
　7月25日㈯　13時～
19時30分（予定）

　鈴鹿ハンター特設
会場

　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。

　鈴鹿ハンター
駐車場～鈴鹿サーキット

　5月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/）で

　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
化を目指すため、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240
万円以内）

　5月7日㈭から6月19日
㈮17時15分（必着）までに、申
請書に必要事項を記入の上、
産業政策課ものづくり産業支
援センター（別館第3･2階）へ
直接持参

　平成28年度からスタートする
新たな総合計画の策定に取り
組んでいます。この基本構想で
は、今後の中･長期的なまちづく
りの方向性を示すために、8年
後の2023年に向けて、さまざま
な分野において目標となる都市
の状態を示します。
　また、総合計画が効率的･効
果的に推進されるよう、その都
市の状態の達成度を測るため
の成果指標も設定します。
　現在、この成果指標を作成
するために、アンケート調査を実
施しています。調査票が届いた
方は、ぜひご協力いただきます
ようお願いします。

　市内在住の18歳以
上の方から、4,000人を無作
為抽出し、調査票を発送して
います。

　5月18日㈪まで
　調査票に記入の

上、返信用封筒で返送



（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29日㈮（土･日曜日を除く8時
30分から17時15分）までに、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

ハイツ旭が丘

十宮団地

一ノ宮団地

高岡山杜の郷

中旭が丘三・四丁目

十宮三丁目

一ノ宮町1177番地の3

高岡台四丁目

中層耐火造4・5階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造3階建て

16,400円～35,200円

15,500円～30,900円

12,400円～27,000円

20,000円～41,400円

4戸

3戸

3戸

3戸

桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 14,500円～32,500円4戸

安塚団地 安塚町315番地 中層耐火造4階建て 11,000円～23,800円4戸



　市民課では平日に市役所へ
来られない方のために毎週日曜
日の9時から12時まで日曜窓口を
開設していますが、5月24日は、市
民課システムの改修作業のため
臨時でお休みします。ご不便を
お掛けしますがご了承ください。

　5月21日㈭　13時30
分から

　市役所本館　12階
1201会議室

　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏ま
えて定員を決定し、必要と認
める場合は抽選により決定）

　13時から13時25分ま
で、会場で傍聴証を配布

　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14日㈭10時から、
15日㈮13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）

　｢行政相談｣は、国やNTTな
どの特殊法人などに対する苦
情や意見、要望をお聞きし、その
解決の促進を図る制度です。行
政相談委員は、総務大臣が委
嘱した民間の有識者で、皆さん
の身近な相談相手です。相談
は無料で、相談の秘密は固く守
ります。

　総合相談（毎月第3金
曜日）開催日に、3人の行政相
談委員が交代でご相談に応
じています。詳しくは毎月20日号
の広報すずかをご覧ください。

　北村克麿さん、倉田八重子さ
ん、坂井芳規さん

　子どもたちと一緒に、元気に遊
んでいただける方を募集します。

○昭和30年4月2日以降生まれ
で、地方公務員法第16条の
欠格条項に該当しない方

○普通自動車運転免許取得の
ほか、下記のいずれかの資格
をお持ちの方
（1）幼稚園、小学校、中学校、
高等学校教諭のいずれ
かの資格

（2）保育士の資格

（3）社会福祉士の資格
　主に子どもたちへ

の遊びの指導、事業の企画
運営など

　1人
　6月1日～平成28年

3月31日
　一ノ宮団地児童セン

ター（一ノ宮町500-48）
　火曜日～土曜日
　5月7日㈭から18日

㈪（必着）までに、申込書に
必要事項を記入の上、直
接または郵送で人権政策
課（〒513-8701 神戸一丁
目18-18）へ

　5月24日㈰　10時から
　一ノ宮団地児童セン

ター
　面接、作文

　図書館に関心を持ち、年間
を通した継続的な活動、または
特定の期間に限定して活動が
できる方を募集します

　15歳以上で、貸出
カードの交付を受けた方、
または受けようとする方

　平成28年3月末まで
　書架整理、配架、破

損資料の補修、絵本の読み
聞かせ、樹木管理などの環



境美化など
　新規、更新手続きとも

に、5月20日㈬までの図書館
開館日に、貸出カード（交付済
の方）と本人確認書類（運転
免許証･保険証･学生証な
ど）を持参の上、図書館へ

　市税の滞納処分として差押
えた不動産を、ヤフー株式会社
の提供するインターネット上で公
売します。
　入札に参加するためには、公
売参加申込期間中に参加申込
手続を行う必要があります。｢鈴
鹿市インターネット公売ガイドライ
ン｣を必ずお読みになり同意の
上、ご参加ください。

