
平成28年度の市税納期をお知らせします
納税課    382-9008     382-7660

　納期内納付にご協力をお願いします。各欄のかっこ内が納期限です。
納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。

◆納付書での納付　納付窓口は銀行などの金融機関、コンビニエ
ンスストア、東海4県内（三重・愛知・岐阜・静岡）のゆうちょ銀行（郵
便局）、市役所（納税課）、地区市民センターです。詳しくは納税通
知書の裏面をご覧ください。
また、市民税・県民税および固定資産税・都市計画税には、全期
前納用納付書がついていますので、全期分を一括して納めたい場
合に第1期の納期限日までにご使用ください。　

※全期前納用納付書を使用される場合は、期別納付書は必要ありません。
◆口座振替　納期限の前日までに、指定口座の残高をご確認くだ
さい。市民税・県民税および固定資産税・都市計画税の口座振替
をされている方で、全期前納をお申し込みの方は、第1期の納期限
日に1年分を一括して振り替えます。

市税の口座振替手続きはお早めに
納税課    382-7831     382-7660

　市税の口座振替を開始するためには、手続きに約1カ月かかります。来
年度の口座振替を希望される方は、お早めに手続きをお願いします。申込
手続きは金融機関、地区市民センター、納税課の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出印、納税通知書（納付書）
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子育て応援館を設置します
児童保育課    382-7661     382-7607

　3月末に勤労青少年ホームを
廃止し、4月から｢子育て応援館 
｣を設置します。子どもたちが健
やかに育つために必要な支援
の場を提供するとともに、地域で
の子育てを応援します。
利用時間
月曜日～金曜日9時～17時、
土曜日13時～16時

※休館日は、日曜日、祝日、年末年始
(12月28日～1月3日)
ところ　白子駅前 6-33
主な事業内容
○子育て支援団体などの交流
の場（プレイルーム無料開放）
　次のいずれにも該当する団体
が対象です。
　・市内で活動している子育て
関係団体
　・登録証交付申請書と子育て
団体活動計画書を直接子育て
応援館に提出し、市が登録を
した団体
○ひとり親家庭学習支援ボラン
ティア事業「まなびーの」
○子どもと親の居場所づくり事業
「ほーむベース」  など

お 知 ら せ
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税　目 市民税・県民税
（普通徴収）

２期（8月31日）

３期（10月31日）

４期(1月31日)

２期（8月1日）

３期（12月26日）

４期（2月28日）

（6月30日）

固定資産税
都市計画税

軽自動車税 国民健康保険税
（普通徴収）

全期
１期

（5月2日）全期
１期

全期（5月31日）

1期（8月1日）

2期（8月31日）

3期（9月30日）

4期（10月31日）

5期（11月30日）

6期（12月26日）

7期（1月31日）

8期（2月28日）

9期（3月31日）

15

※12月は、26日が納期限ですのでご注意ください。
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小規模修繕工事を
受注したい方の登録を
随時受け付けています
契約調達課    382-9039     382-9050

　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。
と　き　随時受け付け（土・日
曜日、祝日を除く）
申込み　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（4月以
降は契約検査課）へ

平成28年度格付・入札
参加資格確認用

技術者調書の受け付けを
行います

契約調達課    382-9039     382-9050

　市が発注する土木・建築・舗
装工事の、入札に係る格付け
を希望する業者は申込用紙と
必要書類を提出してください。
提出がない場合は、格付けで
きませんのでご注意ください。
対　象　鈴鹿市入札参加資
格者名簿の土木・建築・舗装
業種に登録されている業者
で、市内に本支店などを有し、

格付けを希望する業者
申込み　4月4日㈪から15日㈮ま
でに、所定の申込用紙に必
要書類を添えて、直接または
郵送で契約検査課（4月に契
約調達課から名称変更）へ
※申込用紙は市ホームページ｢入
札・契約情報｣から入手できます。

公共下水道の供用開始
区域の縦覧をします

下水維持課    382-9026     384-3938

　3月31日㈭から新たに公共下
水道を使用できる区域が決まり
ましたので、関係図面を縦覧し
ます。
対象地区　牧田、白子、稲生、玉
垣、若松、栄の各一部
と　き　3月10日㈭～24日㈭
（土・日曜日、祝日を除く）8時
30分～17時15分
ところ　下水維持課（市役所
本館9階）

