
あなたと大切な人の
命を守るために

3月は｢自殺対策強化月間｣

健康づくり課   382-2252　 382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　自殺は心理的に追い込まれ
た末の死であり、その多くが防ぐ
ことのできる社会的な問題です。
一人一人の行動が、地域や社
会の絆づくりを強化し、支えあい、
自殺予防につながります。
◆あなたにもできる自殺予

　防のための行動

○気づき　家族や仲間の変化
に気づいて、声をかける
○傾聴　本人の気持ちを尊重
し、耳を傾ける
○つなぎ　早めに専門家

に相談するよう促す
○見守り　温かく寄り添いなが
ら、じっくりと見守る

問合せ　三重県こころの健康セ
ンター（  059-223-5241）

嘱託職員(臨床心理士)を
募集します

子育て支援課   382-9140    382-9142

   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

業務内容　児童の発達検査・
記録事務・保護者相談、市内
の保育所、幼稚園および小中
学校への巡回相談を通じて
の専門的指導や助言

対　象　以下を満たす方
・昭和28年4月2日以降生まれ
・臨床心理士の資格を有し、実
    
募集人員　1人程度
申込み　3月5日㈫から13日㈬
（土・日曜日を除く8時30分から
17時15分）までに、採用試験

申込書を子育て支援課子ど
も家庭支援室へ。詳しくは、お
問い合わせください。

◆採用試験

と　き　3月18日㈪　10時から
ところ　市役所西館　2422
会議室

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　牧田、白子、稲生、
飯野、一ノ宮、玉垣、若松、栄
の各一部

と　き　3月11日㈪～22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

お 知 ら せ

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

◆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時まで、
市役所本館1階市民課で市民課
日曜窓口を開設しています。
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、特
別永住者証明書カードの受け
付けなど

※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。

　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31日、4月
7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。
※3月31日は、四日市市・桑名市・いなべ市・亀山市・松阪市・東員町・菰野町、4月7日は、亀山市・松阪市の各本

庁窓口も開いています。詳しくは、各市町へお尋ねください。

※3月31日は、税証明(一部を除く)も発行できます。
●特別日曜窓口一覧

開設窓口 階数 窓口内容
3月31日

8時30分～
17時15分

4月7日
9時～
12時

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

1階

住民票・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、特別永住者証
明書の受け付け

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（心身障がい
者・１人親・子ども）助成の手続き

市立小・中学校の転校相談、新入学の
手続き、市立幼稚園の入園相談など

市民の納付、納付相談、口座振替手続き
など

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃
車・名義変更などの手続き（鈴鹿市発
行のナンバープレートのみ）

児童手当・児童扶養手当の手続き

 

○ ○

1階 ○ ○

1階 ○ ○

11階 ○ ○

2階 ○

2階 ○
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務経験を有する方                 

電　話 電子メール ホームページファクス
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確定申告の内容を
間違えたときは
訂正ができます

市民税課   382-9446    382-7604

   shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成24年分の確定申告書
を提出した後に、計算誤りなど
申告内容の誤りに気付いた場
合、確定申告書の提出期限ま
でに、訂正した確定申告書を
再度提出することができます。
◆確定申告書の提出期限

所得税　3月15日㈮
消費税・地方消費税　4月1日 
　㈪
　必要な書面は、国税庁ホーム
ページの｢税務手続の案内｣
か税務署の窓口で入手できま
す。また、提出期限を過ぎた場
合には、以下の方法で訂正す
ることができます。
◆更正の請求（税額を多く申告 
　していたとき）
　請求内容が正当と認められ
た場合は、納めすぎた税金が還
付されます。
○更正の請求ができる期間
　原則、法定申告期限から5年
以内です。

・平成24年分の確定申告の場合
所得税：平成30年3月15日㈭
消費税：平成30年4月2日㈪

◆修正申告（税額を少なく申告
　していたとき）
　修正申告によって納付すべき
新たな税額は、修正申告書を提
出する日までに延滞税と併せて
納付してください。
○修正申告ができる期間
　税務署から更正を受けるまで
はいつでもできますが、なるべ
く早く申告してください。

　更正の請求書と修正申告
書は、国税庁ホームページの｢確
定申告書等作成コーナー｣で
も作成できます。ただし、年分
によってはご利用いただけな
い場合もあります。詳しくは、国
税庁ホームページをご覧くださ
い。
問合せ　鈴鹿税務署 個人課
税部門（ 382-0353（ダイヤル
イン））

