
　　

　鈴鹿商工会議所では、市の
補助金を受け、市内経済の好
循環の拡大を目的に、地域活
性化商品券（プレミアム付き商
品券）の発行を計画していま
す。商品券は、1枚1,000円券
12枚1冊を1万円で販売し、6万
5,000冊を発行する予定です。
　商品券が利用できる市内
の小売店、飲食店などを募集
しますので、ぜひご登録くださ
い。登録された店舗情報は、
商工会議所ホームページなど
で周知する予定です。
　商品券の販売開始時期は7
月上旬、使用期限は11月末の
予定です。登録取扱店の要件
や応募方法など詳しくは下記
へお問い合わせください。
※商品券の購入方法などは、6月
5日号折込チラシでお知らせし
ます。

問合せ　鈴鹿商工会議所
（　382-3222）

　商品券取扱事業者による住
宅リフォーム等工事で使用でき
るプレミアム付き商品券の購入
仮申込みを、下記のとおり受け
付けます。リフォームを計画中の
方は、ぜひご検討ください。
※購入希望が商品券発行枚数を
超過することが見込まれるため、
仮申込みを行い、購入対象者を

決定する抽選を行う予定です。
申込期間　5月1日㈮～6月30
日㈫（土･日曜日、祝日を除く
8時30分～17時15分）

申込条件（次のすべてに該当
すること）
・商品券取扱事業者によるリ
フォーム工事であること
・市内に住民登録があり、自
己が現に居住する住宅をリ
フォームすること
・対象工事費が税込み11万
円以上であること
・着工が平成27年7月31日
以降で、支払いまで含めた
完了が平成28年1月30日ま
でであること

申込方法　仮申込書に商品
券取扱事業者の見積書を
添付して、直接産業政策課
窓口（市役所本館7階74番
窓口）へ

※取扱事業者は、市ホームページ
に掲載します。

※事業の詳しい内容や今後の流
れについて、5月5日号や市ホー
ムページでお知らせします。

　鈴鹿市交通安全都市推進
協議会では、交通安全知識
の普及と交通安全意識の高
揚を図り、交通事故を防止す
るため、交通教育指導員を募
集します。
　交通教育指導員は、主に
幼稚園、小中学校や老人会
などを対象に、交通安全教育
や交通啓発活動を行います。
　市内の交通事故を抑止す
るために協力いただける方の
応募をお待ちしています。

任　期　2年間（再委嘱あり）
活動内容

○交通安全教室　交通安全
講話（腹話術、パネルシアタ
ーなど）、自転車の乗り方指
導、交差点の横断要領を始
めとする歩き方指導　など
○交通安全啓発活動
※季節によって異なりますが、1人
当たり月4回程度

定　員　2人程度
報酬（交通費含む）

◯交通安全教室 5,000円（1回）
◯研修 3,000円（1回）
申込み　4月20日㈪から5月
15日㈮までに、市ホームペ
ージまたは地域課窓口に備
え付けの応募用紙に必要
事項を記入の上、郵送･電
子メール･直接窓口のいず
れかで地域課へ

　本市の公共施設の保有状
況や、今後の施設の更新費
用の見込みなどを、さまざまな
視点から検証し、公共施設の
現状を｢見える化｣するため、
「公共施設マネジメント白書｣
を作成しました。
　今後、白書を活用し、将来
を見据えた公共施設等のあり
方について考えていきます。
※白書の内容については、市政情
報課情報公開コーナー(市役所
本館4階)、または市ホームペー
ジでご覧ください。

