
　昭和24年1月26日は、法隆
寺金堂壁画が焼失した日で
す。昭和30年にこの日を文化
財防火デーと定め今年で61
年目を迎えます。
　文化財を火災、震災、その
他の災害から守るため、毎年
この日に消防訓練や査察など
の運動を実施しています。文

化財関係者はもとより、市民一
人一人が文化財を大切にする
心を持ち、さらなる防火意識の
高揚を目指しましょう。

　ご不便をおかけしますが、シ
ステムメンテナンスのため、下
記のとおり停止します。
と　き　1月27日㈫･28日㈬
終日

停止する業務

○コンビニでの証明書自動交
付
○市民課でのコンビニ交付利
用者登録

※両日とも、市民課と地区市民セ
ンターでの証明発行業務は通
常どおり行います。

◆緊急性の無い可燃ごみ

　下記の期間、焼却炉点検
整備のため、緊急性の無い
可燃ごみの持ち込みができま
せん。
と　き　1月26日㈪～2月14日㈯
◆破砕が必要なごみ

　下記の期間、破砕機点検
整備のため、破砕が必要なご
み（長さ50㎝以上の庭木、家
具･木材、畳など）の持ち込み
ができません。
と　き　2月9日㈪～14日㈯
※この期間は、木製家具や畳など、
破砕が必要な可燃性粗大ごみ
の戸別収集も行いません。

証明書コンビニ交付および
コンビニ交付利用者登録
業務を一時停止します

市民課　 382-9013　 382-7608

1月26日は
文化財防火デーです

予防課　 382-9157　 383-1447

清掃センター機械設備
点検整備のため

一部のごみの持ち込みが
できません

清掃センター　 372-1646　 372-1406
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　平成27年度から平成29年
度までの3年間を期間とする
鈴鹿市高齢者福祉計画素案
を取りまとめました。この計画
素案について、皆さんから広く
意見を募集します。
対　象

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
在勤･在学している方
・計画素案に利害関係を有
する方

募集期間　1月20日㈫～2月
20日㈮（郵便は当日消印有
効）

認められる方に、認定書を交
付します。
　所得税や市･県民税の申
告をするときに、この認定書を
提示すると、本人またはその
扶養者が、障害者控除または
特別障害者控除を受けること
ができます。
　認定書は、1月下旬に郵送
します。
※障害者手帳の交付ならびに障
害者としてのサービスが受けら
れるものではありません。

※障害者手帳(身体･療育･精神)
の交付を受けている方につい
ては、認定書の区分(障害者と
特別障害者)が異なる場合の
み、認定書として交付します。

※税の申告方法などの問合せは、
所得税は鈴鹿税務署(　382-

　0351)、市･県民税は市民税課
(　382-9446)へ

鈴鹿市高齢者福祉計画素案
への意見を募集します

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

障害者控除対象者
認定書を交付します

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

閲覧場所　長寿社会課、市政
情報課、地区市民センター、
市ホームページ

提出方法　件名｢鈴鹿市高齢
者福祉計画素案に関する
意見｣、住所、氏名、意見を
記入の上、郵便･ファクス･電
子メールまたは直接長寿社
会課へ。様式は問いません。

※寄せられた意見は、個人が特定
できないように類型化し、回答
とともに市ホームページで公表
します。

　介護保険の要介護認定の
資料をもとに、市内に住所を
有し介護認定を受けている65
歳以上の方で、｢身体障害者
又は知的障害者に準ずる｣と

くらしの情報くらしの情報

高額介護合算療養費の支給対象者へお知らせします

保険年金課　382-7605(国民健康保険)・　382-7627(後期高齢者医療)　 382-9455

鈴鹿亀山地区広域連合　369-3201(介護保険課) 　369-3202

　平成25年8月から平成26年7月の間に、医療保
険と介護保険の両方の負担がある方で、2つの保
険の自己負担額の合計が限度額（下表）を超える
と思われる方に、高額介護合算療養費の手続き
のご案内を送付します。平成26年7月末日に加入
していた医療保険者へ手続きをお願いします。

　なお、平成25年8月から平成26年7月の間に市
外の医療保険や介護保険に加入していたことが
ある方や、医療保険の変更があった方には、ご案
内を送付できない場合があります。該当する方は、
手続き方法などを、平成26年7月末日時点で加入
していた医療保険者へお問い合わせください。

2 2015・1・20

区　分

自己負担限度額（自己負担限度額プラス500円を超える場合に支給されます）

※複数の方が介護サービスを利用する場合は、医療合算算定基準額は31万円です。

70歳～74歳の方がいる世帯
後期高齢者医療保険＋

介護保険

国民健康保険 ＋ 介護保険

70歳未満の方がいる世帯

現役並み所得者 (上位所得者) 67万円 67万円 126万円

一　　　般

住民税非課税
世帯

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

56万円 56万円 67万円

31万円 31万円
34万円

19万円※ 19万円※



　市民税課　 382-9446　 382-7604

平成27年度市民税･県民税の申告相談を行います

対　象　平成27年1月1日現在、市内に住所があった方
※申告が必要と思われる方には、1月下旬に申告書を送付します。ただし、
申告書が届かない方でも申告が必要な場合があります。

と　き　2月16日㈪～3月16日㈪（土･日曜日を除く）
　　　　8時45分～16時　※15時45分までにご来場ください。
ところ　市役所本館　12階大会議室
※所得税の確定申告会場はイオンモール鈴鹿(旧ベルシティ)です。お間
違いのないようにご注意ください。