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課   382-7831    382-7660

   nozei@city.suzuka.lg.jp

　口座振替の手続には、約1カ
月かかりますので、お早めに。申
込手続は金融機関、地区市民
センター、納税課の窓口で行っ
ています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

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

　4月から、一ノ宮地区のくみ取り業者が変更になります。くみ取りを依
頼する際には、下記の担当業者にご連絡ください。

蛍光管の拠点回収施設が増えます

廃棄物対策課   382-7609    382-2214    haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　4月から、公民館とふれあいセンターでも｢蛍光管｣の拠点回収が始
まります。

※利用時間：月～金曜日(祝日・年末年始を除く)　8時30分～17時15分

※ライターはガスを抜いてください。

※｢平成25年度版　家庭ごみの分け方・出し方｣の裏面に記載された拠点回

収一覧には、ふれあいセンターでは受け付けしていないような表記になっ

ていますが、4月以降はふれあいセンターでも受け付けます。

※回収できるのは家庭ごみに限ります。店舗・事務所・工場などの事業系ご

みは各事業所で適切に処理してください。

乾電池 蛍光管 使い捨て
ライター

あきかん
（アルミ缶、スチール缶別）

市役所（廃棄物対策課） ○ ○ ○ -

地区市民センター ○ ○ ○ -

公民館 ○ ○ ○ ○

ふれあいセンター ○ ○ ○ ○

保育所（市立） ○ - - ○

小中学校（市立） ○ - - ○

回収場所
回収品目
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お 知 ら せ

業者名 電話番号 ファクス  担当地区名  

㈱朝日工業 386-1093 386-5836
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・国府

㈲勝栄興業 383-0555 383-8080
庄野・加佐登・石薬師・白子・河曲・合川

井田川・久間田・椿・一ノ宮

㈲丸昭清美社 383-5298 383-3818 箕田・若松（岸岡町の一部を含む）

※一ノ宮地区のくみ取り業者を㈲丸昭清美社から㈲勝栄興業へ変更します。  

※岸岡町の近鉄線から東側は若松地区になります。  

公
共
施
設
で
の
拠
点
回
収

くらしの情報くらしの情報



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31日㈰　8時30分
～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月28日㈭・29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。

簡易専用水道に係る
届出先が変わります

営業課   368-1672    368-1685

   egyo@city.suzuka.lg.jp

　現在、三重県に提出いただい
ている簡易専用水道の設置な
どの届出先が、平成25年4月1日
から鈴鹿市水道局に変わります。
　簡易専用水道とは、市の水
道から供給される水だけを水源
として、その水を受水槽にためて
から給水する水道のうち、受水
槽の有効容量が10㎥を超えるも
のをいいます。
　届出の必要があるのは、簡易
専用水道を設置・変更・承継・廃
止した場合です。

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

(財)鈴鹿国際交流協会

 383-0724    383-0639

    sifa@mecha.ne.jp

　丸一日国際交流ができるビッ
グイベント｢わいわい春まつり｣。
会場は世界の踊りあり、演奏あり、
遊びあり、屋台ありで大賑わい
です。鈴鹿に住むたくさんの外
国人と楽しい時間を共有できる
よう、一緒にお祭りを盛り上げま
せんか。
と　き　4月21日㈰
ところ　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

内　容　屋外ステージ、国際
屋台、出店ブース、民族衣装
コーナーなどのお手伝い、東
日本大震災支援募金の呼び
かけ

申込み　鈴鹿国際交流協会
へ。ファクス、電子メールの場
合は、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を記入してくださ
い。

平成25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

　納期内納付にご協力をお願いします。各欄のかっこ内が納期限です。

納税通知書は、 各税の第1期納付月に発送します。
◆納付書での納付　納付窓口は銀行など、コンビニ、東海4県内（三
重・愛知・岐阜・静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）、市役所（納税課、地
区市民センター）です。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。
　　また、市民税・県民税および固定資産税・都市計画税には、 全期
前納用納付書をつけました。全期分を一括して納めたい場合に、第
1期の納期限日までにご使用ください。