◆公共施設マネジメントとは

　地方公共団体などが所管
する公共施設を自治体経
営の視点から、総合的、統
括的に管理･運営･活用す
る仕組みです。

くらしの情報くらしの情報

公共施設マネジメント
白書を作成しました

企画課　 382-9038　 382-9040

交通教育指導員第4期生
を募集します

地域課　 382-9022　 382-2214

　 chiiki@city.suzuka.lg.jp地域消費喚起型
住宅リフォーム等商品券
の購入仮申込みを
受け付けます

産業政策課　 382-8698　 382-0304

プレミアム付き商品券の
登録取扱店を募集します

商業観光課　 382-9016　 382-0304
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対　象　次のすべてに該当
する方
○昭和16年4月3日から昭和
60年4月2日生まれの方（平
成27年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
○平成26年4月1日から平成
27年3月31日の1年間を通
じて鈴鹿市国民健康保険
に加入していて、その期間
の国民健康保険税の滞納
がない方
○平成27年4月1日現在、鈴
鹿市国民健康保険に加入
していて、人間ドック受診時
も継続して加入している方

と　き　7月1日㈬～11月30日㈪
ところ　市内の受託医療機関
内　容　問診、身体計測、理
学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー｛CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125｝を含む）、胸部レン
トゲン、胃検査（胃部レントゲ
ンまたは胃カメラ）　　
※受診場所や詳しい検査項目は、
4月20日号回覧チラシをご覧く
ださい。

定　員　2 ,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,500円
申込み　4月20日㈪から5月11
日㈪までに直接、保険年金
課か地区市民センターへ。
または、はがきか封筒で、
「人間ドック受診希望」、保
険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、

電話番号を記入の上、保
険年金課（〒513 -8701　
神戸1-18-18）へ

※電話、ファクス、電子メールでは
受け付けません。

※人間ドック受診券などの郵送は
6月下旬の予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、国保人間
ドックと同時期に特定健康診査
（申込みは不要）を実施します
ので、どちらかを受診してくだ
さい。

　特別児童扶養手当とは、障
がいがある20歳未満の児童
を養育し、市内に住所があり、
所得が国の定める限度額未
満の方に対する手当です。詳
しくはご相談ください。
対　象　国内に住所があり、
施設などに入所しておら
ず、国が定める障がいの程
度に該当し、障がいを支給
事由とする公的年金を受け
取ることができない方

障がい程度（目安）

○身体障害者手帳　1～3級
･4級の一部
○療育手帳　A1（最重度）･
A2（重度）･B1（中度）･B2
（軽度）の一部
○精神障害者保健福祉手帳
　1･2級の一部

手当月額（児童1人あたり）

1級：5万1,100円
2級：3万4,030円

　障がいがある方に対する手

当を紹介します。詳しくはご相
談ください。
※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障が
い別）により判定します。

※既に受給認定されている方は
申請不要です。

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活で常時特別の
介護を必要とする方

障がい程度　身体障害者手
帳1級、療育手帳A1（最重
度）、精神障害者保健福祉
手帳1級

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、障がいを支給事由とす
る年金などを受給をしている方
は対象外です。

手当月額　1万4,480円
◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活で常時特
別の介護を必要とする在宅
の方

障がい程度　身体障害者手
帳1級程度、療育手帳A1
（最重度）程度、精神障害
者保健福祉手帳1級程度
の障がいが重複している
方、または重複障がいと同
等の障がいのある方

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、病院などに3カ月を超
えて継続入院をしている方は
対象外です。

手当月額　2万6,620円

　公園内での犬や猫などの
ペットのマナーやルールについ
て、公園利用者や近隣住人
の迷惑やトラブルにならないよ
う、次の点に注意しましょう。
○公園内で犬の首輪のリード
を外して、犬を放さないでく
ださい。他の利用者に大変
迷惑となり、危険となる場合
があります。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、公園に
よっては犬の散歩を禁止し
ている所があります。注意看

板をよく確認してください。
※2月に新たに開園した「桜の森
公園」は、人気があり、たくさん
の利用者のため、幼児などの安
全安心を考えて、ペットの立入
りは禁止となっていますのでご
注意ください。

○公園にいる猫に対して、安
易に餌を与えないでくださ
い。餌を与えることにより集
まる猫のふんや餌の食べ残
しにより、他の利用者の迷
惑になります。また、近隣住
宅の住環境に悪影響を及
ぼすことにもなります。無責
任な餌やりはやめましょう。