一定規模以上の土地取引
には届出が必要です

都市計画課    382-9024     384-3938

◆公有地の拡大の推進に関する
法律による土地売買契約前の
届出（契約前に届出が必要）
届出義務者　土地を譲り渡そう
とする方（売主）
届出期限　契約予定日の3週間
以上前
届出対象面積

○都市計画施設予定区域にあ
る土地　200㎡以上
○都市計画区域内の道路、都
市公園、河川などの予定区域
にある土地   200㎡以上
○一定規模の土地（市街化区域
内にある土地） 5,000㎡以上
◆国土利用計画法による土地
売買契約後の届出
届出義務者　土地を譲り受け
た方（買主）
届出期限　契約締結日を含め
て2週間以内
届出対象面積
① 市街化区域　2,000㎡以上
②①を除く都市計画区域　
5,000㎡以上
③都市計画区域外の区域　
　1万㎡以上
※詳しくは都市計画課へお問い合
わせください。

平成29年鈴鹿市成人式
実行委員会の委員を

募集します
生涯学習課    382-7619     382-9071
   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成8年4月2日～平成
9年4月1日生まれで市内在住
か本籍のある方
内　容　成人式の企画・運営
（イベントの検討、ポスター・パ
ンフレットの作成、広報活動な
ど）を行います。会議は、月1、2
回程度、市役所の会議室で

お 知 ら せ
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夜間に開催します。
※第1回の会議は、5月下旬ごろを
予定
申込み・問合せ　電話・ファクス・
電子メールで生涯学習課（4月
以降は文化振興課 382-7619   
　382-9071 　bunkashinko
　@city.suzuka.lg.jp）へ

保育士資格をお持ちの
皆さん　保育の現場で
働いてみませんか

児童保育課    382-7606     382-7607

　保育士・保育所支援センタ
ーやハローワークでは、保育士
資格をお持ちの方に対する就
職の支援などを行っています。
何でも気軽にご相談ください。
内　容
　・保育士としての就職に向けた
相談
　・勤務時間や勤務場所など、
希望に応じた保育所のあっせん
　・就職面接会などの開催
　・職場復帰のための研修の開催
問合せ　保育士・保育所支援
センター（三重県福祉人材セ
ンター   059-227-5160）、ハロー
ワーク鈴鹿（  382-8609）

3月27日と4月3日に特別日曜窓口を開設します　　　
市民課    382-9013     382-7608

窓口内容 3月27日
8時30分～17時15分

4月3日
9時～12時

市民課（1階）
 382-9013

戸籍住民課（1階）
　382-9013※１

保険年金課（1階）
 382-9401

児童保育課(1階)
 382-7661

学校教育課(11階)
 382-7618

納税課(2階)
 382-9008

市民税課(2階)
 382-9006 ※3

子ども政策課(11階)
 382-7661
同左
※2

同左

◆特別日曜窓口一覧

 春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多く
なります。市では、3月27日、4月3日に特別日曜窓口を開設します。内容を
ご確認の上、ぜひご利用ください。
※3月27日は、四日市市・桑名市・いなべ市・亀山市・松阪市・東員町・菰野町、4月
3日は、亀山市・松阪市の各本庁窓口も開いています。詳しくは各市町へ
お問い合わせください。

◆通常の市民課日曜窓口もご利用ください
　毎週日曜日の9時から12時まで、市役所本館1階市民課で日曜窓口を
開設しています。
窓口内容　住民票・印鑑登録証明・戸籍関係証明・所得課税証明（最
新年度のみ）などの交付、印鑑登録の手続き、転入・転出・転居・戸籍
の届出、特別永住者証明書の交付など
※内容によっては、取り扱いできない場合があります。また、所得課税証明以外
の税証明、電子証明は取り扱いできません。

※１　税証明は、所得課税証明(最新年度)のみの発行
※2　市立幼稚園の入園相談は除く
※3　他市発行ナンバープレートは、発行市の確認ができる場合に限ります

住民票・印鑑登録証明・戸籍関係証
明・税証明などの交付、印鑑登録の
手続き、転入・転出・転居・戸籍の届
出、特別永住者証明書の受け付け

国民健康保険、国民年金の手続き、後
期高齢者医療、福祉医療費(心身障
がい者・1人親・子ども)助成の手続き

市立小・中学校の転校相談、新入学の
手続き、市立幼稚園の入園相談など

市税の納付、納付相談、口座振替
手続きなど

原動機付自転車・小型特殊自動車の
登録・廃車・名義変更などの手続き

児童手当・児童扶養手当の手続き
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オートバイや軽自動車
などの廃車・名義変更を

