
合わせください。

がん検診無料クーポン券の
利用期限が近づいています
健康づくり課    327-5030     382-4187

がん検診無料クーポン券の
対象者へ、6月下旬に紫色の
封筒で送付しています。このク
ーポン券にはそれぞれ有効期
限があります。検診期間の終了
間際は、日程の都合などで希
望の検診を受けられない場合
もありますので、早めに受診して
ください。

平成27年4月2日から
平成28年4月1日までに以下
の年齢になる方
○胃がん・大腸がん検診　
　41歳、46歳、51歳、56歳、61
歳になる方
○乳がん検診　
　41歳になる女性
○子宮頸がん検診　
　21歳になる女性
※乳がん検診・子宮頸がん検診に
ついては、平成22年度と平成
25年度無料クーポン券対象者
のうち、過去5年間(平成22年
～26年度)に市のがん検診を受
診されなかった方にも、再度無
料クーポン券を郵送しています。

防災航空隊による航空支援
制度研修が行われます
中央消防署    382-9165     382-3905

県防災航空隊が航空支援
制度研修を行います。当日は
県のヘリコプターが市内上空
を飛行し、騒音などが生じます
が、ご理解・ご協力をお願いし
ます。

　1月18日㈪　13時～
16時10分（予備日1月27日㈬）

　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿

国際交流などを行う
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

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。

　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

　平成28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。

　6団体以内
　3月4日㈮までに事業

計画書と収支予算書を直接
（公財）鈴鹿国際交流協会へ

臨時福祉給付金および
子育て世帯臨時特例給付金

の申請期間が
間もなく終了します
福祉総務課 臨時給付金室
   382-9886     382-9887

2月1日㈪（当日消印有効）をも
って、平成27年度臨時福祉給
付金および子育て世帯臨時特
例給付金の申請期間が終了し
ます。申請期間を過ぎると申請
書の受け付けができませんので、
お早めに申請してください。
　支給対象と思われる方には、
9月初めに給付金のご案内およ
び申請書を送付しています。申
請書を紛失された場合や申請
方法などについて不明な点があ
れば、臨時給付金室までお問い

　　　
　

｢鈴鹿市立体育館｣と
｢石垣池公園陸上競技場｣
のネーミングライツ・
パートナーと施設の
愛称を決定しました

スポーツ課    382-9029     382-9071

　鈴鹿市立体育館と石垣池公
園陸上競技場のネーミングライ
ツ・パートナーとして、AGF鈴鹿
株式会社と次のように基本合意
書を締結しました。これにより、両
施設の愛称が決定しましたので
お知らせします。
ネーミングライツ・パートナー
AGF鈴鹿株式会社

　　　　（鈴鹿市立体育館）

　（石垣池公園陸上競技場）

ネーミングライツ料
　両施設合計500万円（年額）
契約期間 6年間

　4月1日㈮から
※ネーミングライツとは、施設の名
称に企業名や商品名を冠する権
利をパートナー企業に付与し、そ
の対価として得た収入を財源と
するものです。収入は、該当施設
のサービスの向上などに役立て
ます。

くらしの情報くらしの情報
お 知 ら せ

20 2016・1・5



電　話 電子メール ホームページファクス

212016・1・5

講師などの登録者を
募集します

学校教育課    382-7618     382-9054

公立幼稚園、小中学校の下
記の職種について、登録者を随
時募集しています。登録者の中
から必要に応じて、勤務条件・
経験などを考慮し雇用しますの
で、市販の履歴書に記入して写
真を貼付の上、資格免許（教育
職員免許状・看護師・栄養士な
ど）と印鑑を持って学校教育課
へお越しください。

講師、養護助教諭、
事務補助員、栄養補助員、介
助員、支援員、看護師

悪質商法などに
注意してください
鈴鹿亀山消費生活センター
   375-7611     370-2900

｢他人の悩みを聞けば収入を
得られる｣という副業サイトや、｢あ
なたにお金をあげたい｣などという
電子メールを信じて有料の出会
い系サイトに誘導され、相手の巧
妙な言葉を信じてやり取りするう
ちに高額な利用料（ポイント代）を
支払ってしまったという相談が寄
せられています。
　知らない人から簡単な条件で
大金がもらえるということはありえま
せん。｢お金を譲る｣｢話を聞くだけ
でお金をあげる｣といった相手とは
絶対に電子メールのやり取りをし
てはいけません。電子メールの相
手は、サイトが雇った｢サクラ｣であ
る可能性があり、お金をもらうはず
が、逆に何かと理由を付けてお金
を請求されることになります。