持ち物

○申告書、印鑑
○平成26年分の所得が分かるもの
・営業･農業･不動産所得がある方は･･･収支内訳書
　※あらかじめ収入と経費の内訳を計算しておいてください。固定資
　産税、都市計画税を必要経費とする方は、納税通知書に同封されて
　いる課税明細をご利用ください。

　※必ず各経費の集計をしておいてください。
・給与所得、年金所得がある方は･･･源泉徴収票
○所得控除を受けるために必要なもの
・社会保険料控除を受ける方は･･･
　平成26年中に支払った分の領収書･証明書、｢国民健康保険
税納付済額のお知らせ｣、｢国民健康保険税納付確認書｣、「国
民年金保険料控除証明書｣、｢介護保険料納付済額のお知ら
せ｣｢介護保険料納付確認書｣｢後期高齢者医療保険料納付
済額のお知らせ｣｢後期高齢者医療保険料納付確認書｣など
・生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は･･･
　平成26年中に支払った分の控除証明書
・寄附金控除を受ける方は･･･
　平成26年中に支払った寄附金（寄附金控除の対象となる
寄附金）の受領証明書･領収書
・配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受ける方は･･･
　配偶者や扶養親族の所得が分かるもの（給与や年金の源
泉徴収票など）
・障がい者控除を受ける方は･･･
　身体障がい者手帳、療育手帳、障がい者控除対象者認定書な
どで平成26年12月31日現在の障がいの程度が分かるもの
・医療費控除を受ける方は･･･
　平成26年中に支払った分の領収書と、医療費を補てんする
保険金など（保険組合からの補てん金や生命保険契約によ
る給付金など）の金額が分かるもの
　※治療ではないもの(予防接種、文書料、治療につながらない健康診断
　など)に支払った代金は控除の対象になりません。

　※領収書は病院ごとに整理し、必ず集計をしておいてください。

◆お願い･ご注意

・ご自分で申告書を作成でき
る方は、完成した申告書を
郵送するか、市民税課また
は地区市民センターへ直接
お持ちください（申告書の控
えは保管しておいてくださ
い）。
・確定申告書の提出が不要
になった年金受給者の方
が、源泉徴収票に記載され
ていない控除を受ける場合
は、市民税・県民税の申告
が必要です。

◆巡回申告相談

　各地区の巡回申告相談を
次の日程で行います。ご自
身の居住する地区の会場
へお越しください。

相談時間　9時45分～15時
※14時45分までにご来場ください。

月　日 会　場

2月10日㈫

一ノ宮地区
市民センター

栄公民館

2月12日㈭

河曲公民館

庄野公民館

2月13日㈮

天名公民館

深伊沢公民館

2月18日㈬
2月17日㈫

若松公民館

2月19日㈭

玉垣公民館

2月20日㈮

箕田公民館

2月23日㈪

鈴峰公民館

2月24日㈫
牧田公民館2月25日㈬

庄内公民館

2月26日㈭

稲生公民館

2月27日㈮

井田川公民館

3月2日㈪

白子地区
市民センター3月3日㈫

加佐登公民館

3月4日㈬

石薬師公民館

3月5日㈭

久間田公民館

3月6日㈮

飯野公民館

椿公民館
3月9日㈪

国府公民館

3月10日㈫

合川公民館
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　本市における学校規模の
格差による教育上の問題や、
地理的な条件による児童生
徒への負担を解消するため、
｢鈴鹿市立小中学校における
通学区域の見直し方針（案）｣
をまとめました。この見直し方
針（案）について、皆さんから
広く意見を募集します。
意見提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
在勤･在学している方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　1月16日㈮～2月
16日㈪（郵便は当日消印有
効）

閲覧場所　学校教育課、地
区市民センター、市政情報
課、市ホームページ、教育
委員会ホームページ

提出方法　件名｢鈴鹿市立
小中学校における通学区
域の見直し方針（案）に関
する意見｣、住所、氏名、意
見を記入の上、郵便･ファク
ス･電子メールまたは直接
窓口（学校教育課、地区市
民センター）へ。様式は問い
ません。
※寄せられた意見は、個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジで公表します。個別には回答
しません。

※見直し方針（案）に直接関係の
ない意見については、一般的な
市への意見として取り扱います。

　｢メイド･インSUZUKA応援補
助金｣は、市内の中小企業者な
どが、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
る事業です。以下のとおり補助
対象事業者も募集します。
対　象　市内に本社または
主たる事業所を有する中小
企業者（創業して間もない
事業者を含む）

※市税を滞納していないこと
補助対象期間　交付決定日
～平成28年3月20日

申込み　1月20日㈫から2月
20日㈮17時までに、申込み
用紙に必要事項を記入の
上、直接または郵送で産業
政策課へ　

※申込み用紙は産業政策課窓口
で配布する他、市ホームページ
から入手できます。

結果通知　審査結果（採択ま
たは不採択）は後日、個別
に通知します。

◆新商品開発事業

対象事業　地域資源を活用
し、新たに商品の開発を行
う事業

補助率　補助対象経費の
1/2（10万円以上50万円以
内）

◆販路開拓事業

対象事業　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

補助率　補助対象経費の
1/2（10万円以上90万円以
内）

　第5次鈴鹿市総合計画第3
期行財政経営計画の適切な
進行管理を図るため、行政評
価を活用した検証委員会を下
記のとおり開催します。傍聴でき
ますので、ぜひお越しください。
と　き　2月5日㈭　14時から
ところ　市役所本館　5階
502会議室