お忘れなく
市民税課    382-9006     382-7604　
　オートバイや軽自動車などに課
税される軽自動車税は、毎年4月
1日現在の所有者に課税されま
す。車両を処分したときは廃車の
手続き、譲渡したときは名義変更
の手続きが必要です。手続きをし
ないと、いつまでも課税されます。
普通車とは異なり月割制度がな
いため、4月2日以降に手続きをさ
れても、全額課税となりますので
ご注意ください。
　また、トラクターやフォークリフト
などの小型特殊自動車を所有さ
れている場合、標識の交付を受
け、車体に取り付ける必要があり
ますので、手続きをしてください。
　3月末になると、窓口が大変混
み合います。まだ手続をしていな
い方は、早めに済ませてください。
　なお、車両によって手続きに必
要なものや手続き場所が異なりま
すので、次の担当機関へ詳細を
電話で確認の上、手続きをしてく
ださい。
①125cc以下の原付自転車・小
型特殊自動車（農耕車を含
む）⇒市民税課
②125ccを超える軽二輪車・小
型二輪車⇒中部運輸局三重
運輸支局（津市雲出長常町
1190-9　050-5540-2055）
③軽四輪車⇒軽自動車検査協
会三重事務所（津市雲出長常
町1190-10    050-3816-1779）
※②③については、鈴鹿市自家用
自動車協会(矢橋1-21-23　382-
　1075)で手続きを代行しています。
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経済的な理由で国民年金
保険料の納付が困難な場
合は保険料免除制度を
ご利用ください

保険年金課    382-9401     382-9455

　国民年金は、20歳以上60歳
未満の全ての方が加入する制
度です。保険料の納付を続ける
ことで、高齢になったときの老齢
基礎年金や万が一のときの障
害基礎年金、遺族基礎年金が
受け取れます。
　経済的な理由などで保険料を
納付することが困難な場合は、申
請により保険料の納付が免除と
なる保険料免除制度をご利用く
ださい。
免除判定　本人・配偶者・世帯
主の前年の所得によって行い
ます。所得によっては免除の
対象とならない場合もあります。
申込み　年金手帳、印鑑、平成
26年1月1日以降に退職・失業
した方は離職票または雇用保
険の受給資格者証の写しを
持って、年金事務所、保険年
金課、地区市民センターのい
ずれかへ
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112）、保険年金課

自殺からあなたと大切な
人の命を守りましょう

健康づくり課    327-5030     382-4187

　3月は自殺対策強化月間です。
自殺は心理的に追い込まれた末
の死であり、その多くが防ぐことの
できる社会的な問題です。一人一
人の行動が、地域や社会の絆づ
くりを強化し、支えあい、自殺予防
につながります。
◆あなたにもできる自殺予防の
ための行動
○気づき　家族や仲間の変化
に気づいて、声をかける

○傾聴　本人の気持ちを尊重
し、耳を傾ける
○つなぎ　早めに専門家に相
談するよう促す
○見守り　温かく寄り添いなが
ら、じっくりと見守る
問合せ　三重県こころの健康
センター（　059-223-5241）

スポーツ安全保険を
ご利用ください

スポーツ課　 382-9029     382-9071

対　象　スポーツ、文化、ボラン
ティア、地域、指導活動を行う
4人以上のアマチュア社会教
育団体
※対象外の団体もあります。
保険期間
○一般団体　4月1日～平成29年
3月31日
※途中加入もできますが、4月1日
以降に加入した場合はその翌
日から有効
○短期スポーツ教室　3カ月以
内 （インターネット申請限定）
申込み　
○スポーツ課、市内運動施設、地
区市民センター、百五銀行各
支店に備え付けの加入依頼
書に必要事項を記入の上、指
定銀行で支払い
○｢スポ安ねっと｣ホームページで
会員登録、名簿作成後、コンビ
ニエンスストアなどで支払い
問合せ　スポーツ安全協会三
重県支部（　372-8100）

