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第14回バイクであいたい
パレード2012の

参加者を募集します

商業観光課    382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月28日㈯　13時～
19時30分(予定)

※13時から各種イベントを開始、

パレードは18時15分スタート

ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードは、鈴鹿ハンター駐車

場から鈴鹿サーキットまで

内　容　鈴鹿8時間耐久ロー
ドレース前夜祭として、交
通安全啓発車両を配備し、
全国各地から集まったバイ
クが、鈴鹿サーキットの8耐
前夜祭会場に向けて日本
最大級の交通安全パレー
ドを行います。

※パレードコースや周辺道路は、

18時15分から交通規制により

渋滞が予想されます。なお、パ

レード中は道路の横断はでき

ませんので、ご協力をお願いし

ます。

申込み　5月21日㈪(必着)まで
に、鈴鹿商工会議所青年
部ホームページ(　http://
www.suzuka-yeg.com/)
からお申し込みください(応
募多数の場合は、抽選)。

問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部(担当：川口・高橋　382-
3222)

市営住宅の入居者を
募集します

住宅課    382-7616    382-7615

    jutaku@city.suzuka.lg.jp

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯

(部屋は3階か4階)

○桜島団地(桜島町五丁目) 
中層耐火造4階　1戸　1万
6,400円～3万2,200円
○高岡山杜の郷(高岡台四丁
目)中層耐火造3階　2戸　
2万800円～4万2,500円

※高齢者世帯・身体障がい者世

帯は申込みできません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

(部屋は1階か2階)

○桜島団地(桜島町五丁目) 
中層耐火造4階　3戸　1万
4,500円～3万2,200円
○高岡山杜の郷(高岡台四丁
目) 中層耐火造3階　2戸　
2万300円～4万2,000円

◆世帯の区分なし

(部屋は2階)

○潮風の街磯山(東磯山二丁
目)中層耐火造3・4階　2戸
2万5,100円～4万9,700円

申込み資格　下記のすべてに

該当する方
1.市内に在住または勤務して
いる方
2.同居する親族(婚約者を含
む)がいる方
3.現に住宅に困っている方
4.市税の滞納がない方
5.公営住宅法に定める基準以
下の収入の方
6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件をすべ

て満たし、60歳以上の方がい

る世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要

件1と3から6をすべて満たし、1

級から4級までの身体障がい

者がいる世帯が対象です。

申込み　5月7日㈪から18日㈮
(土・日曜日を除く8時30分
から17時15分)に、所定の
申込書類に必要書類を添
えて、直接住宅課へ

※案内と申込書類は、5月7日から

配布します。

選考方法　応募者多数の場
合は、7月上旬ごろに抽選
で決定します。

入居時期　7月下旬(予定)
※障がい者世帯、母子世帯など

優先措置を受けられる世帯が

ありますので、申込みの際に申

し出てください。

※募集戸数、内容については、状

況により変更する場合があり

ます。

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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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　次の区域以外の
地域
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(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24年度中
に工事が完了するもので、以
下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1/2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

補助金額　5人槽：25万5千
円、6・7人槽：31万8千円、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

※この事業は、予算の範囲内で実

施し、予算額に達した時点で終

了します。

トイなおす
(おもちゃ病院)

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

    haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　大切なおもちゃの修理などの
相談におもちゃドクターがお応
えします。ご希望の方は、当日お
もちゃと説明書を一緒に持って
きてください。当日都合の悪い
方は、事前に廃棄物対策課へ
持ってきていただくことも可能
です。修理後は、廃棄物対策課
へ取りにきていただきます。
と　き　5月20日㈰　10時～
15時

ところ　図書館2階視聴覚室
※テレビゲーム・キッズコンピュー

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼

児用電動バイク、楽器(電子ピア

ノ、笛、ハーモニカなど)などは

修理できません。

※不要になったおもちゃがあれば

持ってきてください。

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　5月27日㈰ 9時～16時
30分

◆夜間窓口

と　き　5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

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。
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対象に、外国人登録の情報
を基に仮住民票を作成します。
仮住民票は施行日に住民票
になります。
　仮住民票の内容を載せた
「仮住民票記載事項通知
書」と「世帯構成確認書」を
世帯主宛てに5月上旬に発
送しますので、必ず内容を確
認してください。「仮住民票記
載事項通知書」と「世帯構成
確認書」の記載内容が実情
と異なる場合は、その事実の
確認できる証明と外国人登
録証明書を持って、早急に市
民課までお越しください。
　なお、6月になってもこれら
の通知が届かない場合は、
市民課にお問い合わせくだ
さい。

