
　4月1日の消費税率引き上げ
にともない、市民税が課税され
ない方や子育て世帯への影響
を緩和するため、暫定的・臨時
的な措置として給付金を支給し
ています。
　それぞれの支給対象者と思
われる方には、7月中旬に申請
書を送付しています。申請から
支給までは、審査や処理のため
日数がかかりますので、お早め
に申請いただきますようお願いし
ます。

　平成27年1月14日
㈬まで

　平成25年中に法務省の人権
擁護機関が新規に救済手続を
開始した人権侵犯事件数のう
ち、暴行・虐待事案が最も多く、
その中でも、女性、児童、高齢者、
障がい者が被害者となっている
割合は85.9％と高い比率を占め
ています。このような高齢者や、
障がい者をめぐる種々の人権問
題の解決を図るための取り組み
を強化するため、全国一斉｢高
齢者・障がい者の人権あんしん
相談｣強化週間を実施します。
　相談は人権擁護委員または
津地方法務局職員がお受けし
ます。また、相談は無料で秘密
は厳守します。

   　0570-003-110　

　9月8日㈪～14日㈰　
8時30分～19時

　津地方法務局人権
擁護課（　059 -228 - 4193

　　059 -213 -3319）

　9月10日は、下水道の役割の
一つである｢雨水対策｣と関連し、
立春から数えて220日の台風シ
ーズンに当たることから、｢下水
道の日｣と定められています。
　これに合わせて、毎日使用し
ている水がどのようにしてきれい
にされているのか下水道の仕組
みについて学べるコーナーを設
置します。ぜひお越しください。

　9月10日㈬　10時～
16時

　市役所本館　1階ロ
ビー

　下水道の仕組みがよ
く分かるパネルの展示、顕
微鏡などを用いた実験、記
念品の配布（先着順）

住民税が
課税されていない方

児童手当を
受給されている方

臨時福祉給付金 子育て世帯
臨時特例給付金

 

 



　第5次鈴鹿市総合計画の計
画期間が平成27年度で終了
するため、中･長期的なまちづく
りのためのビジョンなどを示す新
たな計画の策定に取り組みます。
計画策定に当たり、市民の皆さ
んの声を計画に反映させるた
め、市民委員会を開催します。
傍聴できますので、ぜひお越し
ください。

　9月20日㈯　10時～
12時

　市役所本館　12階
1203会議室

　｢新たな中･長期的計
画の策定について｣
　10人程度（先着順）
　当日9時30分から9時

50分まで会場で受け付け

　6月下旬に対象者へ、がん検
診無料クーポン券を郵送しました。
無料クーポン券には有効期限が
ありますので、お早めにご利用く
ださい。届かない場合は、健康づ
くり課へお問い合わせください。

　今年度（平成26年4月
2日～平成27年4月1日）に以
下の年齢になる方

　41歳、
46歳、51歳、56歳、61歳になる方

　41歳になる女性
　21歳になる

女性

　近年医学の進歩により、がん
は早期発見･早期治療が有効と
されていますが、市のがん検診受
診率は依然として低い状況です。
そこで、市民の皆さんに自身の健
康管理やがん検診についての
意識を高めていただくために、川
柳を募集します。
　がん検診を受けたくなるような
作品や、ユニークな作品をお待ち
しています。ぜひご応募ください。

　市内に在住している
方

　9月30日㈫（必着）ま
でに、川柳（未発表・複数応
募可）、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番
号、ペンネーム（希望の方の
み）を記入の上、ファクス･は
がき･電子メールで健康づくり
課｢がん検診川柳担当｣（〒
513-0809 西条5-118-3）また
は直接健康づくり課窓口へ