三重とこわか国体マスコッ
トキャラクターの愛称を
募集しています

スポーツ課    382-9029     382-9071

　平成33年に開催が予定され
ている第76回国民体育大会｢三
重とこわか国体｣のマスコットキャ
ラクターのデザインが決定しまし

お 知 ら せ
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た。県では、このマスコットにふさ
わしく、親しみやすい愛称（名前）
を募集しています。
申込み　4月30日㈯までに、応募者
の氏名（ふりがな）、郵便番号、住
所、年齢、電話番号、職業（学校
名、学年）を記入して、応募チラシ
についているはがき・ファクス・県ホ
ームページで応募してください。
※電子メールによる応募は受け付
けません。
※募集チラシについては、スポーツ
課窓口、地区市民センター、市内
運動施設にあります。
※自作で未発表のものに限ります。
※1人何作品でも応募できます。ただ
し、1回の応募につき1作品の応募と
し、それぞれ異なる作品に限ります。
問合せ　県国体準備課（　059-
　224-2998　 059-224-3022
　 http://www.pref.mie.lg.jp/
　D1sports/mascharaname/）

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

◆休日窓口
と　き　3月27日㈰ 8時30分～
17時15分
◆夜間窓口 
と　き　3月29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。

勤労青少年ホーム閉館式
と一般開放

産業政策課    382-8698     382-0304

　勤労青少年ホーム閉館にあ
たり、利用者への感謝の思いを
込めて、閉館式と一般開放を行
います。
とき・内容　3月20日㈰
　・一般開放　9時30分～12時
（写真の展示も行います）
　・閉館式　10時から
ところ　勤労青少年ホーム
　（　387-6125）

プラネタリウム
春の新番組

文化会館    382-8111     382-8580

と　き　3月12日㈯～6月12日㈰
10時30分から、13時30分から、
15時から
定　員　各回180人
内　容
○春の星座解説「宙の風景～
春～」　
○新番組「スターオブファラオ
『ファラオの星』」
　古代エジプトの王（ファラオ）
は、死後の世界で神 と々一緒
に星空を旅すると考えられて
いました。彼らの考える星空と
はどのようなものだったのかを
紹介します。
※休館日などお問い合わせの上、
ご来館ください。

鈴鹿市芸術文化協会祭
文化課    382-9031     382-9071

　市内で文化活動を行う団体
や個人の活動の成果を発表し
ます。美術作品の展示やステー
ジでのコンサートや舞踊など、多
彩な催しが行われます。
と　 き　3月19日㈯・20日㈰
ところ　文化会館
入場料　無料（お茶会への参
加は有料）
問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会事務局（  383-2400）
◆展示
と　 き　19日㈯9時～17時、
20日㈰9時～16時
○美術部門（洋画･日本画･彫
刻･美術工芸･写真･書道）、
さつきプラザ
○文学部門（短歌･川柳･俳句･
連句･詩･小説･評論・記念発
表会）、美術工芸室
※記念発表会「鈴鹿文学へのいざ
ない」は19日(土)13時30分から
陶芸室で行います。演題は「曾良
と長島」、講師は岡本耕治さん
○生活文化部門
　・いけばな展　19日㈯･20日㈰ 
10時～16時、第1・2研修室
　・お茶会　20日㈰10時～15時、
茶室（むつみ会、珠光流）、和
室（皇風煎茶礼式）
◆舞台発表
ところ　けやきホール　
○演劇・舞踊部門（ダンス・舞踊）
と　 き　19日㈯10時～16時30分
○音楽部門（コンサート）　
と　 き　20日㈰13時30分から
演　奏　かるがもブラスアンサ
ンブル
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子どもを守る防災ママの会
防災危機管理課　382-9968　  382-7603