と　き　5月7日㈭　10時～
12時

ところ　市役所本館　5階
502･503会議室

定　員　10人（超過の場合
は抽選）

申込み　当日9時5 5分まで
会議室前で傍聴整理券を
配布

特別児童扶養手当の
ご案内

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

障害児福祉手当･
特別障害者手当のご案内
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

鈴鹿市国保人間ドック
受診者を募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

くらしの情報くらしの情報
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電話番号を記入の上、保
険年金課（〒513 -8701　
神戸1-18-18）へ

※電話、ファクス、電子メールでは
受け付けません。

※人間ドック受診券などの郵送は
6月下旬の予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、国保人間
ドックと同時期に特定健康診査
（申込みは不要）を実施します
ので、どちらかを受診してくだ
さい。

　特別児童扶養手当とは、障
がいがある20歳未満の児童
を養育し、市内に住所があり、
所得が国の定める限度額未
満の方に対する手当です。詳
しくはご相談ください。
対　象　国内に住所があり、
施設などに入所しておら
ず、国が定める障がいの程
度に該当し、障がいを支給
事由とする公的年金を受け
取ることができない方

障がい程度（目安）

○身体障害者手帳　1～3級
･4級の一部
○療育手帳　A1（最重度）･
A2（重度）･B1（中度）･B2
（軽度）の一部
○精神障害者保健福祉手帳
　1･2級の一部

手当月額（児童1人あたり）

1級：5万1,100円
2級：3万4,030円

　障がいがある方に対する手

当を紹介します。詳しくはご相
談ください。
※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障が
い別）により判定します。

※既に受給認定されている方は
申請不要です。

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活で常時特別の
介護を必要とする方

障がい程度　身体障害者手
帳1級、療育手帳A1（最重
度）、精神障害者保健福祉
手帳1級

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、障がいを支給事由とす
る年金などを受給をしている方
は対象外です。

手当月額　1万4,480円
◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活で常時特
別の介護を必要とする在宅
の方

障がい程度　身体障害者手
帳1級程度、療育手帳A1
（最重度）程度、精神障害
者保健福祉手帳1級程度
の障がいが重複している
方、または重複障がいと同
等の障がいのある方

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、病院などに3カ月を超
えて継続入院をしている方は
対象外です。

手当月額　2万6,620円

　公園内での犬や猫などの
ペットのマナーやルールについ
て、公園利用者や近隣住人
の迷惑やトラブルにならないよ
う、次の点に注意しましょう。
○公園内で犬の首輪のリード
を外して、犬を放さないでく
ださい。他の利用者に大変
迷惑となり、危険となる場合
があります。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、公園に
よっては犬の散歩を禁止し
ている所があります。注意看

板をよく確認してください。
※2月に新たに開園した「桜の森
公園」は、人気があり、たくさん
の利用者のため、幼児などの安
全安心を考えて、ペットの立入
りは禁止となっていますのでご
注意ください。

○公園にいる猫に対して、安
易に餌を与えないでくださ
い。餌を与えることにより集
まる猫のふんや餌の食べ残
しにより、他の利用者の迷
惑になります。また、近隣住
宅の住環境に悪影響を及
ぼすことにもなります。無責
任な餌やりはやめましょう。

と　き　5月7日㈭　10時～
12時

ところ　市役所本館　5階
502･503会議室

定　員　10人（超過の場合
は抽選）

申込み　当日9時5 5分まで
会議室前で傍聴整理券を
配布

鈴鹿市子ども･子育て会議
（第10回）が傍聴できます
児童保育課　 382-7606　 382-7607

公園内でのペットの
マナーやルールを
守りましょう

市街地整備課　 382-9025　 382-7615

管財営繕課　 382-9675　 382-8188

　一般競争入札を行ったのち、随時売却して
いる物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望さ
れる方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みくだ
さい。