◆口座振替　納期限の前日までに、指定口座の残高をご確認ください。
　　市民税・県民税および固定資産税・都市計画税の口座振替をさ
れている方で、 全期前納をお申し込みの方は、 第1期の納期限日に
1年分を一括して振り替えます。

◆12月は、25日が納期限となりますのでご注意ください。
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税 目 
 

納付月 

市民税・県民税 

（普通徴収） 
固定資産税 

都市計画税 軽自動車税 
国民健康保険税

（普通徴収） 

４月  
全期
1期（4月30日）

全期
1期（7月1日）

2期（9月2日）

2期（7月31日） 1期（7月31日）

2期（9月2日）

3期（9月30日）

4期（10月31日）

5期（12月2日）

6期（12月25日）

7期（1月31日）

8期（2月28日）

9期（3月31日）

3期（12月25日）

4期（2月28日）

3期（10月31日）

4期（1月31日）

全期（5月31日）

 

５月    

６月  
  

７月   

８月   

９月    

０１ 月   

１１

１

月    

２月   

１月   

２月   

３月    

電　話 電子メール ホームページファクス
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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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福祉タクシー乗車券の
交付申請を受け付けます

障害福祉課   382-7626    382-7607

  shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　重度障がい者の方がタクシー
を利用する場合に、その料金の
一部を助成する福祉タクシー事
業を行っています。現在交付し
ている乗車券の有効期限は3月
31日までです。4月1日以降に利
用する場合は、新たに交付申請
が必要です。
対　象　
○身体障害者手帳の下肢また
は体幹機能障がいの1・2級、
視覚障がいの1・2級、内部障
がいの1級
○療育手帳のA1（最重度）・A2
（重度）
○精神障害者保健福祉手帳
の1級

助成額　630円券15枚と1,000
円券5枚を年間1冊。1回の乗
車につき、複数枚利用できま
す。ただし、釣り銭は受け取れ
ません。

申込み　3月15日㈮から、障害
福祉課へ。該当する手帳をお
持ちください。地区市民センタ
ーでも、申込み・受取りができま
すが、一定の日数がかかりま
す。

※内部障がいとは、心臓・じん臓・

肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうま

たは直腸・免疫の各機能障がい

の総称です。

平成26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5年4月2日から平
成6年4月1日生まれで、市内
在住か本籍のある方

内　容　成人式の企画・運営
（イベントの検討、ポスター・パ
ンフレットの作成、広報活動な
ど）。月1、2回程度、市役所本
館会議室で夜間に会議を行
います。

申込み　生涯学習課へ
※第1回の会議は、5月に予定してい

ます。

平成25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自
動体外式除細動器の取り扱い
など）を行っています。受講を希
望される方はお申し込みください。
対　象　市内に在住・在勤の方
内　容　
○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時から12時、上級
救命講習（8時間）2月、5月、
10月の第3日曜日9時から18時

申込み　3月25日㈪9時から、電
話で中央消防署へ。電話で
予約後、講習会の依頼書を
提出していただきます。

※平成25年4月から平成26年3月

までに開催するものが対象です。

※電話は、大変混み合う場合があ

りますので、ご了承ください。

お 知 ら せ



電　話 電子メール ホームページファクス
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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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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

　国民年金制度では、国内に
居住する20歳以上60歳未満ま
でのすべての方に、加入が義務
付けられています。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。
問合せ　津年金事務所　国
民年金課（ 059-228-9188（IP
電話・PHSからは 03-6700
    -1165））
○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。退職日
が分かる書類、年金手帳を持っ
て、保険年金課か地区市民セ
ンターで手続きをしてください。
○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。

震災特別ラジオ番組を
生放送します

秘書広報課   382-9036    382-9040

   hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿ヴォイスFMが、東日本大
震災発生から2年の節目に、特
別ラジオ番組｢あの日から2年
“今”そして“未来”｣を生放送で
お届けします。
　鈴鹿のメディアだからできる
鈴鹿に特化した市民のための
防災情報をお届けします。
と　き　3月11日㈪　12時～
15時

周波数　FM78.3MHｚ
内　容　防災危機管理課や
消防本部、災害ボランティアネッ
トワーク鈴鹿などの方 に々出演
いただき、行政・市民それぞれ
の視点で、防災の知識を学ぶ