鈴鹿市いきいき
健康スポーツクラブの
参加者を募集します

スポーツ課    382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　6月13日で60歳以上
の鈴鹿市民

期　間　 6月13日～平成25年
2月27日の第2・4水曜日、9
時30分～11時30分(延長あ
り)、年17回(予定)

ところ 　市内の運動施設ほか
内　容　ソフトバレーボール、
ストレッチ、太極拳、グラウ
ンド・ゴルフ、ニュースポー
ツほか

定　員　150人(先着順)
年会費　4,000円(保険料含む)
申込み　5月8日㈫から25日㈮
に、年会費を持参の上、鈴鹿
市体育協会 (市立体育館
内、 380-5015、月～金曜日 
9時～17時(21日は休業))へ

無事故・無違反
チャレンジ123の

参加者を募集します

地域課    382-9022    382-2214

   chiiki@city.suzuka.lg.jp

　7月1日から10月31日までの
123日間、無事故・無違反を
達成して、豪華賞品を獲得し
ませんか。無事故・無違反達
成チームには、抽選で1チー
ム30万円分のトラベルギフト
券など各種賞品を贈呈します。
　運転免許を取得している3
人を1チームとしてご参加く
ださい。また、シルバーチー
ム(3人のうち、6 5歳以上の
方2人以上含む)の募集も行
います。
募集期間　5月1日㈫～6月30
日㈯

参加費　1人1,000円
問合せ　チャレンジ実行委員
会事務局(三重県環境生活
部 交通安全・消費生活課内 
　059-224-2410)

※詳しくは、市役所、警察署交通

課、交通安全協会、県民センタ

ー、三重県庁などに5月1日以

降に備え付けのチラシ、申込書

をご覧ください。

第2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　5月18日㈮　13時30
分から

ところ　男女共同参画センター
研修室1

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

災害時の情報収集のための
アマチュア無線局を

募集します

防災危機管理課    382-9968    382-7603

   bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

　本市と災害時応援協定を
締結している「災害ボランテ
ィアアマチュア無線鈴鹿」で
は、災害時に、ボランティアと
して各自の周辺情報を市役
所アマチュア無線局へ送信
するアマチュア無線の会員を
募集しています。関心のある
方は、下記の総会へ参加して
ください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方

と　き　5月20日㈰ 9時から
ところ　河川防災センター　
2階会議室

問合せ　災害ボランティアアマ
チュア無線鈴鹿 会長 山中
乙雄(JA2RAL)(　382-0034 
　ral@mecha.ne.jp)

仮住民票記載事項
通知書を発送します

市民課    382-9132    382-7608

   shimin@city.suzuka.lg.jp

　7月9日㈪(施行日)から外国
人住民も住民基本台帳制度
の対象となり、日本人と同様
に住民票が作成されます。外
国人住民と日本人住民が混
在する世帯も一つの世帯とし
て登録され、世帯全員が記
載された住民票の写しが発
行できます。
　施行日の時点で、適法に3
カ月を超えて在留すると見込
まれる(短期滞在を除く)外国
人で市内に住所がある方を

お 知 ら せ
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格を満たさない方は、65歳以降
も資格を満たすまで(最高70歳)
特別に加入できます。
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印

問合せ　津年金事務所　国民
年金課(　059-228-9188)

子育てトークの参加者を
募集します

教育研究所    382-9056    383-7867

   kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

◆子育てトーク(不登校)

対　象　学校に行きづらい子
どもを持つ保護者

と　き　5月14日、6月11日、7
月2日、9月10日、10月22日、
11月19日、12月10日、1月21
日、2月18日、3月11日　月曜
日　13時30分～15時

ところ　市役所西館1階 教
育研究所 けやき教室

内　容　学校に行きづらい子
どもを持つ保護者同士の話
し合いとグループ相談

コーディネーター　適応指導
教室スタッフ

定　員　10人程度
参加料　無料
申込み　5月10日㈭までに、直接
または電話で教育研究所へ

◆子育てトーク(発達)

