
　

臨時福祉給付金
(経済対策分) 

臨時給付金室　382-9886　 382-9887

　平成26年4月からの消費税率
引上げに伴う市民税・県民税（均
等割）非課税者への影響を緩和
するため、臨時福祉給付金（経
済対策分）を支給します。この給
付金の支給を受けるためには、
申請書類の提出が必要です。対
象と思われる方に申請書を3月
中旬ごろに送付する予定です。
基準日　平成28年1月1日
対　象　次のいずれの条件
にも該当する方
　・基準日に住民基本台帳に登
録されている方
　・平成28年度市民税・県民税
（均等割）が課税されていな
い方で、同別居にかかわら
ず課税されている方の扶養
親族などでない方
　※次のいずれかに当てはまる方は
　対象外です。

　　・生活保護などを受給している方
　　・外国籍の方で、支給決定日に中
　長期在留者等でない方

　　・基準日の翌日以降に生まれた方
　　・基準日から支給決定までの間
　に亡くなられた方
支給額　支給対象者1人につ
き1万5,000円（1回限り）
申　請　3月中旬から8月下旬

まで（予定）に、申請書など
を提出してください。

※申請受付については、後日広報す
ずかや市ホームページなどでお知
らせします。

※申請期間を過ぎると受付でき
ませんので注意してください。

※申請先は基準日時点で住民登録が
ある市区町村です。申請期間は市
区町村により異なりますので、申請
先が鈴鹿市でない方は、申請先の
市区町村へお問い合わせください。
問合せ　申請手続については臨
時給付金室、制度については厚
生労働省（給付金ダイヤル　
0570-037-192（平日9時～18時
　http://www.2kyufu.jp/)
◆給付金に関する詐欺に注意
してください
　市や厚生労働省などが、給付
のために手数料の振り込みや
ATM（現金自動預払機）の操作を
求めることは絶対にありません。不
審な電話がかかってきたり、郵便が
届いたら、迷わず臨時給付金室ま
たは警察署（警察相談専用電話
♯9110）に連絡してください。

平成30年成人式
実行委員会委員募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

    bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成9年4月2日～平
成10年4月1日生まれで市内
在住か本市出身者

内　容　平成30年成人式の企
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)を行っていただきます。
会議は、月1、2回程度、市役所
の会議室で夜間に開催します。

※第1回の会議は、5月下旬ごろを
予定しています。
申込み　電話・ファクス・電子
メールなどで文化振興課へ

応急診療所の｢歯科診療｣を
終了します 

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

　日曜日・祝日の午前中と大型
連休・年末年始の昼間に診察を
している応急診療所の歯科診療
は、平成29年3月26日㈰で終了し
ます。4月以降の日曜日と祝日の歯
科診療は、三重県救急医療情報
センター（　382-1199）に診療
可能な医療機関をお問い合わせ
いただくか、医療ネットみえ（　
http://www.qq.pref.mie.jp）
で検索してください（応急診療所
（　382-5066）でも紹介できま
す）。その上で紹介先の医療機関
にも受診が可能か必ず電話など
で確認してからお出掛けください。
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※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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し尿くみ取り業者の
担当地区を一部変更

廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　4月1日㈯から深伊沢、鈴
峰、庄内地区のくみ取り業者
を変更します。くみ取りを依頼
する際には、次の担当業者に
ご連絡ください。
国府、牧田、稲生、飯野、玉垣、
若松、神戸地区
（株）朝日工業（　386-1093
　386-5836）
庄野、加佐登、石薬師、白子、
河曲、一ノ宮、箕田、栄、天名、
合川、井田川、久間田、椿、深
伊沢、鈴峰、庄内地区
（有）勝栄興業（　383-0555
　383-8080）
※深伊沢、鈴峰、庄内地区の担当業
者が(株)朝日工業から(有)勝栄興
業に変更

納税の夜間・休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　3月26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。

まで（予定）に、申請書など
を提出してください。

※申請受付については、後日広報す
ずかや市ホームページなどでお知
らせします。

※申請期間を過ぎると受付でき
ませんので注意してください。

※申請先は基準日時点で住民登録が
ある市区町村です。申請期間は市
区町村により異なりますので、申請
先が鈴鹿市でない方は、申請先の
市区町村へお問い合わせください。
問合せ　申請手続については臨
時給付金室、制度については厚
生労働省（給付金ダイヤル　
0570-037-192（平日9時～18時
　http://www.2kyufu.jp/)
◆給付金に関する詐欺に注意
してください
　市や厚生労働省などが、給付
のために手数料の振り込みや
ATM（現金自動預払機）の操作を
求めることは絶対にありません。不
審な電話がかかってきたり、郵便が
届いたら、迷わず臨時給付金室ま
たは警察署（警察相談専用電話
♯9110）に連絡してください。