議　題　行財政経営計画検
証委員会報告書（案）につ
いて　他

定　員　5人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　当日13時30分から13
時50分まで会場で受け付け

行財政経営計画検証委員会
(第5回)を傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

鈴鹿市立小中学校における
通学区域の見直し方針(案)
への意見を募集します

学校教育課 　382-7618 　382-9054

メイド･インSUZUKA
応援補助金の事業者を

募集します
産業政策課　 382-9045　 382-0304

くらしの情報くらしの情報

 1月5日号特集『地域包括
支援センターを知っています
か？』の2ページに掲載した、
鈴鹿北部地域包括支援セ
ンターの担当地区に、箕田
地区の掲載漏れがありまし
た。訂正してお詫びします。
(正)鈴鹿北部地域包括支

援センターの担当地区

　神戸･一ノ宮･箕田･河曲･
若松（若松北･北若松町）･玉
垣（矢橋町･矢橋）･飯野（飯
野寺家町･西條町･西条）

訂正とお詫び

神戸三丁目12番10号
（介護老人保健施設ひまわり内）
　384-4165　 384-4185
◆担当地区

鈴鹿北部 地域包括支援センター

『優しい笑顔と思いやりで対応します』

神戸・一ノ宮・河曲・若松（北若松町・若
松北）・玉垣（矢橋町・矢橋）・飯野（飯野
寺家町・西條町・西条）
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神戸・一ノ宮・河曲・若松（北若松町・若
松北）・玉垣（矢橋町・矢橋）・飯野（飯野
寺家町・西條町・西条）

神戸・一ノ宮・河曲・若松（北若松町・若
松北）・玉垣（矢橋町・矢橋）・飯野（飯野
寺家町・西條町・西条）

訂正箇所



申込み　1月20日㈫から30日㈮（土･日曜日を除く8時
30分から17時15分）までに、｢職員採用試験申込書
｣を人事課へ

※採用試験申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してく
ださい。郵便の場合は、封筒の表に朱書きで｢希望職種｣と
｢嘱託職員採用試験申込書希望｣と記入の上、返信用封筒
(宛先を記入し、82円切手を貼った12cm×23cm程度)を
同封し、〒513-8701　人事課へ。市ホームページ｢職員採
用｣からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　2月8日㈰　9時から
ところ　市役所本館　12階会議室
内　容　事務適性検査（10分）、事務補
助職一般教養試験（90分）

◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して面接試験な
どを行います。詳しくは、第一次試験合格通
知の際に指定します。

人事課 　382-9037 　382-2219

平成27年度採用市嘱託職員を募集します

昭
和
30
年
4
月
2
日
以
降
の
生
ま
れ
の
方

電　話 電子メール ホームページファクス
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※すべての職種において、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。
　外国籍の方は、永住者か特別永住者の在留資格が必要です。

職種・採用予定人数

事務1
（身体障がい者等）

1人程度
窓口などの一般事務業務

主な業務内容 受験資格（すべてに該当する方）
身体障害者手帳か精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る方、介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方、
パソコン操作(入力・検索など)ができる方、活字印刷文によ
る出題に対応できる方

児童厚生員
1人程度

児童センターでの
児童への助言、指導など

幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭のいずれかの資格を
取得の方または平成27年3月末日までに取得見込の方、普通
自動車免許を取得の方または平成27年3月末日までに取得見
込の方

学芸員
1人程度

文化財の調査･整理
および報告書作成に
関する業務

学芸員（文学史）資格を取得の方または平成27年3月末まで
に取得見込みの方、古文書などの解読ができる方でパソコン
操作(入力・検索など)ができる方、普通自動車免許を取得の
方または平成27年3月末日までに取得見込の方

介護支援専門員
1人程度

鈴鹿市・亀山市での
要介護認定調査および
調査票の作成業務

介護支援専門員の資格を取得の方または平成27年3月末日ま
でに取得見込の方、パソコン操作(入力・検索など)ができる
方、普通自動車免許を取得の方または平成27年3月末日まで
に取得見込の方

司書
2人程度

図書館での司書、
事務補助業務

司書資格を取得の方または平成27年3月末日までに取得見込の
方、パソコン操作(入力・検索など)ができる方、普通自動車免
許を取得の方または平成27年3月末日までに取得見込の方

障害支援区分
認定調査員
1人程度

障がい者に関する
面談および障害支援区分
の認定調査業務

福祉関係の職場で1年以上の実務経験のある方、パソコン操
作(入力・検索など)ができる方、普通自動車免許を取得の方
または平成27年3月末日までに取得見込の方

調理員
2人程度

学校または
給食センターでの
給食調理業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成27年3
月末日までに取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以
上勤務経験を有する方（勤務経歴書を要提出）

就労支援員
2人程度

生活保護受給者などの
就労に関する支援業務

パソコン操作(入力・検索など)ができる方、普通自動車免許
を取得の方または平成27年3月末日までに取得見込の方

用務員
4人程度

学校または
地区市民センターなど
での用務･事務補助業務

普通自動車免許を取得の方または平成27年3月末日までに取
得見込の方

事務2　8人程度 窓口などの一般事務業務 パソコン操作(入力・検索など)ができる方



　第2期鈴鹿市地域福祉計
画策定に関して、郵送による
アンケート調査を行いますの
で、調査票が届いた方はご協
力をお願いします。調査結果
は、第2期鈴鹿市地域福祉計
画を策定するための資料とさ
せていただきます。
対　象　市内在住の満18歳
以上から無作為抽出した
4,000人