（地目･地積）　神戸七
丁目55番（田･194㎡）、同所
410番1（畑･11㎡）

　第一種住居地域
　236万円（公売保

証金：24万円）
　5月27日

㈬13時～6月11日㈭23時
　6月15日㈪まで

に、市農業委員会が交付す
る買受適格証明書の提出と
公売保証金の納付を納税課
で済ませていること

　6月18日㈭13時～
25日㈭13時

　7月2日㈭
　7月2日㈭

　市内で建物を新築、増築した
際は、翌年度の固定資産税額
を算出するために家屋調査を行
っています。調査は、資産税課
職員が訪問し、建築図面から間
取りを確認し、屋根･外壁･各部
屋の内装などに使われている資
材や設備状況を確認することに
より行います。訪問調査にかかる
時間は、一般の新築住宅で20
分から30分くらいです。

　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有して
いる方に課税されますので、年
内に名義変更や滅失の手続き
がされないと来年度も課税となる
場合があります。ご注意ください。

　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に下記の必要書類
を添付して資産税課へ
○相続の場合　相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など
○相続以外（売買や贈与等）の
場合　旧所有者の印鑑登録
証明書

　滅失家屋申告書を資産税課
または地区市民センターへ

　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27日㈬　10時～
11時

　県津庁舎　6階大会
議室

　三重地方税管理回
収機構　徴収第一課（津市
桜橋3丁目446-34　県津庁
舎内　　059-213-7355　
　http://www.zei-kikou.
jp/）

　5月31日㈰　9時～16
時30分

　5月28日㈭･29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



　所得がないため、国民年金
保険料の納付が困難な学生に
対して、本人の保険料の支払い
を猶予できる｢学生納付特例制
度｣があります。
　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。希望
する方は、保険年金課または地
区市民センターで手続きしてくだ
さい。猶予された期間の保険料
は猶予を受けてから10年以内で
あれば、追納することも可能です。

　年金手帳（20歳になら
れた方はお手元に届いている
方のみ）、印鑑、学生証または
在学証明書（原本）、仕事を
退職して学生になった方は雇
用保険の離職票または受給
資格者証（公務員だった方は
辞令書）
　津年金事務所（　059

-228-9112）、年金ダイヤル
（　0570-011-050）、IP電話
（　03-6731-2015）

　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27年4月1日から
平成28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：1,500円、雌
の犬：3,000円、雄の猫：1,500円、
雌の猫：2,000円

　平成28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・請求書に必要事項を記入
の上、環境政策課へ

　里山の本来あるべき機能を保
全し、住みよい環境の整備を推
進するため、自治会が行う里山
整備に対して助成を行います。

　自治会が行う、以下の
いずれかを目的とした里山整
備で、その整備面積が1反以

上であるもの。間伐率（本数
率）は、おおむね30％以上50
％未満としてください。

（1）里山の有する環境の保全
や良好な景観の形成

（2）生活環境の向上
（3）余暇や教育の場として提供

　市の積算に基づき伐
採費、搬出費などを算出して
助成します（上限200万円）

　市民で森林を支える社会づく
りを目指し、森林環境教育や緑
化推進活動など、緑の未来に
つながる事業を行う団体に対し
て助成を行います。

　森林環境教育、木工
体験教室など森を育む人づく
りにつながる事業、または植
樹、植栽などによる緑化推進
活動など緑の環境づくりにつ
ながる事業を行う団体

　事業に要した経費の
内、木材・苗木など原材料の
購入、電動工具のレンタル、
会場の貸借などにかかった
費用の2分の1を助成します
（上限10万円）。



　災害救援、国際活動、医療活
動、血液事業など人道に基づく
赤十字の各種事業は、おもに毎
年皆さんからご協力いただく事
業資金で実施しています。
　5月の赤十字運動月間は、こう
した赤十字活動をご理解いただ
き、事業資金をご協力いただく推
進月間となっています。皆さんの
温かいご支援とご協力をお願い
します。