平成30年成人式
実行委員会委員募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

    bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成9年4月2日～平
成10年4月1日生まれで市内
在住か本市出身者

内　容　平成30年成人式の企
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)を行っていただきます。
会議は、月1、2回程度、市役所
の会議室で夜間に開催します。

※第1回の会議は、5月下旬ごろを
予定しています。
申込み　電話・ファクス・電子
メールなどで文化振興課へ

応急診療所の｢歯科診療｣を
終了します 

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

　日曜日・祝日の午前中と大型
連休・年末年始の昼間に診察を
している応急診療所の歯科診療
は、平成29年3月26日㈰で終了し
ます。4月以降の日曜日と祝日の歯
科診療は、三重県救急医療情報
センター（　382-1199）に診療
可能な医療機関をお問い合わせ
いただくか、医療ネットみえ（　
http://www.qq.pref.mie.jp）
で検索してください（応急診療所
（　382-5066）でも紹介できま
す）。その上で紹介先の医療機関
にも受診が可能か必ず電話など
で確認してからお出掛けください。

市民税課(2階)
　382-9006
　382-7604

納税課(2階)
　382-9008
　382-7660

学校教育課(11階)
　382-7618
　382-9054

子ども政策課(11階)
　382-7661 
　382-9054

戸籍住民課(1階)
　382-9013
　382-7608
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3月26日と4月2日に特別日曜窓口開設
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

  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26日と4月2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26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2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。

◆通常の戸籍住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階戸籍住民課
で日曜窓口を開設しています。
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）・特別永住者証明書などの交付、印鑑登録の
手続き、転入・転出・転居・戸籍の届出受付など

※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。

開設窓口 内容

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

3月26日
8時30分～
17時15分

4月2日
9時～12時

児童手当・児童扶養手当の
手続き

保険年金課(1階)
　382-9401
　382-9455

※マイナンバー
　カードの受取
　は除く
※税証明は、所
　得課税証明
　(最新年度)の
　みの発行

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付、マ
イナンバーカードの受取

国民健康保険・国民年金・
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

市税の納付、納付相談、口
座振替

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(他市発行ナンバープレートは発行
市の確認不能な場合は受付不可)
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下水道事業受益者
変更届の提出

営業課　368-1673　 368-1685

　受益者負担金の納付途中で、
土地の所有者または権利者が変
わり、受益者(納付義務者)を変更
する場合、必ず「受益者変更届
出書」を提出してください。この届
出書の提出日以降に納期がくる
負担金は、変更後の受益者に納
付いただくことになります。
　届出がないと受益者を変更
することができず、これまでの
受益者に引き続き納付いただ
くことになります。納期限が過ぎ
た負担金については、さかのぼ
って受益者を変更することはで
きませんのでご注意ください。

公共下水道事業
変更計画の縦覧

下水道工務課　368-1662　 368-1665

   gesuidokomu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市公共下水道事業の変
更計画を定めましたので、縦覧
します。
と　き　3月6日㈪～21日㈫
（土・日曜日、祝日を除く）8時
30分～17時15分
ところ　下水道工務課（上下
水道局本館1階）　

※縦覧期間内に、手紙や電子メールな
どで市へ意見書を提出できます。
 
公共下水道供用開始
区域図の縦覧

営業課　368-1673　 368-1685

　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、
飯野、河曲、一ノ宮、玉垣、若
松の各一部

と　き　3月15日㈬～29日
㈬（土・日曜日、祝日を除く）8時
30分～17時15分
ところ　営業課(上下水道局
別館1階)

格付･入札参加資格
確認用技術者調書受付
契約検査課　382-9039　 382-9050

　市が発注する土木・建築・舗
装工事の入札に係る平成29年
度の格付けを希望する業者は、
格付・入札参加資格確認用技
術者調書などを提出してくださ
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。
　詳しくは3月下旬以降に、お
問い合わせいただくか、市ホー
ムページ（行政ガイド→入札・
契約情報→お知らせ 工事）を
ご覧ください。
申込み　4月4日㈫から17日㈪
までに、所定の申込用紙に
記入の上、必要書類を添え
て、直接または郵送で契約
検査課へ