　最優秀賞1点と優
秀賞2点（賞品を進呈）

　9月24日㈬から30日㈫まで、蔵
書点検のため休館します。期間
中の本の返却は、夜間返却口を
ご利用ください。



　入札参加資格を有さない方
も内容が軽易な修繕工事（1
件30万円以下）の選定対象
者とすることで、市内の小規模
事業者の受注機会の拡大を
図ります。

　随時受け付け（土･
日･祝日を除く）

　市ホームページ｢入札
･契約情報｣掲載の申請要領
を確認し、申請書に必要書類
を添えて契約調達課へ

　住宅用地や駐車場用地･
看板用地などに最適な物件で
す。手続き方法などお気軽に
お問い合わせください。
○物件（1）

　磯山二丁目1979番1

　宅地
　257.51㎡
　準工業地域

　
　679万円
○物件（2）

　白子本町6307番5
　宅地
　74.80㎡
　準工業地域

　
　190万円

　9月29日㈪　物件（1）
10時、物件（2）11時

　市役所本館　10階
1004入札室

　9月8日㈪から25日㈭
（土･日･祝日を除く）までの8時
30分から17時15分までに、直
接、管財営繕課へ

　9月11日㈭　物件（1）
10時から、物件（2）11時から、
　売却物件所在地

　お子さんを公立の小･中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者に対し、学
用品費・学校給食費など就学
に必要な経費の一部を援助し
ます。
　援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、所得がわ
かる証明書（源泉徴収票な
ど）を添付の上、学校へ提出し
てください。

　現在お持ちの保険証の有効期限は、9月30日です。新しい保険証（オレンジ色）は9月中旬から簡易書留で順
次発送予定です。新しい保険証の有効期間は、10月1日から平成27年9月30日までです。保険証を受け取られ
たら、記載内容に誤りが無いかご確認ください。

対象となる方 有効期限 有効期限後の保険証の送付時期

平成26年10月2日から平成27年9月30日までに
75歳の誕生日を迎える方

平成26年10月2日から平成27年9月30日までに65歳の
誕生日を迎える方で、保険証に｢退職｣と記載のある方

外国籍の方で、平成26年10月1日から平成27年
9月30日までに在留期間が満了となる方

誕生日の前日

誕生月の月末（1日生まれの
方は誕生月の前月末）

在留期間満了日

75歳からは保険証の発行元が変更となります。三重県
後期高齢者医療広域連合が新しい保険証を郵送します。

月末までに、有効期限が平成27年9月30日までの
保険証を郵送します。

在留期間を更新した場合、新しい保険証を郵送します。



　10月4日㈯　9時30分
～12時（最終受付は11時30
分）

　男女共同参画センタ
ー　（神戸2-15-18）

　遺言･遺産分割協
議など相続登記に関する相
談、売買･贈与･担保権抹消
など不動産登記に関する相
談、会社･法人登記に関する
相談、金銭トラブルなど身近
な法律問題に関する相談、借
金や自己破産に関する相談、
成年後見に関する相談など
　50人（先着順）

　三重県司法書士会 
鈴亀支部（  0595-97-3620）

　平成25年度の公文書公開
請求件数は598件で、このうち取
下げが11件、残る587件の主な
請求内容は、市発注公共工事
の設計書271件、開発行為に関
する文書27件でした。
　587件の請求に対する延べ
決定件数は799件で、その内訳
は、公開決定が410件、部分公
開決定が221件、非公開決定が
11件、存否応答拒否決定が1
件、公文書不存在決定が149
件、請求却下が7件でした。公
開率は98.1％です。
　また、実施機関の決定に対す
る不服申立てが6件ありました。

　平成25年度の個人情報の開示請求件数は38件、訂正請求
および利用停止等請求はありませんでした。開示請求38件のう
ち取下げが2件、残る36件の請求に対する延べ決定件数は46
件で、その内訳は、開示決定が23件、部分開示決定が16件、不
存在決定が7件でした。
　また、実施機関の決定に対する不服申立てが3件ありました。

　実施機関は、個人情報を取り扱う事務のうち、個人情報を一
定の基準で検索できる公文書を使用している事務を、個人情報
取扱事務登録簿に登録しています。平成26年3月31日現在の
登録件数は754件です。個人情報取扱事務登録簿は、閲覧す
ることができます。
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画展示室の無料開放（17時
～19時30分）、夕方市や模擬
店など

　市内の小･中学校の児童生
徒が、興味・関心をもって取り組
んだ観察や実験などの研究記
録、植物や動物などの採集標
本、創意工夫した実験器具や
装置などの各学校における代
表作品などを展示します。