申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社
事務局）　へ

※先着順での申込み受付となりますので、売却済み
の場合はご容赦ください。

※郵送による申込みはできません。

市有地と鈴鹿市土地開発公社所有地を先着順で売却しています

物件 所　在　地 地目 地　積 用　途　地　域 売　却　価　格

磯山二丁目1979番1 準工業地域

準工業地域

準工業地域

準工業地域

第一種住居地域

第一種住居地域

第一種住居地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

宅地 257.51㎡ 679万円

392万2,000円

209万6,000円

190万円

260万円

385万4,000円

937万4,000円

394万8,000円

637万7,000円

96.23㎡

57.78㎡

74.80㎡

99.85㎡

131.41㎡

540.01㎡

249.80㎡

計194.99㎡

公衆用
道路
宅地

宅地

雑種地

宅地

宅地

宅地

雑種地

北玉垣町字細田1667番1

矢橋町字大日645番9

白子本町6307番5

寺家四丁目2957番2

寺家四丁目2961番1

寺家五丁目1675番1

寺家一丁目2076番104

神戸五丁目593番1外2筆

（A1）

（A2）

（A3）

（A5）

（A6）

（A7）

（A8）

（A9）

（A10）
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と　き　4月28日㈫･30日㈭　
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　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。

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○市内在住の交通遺児
○小･中学校に入学、または
中学校を卒業する生徒

支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

申込み　必要書類をすべて
添えて、三井住友信託銀行
リテール受託業務部公益
信託グループ（〒105-8574
　東京都港区芝3-33-1　
　03-5232-8910）へ

必要書類　所定の申請書（小
･中学校、学校教育課）、在
学証明書（小･中学校）、交
通事故証明書（警察署）、
交通事故により遺児となっ
たことを証明する住民票な
どの書類（市民課、地区市
民センターなど）

※（　）内は書類の発行機関
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で再申請される場合は、
交通事故証明書は不要です。

対　象　39歳までの無業状態
の若者とその家族･関係者

と　き　毎月第2･4水曜日　
13時～17時

ところ　市役所本館 7階701
ミーティングルーム

内　容　職業的自立に向け
た支援、キャリア･カウンセラ
ーによる個別面談（予約制
･無料）

問合せ　若者就業サポートス
テーション･みえ（　059 -
2 7 1 - 9 3 3 3（平日9時～18
時））

※ホームページ（　http://www.
mie-kinfukukyo.or.jp/sapo
stemie/）もご覧ください。

　平成33年に、三重県で第
76回国民体育大会（国体）が
開催される予定です。この国
体を盛り上げるために、三重
県では、国体の｢愛称｣と｢ス
ローガン｣を募集しています。
募集内容

○愛称　親しみやすく呼びや
すい、三重県らしさあふれる
言葉で表現した平成33年
に開催される国体の名称
○スローガン　三重県で開催
される国体の趣旨や目的、
国体に向けた想いを印象
づける言葉

発表･表彰　7月頃に入賞者
に直接連絡するほか、県ホ
ームページなどで公表。表
彰は別途通知します（最優
秀賞各1点5万円、優秀賞

各3点1万円）。
応募方法・問合せ　5月29日
㈮（当日消印有効）までに、
郵送・ファクス・ホームページ
申込みフォームから第76回
国民体育大会三重県準備
委員会事務局　愛称･スロ
ーガン募集係（〒514-8570 
津市広明町13番地
　　059-224-2998
　　059-224-3022　
　　http://www.pref.
　mie.lg.jp/D1SPORTS
　/aisho/）へ

と　き　5月16日㈯　9時～
11時（荒天時中止）

ところ　徳本御堂前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

主催･問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員
会　代表者　新田直人
（　385-0135）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します

　国指定天然記念物｢金生
水沼沢植物群落｣の観察会
を行います。第1回観察会で
は、レンゲツツジをご覧いただ
く予定です。
と　き　5月2日㈯　集合9時
30分、開始10時（少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受付後、沼沢
付近の駐車案内図を配布しま
す。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接、開催場所に来てくだ
さい。

定　員　25人
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレー、雨
具（雨天時のみ）

※沼沢内は地面がぬかるむところ
もありますので、長靴を着用し
てください。

申込み　4月20日㈪から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申込み可
※定員になり次第、締め切ります。
◆今年度の観察会日程