調査票発送時期　1月中旬

　男女共同参画基本計画に
関する意見や、その進捗状況
の評価、重要な事項の調査
審議をしていただく男女共同
参画審議会の委員を募集し
ます。
対　象　市内に在住、在勤、
在学している18歳以上の方

※国、地方公共団体の議員および
常勤の公務員の方を除く。

任　期　平成27年4月から2
年間

※審議会は、年数回程度、原則火
～金曜日の昼間に開催します。

※本市規定に基づき報酬を支払
います。

定　員　2人程度
応募方法　2月18日㈬（必着）
までに、応募申込書に必要

事項を記入し、｢男女共同
参画社会の実現に向けて
～私の提案～｣をテーマに
800字程度にまとめた作文
を添えて、郵送･ファクス･電
子メールまたは直接男女共
同参画課へ

選　考　応募申込書、作文、面
接により行います。面接日時は
後日応募者に連絡します。

※応募申込書は、男女共同参画
センター窓口またはホーム
ページ(　http://www.danjo

　kyodosankaku.city.suzuka.
　lg.jp/)で入手できます。

　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
計画を策定するに当たり、審
議会を開催します。傍聴できま
すので、ぜひお越しください。
と　き　2月4日㈬　9時30分
～12時

ところ　市役所本館　6階
庁議室

内　容　新計画の策定方針
ほか

定　員　5人程度（先着順）
申込み　9時から9時20分ま
で、会場で受け付け

　農林業センサスは農林業
を営むすべての皆さんを対象
に5年ごとに行う大切な調査
です。皆さんの協力が今後の
農林業の発展につながりま
す。調査員が調査票を持って
お伺いしますので、回答をお

願いします。
※国や県が行う統計調査は、顔写
真入りの｢調査員証｣を持った
調査員が訪問します。電話や電
子メールで回答をお願いするこ
とはありません。

　農業者年金の経営移譲年
金を受給されている方は、農
業所得確定申告名義をはじ
め、農業共済関係名義、経営
所得安定対策交付金対象者
名義、土地改良区組合員名
義、農業協同組合員名義など
を後継者の名義にする必要
があります。
　これらを、後継者名義でなく
受給者名義にした場合、農業
者年金が支給停止になります
のでご注意ください。

◆休日窓口

と　き　1月25日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　1月29日㈭･30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。

鈴鹿市男女共同参画
審議会委員を募集します

男女共同参画課

 381-3113 　381-3119

  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

2015年農林業センサスに
ご協力ください

企画課　 382-7676　 382-9040

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

第2期鈴鹿市地域福祉
計画策定に関する
アンケート調査に
ご協力ください

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

新たな中･長期的計画の
策定に関する審議会
(第1回)の傍聴ができます
企画課　 382-9038　 382-9040

農業者年金の
経営移譲に伴う

農業後継者名義による
手続きをお忘れなく

農業委員会事務局

 382-9018 　382-7610

くらしの情報くらしの情報
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2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

企画課　 382-9038　 382-9040

下水道事業受益者負担金
の単位負担金額が
決定しました

下水維持課 　382-9026 　384-3938

中小企業者向け融資制度
利子の一部と保証料を

補給します
商業観光課　 382-9016　 382-0304

　2月7日は｢北方領土の日｣
です。また、2月は北方領土
問題に対する国民の理解を
さらに深め、全国的な北方領
土返還要求運動の一層の
推進を図ることを目的とした
全国強調月間です。

　平成27年度単位負担金額
は400円です。
　平成27年度に公共下水道
が利用できる予定の区域内に
土地を所有している方は、受
益者負担金を納めていただき
ます。
　負担金は、宅地･農地･駐車
場など利用状況に関係なく、す
べての土地が対象になり、その
土地に対して一度限り賦課さ
れます。負担金の額は、単位負
担金額（1㎡当たりの額）に土
地の面積を乗じた額（例：対象
となる土地が200㎡の場合、
400円×200㎡＝8万円）になりま
す。
　対象者には、4月上旬に受
益者負担金賦課対象土地通
知書を送付します。

　特定の融資制度について、
前年までに支払った借入金
利子の一部と保証料を補給
しています。該当する方には、
必要書類を送付しますので、

申請期間内に所定の手続き
をしてください。
対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小企
業者で、返済を滞りなく行
い、市税を滞納していない
方

補給対象資金･補給額

○三重県小規模事業資金
（運転資金）…保証料全額
（5年以内）
○三重県小規模事業資金
（設備資金）…保証料全
額、支払い利子の一部（7
年以内）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）…支払利
子の一部（10年以内）
○日本政策金融公庫生活衛
生改善貸付（設備資金）…
支払利子の一部（10年以
内）

※( )内は補給対象期間
申込み　2月2日㈪から3月2日
㈪（土･日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分）までに
商業観光課へ

　犬や猫などのペットによる
鳴き声や、ふん害などの苦情
が多く寄せられています。飼
い主はマナーをよく守り、近隣
の迷惑にならないよう十分注
意しましょう。
○犬の放し飼いは大変危険
です。必ず鎖などでつなぎ
ましょう。放し飼いは県の条
例で禁止されています。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
や無駄吠えなどで近隣住

民の迷惑にならないようにし
ましょう。
○猫は、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を掛
けていることがあります。屋
内飼育に努めましょう。
○飼い主のいない猫に対し
て、安易に餌を与えている
だけでは、ふんや餌の食べ
残しなどが放置され、近隣
の住環境に悪影響を及ぼ
すことになります。無責任な
餌やりはやめましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒をみるのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなったら、
新しい飼い主を探すか県
鈴鹿保健所衛生指導課
（　382-8674）へご相談く
ださい。