3時間の生放送番組です。
問合せ　㈱鈴鹿メディアパーク 
企画制作部（  3 7 8 - 6 2 6 7  
      3 7 8 - 6 2 6 8　 ansh in@
   suzuka.fm）

第4回
鈴鹿市都市イメージ

キャッチコピー
検討委員会を傍聴できます

企画課    382-9038    382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市の都市ブランドの確立を図
るため、市が持つさまざまな魅力
や個性から連想ができ、広く共
感を得ることができる「都市イメ
ージキャッチコピー」を作成する
ための検討を行う委員会を開催
します。
　第4回検討委員会では、優秀
作品5点の中から最優秀作品1
点を選考します。
と　き　3月13日㈬　9時30分
から

ところ　市役所12階　1205
会議室

内　容　最優秀作品の選考
申込み　9時から9時20分まで、
会場で受け付けます。

定　員　5人（応募多数の場
合は抽選）



北伊勢で遊ぼう！
花と食の回廊
スタンプラリー

商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　北勢地域の10市町で構成す
る｢北伊勢広域観光推進協議
会｣が主催する、各市町の花の
名所を巡るスタンプラリーです。
　期間中に各地の参加施設で
スタンプを集め、郵送で応募する
と、抽選で北伊勢地域の特産
品などが当たります。
　スタンプの台紙となるパンフレ
ットは、商業観光課・鈴鹿市観光
協会・各スタンプラリー参加施設
などで入手できます。配布数に
は限りがありますのでお早めに。
と　き　3月2日㈯～6月30日㈰
（スタンプ設置期間は各施設
によって異なります）

市内の参加施設　
・しだれ梅（3月2日～3月下旬）　
菅原神社（  374-2103）

・不断桜（3月2日～6月30日）　
子安観音寺（  386-0046）

・植木（4月13日～21日：鈴鹿市植
木まつり期間中）　鈴鹿フラ
ワーパーク（  382-9020（商業
観光課））

・ムラサキツツジ（4月上旬～中旬）
伊奈冨神社（  386-4852）

・オオサツキ（5月中旬～6月上旬）
江西寺（だるま寺）（  374-2796）

鈴鹿さくら祭り2013

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
ルズの桜並木｣で、市民の皆さ
んに楽しんでいただけるさまざま
なイベントを開催します。
と　き　4月6日㈯・7日㈰　10
時～21時　雨天決行

ところ　旭化成ケミカルズ
（株）鈴鹿工場南側駐車場
（グランド周辺）、駐車場700
台有り

内　容　
○ご当地グルメ大集合
○子ども縁日　10時～18時
○フリーマーケット　10時～15
時
○ステージイベント（桜コンサート
など）
○桜ぬりえ作品展示　など
※変更になる場合があります。

問合せ　鈴鹿さくら祭り実行委
員会 （株）ストーリア 水谷
（　375-1500）
主　催　平田商店会
共　催　源氏の会
◆フリーマーケット出店者

　募集

大きさ　1ブース2.5ｍ×2.5ｍ
登録料　1ブース1,000円（2日
間通し1,500円）

定　員　各日50ブース（先着
順）

申込み　申込み用ホームページ
（　http://webhit.xsrv.jp/
　down l oad/）、源氏の会 
会長  嶋田浩也（　090-9173-
　7154）へ

プラネタリウム
春の番組

文化会館   382-8111    382-8580

と　き　3月16日㈯～6月9日㈰
　10時30分から、13時30分
から、15時から

定　員　各180人
内　容　
○春の新番組　誰も知らなかっ
た星座～南米天の川の暗黒
星雲～、春の星座解説～神
話と共に～

入場料　無料
※3月12日(火)から15日(金)まで

は、投映を休止します。

※休館日など、事前にお問い合わ

せの上、お越しください。

【誰も知らなかった星座】
 南米では、星が少ない黒い部
分で星座を形作っていました。

【おおぐま座とこぐま座の神話】
　北斗七星は、星座ではなく、
「おおぐま座」の一部なのです。

【らくだ座の神話】
　「らくだ座」と名付けられた星
座は、現在では「キリン座」と呼
ばれています。

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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第22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
や個人の活動の成果を発表す
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。ぜひ会場にお越しくだ
さい。
と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　文化会館
内　容

◆展示（16日：9時30分～17時、
　17日：9時30分～16時）
○美術部門（洋画・日本画・彫
刻・美術工芸・写真・書道）

と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　第1、2、3研修室
○文学部門（短歌・川柳・俳句・
連句・詩・小説評論）