　6月6日㈯、7月4日㈯、8月8日
㈯、9月12日㈯、10月24日㈯

　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。
と　き　5月9日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
聴講料　無料
※説明会の参加者は、速報展、常
設展を無料で観覧できます。

　アウトドアを実際に体験しな
がらコツを学べる、初心者の
方にも安心な楽しい教室で
す。2コースを開催します。
※内容は天候などにより変更する
場合があります。

対　象　高校生以上で、野
外活動の指導、運営や補
助のボランティアに興味の
ある方、アウトドアをこれから
始めたいと思っている方

と　き　5月30日㈯ 時間は
下記参照

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺　　　　　　　

定　員　各20人
申込み　4月20日㈪から5月
13日㈬（17時必着）までに、
センター所定の申込書に必
要事項を記入して郵送かフ
ァクス、または直接持参で

◆目指せ 焚きつけ名人！野

外炊飯コース

（9時30分～14時30分予定）
　簡単に火が起こせる焚きつ
けのコツがマスターできます。
おいしいカレー･ごはん焚きの
コツも伝授します。
参加料　1,000円（昼食込み）
◆炎を操る！キャンプファ

イヤーコース

（16時～19時予定）
　敷居の高そうなキャンプファ
イヤーも準備や指導のポイント
を抑えれば大丈夫。安全面も
しっかり学べるので安心です。
参加料　1,000円

と　き　5月13日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館 さつきプラザ
内　容　｢片岡義男と映画｣ 
｢小林秀雄と宣長｣

講　師　福嶋礼子さん、津坂
治男さん

定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　住所、氏名、電話番
号を、はがき･ファクス･電子
メールなどで、（公財）鈴鹿
市文化振興事業団（〒513-
0802　飯野寺家町810）へ

※定員に満たない場合は、当日会
場で受け付けます。

※5月から11月（8月を除く）の第
二水曜日に開催。詳しくは、鈴
鹿市文化振興事業団まで

第76回国体の
愛称とスローガンを
募集しています

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

くらしの情報くらしの情報

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

　 385-0200　 385-4752

催 し 物

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金支給

のご案内
学校教育課　 382-7618　 382-9054

若者の就業支援のための
出張相談が受けられます
産業政策課　 382-8698　 382-0304
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対　象　39歳までの無業状態
の若者とその家族･関係者

と　き　毎月第2･4水曜日　
13時～17時

ところ　市役所本館 7階701
ミーティングルーム

内　容　職業的自立に向け
た支援、キャリア･カウンセラ
ーによる個別面談（予約制
･無料）

問合せ　若者就業サポートス
テーション･みえ（　059 -
2 7 1 - 9 3 3 3（平日9時～18
時））

※ホームページ（　http://www.
mie-kinfukukyo.or.jp/sapo
stemie/）もご覧ください。

　平成33年に、三重県で第
76回国民体育大会（国体）が
開催される予定です。この国
体を盛り上げるために、三重
県では、国体の｢愛称｣と｢ス
ローガン｣を募集しています。
募集内容

○愛称　親しみやすく呼びや
すい、三重県らしさあふれる
言葉で表現した平成33年
に開催される国体の名称
○スローガン　三重県で開催
される国体の趣旨や目的、
国体に向けた想いを印象
づける言葉

発表･表彰　7月頃に入賞者
に直接連絡するほか、県ホ
ームページなどで公表。表
彰は別途通知します（最優
秀賞各1点5万円、優秀賞

各3点1万円）。
応募方法・問合せ　5月29日
㈮（当日消印有効）までに、
郵送・ファクス・ホームページ
申込みフォームから第76回
国民体育大会三重県準備
委員会事務局　愛称･スロ
ーガン募集係（〒514-8570 
津市広明町13番地
　　059-224-2998
　　059-224-3022　
　　http://www.pref.
　mie.lg.jp/D1SPORTS
　/aisho/）へ

と　き　5月16日㈯　9時～
11時（荒天時中止）

ところ　徳本御堂前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

主催･問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員
会　代表者　新田直人
（　385-0135）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します

