元産小麦
を使った手打ちうどんや蒸し
まんじゅうなどの料理作りの
出前講座を行います。
　少人数でもお受けしますの
で、希望するグループの方は

お 知 ら せ
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青少年ベルフォンテン市
派遣事業

夏のホームステイ体験
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、
高校生または同年齢の方
で、過去にこの事業に参加
したことのない方

と　 き　8月1日㈬～7日㈫
ところ　アメリカ合衆国 ニュ
ーヨーク市(1泊)、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(燃油
サーチャージ上昇分の料
金と旅券取得費、傷害保
険料などの個人的経費は
別)

選考試験　筆記と面接(5月20
日㈰)

申込み　5月11日㈮(必着)まで
に、申込書に必要事項を記
入の上、直接または郵送で
鈴鹿国際交流協会(〒513-
0801 神戸一丁目18-18 市
民会館 正面玄関西)へ。申
込書は、㈶鈴鹿国際交流
協会ホームページ、協会事
務局、市内公立中学校、高
校にあります。

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18日㈮、19日㈯
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(〒513-0802 飯
野寺家町816　　0 5 9 -
382-3222)へ

※応募者多数の場合は抽選とし、

当選者には場所、日時など詳

細をご連絡します。なお、希望

日はご希望に沿えない場合も

あります。

JICAボランティア募集

市民対話課    382-9058    382-7660

   shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈰から5月14日㈪ま
で、平成24年度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。国際協力機構
(JICA)が実施する政府事業
で、世界の発展途上国で現
地の人々と同じ生活をしなが
ら、ともに働き、人づくり国づ
くりに貢献するボランティア
活動です。
問合せ　(公社)青年海外協力
協会中部支部(　chubu-
bosetu@joca.or.jp
　http://www.jica.go.jp/
volunteer/index.html)へ

◆体験談・説明会

とき・ところ　
○4月8日㈰14時から　じば
さんみえ4階(四日市市)
○4月19日㈭18時30分から　
アスト津3階

長崎へ平和の取材
「親子記者」参加者を

募集します

人権政策課    382-9011    382-2214

   jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　8月9日の長崎原爆の日に
親子での取材を通して、原爆
や平和について考えてみませ
んか。
対　象　市内にお住まいの
小学生(4年生以上)とその
保護者

と　 き　8月8日㈬～11日㈯
※8日は9時に長崎市集合

ところ　長崎県長崎市
内　容　8月9日の長崎原爆
犠牲者慰霊平和祈念式典
参加や被爆遺構巡り、被爆
者へのインタビューなど、原
爆・平和に関する取材、記
事作成

※長崎市への交通費、宿泊代、取

材補助経費は主催者が支給し

ます。

定　員　全国の自治体から
18人(9組)(応募多数の場合
は抽選)

申込み　5月7日㈪(当日消印
有効)までに、はがきか電子
メールで、住所、参加者の
氏名(ふりがな)・性別・小
学校名・学年、連絡先電話
番号、保護者氏名(ふりがな)・
性別、平和を願う一言メッ
セージを記入し、押印の上
(はがきのみ)、長崎市平和
推進課内 日本非核宣言自
治体協議会事務局(〒852-
8117　長崎市平野町7- 8 
　info@nucfreejapan.
com　　095-844-9923)へ

※詳しくはホームページをご覧く

ださい(　http://www.nucfree

japan.com　ホームページから

も応募可)。
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講座・教室申込み　電話で、津家庭裁判
所 総務課 庶務係
(　059-226 -4171、土・日曜
日、祝日を除く9時から16時
30分)へ

◆津会場

と　き　5月15日㈫13時30分
～16時

ところ　津家庭裁判所 大会
議室(B館4階)

定　員　40人(先着順)
申込期間　4月9日㈪～5月8
日㈫

◆伊勢会場

と　き　5月23日㈬　13時30
分～16時

ところ 　津家庭裁判所伊勢
支部　会議室(3階)

定　員　20人(先着順)
申込期間　4月16日㈪～5月
16日㈬

鈴鹿短期大学特別講演

企画課    382-9038    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　4 月 14 日㈯ 13 時
30 分～15 時 ( 開場 13 時 )

ところ　鈴鹿国際大学 国際
文化ホール

内　容　音楽療法におけるス
ーパーヴィジョンとは何か～
アメリカの音楽療法学生に
対する教育指導から～

講 　 師 　 シェリル 教 授
(Dr.Cheryl Dileo)

入場料　1,000円(当日受付け
で支払い)

申込み・問合せ　ファクスか
電子メールで、鈴鹿短期
大学・シェリル先生特別講
演会事務局(　372 -2827
　sajin@suzuka-jc.ac.jp)へ

※当日参加も可

鈴鹿市ジュニア
ゴルフ教室

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

　ジュニアの皆さんが広くゴ
ルフに親しんでいただくため
に開催します。
対　象　市内の在住・在学者
で小学生以上18歳未満

と　き　5月から原則毎週土
曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド練
習など

定　員　10人程度(先着順)
会　費　入会金1,000円 月会
費1,000円

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
後　援　鈴鹿市教育委員会、
鈴鹿市体育協会

申込み　4月30日㈪までに、鈴
峰ゴルフ倶楽部内　鈴鹿
市ゴルフ協会(　371-0711
　371-1518)