と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　美術工芸室・陶芸室
※記念発表会:16日(土)13時30分か

ら(13時開場)、陶芸室　、演題：

鈴鹿市詩の会による｢鈴鹿市の

現在｣

○生活文化部門

・華道部会　3月16日㈯・17日㈰、
さつきプラザ、生花作品、盆栽

・茶道部会　3月17日㈰、茶室・
和室、参加は有料

・香道部会　3月17日㈰、第4・5
研修室

◆舞台発表

○コンサート｢春風に寄せて｣

と　き　3月16日㈯　13時30分
から（13時開場）

ところ　けやきホール
○舞踊・ダンス・奇術

と　き　3月17日㈰　10時から
（9時30分開場）
ところ　けやきホール

※入場無料、ただし、お茶会への

参加は有料です。

問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会事務局（  387-0560）へ

考古博物館速報展
｢発掘された鈴鹿2012｣

考古博物館   374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　2012年に鈴鹿市内で行った
発掘調査の成果をいち早く報
告します。
と　き　3月22日㈮～6月23日
㈰

ところ　考古博物館　特別
展示室

◆博物館入門講座第2回｢土

　師器と古墳時代史｣

と　き　3月23日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　早野浩二さん（愛知
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料

鈴鹿と菰野の
絆ウオーキング

スポーツ課   382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月10日㈰　受付：9時
から　出発式：9時30分（雨天
決行、警報発令時は中止）

ところ　弁天山公園（近鉄平
田町駅から徒歩3分）

コース　
○8kmコース　神戸の寝釈迦
まつり・神戸公園・四季の道コ
ース
○15kmコース　庄野宿・加佐

登・神戸の寝釈迦まつり・神戸
公園・四季の道コース

持ち物　弁当（必要に応じ
て）、水筒、タオル、帽子、雨
具、健康保険証など

参加費　大人・子ども200円、小
学生未満無料（当日受付時
に徴収)

申込み　スポーツ課、鈴鹿市民
歩こう会事務局（  387-1489）、
元気アップこものＳＣ（ 394-5018）

※小学生以下の方は、保護者同伴

でご参加ください。

※当日参加もできます。ただし、参

加記念品などがない場合があり

ます。

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

　福祉や環境、まちづくりなどの
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を
開催します。
と　き　3月22日㈮～27日㈬　
平日：8時30分～17時15分　
土曜日：10時～17時　日曜日：
9時～17時

ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー

電　話 電子メール ホームページファクス
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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、広く社
会の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。
　今回、平成24年度に補助金
の交付を受けて事業を実施した
4団体の活動報告会と講演会を
行います。
と　き　3月24日㈰　13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

内　容　
○報告会　すずか生涯学習イ
ンストラクターの会、傾聴同好
会鈴鹿支部、劇団 花さつき、
鈴鹿をよくする会
○講演会　｢若者との協働を考
える｣　講師：蒔田勝義さん
（鈴鹿医療科学大学准教
授）

申込み　不要

鈴鹿短期大学
生活コミュニケーション学

研究所主催
ミニシンポジウム

企画課   382-9038    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

　東日本大震災では、ペットたち
にとっても甚大な被害が出まし
た。非常時に備え、どのような準
備が必要かを考えます。
と　き　3月12日㈫ 　10時30
分～12時

ところ　鈴鹿短期大学　

B103教室（B棟1階）
内　容　
1　災害救助時の動物救護活動
　山越哲生さん（特任助教）
2　ペットの防災対策　櫻井秀
　樹さん（助教）
3　災害に備えた犬との暮らし
　松本暁子さん（非常勤助
　手）

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿短期大学 生活
コミュニケーション学研究所
（川又俊則研究室）（（  372-
   3900（代表）   kawamatat@
   suzuka-jc.ac.jp)

安全で安心な
まちづくり研修会

青少年課   382-9055    382-9053

   seshonen@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月20日（水・祝）　10
時～12時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

