
　7月26日㈯　13時～
19時30分（予定）

　鈴鹿ハンター特設
会場

鈴鹿ハンタ
ー駐車場～鈴鹿サーキット

　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。

　5月7日㈬から20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。

　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222　担当：川口
･高橋）

　地域産業の基盤を支える市内
の中小製造業者などの技術力の
向上を図り、次世代産業の活性
化をめざすため、技術開発に要す
る経費の一部を補助します。

　市内に本社または主
たる事業所がある事業者など
が行う新商品や新技術の研
究開発で、大学や高専などの
高等教育機関や研究機関な
どと共同で行う事業開発やそ
の指導を受けて行う事業

　補助対象経費の2
分の1以内（50万円以上最大
240万円以内）

　5月7日㈬から6月20日
㈮17時（必着）までに、申請書
に必要事項を記入の上、産
業政策課へ郵送または直接
持参

　本市の中小企業者などが、
市内の地域資源を活用した新
商品の開発や販路開拓を行う
事業に係る経費の一部を補助
する｢メイド･インSUZUKA応援
補助金｣について、補助対象事
業者の第2次募集を行います。

　交付決定日か
ら平成27年3月20日㈮まで

　5月7日㈬から6月6日㈮

17時（必着）までに、｢事業計
画書｣に必要事項を記入の
上、産業政策課へ郵送また
は直接持参

　後日通知します。

　市内に本社または主
たる事業所を有する中小企
業者など

　鈴鹿市の地域資源
を活用し、新たに商品の開発
を行う事業

　補助対象経費の1/2
（10万円以上50万円以内）

　市内に本社または主
たる事業所を有する中小企
業者など

　鈴鹿市の地域資源
を活用した商品の魅力を高
め、市内外のマーケットで通
用するブランド力を確立する
ため、販路開拓を行う事業

　補助対象経費の1/2
（10万円以上90万円以内）

　｢鈴鹿市景観計画 
地区別景観づくり計画（道伯
地区）｣（4月1日策定）

　土･日曜日、祝日を除く
8時30分から17時15分

　都市計画課（市役所
本館9階）



　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。

他の市町村から転入したとき
（職場などの健康保険に加
入していない場合）
職場などの健康保険の資格
がなくなったとき
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
○もしも届出が遅れたら
　加入者は、届出をした日では
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
のでご注意ください。

他の市町村へ転出したとき
職場などの健康保険に加入
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

○もしも届出が遅れたら
　他の健康保険に加入した後、
国保の保険証を使って医療
機関を受診した場合には、
国保が医療機関へ支払った
医療費を返還していただく場
合がありますのでご注意くだ
さい。

　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
村へ移す場合は、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。この制度を
｢住所地特例｣といいます。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、国
民健康保険担当窓口にご相
談ください。

　国民年金は20歳以上60
歳未満の方が加入対象であ
り、40年間全ての期間を納付
することで満額の老齢基礎
年金を受けることができます。
何らかの理由で、国民年金
保険料を支払っていない期
間がある場合、65歳までの間
に国民年金に任意加入する
ことで、年金額を満額に近づ
けることができる｢高齢任意
制度｣があります。希望する
方は市保険年金課または津
年金事務所で手続きしてくだ
さい。

　60歳に到達した方

　年金手帳、通帳、通
帳届出印、共済組合加入期
間確認通知書（公務員だっ
た期間のある方）

　津年金事務所（ 059-
   228-9188）



（次の要件全てに該当する方）
　 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

　5月7日㈬から23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

7月下旬

 



　地区市民センターの機能向
上の取り組みを進めるため、皆さ
んの声をお聞かせください。

　市内に在住または勤
務されている方

　5月13日㈫～26日㈪

○郵送･電子メールで地域課へ
○市役所（1階市民ロビー、4階地
域課）または地区市民センター
備え付けのアンケート回収箱へ

　5月臨時会の本会議をケーブル
ネット鈴鹿122cｈで生放送します。

　5月13日㈫10時から、
14日㈬13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）

　5月19日㈪　13時～
15時

　市役所本館　12階
1202会議室

　10人（定員を超えた
場合は抽選）

　会議当日12時55分ま
でに会場で受け付け

　災害時におけるブロック塀な
どの倒壊事故を未然に防ぎ、通
行人の安全と災害時の避難路
を確保するため、ブロック塀の除
却に対して助成を行っています。

　公道（セットバックが必
要な道路を除く）に面し、高さ
が1ｍを超えるブロック塀など

　市の職員が現場確認
をした上で、市の積算に基づ
いた除却費を算出し、算出額
の2分の1（限度額あり）を助成
します。

　平成26年4月1日から平
成27年3月31日までに避妊手術
した犬、猫の飼い主（鈴鹿市民）

　雄の犬：1500円、雌
の犬：3000円、雄の猫：1500円、
雌の猫：2000円

　平成27年3月31日まで
に、環境政策課または市内各
動物病院に備え付けの申請
書に必要事項を記入の上、環
境政策課へ

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施します。
公売に参加できる資格に制限
がありますので、詳しくは、下記
へお問い合わせください。