対　象　発達に課題のある子
どもの保護者

と　き 
○火曜日のグループ：5月15
日、6月12日、7月10日、9月11
日、10月9日、11月13日、12月
4日、1月15日、2月12日 10時
～12時
○水曜日のグループ：5月16
日、6月13日、7月11日、9月12
日、10月10日、11月14日、12
月5日、1月16日、2月13日 10
時～12時

ところ 　市役所西館　2階
2421会議室

内　容　発達に課題のある子
どもの保護者同士の話し合
いとグループ相談

コーディネーター　髙﨑順子
(教育研究所専門相談員、臨
床心理士)

定　員　各曜日15人程度
参加料　無料
申込み　5月11日㈮までに、
直接または電話で教育研
究所へ

広げよう
地域に根ざした思いやり
5月12日は民生委員・
児童委員の日です

生活支援課    382-9012    382-7607

   seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　毎年5月12日から18日は「民生
委員・児童委員の日 活動強化
週間」として、全国で民生委員・
児童委員について知ってもらう
ため、PR活動が展開されます。
　民生委員は高齢者や障がい
者の方の支援など、児童委員は
児童問題など、福祉のアドバイ
ザーとして活動する方々で、本
市では352人の委員がそれぞ
れの地域で皆さんの良き相談
役として活躍しています。
　本市でも今年は市制70周年
記念事業として、5月12日に委
員全員が市内の主要ショッピン
グセンターで民生委員・児童委
員を知ってもらうためのPR活動
を行います。市民の皆さんの温
かいご支援ご協力をお願いし
ます。

男女がいきいきと
働いている企業を

募集します

男女共同参画課

    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

産業政策課    382-8698    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、女性の能力活
用や、仕事と生活の調和など
に積極的に取り組む企業(法
人)を認証し、その認証企業
の中からさらに、表彰企業を
選考しています。
対　象　県内に本店または主
たる事務所があり、県内に
おいて事業活動を行う常時
雇用労働者を有する法人

申込み・問合せ　6月2 9日㈮
(必着)までに、申請書など
を記入の上、郵送または直
接、三重県雇用経済部雇
用対策課(　059-224-2454
　059-224-2455)へ

※申請書など詳しくは、「おしご

と三重」ホームページ(　http://

www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/)を

ご覧ください。

60歳以降も国民年金
保険料を納められます

保険年金課    382-9401    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金は20歳以上60歳未
満の方が加入対象ですが、国
民年金保険料を支払っていな
い期間があり、厚生年金などに
加入していない方は、65歳まで
に任意加入し年金額を満額に
近付けることができる「高齢任
意制度」があります。ただし、
満額になればそれ以上納めら
れません。
　また、任意加入は原則65歳
までですが、年金を受給する資
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18時
ところ 　市役所本館 1 2 階
1203会議室

内　容　「今後のCFRPの方
向性と㈶岐阜県研究開発
財団の取り組みについて(仮
題)」

講　師　伊牟田 守さん
(㈶岐阜県研究開発財団　
統括コーディネータ)

※初めて勉強会に参加する企業で

も、前記補助金の勉強会参加条

件を満たします。

申込み・問合せ　6月4日㈪ま
でに、ファクスか電子メー
ルで産業政策課へ

三重県共有デジタル地図の
現地調査を実施します

都市計画課    382-9063    384-3938

   toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　三重県と県内全市町では、
共同で「三重県共有デジタ
ル地図」を作成しています。
 地図は、航空機により写真
撮影をして作成しますが、現
地調査も行いますので、ご協
力をお願いします。
と　き　 5月10日㈭～6月30
日㈯

ところ 　市内全域
内　容　公道から周辺の地
形を調査、道路幅員、建
物(学校、公共施設)名称
を調査

問合せ　三重県自治会館組
合(　059-221-3701)

不動産公売が行われます

納税課    382-9008    382-7660

   nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格の制限があり
ます。

と　き　5月23日㈬ 10時30分
から

ところ　三重県津庁舎6階 
大会議室

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　三重県津庁
舎内　　059-213-7355
　 h t t p : //w w w . z e i -
kikou.jp/)

㈳鈴鹿青年会議所
創立45周年記念事業

パワーアップ!
すずか元気まつり!