※ペットを捨てることは法律で禁
止されており、100万円以下
の罰金に処せられる規定があ
ります。
○野犬の捕獲、犬の放し飼
い、ペットの失踪照会、犬や
猫の適正飼養などに関する
相談は、県鈴鹿保健所衛
生指導課へお問い合わせ
ください。
○狂犬病予防法により犬の飼
い主は、犬の登録と毎年の
狂犬病予防注射が義務付
けられています。また、繁殖
を望まない犬や猫の場合
は、避妊（不妊）・去勢手術
を受けましょう。手術費の一
部について助成を受けられ
る場合があります。

※詳しくは環境政策課まで。予算
がなくなり次第終了となります
ので、ご注意ください。

ペットのしつけと
飼い主のマナーを
守りましょう

環境政策課　 382-9014　 382-2214

電　話 電子メール ホームページファクス
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　多言語のパンフレットも配布
します。当日は託児もできます。
ぜひご参加ください。
対　象　ポルトガル語、スペイ
ン語、フィリピノ語、英語、中
国語を母国語とする方

と　き　2月7日㈯　13時30
分～15時30分

ところ　牧田コミュニティセン
ター（平田東町5-10）

講　師　三重県消費生活セ
ンター職員、三重県国際交
流財団職員

参加料　無料
主　催　三重県
申込み　1月28日㈬までに、電
話またはファクスで三重県
国際交流財団（M I EF）
（　059-223-5006　059-
　223-5007）へ

　協会賛助会員などが、国際
交流・国際親善･多文化共生
などを目的とする活動に、1団体
10万円を上限に支援します。
※賛助会員にはいつでも加入で
きます。賛助会費は企業･団体
1万円、個人2,000円です。

対　象　団体･企業賛助会
員、個人の賛助会員5人以
上で構成する団体、協会に
ボランティア登録している人
数5人以上で構成する団体

対象事業　平成27年度に実施

予定の事業で、参加の機会
が市民に開かれていること。
詳細は、事業支援補助金交
付要綱に基づきます。

募集数　6団体以内
申込み　3月13日㈮までに事
業計画書と収支予算書を、
鈴鹿国際交流協会へ直接
提出

　白子有数の型紙問屋であ
った寺尾家には、江戸時代か
ら伝わる古文書や型紙が残さ
れ、型紙の歴史を知る上で貴
重な財産となっています。今回
は、｢寺尾家歴史資料｣が鈴
鹿市有形文化財に指定され
たことを記念して、寺尾家に
残された資料の一部を展示
し、紹介します。
と　き　1月22日㈭～4月12日
㈰　10時～16時　

※月曜･火曜･第3水曜日は休館日
ところ　伊勢型紙資料館

　人は古来より鈴の音に魅せ
られてきました。鈴鹿の｢鈴｣に
ちなんだ展示です。
と　き　1月24日㈯～3月15日㈰
ところ　考古博物館　
※休館日を確認の上、お越しくだ

さい。
◆寺院･官衙シリーズ講演会

｢近江の都と国府｣

と　き　2月1日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　平井美典さん（滋賀
県文化財保護協会）

参加料　無料

　ふたご座にまつわるギリシャ
神話などの冬の星座解説と、
新見南吉の「手ぶくろを買い
に」を迫力あるプラネタリウム
で投映します。寒い冬にぜひ
見ていただきたい、子ぎつねと
人間の心温まる作品です。 
と　き　3月8日㈰まで
　10時30分から、13時30分
から、15時から

定　員　各回180人　

　乳幼児の発達について学
びながら、参加者の皆さんと
語らいます。
対　象　乳幼児の保護者
と　き　2月3日㈫　10時～
11時30分

ところ　子育て支援センター

国際交流などを実施する
団体の活動を支援します

(公財)鈴鹿国際交流協会

 383-0724 　383-0639

外国人住民向け
契約トラブル防止研修会

を開催します

市民対話課　 382-9058　 382-7660

舞台発表をします。ロビーには、
毎日の授業で取り組んだ絵画、
書道、工作などを展示します。
と　き　2月14日㈯　9時30
分～12時30分（作品展は9
時～15時）

ところ　市民会館　
入場料　無料

　少子高齢化が進む中、社会
的孤立が社会問題となってい
ます。孤立を生まないために
は、また孤立してしまった方に
対しては、地域でどう見守り、ど
う支援をしていけばいいのか、
皆さんで考えてみましょう。
と　き　2月24日㈫　14時～
15時30分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容　社会的孤立の現状
～地域で考えなければなら
ないこと～

講　師　和田行男さん
定　員　500人
参加料　無料
申込み　不要

　子どもの病気はすぐに症状
が変わるので、どうしたらいい
か慌ててしまうことはありませ
んか。そんな時に知っておくと
安心な、受診する目安や家庭
でできる応急手当を小児科の
先生から学びましょう。
※講演会終了後、個別相談もあり
ます。1人15分・2人まで。要予約

対　象　お子さんをお持ちの

保護者の方
と　き　3月5日㈭　10時～
11時15分

ところ　保健センター　2階
すこやかホール

講　師　駒田幹彦さん（小児
科医師）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月20日㈫から電話
で健康づくり課へ（個別相
談は2月27日㈮まで）