　防災についてあまり知らなか
った「防災カンガル－★すずか」
の皆さんが、初めてづくしの活動
を発表します。同じ子育て世代
のママさん、一緒に楽しく防災・
減災について考え、みんなで防
災をつくりましょう。
※今回の裏表紙で団体紹介記事を
掲載しています。
対　象　子育て中のママとこれ
から子育てをする女性
と　き　3月17日㈭13時～15時
ところ　男女共同参画センタ－
内　容　講演、活動報告、参
加者とのクイズ、交流会、今後
の取り組みなど
講　師　田中美咲さん（一般
社団法人防災ガ－ル★代表） 
ほか
定　員　50人程度（先着順）
託　児　20人程度（先着順）、
6カ月～未就学児、無料
申込み　氏名と電話番号を、電
話・ファクス・電子メールまたは直接
男女共同参画課(   381-3113
381-3119　　danjokyodo

　sankaku@city.suzuka.lg.jp）
へ。託児を希望される方は、3
月10日㈭までにお子さんの氏
名、年齢と月齢、住所もご連絡
ください。

伊勢志摩サミット特別企画
「伊勢型紙

JAPAN BLUE展」
文化課    382-9031     382-9071

　江戸時代、木綿の普及ととも
に、庶民の生活に定着した藍染。
その染めには、伊勢型紙が用い
られたことから両者のつながりは

深く、それぞれの文化に大きな
影響を及ぼしました。今回の展
示では、伊勢志摩サミット開催
地の豊かな海をイメージさせる
型紙をはじめ、藍染の図案、染
め道具類の紹介とともに、彫刻
実演と藍染の実演も披露します。
と　 き　3月10日㈭～21日（月・
　休）　10時～17時
※最終日は16時まで
ところ　県総合博物館 交流
展示室
　・彫刻実演：期間中の土･日曜日
10時～12時、13時～15時
　・染色実演：
12日㈯午後、13日㈰ 随時
　・藍染実演：
19日㈯午後、20日㈰ 随時
入場料　無料
主　催　重要無形文化財保持
団体 伊勢型紙技術保存会 
問合せ　伊勢型紙資料館     
（  368-0240）

講演会
｢THE KATAGAMI
もっと、型紙！でまちづくり！！」
文化課    382-9031     382-9071

　伊勢型紙のことをもっと知って
もらって、まちづくりに生かすため
に開催されます。
と　 き　3月12日㈯　14時～16
時30分
ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）
講　師　生田ゆきさん（県立美
術館学芸員）、文化課学芸員
定　員　100人
主　催　NPO法人歴史と文化
のある、匠のみえる里
問合せ　伝統産業会館（  386-
　7511）

すずかフェスティバル
参加チーム募集

商業観光課    382-9020     382-0304

　参加チームを募集しています。
1チーム5人から参加でき、踊り
のジャンルは問いません。また、
年齢制限もありません。鈴鹿の
夏を共に盛り上げ、共に楽しみ
ましょう。
と　 き　8月6日㈯・7日㈰
申込み・問合せ　5月13日㈮ま
でに、電話または電子メールで
すずかフェスティバル実行委員
会事務局（鈴鹿市観光協会内 
〒510-0241 白子駅前17-12  
火～日曜日 9時30分～18時 
380-5595　 info@suzufes.

　com）へ
※募集要項など詳しくはホーム
ページ(   http://www.suzufes.
com)をご覧ください。

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展

地域課    382-8695     382-2214

　さまざまな分野で公益的な活
動を行っているボランティアや
市民活動団体を紹介するパネ
ル展を開催します。
と　 き　3月18日㈮～23日㈬
※3月21日(月・休)を除く
※平日は8時30分～17時15分、土
曜日10時～17時、日曜日9時～
17時
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館 1階市
民ギャラリー

催 し 物
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鈴鹿さくら祭り
商業観光課    382-9016     382-0304

　今年は伊勢志摩サミット応援
イベント｢鈴鹿の桜の名所で伊勢
志摩の魅力を先取り｣をテーマに
開催します。
と　き　4月2日㈯10時～17時、
3日㈰10時～17時

※雨天決行
ところ　旭化成ケミカルズ（株）
鈴鹿事業場南側駐車場（グ
ラウンド周辺）
内　容　
◯伊勢志摩グルメ、地元グルメ
など大集合
◯こども縁日
◯フリーマーケット
◯ステージイベント（和太鼓　凛
さんの演奏、中川静香さん（海
女）のトークショー、ダンスパフ
ォーマンスなど）　
◯桜ぬり絵作品展示など
※イベント内容は変更になること
があります。
問合せ・主催　平田商店会 鈴鹿
さくら祭り実行委員会（　378-
　0007）
共　催　源氏の会
◆フリーマーケット出店者募集
内　容　1ブース2.5ｍ×2.5ｍ　
募集数　両日とも80ブース （先
着順）
登録料　1ブース1日1,000円
（2日間通し1,500円）
申込み　専用ホームページ（源
氏の会     http://webhit.xsrv.
   jp/download/）
問合せ　源氏の会（仲村 　　ma
　satoshi3888@yahoo.co.jp）