狭い会場に人を集め、販売員

が巧みな話術で場を盛り上げな
がら、｢ハイ、ハイ｣と手を上げさ
せるなどして、ただ同然で日用品
などを配り、冷静な判断ができな
い高揚した雰囲気の中で高額
な商品を売りつけます。
　ただ同然でいろんな物をもら
えたとしても、最後には高額な商
品を買わされる羽目に陥ります。
｢タダより高い物はない｣と心得ま
しょう。

以前施工した業者をかたっ
たり、｢無料で点検します｣と訪
問し、｢シロアリが発生している｣
｢屋根瓦がずれている｣などと
不安にさせ、不必要な工事の
契約を取りつけます。
　その場で即答せず、複数の
業者から見積もりを取ったり、
周囲に相談した上で契約しま
しょう。
※代金の前払いはやめましょう。
その後すぐに業者と連絡が取
れなくなる可能性があります。

例え商品を受け取ったり、工
事が完了していても、契約書面
などを受け取った日から8日以内
であればクーリング・オフ（契約解
除）ができる場合があります。

鈴鹿亀山消費生活セ
ンター （算所1-3-3 鈴鹿農協
平田駅前支店2階　月～金
曜日（祝日、12月29日～1月3日
を除く）9時～16時）
※消費生活センターは、消費生活
に関するトラブルなどについて
の相談をお受けし、解決するため
の助言やあっせんに関する業務
を行っています。商品やサービス
の契約などでお困りの際には、
気軽に相談してください。

公的年金等の源泉徴収票
が送付されます

保険年金課    382-9401     382-9455

老齢基礎年金や老齢厚生
年金などは支給の際に所得税
が源泉徴収されていますので、
1月下旬に日本年金機構が、受
給者全員に｢平成27年分公的
年金等の源泉徴収票｣を送付
します。2つ以上の年金を受け
ている方や年金のほかに給与
所得などがある方は、確定申告
の際にこの源泉徴収票の添付
が必要になるので、大切に保管
してください。
※障害年金・遺族年金については、
課税対象となりませんので、源
泉徴収票は送付されません。
※源泉徴収票を紛失された場合の
再交付は、ねんきんダイヤルか津
年金事務所へ。市役所では再交
付できませんのでご注意ください。

ねんきんダイヤル（　
0570-05-1165（IP電話・PHS
からは　03-6700-1165））、
　津年金事務所国民年金課
　（　059-228-9112）

今にゆとり、老後にゆとり
国民年金基金

保険年金課    382-9401     382-9455

　国民年金基金とは、自営業
の方やフリーランスで働く方が
国民年金に上乗せする公的な
個人年金です。自分の収入に
合わせて設計することができ、
将来受け取る年金を増やすこ
とができます。掛け金の全額が
社会保険料控除の対象になり
ます。詳しくは、下記へお問い合
わせください。
※市役所では手続できませんので、
ご注意ください。

三重県国民年金基
金（  0120-29-1284）
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三重おもいやり駐車場
利用証制度の妊産婦の
有効期間が拡大されました
障害福祉課    382-7626     382-7607

　妊産婦の方の安定期前の母
体保護や、産後の乳幼児を伴う
外出を支援するため、｢三重おも
いやり駐車場利用証制度｣の妊
産婦の有効期間が｢母子健康
手帳取得時から産後1年6カ月｣
に拡大されました。
　すでに利用証をお持ちの方
は、1月4日㈪から延長手続きま
たは再申請を鈴鹿保健所窓口
または県地域福祉課へ郵送で
行ってください。詳しくは下記へ
お問い合わせください。

県地域福祉課（　059-
　224-3349　 059-224-3085
　ud@pref.mie.jp 　http://
　www.pref.mie.lg.jp/UD/
　HP/index.htm）

ドライバーの皆さんは、おもい
やり駐車区画の適正利用にご
協力ください。また、事業者の方
は、おもいやり駐車区画の新規
登録または増設にご協力をい
ただきますようお願いします。