商業観光課    382-9020    382-0304

   shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月20日㈰ 10時30
分～16時30分(時間は予定)

ところ　市民会館
料　金　入場無料(飲食ブー
ス・体感ブースは料金が必要)

内　容　市内で活動する個
人・団体のさまざまなパフ
ォーマンスがホールで披露
されます。屋外では鈴鹿市
産の食材を使用した「飲
食ブース」、さらに地元モト
クロスレーサーや寄せ植え
の「体感ブース」、屋内で
は地元伝統文化の伊勢型
紙、鈴鹿生まれのモスビー
君「体感ブース」もありま
す。また、白子高校吹奏楽
部によるコンサート、三重
大学准教授川口淳さんに
よる減災講演や知事、市
長が参加する減災シンポ
ジウムもあります。

問合せ　㈳鈴鹿青年会議所
(　382-6288)

※詳しくは、㈳鈴鹿青年会議所ホ

ームページをご覧ください。

次世代産業育成支援事業
補助金の募集と

先端材料(CFRP)勉強会

産業政策課    382-9045    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　現在鈴鹿市では、次世代
自動車産業、先端材料活用
産業、住生活産業(医療、福
祉、介護など)の3つの産業の
集積をめざしています。
　そこで、中小製造業者など
が、これらの産業のいずれか
に関する新たな工業製品、
新技術の研究開発を行う経
費の一部を補助します。
対　象　市内に本社か主た
る事業所がある中小製造
業者など

条　件　2社以上の中小製造
業者などによる共同開発で
あること。いずれか1社以上
の方が平成22年以降に市
が実施した、これらの産業
に関する勉強会に参加して
いること。

補助額　補助対象経費の2分
の1以内(上限100万円) 

申込み　6月1日㈮から29日
㈮ (必着)までに、申請書に
必要事項を記入の上、直接
または郵送で、〒513-8701 
産業政策課へ

※要綱や申請書などは、産業政

策課か市ホームページで入手で

きます。

◆先端材料(CFRP)勉強会

　最近、航空機や自動車へ
も採用され注目されている炭
素繊維複合材料(CFRP )に
ついて勉強会を開催します。
対　象　市内外中小企業
と　き　 6月8日㈮　15時～

お 知 ら せ

催 し 物
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すずか新茶まつり

農林水産課    382-9017    382-7610

   norin@city.suzuka.lg.jp

　全国でも有数の茶どころ
「すずか」で生産された新茶
の振る舞いと販売を行います。
新茶ならではの爽やかな香り
をお楽しみください。
と　き　5月12日㈯、13日㈰ 
10時～18時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

※販売は数量限定

鈴鹿と菰野の
絆ウオーキング2012

スポーツ課    382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　鈴鹿市民・菰野町民
と　き　6月3日㈰　9時30分
集合(小雨決行)

集合場所　菰野町役場北駐
車場

コース　菰野町　きらら湖
周辺(5キロ、9キロ)

参加費　100円(小学生未満
無料)当日受付け

持ち物　運動のできる服装、
運動靴、タオル、帽子、雨
具など

主　催　鈴鹿・菰野絆ウオ
ーキング実行委員会

申込み　5月31日㈭までに、
電話でスポーツ課へ

問合せ　元気アップこものス
ポーツクラブ(　・　394 -
5018)

※開催の有無については当日7時

30分以降にお問い合わせを

イェレミアス・
シュヴァルツァー

リコーダーコンサート
With 桜島ジュニア
リコーダークラブ

生涯学習課    382-7619    382-9071

   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

　リコーダー全国大会で
堂々3部門金賞を受賞した桜
島ジュニアリコーダークラブ
が、国際リコーダーコンクー
ル優勝者「イェレミアス・シュ
ヴァルツァー」、箏奏者「後
藤真起子」と夢の共演を行い
ます。
とき・内容　5月20日㈰
○13時30分～16時：イェレミア
ス・シュヴァルツァーによる
桜島ジュニアリコーダークラ
ブへの公開レッスン
○18時から：コンサート(開場
17時30分)

ところ　鈴鹿医療科学大学 
白子キャンパス講堂

定　員　900席(未就学児は
入場不可)

入場料　無料
申込み　事前に申し込みが必
要です。5月15日㈫(消印有
効)までに、電子メールか往
復はがきで、住所、氏名、電
話番号、メールアドレス、
「公開レッスンのみ、コンサ
ートのみ、両方」を記入の
上、うたえ♪リコーダー実行
委員会　伊藤由香(〒510-
0211　鈴鹿旭が丘郵便局
留、　utae-recorder@hot
mail.co.jp)へ