　5月28日㈬　10時から
　三重県津庁舎　6階

大会議室
　三重地方税管理回

収機構　徴収課（津市桜
橋3丁目446 - 3 4　三重県
津庁舎内 　059-213-7355          
　http://www.zei-kikou.jp/）

　ジェフリーふぇすたは、男女共
同参画について考え、活動のネッ
トワークを広げるイベントです。
　12月13日㈯に開催予定のジェ
フリーふぇすたの企画運営に参
画していただける実行委員を募
集します。

　6月から月1回程度の
実行委員会を開催予定

　5月31日㈯までに、住
所、氏名、年齢、連絡先、応募
の動機を記入の上、電話･フ
ァクス･電子メールまたは直接
男女共同参画課へ



　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、下記の会合へ
参加してください。

　アマチュア無線局免
許をお持ちの方

　5月11日㈰　9時から
　河川防災センター　2

階会議室
　災害ボランティアアマ

チュア無線鈴鹿　会長　棚瀬
裕吉（JA2AFM）（ 382-1511
　afm@mecha.ne.jp）

　発達に課題のある子
ども（0歳～18歳）の保護者

○火曜日のグループ　5月13日、6
月10日、7月8日、9月9日、10月7
日、11月11日、12月9日、1月13
日、2月17日、10時～12時
○水曜日のグループ　5月14日、6
月11日、7月9日、9月10日、10月8
日、11月12日、12月10日、1月14
日、2月18日、10時～12時

　市役所西館　2階
2422会議室

　保護者の話し合いとグ
ループ相談

　髙﨑順子（子ども家庭
支援課専門相談員（臨床心

理士））
　各曜日15人程度
　無料
　直接または電話で子

ども家庭支援課へ

　お子さんの大切なおもちゃの
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、当日おもちゃを
お持ち込みください。その際、説
明書も併せてお持ちください。当
日都合の悪い方は、事前に廃棄
物対策課まで持参してください。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りに来ていただきます（当日
修理が完了したものは、当日お
渡しすることもできます）。

　5月25日㈰　10時～15
時（受付は14時まで）

　市立図書館　2階視
聴覚室

　5月25日㈰　9時～16
時30分

　5月29日㈭･30日㈮　
17時15分～20時

　いずれも納税課

　いずれも市税の納付、
納税相談、口座振替の手続
きなど

　
学校教育法による大学等を
来春（平成27年3月）卒業予
定の方
普通自動車免許を既取得の方
入所後1年以内に日商簿記2
級以上の資格を取得すること
　若干名
　7月1日㈫から8月29日