暮らし何でも相談会を
開催します

産業政策課    382-8698     382-0304

　賃金不払いや不当解雇、保
険見直しなど、暮らしに関するさ
まざまな相談に弁護士、社会保
険労務士などの専門相談員が
お応えします。

1月16日㈯　10時～
16時

労働福祉会館（神戸
地子町388）　

無料
電話で暮らしホットス

テーションすずか（鈴鹿地区
労働者福祉協議会事務所
内　　383-3358 火～金曜日
10時30分～16時）へ

知的財産に関する相談会
を開催します

産業政策課    382-9045　  382-0304

1月20日㈬　13時30
分～16時30分

鈴鹿商工会議所  2階
　第一応接室

特許、実用新案、商
標、意匠などに関する手続き
の流れ、必要な書類、事前調
査の方法など、具体的な相
談から素朴な疑問までアドバ
イザーが個別相談に応じます。
※一相談45分程度

無料
鈴鹿商工会

　議所 中小企業相談所（  382-
　3222）

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

1月31日㈰ 　9時～16
時30分

1月28日㈭・29日㈮　
17時15分～20時

納税課
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。

匠の里フォトコンテスト
受賞作品展示会　

商業観光課    382-9020     382-0304

　昨年11月7日・8日に開催した
｢匠の里フォトコンテスト｣の入賞
作品15点などを展示します。

1月30日㈯～2月6日㈯
9時～16時（2月1日㈪を除く。
最終日は15時まで） 

伝統産業会館（寺家
3-10-1   386-7511）　

無料
白子まちかど博物館

運営委員会
伊勢形紙協同組合

催 し 物

お 知 ら せ
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小・中学校書写展
教育指導課    382-9028     383-7878

　市立小・中学校児童生徒の
書写作品を展示します。

1月23日㈯～25日㈪10
時～17時（最終日は14時まで）

イオンモール鈴鹿 2階
イオンホール

無料

特別展
｢鹿－｢鹿と古代人｣その後－｣
考古博物館    374-1994     374-0986

　平成10年の開館記念特別展
｢鹿と古代人｣以降に発掘された
資料を中心に、古代の｢鹿｣と人
の関わりについて紹介します。

1月23日㈯～3月6日㈰
考古博物館

※休館日を確認の上、お越しください。

1月31日㈰　14時から
考古博物館 講堂
連続講座｢シカとヒト

　－第1回 遺跡出土の骨角器
から考える｣

川添和暁さん（愛知
県埋蔵文化財センター）

無料
※講演会参加者は、観覧料が無料
になります。

※講演会は全3回開催し、全て受
講された方には考古博物館オリ
ジナルグッズを進呈します。

とんぼ玉作り
考古博物館    374-1994     374-0986
    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、とん
ぼ玉を2個作ります。うち1個をスト
ラップかネックレスに仕上げます。

中学生以上
2月6日㈯①9時30分

から、②13時30分から
考古博物館 展示ホ

ール
各10人（希望者多数

の場合は抽選）　
2,500円程度
1月27日㈬までに、講

座名｢とんぼ玉を作ろう｣、希
望時間、参加者全員の氏名、
電話番号を記入の上、往復
はがきまたは電子メールで考
古博物館（〒513-0013 国分
町224）へ
※申し込み1件につき2人まで。往
復はがきの返信の宛名欄には
代表者の住所と氏名を記入

人権を考える市民のつどい
｢出会い・繋がり・絆｣

人権政策課    382-9011    382-2214
    jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　和太鼓ユニットの公演などを
行います。

2月11日（木・祝）　
　14時～15時30分

文化会館 けやきホール
和太鼓ユニット｢絆｣

（大阪を拠点に活動する和太
鼓集団6団体のユニットチーム）

500人 （整理券が必要）
無料

※託児(先着10人)と手話通訳あり
整理券を配布（送付・

先着順）しますので、1月5日㈫
から2月8日㈪まで（必着）に、
件名｢つどい整理券希望｣、
郵便番号、住所、氏名、電話
番号、整理券希望枚数を記
入の上、はがき・ファクス・電子
メールまたは直接人権政策課
（〒513-8701（住所不要））へ
※託児は2月3日(水)までに申し込
んでください。
※整理券は1人(1通)につき4枚ま
で配布