問合せ　うたえ♪リコーダー
実行委員会(山際)(　090 -
9025 -1484)

※当日の入場も可能ですが、座

席がない場合は、立ち見とな

ります。

第1回バルーンキャラバン
～熱気球教室～

商業観光課    382-9020    382-0304

   shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月19日㈯7時～10時
ごろ(予備日5月26日㈯)

ところ 　鈴鹿川河川緑地(運
動広場)

内　容　熱気球の仕組みを
学ぶ熱気球教室と、熱気球
の搭乗体験(※)を行います
(先着200人程度)。

搭乗体験料金　1人1,000円(中
学生以上)、500円(小学生)

※未就学児は、保護者1人に対し2

人まで無料

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
(　090-3582-5087(6時30分
～9時ごろ))

※収益の一部を東日本大震災への

義援金として寄付します。

※当日の天候や風の状況により、中

止する場合があります。

※当日、今年のバルーンフェスティ

バルをお手伝いいただくボラン

ティアを募集します。

母の日 花フェスタ

農林水産課    382-9017    382-7610

   norin@city.suzuka.lg.jp

　地元鈴鹿亀山地域のプロ
の生産者が生産、選別を行
った鮮度の良い花を母の日
にあわせて紹介します。また、
産地だからこそできる温室
直送の花を生産者自ら即売
します。
と　き　5月11日㈮～13日㈰
10時～20時

ところ 　イオンモール鈴鹿 
中央コート・北コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
(担当：藤田政也　　374 -
4108)
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講座・教室

第1回天体観望会
～土星のリングを見よう～

文化会館    382-8111    382-8580

    bunka@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴)

と　き　5月26日㈯ 19時～
20時30分

ところ 　文化会館屋上天体
観測場・プラネタリウム 

テーマ　春の星座・月・火星・
金星・土星の解説

定　員　150人(先着順)
参加料　無料
受付け　当日18時30分から、

文化会館2階 プラネタリウ
ムギャラリーで

※曇天や雨天などにより中止する

ことがあります。16時30分に

判断しますので、文化会館へお

問い合わせください。 
◆平成24年度天体観望会

○第2回　6月2 3日㈯　19
時～2 0時3 0分　初夏の
星座・月・土星の解説

○第3回　7月2 8日㈯　19
時～2 0時3 0分　夏の星
座・月・土星の解説

○第4回　8月2 5日㈯　19
時～2 0時3 0分　夏の星
座・月・土星の解説

○第5回　9月2 2日㈯　18
時3 0分～2 0時3 0分　秋
の星座・月・火星の解説

○第6回　10月20日㈯　18
時3 0分～2 0時3 0分　秋
の星座・月・木星の解説

◆金環日食の写真を募集し

ます

規　格　5月21日㈪に撮影さ
れた太陽や観測風景などの
写真で、未発表のもの (サイ
ズ不問 )。

申込み　5月22日㈫から6月10
日㈰までに、写真(一人1点)

の裏面に住所、氏名、撮影
場所、撮影時刻を記入の
上、直接または郵送で文化
会館(〒513-0802 飯野寺家
町810)へ。写真は返却いた
しません。

※応募写真は、6月16日㈯から7

月1日㈰まで、プラネタリウムギ

ャラリーで展示します。

第12回鈴鹿市脳卒中
市民公開講座

「脳卒中に向き合おう」

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月3日㈰ 13時30分
～16時

ところ 　文化会館 けやきホ
ール

内 　容　専門医による「脳卒
中」に関する話題をわかりや
すくお話しする講座

○講演1　「頸動脈狭窄症と
高次脳機能障害」

 安田竜太さん(鈴鹿中央総合
病院 脳神経外科医長)

○講演2　「脳卒中になってし
まったら」

 梶川博之さん(鈴鹿中央総合
病院 神経内科医長)

○講演3　「脳卒中に対する
チーム医療」

 荒木朋浩さん(鈴鹿回生病院 
脳神経外科診療部長)

○講演4　「急性期医療～最
近の話題も含めて」

 松浦慶太さん(鈴鹿回生病院 

地域いきいき交流会

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkouzukuri@city.suzuka.lg.jp

　地域で介護予防を目的とし
た高齢者の集いを運営されて
いる方の交流会を開催します。
他のグループの方たちとの情
報交換をしてみませんか。
と　き　6月29日㈮ 10時～