　国指定天然記念物｢金生
水沼沢植物群落｣の観察会
を行います。第1回観察会で
は、レンゲツツジをご覧いただ
く予定です。
と　き　5月2日㈯　集合9時
30分、開始10時（少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受付後、沼沢
付近の駐車案内図を配布しま
す。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接、開催場所に来てくだ
さい。

定　員　25人
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレー、雨
具（雨天時のみ）

※沼沢内は地面がぬかるむところ
もありますので、長靴を着用し
てください。

申込み　4月20日㈪から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申込み可
※定員になり次第、締め切ります。
◆今年度の観察会日程

　6月6日㈯、7月4日㈯、8月8日
㈯、9月12日㈯、10月24日㈯

　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。
と　き　5月9日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
聴講料　無料
※説明会の参加者は、速報展、常
設展を無料で観覧できます。

　アウトドアを実際に体験しな
がらコツを学べる、初心者の
方にも安心な楽しい教室で
す。2コースを開催します。
※内容は天候などにより変更する
場合があります。

対　象　高校生以上で、野
外活動の指導、運営や補
助のボランティアに興味の
ある方、アウトドアをこれから
始めたいと思っている方

と　き　5月30日㈯ 時間は
下記参照

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺　　　　　　　

定　員　各20人
申込み　4月20日㈪から5月
13日㈬（17時必着）までに、
センター所定の申込書に必
要事項を記入して郵送かフ
ァクス、または直接持参で

◆目指せ 焚きつけ名人！野

外炊飯コース

（9時30分～14時30分予定）
　簡単に火が起こせる焚きつ
けのコツがマスターできます。
おいしいカレー･ごはん焚きの
コツも伝授します。
参加料　1,000円（昼食込み）
◆炎を操る！キャンプファ

イヤーコース

（16時～19時予定）
　敷居の高そうなキャンプファ
イヤーも準備や指導のポイント
を抑えれば大丈夫。安全面も
しっかり学べるので安心です。
参加料　1,000円

と　き　5月13日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館 さつきプラザ
内　容　｢片岡義男と映画｣ 
｢小林秀雄と宣長｣

講　師　福嶋礼子さん、津坂
治男さん

定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　住所、氏名、電話番
号を、はがき･ファクス･電子
メールなどで、（公財）鈴鹿
市文化振興事業団（〒513-
0802　飯野寺家町810）へ

※定員に満たない場合は、当日会
場で受け付けます。

※5月から11月（8月を除く）の第
二水曜日に開催。詳しくは、鈴
鹿市文化振興事業団まで

金生水沼沢植物群落
観察会

文化課　 382-9031　 382-9071

スライド説明会
｢磐城山遺跡･宮ノ前遺跡･

石丸野1号墳｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

アウトドア体験塾

県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

　 since-97@s-bunka.net

講座・教室

鈴鹿市民大学文芸学科
｢戦後70年記念

～戦後ルネッサンスの
主役たち～」第1回

金生水沼沢植物群落●

●

●

●　コンビニ

　JA鈴鹿飯野地区
市民センター

図書館　

●
中央道路

中
徳
創
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申込み　4月20日㈪から30日
㈭までの9時から20時に、
サッカー教室は参加料を添
えて市立体育館か石垣池
公園管理事務所へ。バドミ
ントン教室は参加料を添え
て　市立体育館か市立西
部体育館へ