　松枯れの主な原因は｢松の材
線虫病｣であり、｢マツノザイセン
チュウ｣という体長1mm以下の
線虫による伝染病です。この線
虫を運ぶのがマツノマダラカミキ
リです。このカミキリムシを一般的
に松くい虫と呼んでいます。
　松くい虫の被害を防除するた
めには、薬剤の地上散布が有効
です。松くい虫の成虫が発生し
始める5月下旬頃から6月上旬頃
に1回、発生最盛期の6月中旬頃
から6月下旬頃にもう1回散布を
実施するのが効果的です。薬剤
を散布する際には、薬剤が環境
に与える影響や、周辺の住民に
十分な配慮を行い、使用上の注
意を十分に読んだ上で実施して
ください。また、松くい虫の被害に
より枯れた松に対する治療薬は
ないことから、伐採し、処分する
必要があります。
　大切な松を松くい虫被害から
守るため、また、被害拡大を防ぐ
ためにも、適切な防除をしていた
だくようお願いします。

　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10日㈰　13時から
　河川防災センター 2階

会議室（庄野町981-1）
　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）

　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24日㈰　10時～15
時（受付は14時まで）

　市立図書館　2階視
聴覚室

　M-EMS（ミームス）は、｢みえ･
環境マネジメントシステム･スタン
ダード｣の愛称です。費用が少
なく、やさしく、分かりやすい規格
のため、中小事業所の皆さんが
容易に取り組んでいただけるの
が特徴です。環境への負担の
低減を図ることで、コスト削減な
どの環境経営を促進していきま
しょう。

○2つの規格
　費用や事業所の規模に合わ
せて、負担の少ないステップ1
と、ISO14001とほぼ同じ内容
のステップ2があります。
○少ない負担で取り組める内
容や分かりやすい表現で取
組手順などを解説した｢構築
の手引き｣や｢マニュアル事例
｣などを用意しています。
○KES（京都･環境マネジメント
システム･スタンダード）の規
格と同一の規格です。

　（一社）M-EMS認証
機構（　059-221-1605　
　http://www.m-ems.org/）
　三重県環境生活部地球温
暖化対策課（　059-224-
2368　　http://www.eco.
pref.mie.lg.jp/m-ems/）



　｢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。4年目を迎える今年、第1
弾の舞台は鈴鹿山麓に広がる
茶園です。

　5月10日㈰　9時～14
時ごろ（雨天でも実施）

　茶工場｢伊勢茶工房
ささら｣（椿一宮町3000）と茶園

新茶の摘み取りと手もみ体験
県下最大のお茶工場の見学
緑茶を使った万能スプレーづ
くり
きのこご飯の昼食会と地元産
品の軽トラ市
　50人程度
　中学生以上2,500円

（急須付き）、小学生以下
1,000円

　5月8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

　鈴鹿バルーンフェスティバル
実行委員会では熱気球に親し
んでもらうために、熱気球の仕組
みが分かる教室や搭乗体験を
行います。

　5月16日㈯　7時～10
時ごろ

　鈴鹿川河川緑地（定
五郎橋付近）
　先着100人程度

　中学生以上
1,000円、小学生500円

　実行委員会
（　090-6468-2012　朝6時
30分～9時ごろ）

㈯

　｢国際博物館の日｣を記念し
て、速報展｢発掘された鈴鹿
2014｣と常設展示を無料でご
覧いただけるほか、オカリナコン
サートを行います。

　5月17日㈰
○オカリナコンサート（ホール）　
10時から、13時から

　博物館を演奏会の会場とし
てお貸しします。実は音響の優
れた展示ホールを持つ考古博
物館。そのホールを、演奏会の
会場として使ってみませんか。
申込み、使用料、内容など、詳し
くは考古博物館にお問い合わ
せください。