内　容　
○｢鈴鹿市内の情勢について｣
講師：鈴鹿警察署
○｢誰もが安全で安心して暮ら
せるまちづくりに向けて｣　講
師：大野正博さん（朝日大学
法学部教授）

定　員　200人
入場料　無料
申込み　青少年課か地域課
（  382-8695）へ
託　児　無料、3人程度（先着
順）、3月15日㈮までに青少年
課へ

※研修会の中で、市長から長年活

動を継続している自主防犯活

動団体に、感謝状が贈呈され

ます。

講談で学ぶ
｢認知症｣と｢成年後見制度｣

市民公開講座

長寿社会課   382-7935    382-7607

   chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　高齢化が進む日本社会にあ
って急激に増加している｢認知
症｣を理解するとともに、判断能
力が低下した方 を々支える仕組
み｢成年後見制度｣について市
民公開講座を行います。
と　き　3月23日㈯　13時～
16時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

内　容　
○第一部　成年後見講談　
13時10分から　講談師：神田
織音さん
○第二部　成年後見制度の
概要について　14時15分から
○第三部　パネルディスカッショ
ン～それぞれの立場から～
 14時30分から　コーディネータ
ー：藤井孝博さん（鈴亀地区
介護支援専門員協会会長）
パネリスト：今村初音さん（介
護支援専門員）、舘博文さん
（専門職後見人）、下野和子
さん（認知症の人と家族の
会）、北角幸一さん(後見サポ
ートセンターみらい)

参加費　無料
定　員　200人（先着順）
申込み　鈴鹿市後見サポート
センターみらい（  373-5737）

主　催　鈴亀地区介護支援専
門員協会、三重県地域包括・在
宅介護支援センター協議会、鈴
鹿市後見サポートセンターみら
い（鈴鹿市社会福祉協議会）

講座・教室

くらしの情報くらしの情報
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平成25年度鈴鹿市
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　市内に在住・在学の
小・中学生

※小学生は、原則ゴルフ経験者に

限る。

と　き　4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

会　費　入会金1,000円、月会
費1,000円

定　員　若干名（申込多数の
場合は抽選）

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　3月20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）へ

                                                

　

電　話 電子メール ホームページファクス
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平成25年度前期スポーツ教室 
市立体育館   387-6006　武道館   388-0622

申込み　3月5日㈫から21日㈭までに、参加料と保険料を添えて、各会場へ
※保険料（1,850円）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。

※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24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。

※申込者が定員を超えた場合は、平成24年度後期教室参加者の中で抽選を行います。

※カーヴィーダンス教室、太極拳教室は先着順とします。 

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。

教室名 期間 曜日 時間 会場 定員 参加料 保険料

バドミントン 4月～8月（15回） 木 9時30分～11時30分 40人 3，500円

卓球 4月～9月（15回） 水 9時30分～11時30分 60人 3，500円

テニス 4月～7月（12回） 水 9時～11時 45人 3，000円

シニアテニス 4月～9月（15回） 金 9時～11時 25人 3，500円

10時～11時30分 50人

13時～14時30分 50人

バレーボール 4月～9月（15回） 木 10時～12時 市立体育館 50人 3，500円

柔道 4月～9月（20回） 土 19時～21時 80人 5，500円

剣道 4月～9月（20回） 土 19時～21時 80人 5，500円

弓道 4月～8月（12回） 木 19時～21時 30人 3，000円

太極拳 4月～7月（10回） 木 9時30分～11時 15人 3，000円

2，500円 800円

3，000円 1，850円

ハンドボール 4月～9月（各8回） 月 16時30分～18時 市立体育館 男女各20人 3，000円 800円

さわやか 4月～9月（15回） 金 13時～14時30分 市立体育館・公園 50人 3，500円

健康 4月～9月（15回） 木 19時～21時 80人 3，500円

女性健康 4月～9月（15回） 金 9時30分～11時30分 150人 3，500円

簡単エアロビック 4月～9月（15回） 水 9時30分～10時30分 100人 3，500円

わいわいソフトバレー 4月～9月（12回） 月 9時30分～11時 80人 3，000円

リラックスヨガ 4月～9月（15回） 火 9時30分～10時30分 100人 3，500円

健康社交ダンス 4月～7月（10回） 金 10時30分～11時30分 大会議室 30人 3，400円

カーヴィーダンス 4月～6月（10回） 木 13時30分～14時30分 大会議室 20人 4，000円 800円

対象

一般男女

一般女性

50歳以上男女

50歳以上男女

小学生男女

一般・学生男女

中学生以下男女

1，850円

一般男女

市営コート

ヨガ 一般男女 水 市武道館 3，000円

一般女性

55歳以上男女

なぎなた 水 19時～20時30分4月～8月（12回） 30人

市立体育館

小学1年～中学3年男女

小学1年～中学3年男女

65歳以下男女

4月～9月（12回）

1，850円

市武道館

800円

一般男女
1，850円

一般男女

一般男女

市立体育館

一般女性

一般男女

一般男女

一般男女
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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/