　幼児･小学校低学年の子
どもとその家族を対象にした日
帰りのデイキャンプです。忙し
くて週末連休が取れない方も
気軽に参加できます。簡単で
楽しいアウトドアクッキングやキ
ャンドルファイヤーなどを家族
で楽しんで思い出を増やしま
せんか。
対　象　保育園・幼稚園児
（年中･年長）～小学1年生
とその保護者
※年少以下の付き添い参加は不可
と　き　3月7日㈯　9時30分
～15時30分ごろを予定

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

定　員　20家族程度（応募
多数の場合は抽選）

参加料　子ども1人1,000円、保
護者1人1,500円

申込み　1月19日㈪～2月9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、住所･氏名を記
入）を添えて持参か郵送で鈴
鹿青少年センターへ

くらしの情報くらしの情報

催 し 物

伊勢型紙資料館
寺尾家資料展

文化課　 382-9031　 382-9071

子育て支援セミナー第2回
｢信頼やスキンシップを
深める子育て｣

～こころと体の緊張をほぐす～

児童保育課　 382-7661　 382-7607

プラネタリウム冬の番組
｢手ぶくろを買いに｣

文化会館　 382-8111　 382-8580

企画展｢鈴｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986
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予定の事業で、参加の機会
が市民に開かれていること。
詳細は、事業支援補助金交
付要綱に基づきます。

募集数　6団体以内
申込み　3月13日㈮までに事
業計画書と収支予算書を、
鈴鹿国際交流協会へ直接
提出

　白子有数の型紙問屋であ
った寺尾家には、江戸時代か
ら伝わる古文書や型紙が残さ
れ、型紙の歴史を知る上で貴
重な財産となっています。今回
は、｢寺尾家歴史資料｣が鈴
鹿市有形文化財に指定され
たことを記念して、寺尾家に
残された資料の一部を展示
し、紹介します。
と　き　1月22日㈭～4月12日
㈰　10時～16時　

※月曜･火曜･第3水曜日は休館日
ところ　伊勢型紙資料館

　人は古来より鈴の音に魅せ
られてきました。鈴鹿の｢鈴｣に
ちなんだ展示です。
と　き　1月24日㈯～3月15日㈰
ところ　考古博物館　
※休館日を確認の上、お越しくだ

さい。
◆寺院･官衙シリーズ講演会

｢近江の都と国府｣

と　き　2月1日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　平井美典さん（滋賀
県文化財保護協会）

参加料　無料

　ふたご座にまつわるギリシャ
神話などの冬の星座解説と、
新見南吉の「手ぶくろを買い
に」を迫力あるプラネタリウム
で投映します。寒い冬にぜひ
見ていただきたい、子ぎつねと
人間の心温まる作品です。 
と　き　3月8日㈰まで
　10時30分から、13時30分
から、15時から

定　員　各回180人　

　乳幼児の発達について学
びながら、参加者の皆さんと
語らいます。
対　象　乳幼児の保護者
と　き　2月3日㈫　10時～
11時30分

ところ　子育て支援センター

りんりん　ホール　
講　師　中川一郎さん（臨床
心理士）

定　員　35人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月20日㈫から27日
㈫までに、電話で子育て支
援センターりんりん（ 　
372-3303）へ

託　児　有り（30人程度　要
予約）

　｢地域共生と世界平和に関
する日仏瑞三都市共同宣言｣
の記念事業として、平成26年
11月1日に本市、ル･マン市（フ
ランス）、ユースダール市（スウ
ェーデン）の三都市が参加し、
難民受入れから地域共生を
考える円卓会議を実施しまし
た。その会議内容を受け、地
域における国際協力・国際貢
献・多文化共生について語る
会を開催します。
と　き　2月4日㈬　17時～
19時

ところ　市役所本館　1階
市民ロビー

内　容　
○第1部　橋本直子さん（国
際移住機関プログラムマネ
ージャー）によるインターネッ
ト講演会
○第2部　西村訓弘さん（三
重大学副学長）と本市自主
研究グループによる座談会

　特別支援学級在籍児童生徒
が、中学校区別にダンスなどの

舞台発表をします。ロビーには、
毎日の授業で取り組んだ絵画、
書道、工作などを展示します。
と　き　2月14日㈯　9時30
分～12時30分（作品展は9
時～15時）

ところ　市民会館　
入場料　無料

　少子高齢化が進む中、社会
的孤立が社会問題となってい
ます。孤立を生まないために
は、また孤立してしまった方に
対しては、地域でどう見守り、ど
う支援をしていけばいいのか、
皆さんで考えてみましょう。
と　き　2月24日㈫　14時～
15時30分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容　社会的孤立の現状
～地域で考えなければなら
ないこと～

講　師　和田行男さん
定　員　500人
参加料　無料
申込み　不要

　子どもの病気はすぐに症状
が変わるので、どうしたらいい
か慌ててしまうことはありませ
んか。そんな時に知っておくと
安心な、受診する目安や家庭
でできる応急手当を小児科の
先生から学びましょう。
※講演会終了後、個別相談もあり
ます。1人15分・2人まで。要予約

対　象　お子さんをお持ちの

保護者の方
と　き　3月5日㈭　10時～
11時15分

ところ　保健センター　2階
すこやかホール

講　師　駒田幹彦さん（小児
科医師）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月20日㈫から電話
で健康づくり課へ（個別相
談は2月27日㈮まで）