問合せ　市立体育館
　（　387-6006）
◆Enjoy Soccer　平成27年度

サッカー教室

対　象　一般女性（年齢は
問いません）

と　き　5月から7月までの木
曜日 全8回 13時30分～15時

ところ　石垣池公園陸上競
技場

講　師　FC鈴鹿ランポーレ
の監督と選手

定　員　30人（先着順）
参加料　4,000円（保険料含む）
◆バドミントン教室

対　象　一般男女
と　き　5月から7月までの水
曜日　全10回　19時～21時

ところ　市立西部体育館
定　員　30人（先着順）
参加料　5,000円（保険料含む）

申込み　4月20日㈪から5月
10日㈰までの9時から21時
に、参加料を添えて農村環
境改善センターへ

問合せ　農村環境改善セン
ター（　・　374-3455）

◆和太鼓教室

　和太鼓奏者 凛さんが指導

します。
対　象　小学生から成人まで
の男女

と　き　5月21日から6月25日
までの木曜日 全6回 18時
30分～20時

ところ　農村環境改善セン
ター 多目的ホール（岸田町
1549-12）

定　員　10人（先着順）
参加料　5,000円（6回分）
◆そば打ち教室（全3回）

　そばを手打ちして日本の伝統
の味、こし、香りを楽しみましょう。
対　象　一般男女
と　き　5月14日、6月11日、7月
9日の木曜日 10時～14時

ところ　農村環境改善セン
ター 料理実習室

講　師　そば塾　

定　員　24人（先着順）
参加料　5,000円（3回分の材
料費込）

申込み　4月22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

◆very Berry アイシング教室

　クッキーにアイシングでかわ
いく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　5月8日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室

　いろんなボールを使った遊
びの中で五感を刺激します。
対　象　歩けるお子さんから
未就園児までの親子

と　き　5月21日･28日、6月4

日 木曜日 10時～10時45分
定　員　15組（先着順）
参加料　2,400円（全3回）
◆バドミントン＆バレーボー

ル体験会

　初心者の方大歓迎。バドミ
ントンやバレーボールを楽しみ
ましょう。
対　象　一般成人
と　き　

○バドミントン、バレー（朝）
　5月13日･20日･27日 水曜日 
10時～12時
○バレー（夜）　5月14日･21日
･28日 木曜日 20時～22時

定　員　各5人（当日先着順）
参加料　無料

申込み　フォークリフト運転
技能講習以外は、受講開
始日の1カ月前から受け付
け。事前に電話でお問い
合わせの上、訓練センター
の窓口へ

◆Office 2010

　初めてW o r d ･ E x c e l ･
Powerpointを操作する方を
対象に、基本的な操作からア
プリケーション間の連携操作
までを効率よく学習します。
と　き　5月25日㈪～29日㈮
　 9時～12時　

受講料　1万508円（別途教
材費2,592円）

◆職長・安全衛生責任者教育

（14時間講習）

　新たに職長の業務に就く予
定の方、職長になられた方お
よび監督者に対する教育
と　き　5月26日㈫･27日㈬
　8時30分～17時

受講料　1万2 ,960円（別途
教材費2,060円）

◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

　労働安全衛生法｢クレーン
運転業務特別教育修了証｣
取得講座
と　き　5月28日㈭･29日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆Word初級（ワード2010）

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成、図･写真などの
貼り付けを学習します。
と　き　6月2日㈫～5日㈮　
9時～12時　

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶

接特別教育修了証｣取得講座
と　き　6月3日㈬～5日㈮　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆陶芸講座

　酔月窯（四日市市南いかる
が町）で土に触れ、花器、茶
器およびろくろでの創作（作品
を2点焼き上げ）
と　き　6月9日㈫ 10時～15時
受講料　4,320円
◆有機溶剤取扱業務安全衛生

教育

　労働安全衛生法｢有機溶
剤取扱業務安全衛生教育修
了証｣取得講座
と　き　6月15日㈪　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費864円）

◆6月の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
をお持ちの方

と　き　学科講習：6月9日㈫
　8時～17時10分、実技講
習：Ⅰコース　6月10日㈬～
12日㈮　8時～17時15分、
Ⅱコース　6月16日㈫～18日
㈭　8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースとも5月
1日㈮から受け付け

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

スポーツ教室
体育協会　 380-5015　 380-5053

わくわく体験教室
体育協会　 380-5015　 380-5053

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
5・6月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905
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します。
対　象　小学生から成人まで
の男女

と　き　5月21日から6月25日
までの木曜日 全6回 18時
30分～20時

ところ　農村環境改善セン
ター 多目的ホール（岸田町
1549-12）

定　員　10人（先着順）
参加料　5,000円（6回分）
◆そば打ち教室（全3回）

　そばを手打ちして日本の伝統
の味、こし、香りを楽しみましょう。
対　象　一般男女
と　き　5月14日、6月11日、7月
9日の木曜日 10時～14時

ところ　農村環境改善セン
ター 料理実習室

講　師　そば塾　

定　員　24人（先着順）
参加料　5,000円（3回分の材
料費込）

申込み　4月22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

◆very Berry アイシング教室

　クッキーにアイシングでかわ
いく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　5月8日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室