　母の日のプレゼントに、地元鈴
鹿地域の鮮度の良い花はいか
がですか。産地だからこそできる
温室直送の花を、生産者が自ら
即売します。

　5月8日㈮～10日㈰　
10時～20時

　イオンモール鈴鹿　1階
中央コート、2階フードコート前
広場

　鈴鹿花き温室組合　
（組合長 ： 廣瀬俊夫　 090-
7431-4833）

　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。
新茶のさわやかな香りと｢かぶ
せ茶｣の旨みをお楽しみください。

　5月9日㈯ 10時～18時
　イオンモール鈴鹿　

中央コート



　1990年5月27日にル･マン市
（フランス）と友好協力協定を締
結してから、本年で25周年を迎
えることを記念して、ル･マン市を
紹介するパネルを展示します。

　5月26日㈫～31日㈰
平日　8時30分～17時15分
土曜日　10時～17時
日曜日　9時～15時

　市役所本館 1階市民
ギャラリー

　（公財）鈴鹿国際交
流協会

　同じ病気の方のお話を聞い
たり、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。

　がん患者、がん患者
の家族の方

　5月29日㈮　13時30
分～15時30分
　保健センター 2階健

康教育室
　無料
　不要（当日会場へお

越しください）
　三重県がん相談支援

センター（　059-223-1616）

　6月7日㈰　8時30分
から（雨天時は6月14日㈰）

　鈴鹿ハンター 弁天
広場

○チャレンジコース（50㎞）
ロードレース用自転車に限る。

ヘルメット着用。
○サイクリングコース（38㎞）
ヘルメットまたは帽子着用
○ファミリーコース（18㎞）
ヘルメットまたは帽子着用

　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

　6月3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）

　｢男女共同参画｣をもっと身近
に感じていただくため、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。

　6月21日㈰　13時30
分～15時30分（開場13時）

　文化会館　けやき
ホール

　シャッター商店街の小
さな和菓子店を舞台に、離婚
暦や婚約破棄などの事情を
抱えた三姉妹が、家族ととも
に起死回生の作戦を図ります。
吹石一恵、市毛良枝他出演

　500人
　一人300円（チケット

は5月9日㈯9時から男女共同
参画センター・鈴鹿市観光協
会で販売）

　1歳～未就学児、先
着10人程度、無料。6月12日
㈮までにお申し込みください。

　チラシや男女共同参画セン
ターホームページ（　http://
www.danjokyodosankaku.
city.suzuka.lg.jp/）をご覧ください。

　読み聞かせボランテ
ィア（活動予定の方も参加で
きます）

○初心者向け　5月21日㈭　
9時30分～11時30分
○経験者向け　5月29日㈮　
9時30分～11時30分

　木村由美子さん
（JPIC読書アドバイザー）

　各30人
　申込み用紙に必要事

項を記入して、直接図書館
（〒513-0802飯野寺家町
812）へ、または郵送･ファクス
･電子メールで



　太陽の高度測定器を組み立
て、文化会館の屋上で太陽の
高さを実際に測定しましょう。

　全ての日程に参加で
きる小学3～6年生までの児
童とその保護者

　①6月7日㈰9時～12
時30分、②7月12日㈰9時30
分～12時30分、③8月9日㈰9
時30分～12時30分
　文化会館
　20組（1組4人まで）
　600円（材料費）（初回

受講時支払い）
　5月24日㈰10時から、

文化会館で整理券を先着順
で配布（なくなり次第終了）

　ライフスタイルは変わらないの
に、最近太りやすくなったと感じ
たら、それは基礎代謝が減り始
めたせいかもしれません。運動
習慣や生活習慣を見直して、イ
ンストラクターと一緒に、楽しく効
果的な運動で｢脂肪のつきにく
い体づくり｣をしませんか。