　9月13日㈯～16日㈫
　10時～17時（最終日は14時まで）

　鈴鹿ハンター１階　
センターコート

　無料

　トランペット、ギター、津軽三味
線の奏でる音色と、合唱団の歌
声に耳を傾けながら秋を楽しみ
ましょう。

　9月20日㈯　18時～20
時

　考古博物館　玄関前
広場（雨天時は講堂）
　無料
　中村好江さん（トランペッ

ト演奏）、原努さん（ギター演奏）、
伊藤圭佑さん（津軽三味線演
奏）、鈴鹿少年少女合唱団

　天体観望会（18時～
20時）、万灯による館周辺の
ライトアップ（17時～20時）、企

9月28日㈰　9時～16
時30分

9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

　高卒（見込み含む）
21歳未満（平成27年4月1日現
在）
　9月5日㈮～30日㈫
　自衛隊三重地方協

力本部四日市地域事務所
（ 351-1723）、自衛官募集コー
ルセンター（ 0120-063-792 12
時～20時 年中無休）

　11月8日㈯･9日㈰
　津市（予定）

　11月1日㈯･2日㈰
　津市（予定）

　10月18日㈯
　津市（予定）

　9月22日㈪から11月25日㈫の約2カ月間、寺家三丁目で地籍調査に
伴う境界立会いを行います。この調査は地籍調査の中心的作業で、
地籍の明確化を図るため一筆ごとの所有者、地番、地目とともに筆界
（境界）の位置を確認する調査です。調査へのご理解とご協力をお
願いします。



10月13日（月･祝）　18時30分
から（予備日14日㈫）

池田町町民会館前広場
700発の花火の打ち上げ（尺

玉、仕掛け花火あり）
池田町自治会長　北川保

（  382-1884）

　9月25日㈭～28日㈰　
9時30分～17時（最終日は15
時まで）

　県総合文化センター 
文化会館 第2ギャラリー

　紙を彫る、突く、切るなど
の技術で創作した伊勢型紙工
芸作品の展覧会。期間中、色
紙、年賀状などの無料体験を
実施します（最終日は12時まで）。

　無料
　伊勢型紙・彫型画会

（  386-1462）

　9月はがん征圧月間、10月は
乳がん月間です。身近な病気で
ある｢がん｣にもっと多くの方に関
心を持ってもらい、がん検診の必
要性を知り自分の健康管理の
機会としていただくために、がん
予防講演会を開催します。

10月9日㈭　13時30分
～14時30分

保健センター 1階ロビー
中井昌弘さん（（公財）

三重県健康管理事業センター
診療所長・医師）

不要

　9月20日㈯　10時～
15時（雨天決行）

　鈴鹿スポーツガーデン
体育館

　無料

○100ブースのフリーマーケット
○ラーメン、かき氷、焼きそば、か
らあげ、ミニクロワッサン、カレ
ーパンなどの飲食物販売
○ワンコインブース　ロザフィー
（手作り体験）、バラ･動物キャ
ンドル（手作り体験）、耳つぼ
マッサージ、骨盤矯正など
○SSGスポーツクラブ発表会
（ベリーダンス、太極拳、フラダ
ンス、ヒップホップ）、三重大学
のジャグリング部ジャグリアー
ノさんによる演技と体験など

　福祉･介護の職場に
就職希望、または関心のある
一般･学生（高校生以上）

　9月23日（火・祝）

　四日市市文化会館　
展示棟（四日市市安島2-5-3）

○10時～15時　｢障がい者小
規模施設手作り作品展｣｢福
祉機器展｣
○10時30分～12時　就職応援
セミナー｢面接は事前準備で
決まる！｣　講師　小野山哲朗
さん（（株）アイデム人と仕事の
研究所）
○13時～15時30分　｢福祉・介
護の就職フェア｣