㈮（消印有効）に、履歴書、卒
業見込証書、成績証明書、健
康診断書各1通を、鈴鹿商工
会議所採用担当宛てに郵送
または持参

　鈴鹿商工会議所（飯
野寺家町816）　総務担当課
長　酒井（  382-3222）まで

　
○一次

　9月16日㈫（予定）
　鈴鹿商工会議所
　一般常識（簿記3級程

度を含む）、作文、適正検査

○二次
　10月3日㈮（予定）
　鈴鹿商工会議所
　面接



　染色家･故松井喜美子さんの
ご遺族から本市へ寄贈された
伊勢型紙の展覧会を開催中です。
人間国宝･故南部芳松さんの
作品を含む、型絵染の型紙を展示
しています。

　8月24日㈰まで　10時
～16時

　
　伊勢型紙資料館　

新蔵
　無料

　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。

　5月9日㈮～11日㈰　
10時～20時
　イオンモール鈴鹿　

中央コート･北コート
　鈴鹿花き温室組合　

（組合長　益川康志　      
　090-3382-7350）

　全国でも有数の茶どころ｢すず
か｣で生産された｢かぶせ茶｣の
振る舞いと販売を行います。新茶
のさわやかな薫りと｢かぶせ茶｣
の旨みをお楽しみください。

　5月10日㈯･11日㈰　
10時～18時

　イオンモール鈴鹿　
中央コート

　土星のリングを見ることができ
ます。月のクレーターなどもはっき
りと観察できます。

　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

　5月10日㈯　19時～
20時30分

　文化会館　屋上天
体観測場･プラネタリウム
  春の星座･土星の解説

と観望
　150人（当日先着順）
　無料
　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　

　6月7日㈯　初夏の星
座･土星の解説と観望
　7月5日㈯　夏の星座･

土星の解説と観望
　8月9日㈯　夏の星座･

金星の解説と観望
　9月6日㈯　秋の星座･

月の解説と観望
　10月8日㈬　秋の星座

･皆既月食観望

　5月18日㈰は｢国際博物館の
日｣です。これを記念して、当日
は速報展｢発掘された鈴鹿
2013｣と常設展示を無料でご
覧いただけます。

　5月18日㈰
　考古博物館

　発掘調査担当者が調査時
の写真を紹介しながら遺跡の
解説をします。

　5月18日㈰　14時か
ら

　考古博物館講堂
　当館学芸員
　無料



　市内の自然に親しんでいただ
くため、里山の観察会と野鳥の
観察会を行います。

　初夏の気持ちのいい深谷公
園を散策しながら植物を中心に
観察を行います。

　5月31日㈯　10時～
12時

　深谷公園（八野町）
　桐生定巳さん（三重自

然誌の会）
　無料
　5月23日㈮17時15分ま

でに、電話、ファクス、電子メー
ルのいずれかで、住所、氏名、
年齢、電話番号、参加人数を
環境政策課へ

　椿大神社境内および周辺を
散策し、さえずりを聞きながら野
鳥を観察します。

　5月25日㈰　10時～
12時
　椿大神社（山本町）
　藤井英紀さん（日本野

鳥の会三重）
　無料
　5月16日㈮17時15分ま

でに、はがき、電話、ファクス、
電子メールのいずれかで、住
所、氏名、年齢、電話番号、参
加人数を環境政策課へ

　三重県の男女共同参画を推
進するため、県内の男女共同参
画センターと市町が連携し、｢映画
祭｣を開催します。
　本市では自殺の原因として重
要視されている｢うつ｣にも視点
を置き、男女共同参画課と健康
づくり課が協働で実施します。

　6月21日㈯　13時30
分～15時40分（13時開場）

　ふれあいセンター　ふ
れあいホール

　夫がうつ病になったこ
とをきっかけに、これまでの自
分たちを見つめ直し、共に成
長していく夫婦の姿を描いた
ラブストーリー。宮﨑あおい、
堺雅人他出演

　200人
　200円（チケットは5月

15日㈭9時から男女共同参
画センターで販売）

　1歳～小学3年生　
先着10人程度。無料。6月13
日㈮までにお申し込みください。

　｢椿の農業と地域を考える会｣
では、皆さんとの交流とご縁づく
りを行うイベントの参加者を募集
します。今年で3年目。第1弾の
舞台は茶園と茶工場です。

 　5月18日㈰　9時～
14時ごろ

　｢伊勢茶工房ささら｣
（椿一宮町3000）茶工場と周
辺茶園ほか

新緑の海（茶園）で新芽の
摘み取りと新茶づくり体験
県下最大のお茶工場の見学
｢かぶせ茶｣を使用したアロ
マ入浴剤づくり体験
きのこ御飯の昼食会と地元
産品の軽トラ市
　50人程度
　1人2,200円（小学生

以上）、500円（幼児）
　5月11日㈰までに、氏

名、参加人数、連絡先などを
電話で｢伊勢茶工房ささら｣
（ 371-8288　9時～18時）へ
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　6月1日㈰　8時30分
から（雨天時は8日㈰）

　鈴鹿ハンター　弁
天広場

○健脚コース（50㎞）（ロードレ
ース用自転車に限る）
○チャレンジコース（38㎞）
○ファミリーコース（18㎞）

いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

　5月30日㈮までに、申
込書に必要事項を記入の
上、参加料を添えて、鈴鹿
ハンター1階総合インフォメ
ーション、辻岡サイクル（中旭
が丘2-7-40）、モリサイクル
（国府町2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江島町10-3）
へ

　鈴鹿サイクリング協会
　北野（　090-3458-8327）

　｢つくろう健康！かわそう笑顔！｣
をテーマに、参加者を募集します。

　6月11日現在で60歳
以上の鈴鹿市民
　6月11日～平成27年2月

25日の第2･4水曜日、年16回
（予定）　9時30分～11時30
分（延長変更あり）
　市内の運動施設
　ニュースポーツ、ソフト

バレーボール、ストレッチ、太極
拳他
　100人（先着順）
　4,000円（保険料含

む）
　5月8日㈭～23日㈮9時

～20時までに、参加料を持参の
上、鈴鹿市体育協会（市立体
育館内）（12日㈪は休業日）へ

　鈴鹿市体育協会
（　387-6006　　ｔ-taiiku@
     mecha.ne.jp 　http://www.
 　suzuka-sports.or.jp/）