告
広
料
有



　　日本ハンドボールリーグ三重大会
スポーツ課    382-9029     382-9071

　鈴鹿を拠点に活動している女子ハンドボールチームの三重バイオ
レットアイリスが日本ハンドボールリーグに参戦して10年目になります。そ
のホームゲームが次のとおり行われます。市民の皆さんの応援をよろ
しくお願いします。

一般1,500円（前売り1,200円）、中学・高校生1,000円（前売
り800円）、小学生以下無料

（公財）日本ハンドボール協会、日本ハンドボールリーグ機構
市立体育館、鈴鹿ハンター、宮脇書店鈴

鹿店、鈴鹿市観光協会
三重花菖蒲スポーツクラブ（　・　372-2244）
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ものづくり企業交流会
～キラリと光る　
わがまちの企業～

産業政策課    382-7011     384-0868

　市内中小ものづくり製造企業
が有する優れた技術や製品を展
示してPRすることで、｢ものづくり
のまち 鈴鹿｣を広く知っていただ
くとともに、企業同士でのマッチン
グの機会を創出します。

1月24日㈰　9時30分
～17時

鈴鹿ハンター 2階特設
大催事場

○市内中小ものづくり製造企業
の技術や取り組みを中心に、
ものづくりの魅力を紹介するた
めの展示会
○技術者の発想力や創造力を
生かして、輪ゴムを使って自社
製作した車により走行距離を
競う｢すずか輪ゴムグランプリ｣
○ものづくりに関する講演会
○鈴鹿高専によるロボット実演

無料　

働きたい女性と企業を
つなぐマッチングイベント
産業政策課    382-8698     382-0304

　子育て期の女性を中心に就
労を支援するイベントです。

働きたい女性
1月26日㈫　10時～

13時(受付開始9時30分から）
男女共同参画センター
10社程度の企業が出

展予定
※託児あり(予約制)
※途中入退室自由

無料
三重県

1月25日㈪ま
でに、電話または電子メールで
（株）O-GOE女性就労支援
事務局（  329-6664（平日9時
30分～12時、13時～18時）      
　support@miejonavi.net）へ
※当日参加も可能ですが、なるべく事
前申し込みしてください。
※託児は1月19日（火）までに申し込
んでください。

福祉・介護の就職フェア
長寿社会課    382-7935     382-7607

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）

2月7日㈰　13時～15
時30分

県総合文化センター 
文化会館 2階第1・第2ギャラリ
ー（津市一身田上津部田1234）

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
※託児あり(予約制)

鈴鹿市自治会連合会講演会
｢健康寿命について

～地域で健康に暮らすには～｣
地域課    382-8695     382-2214

　衛生面の向上や医療の発達
により寿命は大きく伸びているも
のの、｢健康寿命｣とはギャップが
存在すると言われています。健
康に暮らしていれば地域の活性
にもつながります。｢健康寿命｣を
理解して地域で健康に暮らして
いくためには何をすべきかを考え
ます。