　幼児･小学校低学年の子
どもとその家族を対象にした日
帰りのデイキャンプです。忙し
くて週末連休が取れない方も
気軽に参加できます。簡単で
楽しいアウトドアクッキングやキ
ャンドルファイヤーなどを家族
で楽しんで思い出を増やしま
せんか。
対　象　保育園・幼稚園児
（年中･年長）～小学1年生
とその保護者
※年少以下の付き添い参加は不可
と　き　3月7日㈯　9時30分
～15時30分ごろを予定

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

定　員　20家族程度（応募
多数の場合は抽選）

参加料　子ども1人1,000円、保
護者1人1,500円

申込み　1月19日㈪～2月9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、住所･氏名を記
入）を添えて持参か郵送で鈴
鹿青少年センターへ

鈴鹿市自治会連合会
講演会

｢社会的孤立の現状｣

地域課　 382-8695　 382-2214国際協力･国際貢献･
多文化共生を語る会

市民対話課　 382-9058　 382-7660

市内特別支援学級連合
｢卒業生を送る会｣｢作品展｣

教育指導課　 382-9028　 383-7878

講演会
｢上手な病院のかかり方｣

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

親子deキャンプ

県立鈴鹿青少年センター

 378-9811 　378-9809

電　話 電子メール ホームページファクス
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と　き　2月7日㈯　10時～
15時（雨天決行）

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　体育館

内　容

○100ブースのフリーマーケット
○ラーメン、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（骨盤矯正
体験など）
○SSGスポーツクラブ発表会
（10時30分から）
○よさこいチーム飃～FREE-
DOM～による演技（13時から）

入場料　無料

　学校、病院、工場、事業所、
イベントホール、百貨店など多
くの人が出入りし、勤務し、ま
たは居住する建物には、建物
の用途･規模･収容人員に応
じて、防火管理者を置かなけ
ればなりません。
と　き　
○甲種新規:2月19日㈭･20日
㈮　9時～15時30分
○乙種:2月19日㈭　9時～15
時30分

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種･乙種あわせて
80人（先着順）

参加料　3,650円（テキスト代）

申込み

○市内在住または市内の事
業所に勤務する方

※市外の事業所で鈴鹿市防火協
会員を含む

　1月26日㈪～2月6日㈮（土･
日曜日を除く）　8時30分～
17時15分
○上記以外の方
　2月2日㈪～2月6日㈮　8時
30分～17時15分

※所定の申込用紙に必要事項を
記入し、裏面に氏名を記載した
写真(縦4.5cm・横3.5cm、正面
上三分身、デジタル写真可)を
貼付し、上記期間中に直接予
防課へ

※申込用紙は予防課に置くほか、
市ホームページトピックスから
入手できます。

※電話による予約はできません。

　図書の修理技術向上を目指
して、ボランティアの育成講座を
開催します。
対　象　修理ボランティアとし
て活動中の方、これから活
動しようと考えている方

と　き　2月6日㈮　10時～
12時

ところ　図書館　視聴覚室
定　員　20人
受講料　無料
申込み　図書館1階ロビーに設
置する申込書に記入の上、直
接提出またはファクス・電子メ
ールのいずれかで

　パパが子育てに関わると子ど
もの健やかな成長･発達にプラ
スになると言われています。子ど
もへの読み聞かせのポイントに
関する講義により、読み聞かせ
の楽しさを体験しましょう。また、
子育てにおける本の役割などを
理解しましょう。
　別室で、ボランティアによる読
み聞かせや手遊びを同時開催し
ますので、家族でお越しください。
対　象　市内在住の3歳未
満のお子さんの父親

と　き　2月15日㈰　10時～
11時30分

ところ　図書館　2階会議室
講　師　木村由美子さん
（JPIC読書アドバイザー）
定　員　25人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月21日㈬9時から
電話で図書館へ

対　象　一般の方
と　き　2月21日㈯　14時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学
　白子キャンパス　6号館
6 1 0 1講義室（南玉垣町
3500番地3）

テーマ　｢少子高齢化社会を
考える　～スウェーデンの
福祉から学ぶもの～｣

講　師　栗原正明さん（県健
康福祉部子ども家庭局次長）

定　員　300人（席に余裕が
ある場合は当日参加も可）

参加料　無料
申込み　氏名（ふりがな）、連絡
先（電話、ファクス、電子メール
アドレスなど）を記入の上、ファ

クス（　383-9666）で鈴鹿医
療科学大学へ

※ファクスを利用できない方は下
記へお問い合わせください。

問合せ　鈴鹿医療科学大学
医療福祉学科（　383-8991）

申込み　1月21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

◆運動と英語のジーウィ教室 
対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　2月4日㈬　11時～
12時

定　員　20組　（先着順）
参加料　1,250円
◆アイシング教室 
　クッキーをアイシングでデコ
レーションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　2月6日㈮　10時30
分～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト技能講習を除く）。事前
に電話でお問い合わせの
上、訓練センターの窓口へ

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座　
と　き　学科：2月23日㈪･24日
㈫、実技：2月25日㈬･26日㈭･
27日㈮の中から選択受講　8
時45分～17時

受講料　1万800円（別途教材
費1,645円）

◆粉じん作業特別教育

　労働安全衛生法｢粉じん作

業特別教育修了証｣取得講座
と　き　3月3日㈫　9時50分
～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法｢低圧電気取
扱特別教育修了証｣取得講座
と　き　学科：3月4日㈬、実
技：3月5日㈭･6日㈮のいずれ
かを選択　8時30分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費648円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
お持ちの方