11時30分
ところ 　保健センター
内 　容　楽しくできるゲーム

の紹介・情報交換など
定　員　30人
申込み　電話で健康づくり

課へ

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

と　き　5月13日㈰・18日㈮
ところ 　考古博物館
内 　容　「国際博物館の日」

( 5月18日)を記念して、考
古博物館の観覧料が無料
になります。速報展「発掘
された鈴鹿2011」と常設
展示を無料でご覧いただ
けます。

スライド説明会
伊勢国府跡・磐城山
遺跡・須賀遺跡

考古博物館    374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月13日㈰14時から
ところ 　考古博物館講堂
内 　容　発掘調査の成果を、

スライドを使って説明します。
講 　師　発掘担当者 ( 当館

学芸員 )
聴講料　無料

催 し 物



192012・5・5

電　話 電子メール ホームページファクス

利きとは?　3」
米川泰正さん(食理学者)

○演題3　「ヨーロッパで認め
られない健康食品のお話」
長村洋一さん(鈴鹿医療科学
大学 保健衛生学部 教授)

○演題4　「健康食品管理士
からの一言 本当の健康食と
は何か」

 利見和夫さん(増子記念病院 
臨床検査技部)

定　員　200人(先着順)
参加料　無料
主　催　鈴鹿医療科学大学
問合せ　鈴鹿医療科学大学

(千代崎キャンパス) 庶務課
(　383-8991　383-9666)

家屋リフォーム講習

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　高齢者の雇用・就業を支援す
るため、(公社)三重県シルバー人
材センター連合会が厚生労働省
の委託を受けて実施します。
対　象　55歳以上の方(ハロー

ワークの求職登録が必要)
と 　き　5月31日㈭～6月8日

㈮(土・日曜日を除く) 10時～
17時

ところ 　鈴鹿市地域職業訓
練センター(鈴鹿ハイツ1番
20号)

内 　容　簡易な木工作業、塗
装などの基本技術をそれぞ
れの専門技術者から習得
し、一般家庭における簡易
な修繕工事に幅広く従事で
きるような技能者を養成

定　員　20人
参加料　無料
申込み・問合せ　5月22日㈫

までに、(公社)鈴鹿市シルバ
ー人材センター(神戸一丁目
17番5号、　382-6092)また
は(公社)三重県シルバー人
材センター連合会(津市島崎
町314 　059-221-6161)へ

神経内科部長)
定　員　500人(先着順)
参加料　無料
主　催　鈴鹿中央総合病院
問合せ　鈴鹿中央総合病院

(　382 -1311　内線1011
米川)

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　5月26日㈯ 13時～16
時20分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス JART記
念館100年記念ホール(岸岡
町1001-1(駐車場あり)

内 　容 
○演題1　「健康食品に関す

る情報の正しい捉え方」
  太田篤胤さん(城西国際大学 

薬学部 教授)
○演題2　「今本当に必要な目

　5月を迎え、過ごしやすい季節になりました。4
月から新たな生活を始めたり、生活環境などが
変わったことなどで、新たな人と出会う機会が増
え、その中でいろんなことを感じたのではないで
しょうか。
　人は「好き」や「嫌い」、「喜び」や「悲しみ」な
ど、さまざまな感情を持って日々 生活しています。
　特に自分にとって苦手なことや嫌なことなど
は、理不尽に感じたり、不合理に感じたりして、な
かなか上手に感情をコントロールすることができ
なかったりします。
　その感情をつい表情や言動に出してしまう場
合がありますが、ここでちょっと立ち止まり、自分の

心を見つめてみませんか。
　自分にとって意に反することも、突き詰めて考
えてみれば、本当は相手に対する誤解であった
り、コミュニケーション不足であったりするかもしれ
ませんし、相手も同じような気持ちであるかもしれ
ません。
　このようなことを、一つ一つ自分の心と向き合
い、見つめてみることで、苦手意識や誤解などを
少しずつなくしていきませんか。
　苦手意識や誤解などから解放されることで、
自分も相手も気持よく生活ができるようになり、人
権が尊重されるまちづくりにつながっていくので
はないでしょうか。

自分の心を見つめてみませんか

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5 月 納税
○軽自動車税・・・・全期

【納期限は5月31日㈭です】

※納税は、便利な口座振替で

あつたね

かが み
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