2月2日㈫　14時～16
時（開場13時30分）

文化会館 けやきホール
長村洋一さん、畠中

泰彦さん（いずれも鈴鹿医療
科学大学教授）

500人（当日先着順）
無料
鈴鹿市自治会連合会

※駐車場に限りがありますので、でき
　るだけ乗り合わせでお越しください。

催 し 物

と　き ところ 対戦相手
1月11日(月・祝)14時から
2月6日(土)14時から
2月13日(土)16時から
2月27日(土)13時から

3月6日(日)14時から

市立体育館
名張市総合体育館
市立体育館
市立体育館
三重交通Ｇスポーツの杜
鈴鹿 体育館

広島メイプルレッズ
ソニーセミコンダクタ
北國銀行
飛騨高山ブラックブルズ岐阜

ＨＣ名古屋
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特別講演会
｢これが生活習慣病｣

健康づくり課    382-2252     382-4187

元気で長生きするための知
恵と習慣について、分かりやすく
お話ししていただきます。

1月17日㈰　13時30
分～15時30分

市民会館
講演｢徹底解剖！これ

が生活習慣病～自分で守る
自分の健康 一無、二少、三多
のすすめ～｣

池田義雄さん（タニタ
体重科学研究所名誉所長）

無料
不要
鈴鹿市医師会事務局

（  382-3061     382-6841）

多文化共生を考える集い
市民対話課    382-9058     382-7660

　互いの文化的違いを認め合い、
誰もがいきいきと暮らせる多文化
共生のまちづくりを目指して開催
します。

1月24日㈰　12時から
牧田コミュニティセンタ

ー 2階ホール
茶話会、多文化共生

に関する講演、グループディス
カッション、全体会

30人
500円

電話または電子
メールで牧田地区地域づくり
協議会（　370-0058 makita_
　chiikizukuri@yahoo.co.jp）
へ

居住支援フォーラム
住宅課    382-7616     382-7615

　住まいの確保に配慮が必要
な方（高齢者、障がい者、外国
人、子育て世帯など）への居住

支援活動を行う三重県居住支
援連絡会が、空き家・空室の活
用を考えるフォーラムを開催しま
す。

不動産事業者、賃貸
住宅の家主、支援団体など住
宅の確保に配慮が必要な方
の居住支援に携わる方

1月15日㈮　13時30
　分～16時15分

文化会館 第1研修室

○基調講演｢空き家活用と住宅
確保要配慮者への支援｣（仮
題）、講師:露木尚文さん（（株）
住宅・都市問題研究所代表取
締役）
○事業説明①｢住宅確保要配
慮者あんしん居住推進事業
について｣、説明:国土交通省
○事業説明②｢三重県居住支
援連絡会の活動について｣、
説明:三重県居住支援連絡
会

無料
氏名、所属

団体名、連絡先（電話番号ま
たは電子メールアドレス）を、
電話・ファクス・電子メールで、
県住宅課（　059-224-2720
　059-224-3147　 jutaku@
　pref.mie.jp）へ

自然観察会
環境政策課    382-7954     382-2214
   　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　深谷公園内を散策しながら、
植物や昆虫、野鳥の観察を行い
ます。

2月7日㈰　10時～12
時

深谷公園（八野町）
※9時50分に深谷公園管理事務所前
　にお集まりください。

桐生定巳さん（三重自

然誌の会）、篠木善重さん
（三重昆虫談話会）、藤井英
紀さん（日本野鳥の会三重）

無料
2月3日㈬17時15分ま

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

音訳奉仕者養成講習会
障害福祉課    382-7626     382-7607

全日程に参加でき、受
講後ボランティアとして活動
できる方

平日コース:4月1日㈮・
15日㈮・22日㈮10時～12時、
13時～15時、土曜日コース:4
月2日㈯・16日㈯・23日㈯10時
～12時、13時～15時
※両コースとも初日は午前中のみ。
1回2時間で全5回

三重県視覚障害者
支援センター大研修室（津市
桜橋2-131）

○｢視覚障がい｣、｢ボランティア｣
について
○正しく伝えるための｢音訳基
礎知識｣、実習
○音訳グループ紹介など、活動
に向けての案内

無料
3月11日㈮まで（必着）

に三重県視覚障害者支援
センター（  059-213-7300  
     059-228-8425　mieten@
   zc.ztv.ne.jp）へ
※詳しくは同センターへお問い合わ
せいただくか、    http://www.
　zc.ztv.ne.jp/mieten/p/index.
　html をご覧ください。

25

講座・教室
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健康セミナー
｢やせるスイッチ！｣ 

健康づくり課    327-5030     382-4187

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。インスト
ラクターと一緒に、簡単・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。
※持病の治療中の方は主治医に確
認してください。

　バレエ・ヨガ・フィットネスを組み
合わせた新感覚のエクササイズ
です。

20歳～64歳の市内在
住の方

※お子さんを連れて参加できます(要
抱っこ紐。託児はありません)

1月28日㈭　
　①9時30分～11時
　②10時30分～12時

保健センター
運動（バレトン）と生活

習慣病予防の講話
各20人（先着順）
無料
1月14日㈭までに、電話

で健康づくり課へ　

20歳～64歳の市内在
住の方
※お子さんを連れての参加はできま
せん

2月15日㈪　10時～
12時　

保健センター
ステップ台を使った運

動と生活習慣病予防の講話
25人（先着順）
無料

1月5日㈫から2月8日㈪
までに、電話で健康づくり課へ

市民公開講座
｢成長期の運動不足とスポ
ーツ障害～子どもたちを
ケガから守ろう～｣

健康づくり課    382-2252     382-4187

小・中学生の保護者、
学生、スポーツ指導員、学校
教員の方など

1月24日㈰　13時20分
～16時30分

ふれあいセンター ふれ
あいホール（南玉垣町6600）

講演①「運動不足・運
動過多の現状」、講師:猪田
茂生さん（伊賀市立上野総
合市民病院　理学療法士）、
　講演②「成長期における肩・
肘のスポーツ障害」、講師:佐
久間雅久さん（鈴鹿回生病
院　理学療法士）、
　講演③「成長期における膝・
足のスポーツ障害」、講師:丸
山勝也さん（県立志摩病院
理学療法士）　