と　き　学科：3月10日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス　3月11日㈬～13日㈮、Ⅱ
コース　3月17日㈫～19日
㈭　8時～17時15分

受講料　2万8,000円

申込み　上記2コースを2月2
日㈪から受け付け

催 し 物

第10回フリーマーケット

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

 372-8850 　372-3722

図書修理ボランティア
育成講座

図書館 　382-0347 　382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

｢育パパ｣読み聞かせ講座Ⅱ

図書館　 382-0347　 382-4000

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

鈴鹿医療科学大学
医療福祉学科

第1回市民公開講座

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

くらしの情報くらしの情報

講座・教室

防火管理講習
(甲種新規・乙種)

予防課　 382-9157　 383-1447
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申込み

○市内在住または市内の事
業所に勤務する方

※市外の事業所で鈴鹿市防火協
会員を含む

　1月26日㈪～2月6日㈮（土･
日曜日を除く）　8時30分～
17時15分
○上記以外の方
　2月2日㈪～2月6日㈮　8時
30分～17時15分

※所定の申込用紙に必要事項を
記入し、裏面に氏名を記載した
写真(縦4.5cm・横3.5cm、正面
上三分身、デジタル写真可)を
貼付し、上記期間中に直接予
防課へ

※申込用紙は予防課に置くほか、
市ホームページトピックスから
入手できます。

※電話による予約はできません。

　図書の修理技術向上を目指
して、ボランティアの育成講座を
開催します。
対　象　修理ボランティアとし
て活動中の方、これから活
動しようと考えている方

と　き　2月6日㈮　10時～
12時

ところ　図書館　視聴覚室
定　員　20人
受講料　無料
申込み　図書館1階ロビーに設
置する申込書に記入の上、直
接提出またはファクス・電子メ
ールのいずれかで

　パパが子育てに関わると子ど
もの健やかな成長･発達にプラ
スになると言われています。子ど
もへの読み聞かせのポイントに
関する講義により、読み聞かせ
の楽しさを体験しましょう。また、
子育てにおける本の役割などを
理解しましょう。
　別室で、ボランティアによる読
み聞かせや手遊びを同時開催し
ますので、家族でお越しください。
対　象　市内在住の3歳未
満のお子さんの父親

と　き　2月15日㈰　10時～
11時30分

ところ　図書館　2階会議室
講　師　木村由美子さん
（JPIC読書アドバイザー）
定　員　25人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月21日㈬9時から
電話で図書館へ

対　象　一般の方
と　き　2月21日㈯　14時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学
　白子キャンパス　6号館
6 1 0 1講義室（南玉垣町
3500番地3）

テーマ　｢少子高齢化社会を
考える　～スウェーデンの
福祉から学ぶもの～｣

講　師　栗原正明さん（県健
康福祉部子ども家庭局次長）

定　員　300人（席に余裕が
ある場合は当日参加も可）

参加料　無料
申込み　氏名（ふりがな）、連絡
先（電話、ファクス、電子メール
アドレスなど）を記入の上、ファ

クス（　383-9666）で鈴鹿医
療科学大学へ

※ファクスを利用できない方は下
記へお問い合わせください。

問合せ　鈴鹿医療科学大学
医療福祉学科（　383-8991）

申込み　1月21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

◆運動と英語のジーウィ教室 
対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　2月4日㈬　11時～
12時

定　員　20組　（先着順）
参加料　1,250円
◆アイシング教室 
　クッキーをアイシングでデコ
レーションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　2月6日㈮　10時30
分～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト技能講習を除く）。事前
に電話でお問い合わせの
上、訓練センターの窓口へ

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座　
と　き　学科：2月23日㈪･24日
㈫、実技：2月25日㈬･26日㈭･
27日㈮の中から選択受講　8
時45分～17時

受講料　1万800円（別途教材
費1,645円）

◆粉じん作業特別教育

　労働安全衛生法｢粉じん作

業特別教育修了証｣取得講座
と　き　3月3日㈫　9時50分
～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法｢低圧電気取
扱特別教育修了証｣取得講座
と　き　学科：3月4日㈬、実
技：3月5日㈭･6日㈮のいずれ
かを選択　8時30分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費648円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
お持ちの方

と　き　学科：3月10日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス　3月11日㈬～13日㈮、Ⅱ
コース　3月17日㈫～19日
㈭　8時～17時15分

受講料　2万8,000円

申込み　上記2コースを2月2
日㈪から受け付け

スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

 392-7071　 372-2260

鈴鹿地域職業訓練センター
2･3月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

電　話 電子メール ホームページファクス
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市政に対するご意見などは、市民対話課へ

〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

江島に子ども図書館があると聞いたの
ですが？

中江島町にある江島カルチャーセンタ
ーの1階に、児童書を中心に約1万冊

の本を揃えた図書室があります。主に小学生
以下のお子さんとその保護者向けに、本を取
り揃えています。市立図書館の貸出カードを
使って、一度に5冊まで2週間借りることがで
きます。室内はカーペット敷きで、くつろいで本
を読むことができ、また、毎月1回、第2土曜日
の11時からは、2階のギャラリーで、絵本の読
み聞かせや手遊びなどを行っており、毎回と

ても好評です。どうぞご利用ください。
江島カルチャーセンター　　387-0665
ところ　中江島町3-27　開館時間　9時～17時
休館日　火曜日と第1･第3月曜日（祝日の場合
は開館）

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などに

より届けられた皆さんのご意見と、それに対する市

の回答を紹介します。

江島カルチャーセンター 図書室について

図書館　 382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp
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