　厚生労働省の委託を受けて、
雇用･就業を支援するために
（公社）三重県シルバー人材セ
ンター連合会が実施します。

　55歳以上の高年齢
求職者の方

　7月1日㈫～9日㈬　9
時30分～16時30分（土･日曜
日を除く7日間）

　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター

　家屋リフォームの必
要な技術として、木工（建具
などの修理）、塗装および屋
内装飾の技能を幅広く修得
します。

　20人
　無料
　6月3日㈫まで

　6月8日㈰　10時～15
時30分

　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

○午前の部　10時～12時
 講演　｢夏を乗りきるための養
生法｣｢健康に役立つ運動
法･美容法｣
○午後の部　13時30分～15
時30分
 分科会｢東洋医学でほっとす
るひと時！｣
　1.美顔コーナー、2.リラックスコ
ーナー、3.疲労改善コーナー、
4.体調チェックと体質にあわ
せた薬膳茶コーナー

　200人（先着順）
　午前の講演は無料、

午後の部｢1～3｣のコーナー
は材料費500円が必要

　鈴鹿医療科学大学
　鍼灸学科

　（一社）日本薬膳学会
　鈴鹿医療科

学大学（　383-8991）

　5月7日㈬から先着順
受け付け。水泳場窓口また
はホームページで



　パパとボール遊びやマット運
動をします。ママは耳つぼでリラ
ックスタイム。

　1歳半から3歳までの親子
　5月17日㈯　11時～12時
　15組（先着順）
　2,000円

　マット運動を基礎から習います。
マットが苦手なお子様も大歓迎！

　5月19日･26日、6月9日･
16日･23日･30日　全6回、各
月曜日
①キッズクラス　16時～16時45分
②ジュニアクラス　17時～17時
45分
　各15人（先着順）
　4,500円（全6回）

　小学生
　5月21日･28日、6月4日･

18日･25日　各水曜日　17時
～17時45分

　15人（先着順）
　3,000円（全5回）

　2カ月から歩く前までの
お子様と母親

　5月21日㈬
　午前の部：11時～12時30分
　午後の部：13時30分～15時

　各30組（先着順）
　1,050円

　5月は｢薔薇｣を作ります。
　一般成人

　5月22日㈭　10時30
分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　 

　ハンセン病は、1873年にノルウェーのハンセン医
師によって、病の原因である｢らい菌｣（感染菌）が
発見されたため、ハンセン病と呼ばれています。
　日本では、1907年患者を収容する目的で｢ら
い予防ニ関スル件｣という法律が制定され、その
後、1931年｢らい予防法｣の制定によって、ハン
セン病患者を強制的に療養所に収容し、社会
から隔離するという｢隔離政策｣が行われるよう
になりました。
　その後、ハンセン病の研究が進み、らい菌は、
感染力が非常に弱く、たとえ感染しても発病す
ることはまれであることが明らかになりました。また、
1940年代以降は、治療法が確立され、早期に
発見し、適切な治療を行えば、治すことができる
病気となりました。
　ところが、ハンセン病は適切な治療を行えば
治ることが分かっても、なお｢隔離政策｣が続い
たことなどから、ハンセン病患者は、一生療養所
から出ることはできず、親や兄弟姉妹と一緒に
暮らすことや、結婚しても子どもを生むことは許さ
れませんでした。

　1996年に｢らい予防法の廃止に関する法律｣
が施行され、明治時代から約1世紀近く続いた
｢隔離政策｣はようやく終わりを告げました。
　しかし、ハンセン病療養所に入所していた方
の中には、完治したにもかかわらず、今でも療養
所にとどまる人が少なくありません。高齢で身寄り
がないことや、長期間にわたり社会との交流を
絶たれてきたこと、ハンセン病に対する偏見や差
別が今なお根強く残っていることから、社会復帰
が難しい状況になっているのです。
　国としても、ハンセン病の患者･元患者の方々
の社会復帰を支援していますが、ハンセン病の
患者･元患者の方々が住みよい社会にしていく
ためには、ハンセン病に対する偏見･差別をなく
していくことが必要です。
　そのためには、私たち一人一人が、ハンセン
病について正しい知識を持つとともに、ハンセン
病の患者･元患者の方々、その家族が受けてき
た過去のつらい歴史を考えながら、相手の人権
を尊重する気持ちを持つことが大切ではないで
しょうか。

　４月20日号2ページ｢平成
26年度予算は、このように使
います｣の記事で『消防救急
無線デジタル化整備費』を
｢52億8万円｣と記載しました
が、正しくは｢5億2,008万円｣
です。訂正してお詫びします。

※納税は、便利な口座振替で
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