申込み　3月11日㈪から、水泳
場窓口かスポーツガーデンホ
ームページへ

◆こども水泳教室 

　夏に向けて水泳の基礎を習
います。
対　象　年長児から小学6年生
まで

と　き　3月25日㈪～29日㈮　
全5回　16時～17時

定　員　30人（先着順）
参加費　6,000円
◆トランポリン・飛込み教室

　トランポリンで楽しく体を動かし、
高飛込みの基礎を習います。
対　象　25m程度泳げる園児
から高校生まで

と　き　4月3日㈬～5日㈮　全
3回　10時～12時

定　員　15人（先着順）
参加費　2,500円
◆集まれカンフーキッズ

　映画で見るカンフーをかっこ良
くきめよう！
対　象　年長児から小学6年生
まで

と　き　3月29日㈮・30日㈯　
10時15分～11時

定　員　20人（先着順）
参加費　1,500円
◆親子フラ体験会

　親子でフラダンスを習います。
対　象　3歳からの親子
と　き　4月1日㈪・3日㈬　10
時30分～12時30分

定　員　20組（先着順）
参加費　2,000円

鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学
授業公開

企画課   382-9038    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

　授業公開の受講生を募集し
ています。授業公開では、大学・
短期大学の授業に学生と一緒
に参加していただきます。
対　象　18歳以上の方
と　き　4月8日㈪～7月29日㈪
（前期15回）
ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
短期大学

参加費　1科目1万円
申込み　3月5日㈫から25日㈪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（自宅・携帯）を記入の
上、はがき、ファクス、電子メー
ルで、鈴鹿国際大学・鈴鹿短
期 大 学 学 生 支 援 課（〒
510-0298　郡山町663-222 
　372-3922（直通） 372-3935    
　suzukoku-jk@m.suzuka-
　iu.ac.jp）へ
※下記以外の開講予定科目もあり

ます。詳しくは、お問い合わせく

ださい。

授業科目  曜日

 

時間

 観光地論 

月

 

1 限 

スポーツビジネス論 1 限 

ブライダルコーディネイト 2 限

 

民俗学 2 限 

国際ボランティア論 2 限 

現代社会と法Ⅰ 3 限 

地域研究・中国Ⅰ 3 限 

ホテルマネジメントⅠ 3 限

ペット生活論（短期大学科目） 4 限

EU 経済論Ⅰ 4 限 

 

授業科目  曜日

 

時間

月

 

 

 

 

 

 

東洋史概論 4 限

 

国際産業開発論 4 限

 

観光事業論 5 限

 

政治学原論Ⅰ 

火
 

1 限

 

スラブ文化論Ⅰ 2 限

 

日本文化史 2 限

 

民法・財産法Ⅰ 3 限

 

英語学Ⅰ 3 限

マーケティング論 4 限

発達臨床心理学 4 限

社会学概論Ⅰ 4 限

スポーツマネジメント 4 限

民法・家族法 

水

 

1 限

地域研究・東南アジアⅠ 1 限

演習Ⅰ 2 限

国際経済分析Ⅰ 2 限

スポーツ企業論 3 限

こころの癒しと音楽
（短期大学科目）

 5 限
 

観光文化・社会論Ⅰ 

木
 

1 限 

経営学総論Ⅰ 1 限 

授業公開生のための
深ぼりレクチャー

 2 限
 

哲学概論 3 限 

観光政策・行政論Ⅰ 4 限 

ヨーロッパの中のドイツⅠ

金 

1 限 

言語学概論Ⅰ 1 限 

国際関係論Ⅰ 1 限 

音楽療法概論（短期大学科目） 1 限 

文化人類学Ⅰ 2 限 

音楽療法各論Ⅱ（成人、高齢
者領域）（短期大学科目）

 