平成28年度
救急法講習会

中央消防署    382-9165     382-9166

　消防署では、救命手当ての講
習会（心肺蘇生法、AED自動体
外式除細動器の取り扱いなど）
を行っています。受講を希望され
る方は下記のとおりお申し込みく
ださい。
対　象　市民の方（中学生以上）、
市内の事業所にお勤めの方
と　 き　平成28年4月～平成
29年3月
内　容　
○10人以上の場合の出張講習
（最大40人程度まで）
　・普通救命講習Ⅰ（3時間）
　・普通救命講習Ⅱ（4時間）
　・普通救命講習Ⅲ（3時間）
　・救命入門コース（90分）
※救命入門コースのみ対象はおお
むね10歳以上。
○個人で受講の方を対象とし
た定期講習会（定員30人）
　・普通救命講習（3時間）
　毎月第1日曜日9時～12時
　・上級救命講習（8時間）
　5月、10月、2月の第3日曜日9時
～18時
申込み　3月23日㈬9時から、電
話で中央消防署救急救助グ
ループ（ 382-9165）へ。出張
講習の場合は、その後｢救急
法講習会依頼書｣を提出して
ください。
※電話が非常に混み合う場合があ
ります。ご了承ください。

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

申込み　3月8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
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　 き　3月16日㈬
　午前の部：11時～12時30分
　午後の部：13時30分～15時
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司教室
　人気キャラクターの巻き寿司
を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）
と　 き　3月17日㈭　10時30
分～12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆こどもバレエ体験会
　クラシックバレエの初心者向
けです。
対　象　①3～6歳（小学生除く）
②小学生
と　き　3月24日㈭①15時15分
～16時、②16時～17時15分
定　員　各10人
参加料　1,000円
◆春のチャレンジ教室
と　き　3月26日㈯～4月1日㈮
※開催日はコースによって異なります。
内　容
○大人コース　水中スタート＆
ターンに挑戦、夜の流水エク
ササイズ、脳いきいきトレーニ
ング
○子どもコース　水遊びの達
人（年中～小学2年生）、ボー
ルでチャレンジin多目的広場、
ロ～ング巻き寿司
参加料　各コース１回につき大
人950円、小学生700円

※ロ～ング巻き寿司は別途材料
費がかかります。
※詳しくはお問い合わせください。

講座・教室
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鈴鹿市体育協会 平成28年度前期スポーツ教室
市立体育館    387-6006　　387-6008　武道館    388-0622　　388-0940　西部体育館　　 371-1476

申込み　3月9日㈬から25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）     

※市内在住者を優先します。
※平成27年度後期当該教室に参加されていない方を優先的に受け付けます。  
※申込者が定員を超えた場合は、平成27年度後期当該教室に参加された方の中で、公開抽選を行います。
※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。     
※申込者が定員を大幅に下回る場合は、教室を中止させていただく場合もあります。ご了承ください。
※保険料は1つで複数の教室に適応できます。ぜひ複数の教室へご参加ください。 
※4月1日から、市立体育館は｢AGF鈴鹿体育館｣の愛称を使用します。

 