　セミナーのみ事前申込
みが必要。三重県社会福祉
協議会　三重県福祉人材セ
ンター　（  059-227-5160）へ

レンタルカート走行の参加者を
募集します。未経験者歓迎します。

普通運転免許所持者
9月23日（火･祝）　9時

～16時（小雨決行）
モーターランド鈴鹿（三

宅町3616）
フリー走行と1時間耐

久レース（3人1組での走行）
72人（先着順）
会員6,000円、非会員

9,000円（入会費･年会費含む）

9月12日㈮までに、所
定の申込書をファクスで事務
局（   386-9751）へ

NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
   （  080-4537-2005）



数の場合は抽選）
　小･中学生3,500円、

保護者4,500円
　9月5日㈮～25日㈭（17

時必着）までに、センター所定
の用紙に記入し、92円切手を
貼付した返信用封筒（長形3
号、氏名･住所を記入）を添え
て持参または郵送で鈴鹿青
少年センターへ

　一般家庭に眠るレアメタルや、
鉄・非鉄などの有用資源を掘り
起こす体験を通して、ゴミを減ら
すことや、小型家電をはじめとし
た各種リサイクルの大切さを、親
子で楽しく学びましょう。

　市内在住の小学5・6
年生と保護者

　11月1日㈯　9時～12
時（集合8時50分）

　鈴鹿工業高等専門学
校（白子町）
　親子16組（32人）程度
　無料
　汚れてもよい服装、軍

手、スリッパなどの上履き
　中部経済産業局
　10月3日㈮（必着）まで

に、往復はがきに次の事項を
記入の上、廃棄物対策課へ
（1家族1枚）
○往信表面　〒513-8701　神
戸1-18-18　廃棄物対策課
｢リサイクル体験イベント｣係
○往信裏面　①住所、②児童
と保護者の氏名（ふりがな）、
　③学校名･学年、④電話番号
○返信表面　郵便番号・住所・
氏名

　今年は｢地域活性まつり｣と同
時開催で、楽しさ2倍です。

　9月13日㈯　10時～
14時30分（雨天時一部変更
有）

　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

○すずか元気まつり
　子ども体験企画、スタンプラリ
ー、地域団体紹介、鈴鹿物
産・地元食材グルメ屋台など
○地域活性まつり
　名物ギッシリ三重の内弁当、
ご当地キャラ尻すもう、三重県
グルメブース

　無料（飲食は有料）
　（一社）鈴鹿青年会議

所（  382-6288）

　親子で宿泊を共にし、レクリエ
ーション、アウトドアクッキング、キャ
ンプファイヤーなどの野外プログ
ラムで、アウトドア活動を楽しく体
験します。親子のふれあいを通し
て、家族の絆をより深められる場
を提供することを目指します。ご家
族での思い出の1ページを作りま
せんか。　

　小･中学生とその家族
　10月18日㈯･19日㈰　

1泊2日
　鈴鹿青少年センターと

その周辺
　15家族程度（応募多

　浅野弥衛画伯が鈴鹿で生ま
れてから今年で100年を迎えま
す。今回は、画伯の市内所蔵作
品38点を展示し、その画業を振
り返ります。

　9月26日㈮～28日㈰　
10時から17時（最終日は16時
まで）

　文化会館 さつきプラザ
　一般300円、学生150

円（中学生以下は無料）
　（公財）鈴鹿市文化

振興事業団

　9月27日㈯　13時30
分～16時

　文化会館 第1研修室
　清水信さん（文芸評

論家）、永見隆幸さん（美術
評論家）、生田ゆきさん（三重
県立美術館）
　50人
　9月9日㈫9時から事業

団事務所（文化会館内）で受
け付け。1人につき2人分まで
申込みできます。

　300円（記念展観覧料）



　スクエアステップは、高齢者の
転倒予防や、認知機能の若返り、
体力の向上などに効果があると
言われています。初心者の方で
も楽しく参加できます。

　市内在住のおおむね
65歳以上の方

　10月7日㈫　10時～
12時
　市立体育館 副体育

館
　NPO法人大学拠点ヘ

ルシーライフ研究機構の職員
　スクエアステップの体験
　50人（先着順）
　無料

　動きやすい服
装、水分補給用の飲み物、上
靴（ある人のみ）
　9月10日㈬から、電話で

健康づくり課へ

　30人（先着順）
　無料
　9月19日㈮までに、電

話で鈴鹿商工会議所へ
（　382-3222）

　年齢を問わず学究意欲に富
む人材を広く募り、専門的研究
の機会を提供する実践として、
シニア層、現役社会人層を受け
入れる取り組みを平成27年度
から始めます。 

　①社会人一般選
抜、②シニア入試、③有職者
社会人1年制コース入試

　Ⅰ期：1 1月1日㈯、
Ⅱ期：2015年2月7日㈯

　大学卒業者でない社会人で
あっても、職歴や社会活動歴な
どを本大学院が総合的に審査
して出願資格があると認定した
場合には、本大学院の受験が
認められます。

　十分な社会人実務経験と一
定以上の研究能力を有する有
職者社会人であり、本コースの
合格者が対象

　鈴鹿国際大学・鈴
鹿短期大学入試広報課
（      372 -3940              372 -3935
       http://www.suzuka-iu.ac.jp/