日本語ボランティア
養成講座

鈴鹿国際交流協会

    383-0724    383-0639

    sifa@mecha.ne.jp

　在住外国人に地域で日本
語支援をしていただく日本語
ボランティアの養成講座を開
催します。外国語ができなく
ても、今まで全く日本語を教
えたことがない方でも大丈夫。

国際交流フェスタ2012
わいわい春まつり

鈴鹿国際交流協会

    383-0724    383-0639

   sifa@mecha.ne.jp

　わいわいと各国の人たちが
集まって、音楽・ダンス、世界
の遊びで楽しみます。
　フリーマーケットや11カ国の
国際屋台が並び、世界の味を
堪能できます。丸一日国際交
流できる楽しいイベントです。
と　き　4月22日㈰ 10時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター センタ
ー&サブコート、屋外コー
ト、弁天山公園

内　容　各国の音楽&舞踊(フラ
ダンス・ベリーダンス・フラメン
コ・マリネーラ・サンバ他)、国
際屋台村、民族衣装試着体
験、似顔絵コーナー、クラフ
トコーナー、フリーマーケッ
ト、民芸品展示・即売、フェ
アトレード商品 など

※内容を変更することがあります。

成年後見制度説明会

市民課    382-9013    382-7608

   shimin@city.suzuka.lg.jp

　憲法記念日(5月3日)を中心
とした5月1日から7日までは憲
法週間です。憲法週間記念行
事として成年後見制度説明会
を開催します。
　成年後見制度は、認知症
や知的障害、精神障害などに
よって物事を判断する能力が
十分でない方について、家庭
裁判所が成年後見人などを
選び、法律的に支援する制度
です。

催 し 物
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はじめてのパソコン講座

市政情報課    382-9003    382-2214

    shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　4月12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2007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

○初心者のための基礎　4月
18日㈬と19日㈭
○エクセル基礎　4月21日㈯
と22日㈰

◆午後の部：13時 30分から

○ワード基礎　4月18日㈬と
19日㈭

ところ　図書館2階視聴覚室
ほか

定　員　各10人(ただし1名以
下の場合は休講)

参加料　3,000円(教材費別

途必要)
その他　NPO「すずかのぶど
う」では、別途IT講習も行っ
ています。(ノートPC持込可、
個別対応) お問い合わせは
「すずかのぶどう」へ

内　容　インターネット・メー
ル講座

会　場　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

参加料　3時間1,500円(平日
月～金曜日 9時30分から、
13時30分から)

日本語教室では、日本語で日
本語を教えます。日本語支援
を通じて近くに住む外国人の
文化に触れてみましょう。
対　象　出来る限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方

と　き　5月12日～6月16日 毎
週土曜日 13時30分～15時、
15時10分～16時40分(6月16
日は、13時30分～15時のみ)

ところ　鈴鹿国際大学
定　員　20人(先着順)
講　師　鈴鹿国際大学 舟橋
教授、赤塚教授、桟敷教授

受講料　一般6,000円、賛助
会員3,000円

申込み　4月25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、電子メールで鈴鹿国
際交流協会(〒513-0801神
戸1-18-18 市民会館正面
玄関西)へ

　新しい年度がスタートし、学校では新学期が始
まります。皆さんは、昨年の4月に「三重県子ども条
例」が施行されたことを知っていますか。この条例
は、子どもが豊かに育つことができる地域社会づ
くりに向けて取り組むために必要な事項をまとめた
ものです。その前文の中に、「全ての子どもには自
ら育つ力と多くの可能性があり、子どもは自分が
受け止められ、認められていると実感することで自
己肯定感を高めることができる。」とあります。
　私たちは普段から子どもの意見や気持ちを十
分に聴こうとしているでしょうか。例えば、忙しさか
ら子どもの話を聴くことを後まわしにしたり、話の途
中で頭ごなしに否定したりすることなどはないでし
ょうか。大人のこのような関わり方から、子どもは、
「自分は大事にされていない。」「自分を認めてもら

えない。」と感じてしまい、自信を持てなかったり、自
分のことが好きになれなかったりする場合も少なく
ありません。
　先日、ある小学校の公開授業の中で、ひとりの子
どものアイデアを先生が取り上げ、周りの子どもたち
が共感し取り入れようとする場面がありました。自分
が認められた子どもは、にっこりとし、その後、周りの
子どもたちと一緒にいきいきと活動をしていました。
　子どもたちが希望に満ちた新しいスタートを切
る時季に、私たちが、子どもが自ら育つ力を信頼
し、子どもの意見を尊重しながら、自ら考え主体的
に取り組む姿を見守り支えることが大事ではない
でしょうか。子どもたち一人一人が自らの力を十分
に発揮しながら豊かに育つことができる地域社会
をともに築いていきましょう。 

子どもの力を信じよう～「三重県子ども条例」から～

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の4 月 納税
○固定資産税、都市計画税

　　・・・・・・全期・1期

【納期限は5月1日㈫です】

※納税は、便利な口座振替で
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