※講演終了後、個別相談会を実施し
ます。

無料
（一社）三重県理学療

法士会
三重県スポーツリハビ

リテーション研究会
みたき総合病院 リハ

ビリテーション科（高橋 　330-
　6644）

パソコン講習
市政情報課    382-9003     382-2214

　NPO法人市民ネットワークす
ずかのぶどうでは、主に初心者
を対象にパソコン講習を実施し
ています。個別対応ですのでい
つからでも参加できます。

火・土曜日を除く平日
および休日
　午前：9時30分～12時30分
　午後：13時30分～16時30分

イオン白子店（サンズ）
3階すずかのぶどう

パソコン基礎（ワード、
エクセル、インターネット、電子
メールなど）
※ノートパソコンをお持ちください。

3時間1,500円（入会
金不要）

NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（　・　
387-0767）

春季ジュニアゴルフ教室
スポーツ課    382-9029     382-9071

ジュニアの皆さんに、広くゴルフに
親しんでいただくために開催します

市内に在住・在学の
小・中学生
※小学生は原則平成28年度に3年
生以上

3月から原則毎週土曜
日の午後

三鈴カントリー倶楽部、
中日カントリークラブ、鈴峰ゴ
ルフ倶楽部

打球練習、ラウンド練
習など

※初心者には基礎から指導
10人（先着順）
入会金1,000円、月会

費1,000円
鈴鹿市ゴルフ協会
鈴鹿市ゴルフ協会（鈴

峰ゴルフ倶楽部内　371-0711    
　371-1518）へ

講座・教室
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スポーツの杜 短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
   392-7071     372-2260

1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

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。

一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

1月12日㈫　10時30
分～12時

10人（先着順）
1,500円（材料費込）

施設周辺のウォーキングコース
を歩いて楽しく体力づくりしましょう。

一般成人
1月15日・29日　各金曜

日　10時～11時30分
20人（先着順）
1回1,500円（ランチ代

と温泉代込）

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

1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

｢節分の鬼｣を作ります。
一般成人（お子さんを

連れて参加できます）
1月21日㈭　10時30分

～12時
16人（先着順）
2,600円（材料費込）

一般男性
1月20日～3月9日（毎

週水曜日）　19時30分～20
時30分

20人（先着順）
5,000円（8回分）

一般成人
1月27日、2月3日・10日・

24日、3月2日・9日　各水曜日
11時～12時

20人（先着順）
3,750円（6回分）

　現在本市には、約7,000人の外国人市民が
生活しています。この数字は、県内では四日市
市、津市に次いで多く、本市はたくさんの外国人
市民が暮らす都市と言えます。また、これまでの
在留制度の改変と、製造業が盛んであるという
本市の特徴もあり、ブラジルやペルーといった南
米の日系人を中心とする外国人市民が多く、定
住化も進んでいます。
　このような状況を受け、本市では平成23年3
月に、「鈴鹿市多文化共生推進指針」を策定し
ました。この「多文化共生」とは、国籍や民族な
どの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め
合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構

成員として共に生きていくことです。指針は、そう
いった社会の実現を目指すための方向性を取り
まとめたものです。　
　これまで、外国人市民への行政サービスや
多言語による情報の提供、日本語教室の運営、
多文化共生の地域づくりのための啓発などが、
市民をはじめ、（公財）鈴鹿国際交流協会、ボラ
ンティア団体などのたくさんの方々の手によって
取り組まれてきました。今後も、本市では、多文化
共生社会の実現に向け、市民の皆さんの意見
を把握しながら、指針に沿った施策を展開して
いきます。

多文化共生社会の実現に向けて
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人権政策課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教育支援課 　382-9030　 382-9053

○市・県民税…4期
○国民健康保険税…7期
【納期限は2月1日(月)です】