　9月27日㈯　13時～
16時
　鈴鹿医療科学大学

　白子キャンパス6号館6101講
義室

○講演1　｢アレルギーの原因
物質はなに？｣　松田幹さん
（名古屋大学大学院生命農
学研究科教授）
○講演2　｢アレルギー体質って
なに？｣　西田圭吾さん（鈴鹿
医療科学大学薬学部准教
授）

　150人（余席がある場
合は当日参加可能）
　無料
　住所、氏名、連絡先を明

記して、鈴鹿医療科学大学白子
事務課（ 340-0550 368-1271              
　kouza@suzuka-u.ac.jp）へ

　消費税率引き上げをチャンス
ととらえ、自社の強みを再確認し、
売上アップのための魅力的な店
づくりについてセミナーを開催し
ます。

　事業を営んでいる方
　9月26日㈮　15時30

分～17時
　鈴鹿商工会議所　4

階大ホール
　｢気づいていない自社の

強みの見つけ方｣｢お客様の
ニーズを見つけるには｣｢売れる
店づくりとは｣

　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）



9月9日㈫から21日㈰までに、参加料と保
険料を添えて、各会場へ（テニス教室・ヨガ教室
は市立体育館で受け付け）



　10月8日㈬　13時30
分～15時30分
　文化会館 さつきプラザ
　｢川柳とユーモア｣

｢詩とユーモア｣
　青砥たかこさん、村井

一朗さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　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、鈴鹿市文
化振興事業団（〒513-0802
　飯野寺家町810）へ

　新米ママ大歓迎。肌と肌の
触れ合いで赤ちゃんとより深い
絆を育みます。ママビクスでマ
マの美容も忘れずに。

　2カ月～歩く前までの
お子さんと母親

　9月17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

　9月は｢とんぼ｣を作ります。
　一般成人
　9月18日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　9月5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

　一般成人
　10月2日～11月20日の

毎週木曜日　13時～14時
　30人（先着順）
　4,400円（全8回）

　水慣れからレベル別に指導。
10回コースでみっちり泳ごう。

　年長～小学生
各16時～17時、17時

～18時
○水曜日コース　9月24日～11
月26日
○金曜日コース　9月26日～11
月28日

　各30人（先着順）
　各1万5,450円（全10回）

　日本では、高齢化率（65歳以上が総人口に
占める割合）が25％を超えてもなお増加してお
り、｢高齢化社会｣から｢高齢社会｣へ移行して
います。さらに、2050年には40％近くにまで達す
ると見込まれています（国立社会保障･人口問
題研究所）。
　9月15日は高齢者を敬愛し長寿を祝う｢敬老
の日｣です。皆さんは、家庭や地域の身近な高
齢者を敬愛し長寿を祝ってあげていますか。
　高齢者は人生の先輩です。これまでに培っ
てきたさまざまな知恵や経験から学ぶべきこと
がたくさんあります。学校や地域では、高齢者
が子どもたちに昔の遊びを教えたり、街角での

子どもたちの見守りや声掛けなど触れ合うこと
で、高齢者は生きがいを感じ、子どもたちは高
齢者の知恵や経験を知る機会となります。また、
こうした新しい出会いが、人への思いやりや接
し方を肌で感じるきっかけともなるのではないで
しょうか。
　もともと｢敬老の日｣は、兵庫県の野間谷村
（現在の多可町八千代区）で｢老人を大切にし、
年寄りの知恵を借りて村づくりをしよう｣という趣
旨のもと、｢としよりの日｣を提唱したのが始まりで
す。今一度、｢敬老の日｣の創設の趣旨に戻って
高齢者の知恵を借りてみてはどうでしょうか。
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