　いろんなボールを使った遊
びの中で五感を刺激します。
対　象　歩けるお子さんから
未就園児までの親子

と　き　5月21日･28日、6月4

日 木曜日 10時～10時45分
定　員　15組（先着順）
参加料　2,400円（全3回）
◆バドミントン＆バレーボー

ル体験会

　初心者の方大歓迎。バドミ
ントンやバレーボールを楽しみ
ましょう。
対　象　一般成人
と　き　

○バドミントン、バレー（朝）
　5月13日･20日･27日 水曜日 
10時～12時
○バレー（夜）　5月14日･21日
･28日 木曜日 20時～22時

定　員　各5人（当日先着順）
参加料　無料

申込み　フォークリフト運転
技能講習以外は、受講開
始日の1カ月前から受け付
け。事前に電話でお問い
合わせの上、訓練センター
の窓口へ

◆Office 2010

　初めてW o r d ･ E x c e l ･
Powerpointを操作する方を
対象に、基本的な操作からア
プリケーション間の連携操作
までを効率よく学習します。
と　き　5月25日㈪～29日㈮
　 9時～12時　

受講料　1万508円（別途教
材費2,592円）

◆職長・安全衛生責任者教育

（14時間講習）

　新たに職長の業務に就く予
定の方、職長になられた方お
よび監督者に対する教育
と　き　5月26日㈫･27日㈬
　8時30分～17時

受講料　1万2 ,960円（別途
教材費2,060円）

◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

　労働安全衛生法｢クレーン
運転業務特別教育修了証｣
取得講座
と　き　5月28日㈭･29日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆Word初級（ワード2010）

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成、図･写真などの
貼り付けを学習します。
と　き　6月2日㈫～5日㈮　
9時～12時　

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶

接特別教育修了証｣取得講座
と　き　6月3日㈬～5日㈮　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆陶芸講座

　酔月窯（四日市市南いかる
が町）で土に触れ、花器、茶
器およびろくろでの創作（作品
を2点焼き上げ）
と　き　6月9日㈫ 10時～15時
受講料　4,320円
◆有機溶剤取扱業務安全衛生

教育

　労働安全衛生法｢有機溶
剤取扱業務安全衛生教育修
了証｣取得講座
と　き　6月15日㈪　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費864円）

◆6月の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
をお持ちの方

と　き　学科講習：6月9日㈫
　8時～17時10分、実技講
習：Ⅰコース　6月10日㈬～
12日㈮　8時～17時15分、
Ⅱコース　6月16日㈫～18日
㈭　8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースとも5月
1日㈮から受け付け

　仕事を休まないと市役所の窓口に
行くことができません。全ての窓口が必

要というわけではありませんが、ニーズの多
い部署や特定の期間だけでも、時間外の窓
口の開設を実施していないのでしょうか。
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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

現在、鈴鹿市では、平日市役所に来
庁できない方の利便性を図ることを目

的に、下記の時間外窓口を開設していま
す。
○市民課で日曜窓口（一部証明書の発行
を除く）を開設（開設時間は9時～12時）
○納税課で、平日夜間窓口や休日窓口を開設
○休日や夜間に、出生届・婚姻届・死亡届な
どの戸籍届を、市役所本館の中央管理防

　災センターで受け付け
○市内6カ所の消防署で事前予約すること
で、休日や夜間に住民票の写しの受け取り
が可能

　以上のような時間外窓口サービスを開設し
ていますが、今後も、より良い市民サービスの
提供に向けて取り組むとともに、時代に見合
ったサービスが提供できるよう検討し、住民満
足度向上に努めていきます。

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。

窓口業務の延長について

人事課　 382-9037　 382-2219

jinji@city.suzuka.lg.jp