　20歳～64歳の市民で、
20歳のときから5kg以上体重
が増加した方

　①6月1日㈪、②6月15
日㈪、③7月6日㈪　10時～12
時（全3回）
　保健センター

　運動体験と生活習慣
病予防の講話

　20人（先着順）
　無料
　5月25日㈪までに電話

で健康づくり課へ

　女性ホルモンの分泌が急速に
減少する更年期（45～55歳）は、
心身の不調が生じやすい時期
です。そんな更年期を上手に乗り
切るためのお手伝いをします。

　市内在住の30～59歳
の女性

　保健センター
　電話で健康づくり課

へ（先着順）

○更年期ちょっとの工夫で幸年
期～助産師さんと一緒に語り
合おう～

　6月2日㈫または8日㈪
10時～12時
　講話と座談会
　各30人
　100円（お茶代）

○癒されスイーツでアンチエイジ
ング（栄養編）

　7月3日㈮または27日㈪
13時～15時
　調理実習と講話
　各30人
　300円（材料費）

○大人の女性のコミュニケーシ

ョン術
　8月3日㈪　10時～12時
　講話とグループワーク
　40人
　100円（お茶代）

○カラダをきれいに整える骨盤
調整（運動編）

　9月4日㈮または9日㈬
10時～12時
　講話と運動体験

（ビューティー･ペルヴィス）
　各30人
　無料

　地元で生産した農産物を地
元で消費する｢地産地消｣を推
進するため、地元産小麦を使っ
たうどんやパスタやナンなどの料
理作りの出前講座を行います。
少人数でもお受けしますので、
希望するグループの方はご連
絡ください。費用など詳しくは、ご
相談ください。

　Agriロマン鈴鹿  豊田
（  ･  379-1048）

　未就園児とその保護者
　5月12日～9月16日の

毎週火･水曜日　10時～11
時30分（受付9時45分から）

　鈴鹿大学　D棟1階
ほっとルーム

○一緒に遊ぼう（手遊び、パネ
ルシアター、体操、読み聞か



せ、手作りおもちゃなど）
○育児相談

　親子1組200円
　参加される保護者とお

子さん全員の氏名（ふりがな）、
お子さんの年齢（月齢）、住所、
電話番号、参加希望月･曜日
を記入して、開催日の前日まで
に電子メール、ファクスで

　鈴鹿大学短期大学部
（　372-3900　 372-3903
　koukai@suzuka-jc.ac.jp）

　5月10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

　肌と肌の触れ合いで赤ちゃん
とより深い絆を育みます。

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　5月20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

　お花の巻き寿司を作ります。
　一般成人（お子さんを

連れて参加できます）
　5月21日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　教材に頼らない、遊べる、学
べる運動＆英語レッスン。

　歩けるお子さん～未

就園児
　5月13日㈬　11時～

12時
　15組（先着順）
　1,250円

　日頃の疲れをヨガでリフレッ
シュしませんか。

　一般成人
　5月25日、6月8日･22日、

7月13日･27日　各月曜日　
13時～14時
　15人 （先着順）
　4,000円（全5回）

　市内の小中学校には、現在670人を超える外
国につながる子どもたちが在籍しています。国籍
の数も23カ国にわたり、言葉や文化が異なる子
どもたちが同じ教室で学ぶ光景は、市内の多く
の学校で見られるようになりました。多様な子ども
たちが共に学び合うからこそ感じることや考える
ことがあり、子どもたちの思いは毎年取り組んで
いる｢人権に関する作文｣の中にもたくさんつづ
られています。
　作文には、｢学校で勉強がわかるようにたくさ
んの先生や友だちが声をかけてくれることがうれ
しくて、『もっとがんばろう、友だちと仲良くなりた
い』という気持ちになったこと｣、｢言葉がわからな
かったときに、外国の方から声をかけてもらった
体験を通して、周りにいる外国につながる子ども
たちの不安な気もちに気づいたこと｣など、外国

につながる子どもたちやその周りにいる子どもた
ちの日常生活で感じた素直な思いが表現され
ています。自分自身や仲間のことを見つめ直した
り、これからできることを考えたりしている子どもた
ちの姿から、気付かされることがたくさんあります。
　地域においても、国籍を問わず互いに交流す
ることで、新しい気付きや新しい出会いが生まれ
ます。このような経験を重ねていくことで、だれも
が暮らしやすい多
文化共生のまちに
近づいていくので
はないでしょうか。