卓球

バレーボール

バドミントン

健康

女性健康

リフレッシュ体操

ソフトバレーボール

やさしいヨガ

簡単エアロビック

ハンドボール

太極拳

社交ダンス

テニス

シニアテニス

ソフトテニス

ヨガ（午前）

ヨガ（午後）

弓道

なぎなた

柔道

剣道

バドミントン

一般

一般女性

一般

一般

一般女性

50歳以上

一般

一般

一般

小・中学生

一般

50歳以上

65歳以下

55歳以上

一般

一般

一般

一般

小学生以上

小・中学生

小・中学生

一般

水

木

木

木

金

金

月

火

水

水

木

金

水

金

火

水

水

火

水

土

土

水

15

15

15

15

15

15

12

12

12

15

15

15

12

15

12

12

12

12

12

20

20

10

60

50

40

80

150

50

80

100

100

30

20

30

45

25

30

50

50

30

30

50

50

30

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

3,500

3,000

3,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

5,500

5,500

4,200

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

800

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

800

800

800

800

800

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

800

800

800

9時30分～11時30分

10時～12時

9時30分～11時30分

19時～21時

9時30分～11時30分

13時～14時30分

9時30分～11時

9時30分～10時30分

9時30分～10時30分

15時30分～17時

9時30分～11時

10時30分～11時30分

9時～11時

9時～11時

9時～11時

10時～11時30分

13時～14時30分

19時～21時

19時～21時

19時～21時

19時～21時

19時～21時

4月～9月

4月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～9月

5月～9月

4月～9月

5月～9月

5月～9月

5月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～9月

4月～7月

5月～7月

4月～9月

4月～9月

5月～7月

始めてみよう
スローエアロビック 一般 4月～9月 水 10時45分～11時45分

教室名 対象 期間 曜日 時間 会場 参加料
(円)

定員
(人)回数

西部体育館

市武道館

市立
テニスコート

市立体育館

12 50 3,000 1,850 1,200

保険料(円)
64歳
以下

65歳
以上

講座・教室
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ものづくり産業支援センター
｢ベーシック研修｣

産業政策課   382-7011    384-0868

対　象　市内中小ものづくり製  
　造企業の新規採用従業員、
　一般従業員（全3回の研修に
　参加できる方）
と　き　4月9日・16日・23日の各
土曜日　9時～16時30分（23
日は12時30分まで）
ところ　ものづくり産業支援セ
ンター（市役所別館第3）
内　容　現場で役立つものづく
りの心得と基礎知識について
の講義、グループ活動など
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　3月18日㈮までに、産
業政策課ものづくり産業支援
センターへ

創業支援セミナー
産業政策課    382-8698     382-0304

　起業家マインドの形成と事業
企画づくりの秘訣を分かりやすく

お伝えします。
対　象　創業に興味のある方
や、市内で創業・起業をお考
えの方

と　き　3月19日㈯13時30分
～16時30分終了予定

ところ　市役所本館 12階1203
会議室
講　師　玉井正則さん（（株）日本
能率協会コンサルティング）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

キッチハイクde
世界とつながろう
(公財)鈴鹿国際交流協会
   383-0724     383-0639
   sifa@mecha.ne.jp

　旅人に家庭料理を提供して
交流するホームページ「キッチハ
イク」の使い方についての講座
です。伊勢志摩サミットを機会に
県内を訪れる外国人に家庭料
理を提供して交流をしてみませ

んか。
と　き　3月26日㈯　13時30
分～15時30分 

ところ　文化会館第1研修室
定　員　40人（先着順）
参加料　無料
申込み　3月18日㈮までに、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号を記入の上、ファクスまたは
電子メールで鈴鹿国際交流
協会へ

　ＮＨＫの番組で、広岡浅子さんをモデルにした
連続ドラマを放送しています。幕末から明治・大
正時代を生きた広岡さんは、鉱山や銀行を経営
したり、日本初の女性のための総合高等教育機
関である日本女子大学校の設立に尽力した人
物でした。
　ドラマの主人公あさは、自身が設立した銀行
で、周囲の人が心配する中、女性を積極的に採
用するとともに女性社員の教育に力を注いでい
ます。このように、男女共同参画社会をつくるた
めには、男女が、性別にかかわりなく、その個性
と能力を十分に発揮できる機会が確保されるこ
とが必要です。

　しかし、たとえ機会が保障されても、私たち市民
が男女共同参画社会のよさを知り、それを望まな
ければ実現には近づきません。固定的な性別役
割分担意識のために女性ばかりがしている（させ
られている）ことや、女性だけが我慢していること
が身の回りにないでしょうか。
　ドラマの中では、夫は、あさが思うままに動ける
よう支え、あさは夫に「あなたにはなぜか人が集
まってくる」と言って社長を引き受けることを勧め
るなど、互いによさを認め合い、それぞれが自分ら
しく活動しています。職場や家庭などの身近なとこ
ろから、男女が共に考え、すべての人が自分らしく
生活できる社会を築いていきましょう。

自分らしく生きる夫婦の姿より
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

○国民健康保険税…9期
【 納期限は3月31日（木）です】