2 限
 

ロシア語Ⅰ 3 限 

中国語Ⅱ 3 限 

エコツーリズム論 3 限 

日本語学概論Ⅰ 4 限 

ロシア語Ⅱ 4 限 

中国語Ⅰ 4 限 

ロシア・CIS 経済論Ⅰ 5 限 



電　話 電子メール ホームページファクス

232013・3・5

ード、エクセル、パワーポイント、
インターネット、写真や音楽の
活用、写真編集、親子講座
（お小遣い帳、名刺作成）など
料　金　1回受講講座：1,500
円、2回受講講座：2,500円、3
回受講講座：3,500円、親子講
座は親子2人で2,000円

定　員　各講座（各日）10人程度
（応募者多数の場合は抽選）
申込み　3月5日㈫から19日㈫
（当日消印有効）の間に、郵便
番号、住所、名前、電話番号、
年齢、講座名、講座日時、昼
食の希望の有無を記入の上、
はがきかファクスで鈴鹿青少
年センターへ

※申込状況により、休講になる場合

があります。

※いずれの講座もパソコンの持込

み可能です。(インターネット講座

を除く)

※レストランで昼食(別途500円) を

とれます(要事前申込)。

　寒さの中に春の気配を感じる季節となりました。
　いじめ問題など殺伐とした事件が多い昨今で
すが、そのような時こそ｢思いやりの心｣が求めら
れるのではないでしょうか。
　｢思いやり｣という言葉を一言で言い表すと、相
手の立場や気持ちになって考えるということです
が、この短い言葉には、相手に対して温かく、優し
い気持ちがあるのではないでしょうか。
　もし、相手の気持ちを考えずに、自分の好き勝
手な言動をとってしまうと、相手を傷つけたり、苦し
めたりと嫌な思いをさせてしまいます。｢思いやりの
心｣を持つためには、人として平等な立場に立ち、
相手に対して何をするのがいいのか、また、不快
にさせないためには何をしてはいけないのかを、

深く考えて行動することが大切です。
　生きていく中で、相手に対する温かい｢思いやり
の心｣があれば、いじめ問題、高齢者や幼児への
虐待、女性に対する暴力などさまざまな人権侵害
もなくなるのではないでしょうか。
　｢思いやりの心｣とは、何か特別な気持ちを持
つのではなく、日常の中で、相手の気持ちを意識
するよう心がけていけばいいのではないでしょうか。
　私たち一人一人が、｢思いやりの心｣を養うこと
により、自分自身の心が豊かになり、自然と相手に
対しての気遣いや優しい気持ちが芽生えるので
はないでしょうか。みんなが、ほんの少しの気遣い
を持つことで、人間味のある温かい世の中になる
と思います。

思いやりの心とは

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3 月 納税

○国民健康保険税…９期

【納期限は4月1日(月)です】

春のほのぼの教室(パソコン)

鈴鹿青少年センター   378-9811    378-9809

   suzukayc@mecha.ne.jp

　初心者向けから中級者向けま
で、各講座を開催します。パソコン
の使い方を学びたい方やお困り
の方、興味のある講座を選んで
参加してください。日時、内容、料
金など詳しくは、青少年センター
へお問い合わせください。
　また、講座の休憩時間には、ち
ょっとしたお茶菓子を楽しみながら
交流を深めたり、講座の前後には、
特製ワンコインランチを講師の先
生やセンター職員、参加者の皆さ
んで一緒に楽しみませんか。
対　象　一般講座は18歳以上
の方、親子講座は小学生と保
護者

と　き　4月8日㈪～26日㈮（講
座により異なる）　午前の部：9時
～12時、午後の部：13時30分～
16時30分

ところ　県立鈴鹿青少年センター
内　容　パソコン入門・基礎、ワ

健康教室｢笑いヨガ｣

健康づくり課   382-2252    382-4187

   kazuki-shimizu@@city.suzuka.lg.jp

　笑いを生活に取り込み、笑うこと
をきっかけに自分の体と心の両方
をリフレッシュ！
と　き　3月25日㈪　10時～12時
ところ　保健センター（すこやか
ホール）

内　容　講話（笑いの効能）、笑い
ヨガの実技（笑ったり、動いたり）

持ち物　飲み物、運動できる服装
定　員　30人（先着順）
申込み　3月6日㈬から19日㈫まで
に、電話かファクスで健康づくり
課へ
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