広報すずかの表紙デザインを
変更しました

情報政策課　382-9036　 382-2219

　これまでの表紙は、情報政
策課が撮影した写真のほか、
市民の皆さんからも写真を募
集し、イベントの様子や風景な
ど季節感のあるものを中心に
掲載してきました。今後は、さら
に市民の皆さんに親しんでい
ただける広報紙を目指して、雑
誌風のデザインに変更し、でき
るだけ特集と関連のある写真
を掲載していきます。このため、
これまで行ってきた写真の公
募は終了させていただきます。
たくさんのご応募ありがとうご
ざいました。

ごみ・リサイクルに関する
市民アンケート調査に

ご協力を 
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　ごみの減量とリサイクルを推
進するためには、市民の皆さん
の協力が不可欠であることか
ら、「ごみ・リサイクルに関する市
民アンケート」を実施します。
　このアンケートは、皆さんが本
市のごみ処理についてどのよう
に考えているかを調査し、環境
にやさしい資源循環型のまちづ
くりに反映させるために実施す
るものです。調査票が届いた方
はぜひご協力ください。
対　象　市内在住の20歳以
上の方から1,000人を無作
為抽出し、調査票を発送して
います。
実施期間　3月31日㈮まで
回答方法　調査票に記入の
上、同封の返信用封筒で返送

スポーツ安全保険
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　スポーツ、文化、レクリ
エーション、ボランティア、地
域活動などを行う4人以上の
アマチュア団体やグループ

※対象外の団体もあります
保険期間　一般団体は4月1日
～平成30年3月31日、(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
ツ教室は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



電　話 電子メール ホームページファクス

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。
口座振替を希望される方は、お早めに手続きしてください。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

全期
１期

全期
１期

２期(8月31日）

２期(７月31日）

３期(12月25日)

４期(2月28日)

(10月31日)

(１月31日）

(６月30日）

(５月１日）

全期(５月31日）

３月

２月

１月

12月

11月

10月

９月

８月

７月

６月

５月

４月

３期

４期

ビニなどで支払い
問合せ　スポーツ安全協会三
重県支部（　372-8100）

国民年金保険料免除制度
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。免除判定は、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　保険年金課、地区市
民センター、年金事務所

※平成26年12月31日以降に退職
(失業)した方は、雇用保険の離
職票または受給資格者証の写
しを添付してください。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）
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と　き　3月15日㈬～29日
㈬（土・日曜日、祝日を除く）8時
30分～17時15分
ところ　営業課(上下水道局
別館1階)

格付･入札参加資格
確認用技術者調書受付
契約検査課　382-9039　 382-9050

　市が発注する土木・建築・舗
装工事の入札に係る平成29年
度の格付けを希望する業者は、
格付・入札参加資格確認用技
術者調書などを提出してくださ
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。
　詳しくは3月下旬以降に、お
問い合わせいただくか、市ホー
ムページ（行政ガイド→入札・
契約情報→お知らせ 工事）を
ご覧ください。
申込み　4月4日㈫から17日㈪
までに、所定の申込用紙に
記入の上、必要書類を添え
て、直接または郵送で契約
検査課へ

広報すずかの表紙デザインを
変更しました

情報政策課　382-9036　 382-2219

　これまでの表紙は、情報政
策課が撮影した写真のほか、
市民の皆さんからも写真を募
集し、イベントの様子や風景な
ど季節感のあるものを中心に
掲載してきました。今後は、さら
に市民の皆さんに親しんでい
ただける広報紙を目指して、雑
誌風のデザインに変更し、でき
るだけ特集と関連のある写真
を掲載していきます。このため、
これまで行ってきた写真の公
募は終了させていただきます。
たくさんのご応募ありがとうご
ざいました。

ごみ・リサイクルに関する
市民アンケート調査に

ご協力を 
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　ごみの減量とリサイクルを推
進するためには、市民の皆さん
の協力が不可欠であることか
ら、「ごみ・リサイクルに関する市
民アンケート」を実施します。
　このアンケートは、皆さんが本
市のごみ処理についてどのよう
に考えているかを調査し、環境
にやさしい資源循環型のまちづ
くりに反映させるために実施す
るものです。調査票が届いた方
はぜひご協力ください。
対　象　市内在住の20歳以
上の方から1,000人を無作
為抽出し、調査票を発送して
います。
実施期間　3月31日㈮まで
回答方法　調査票に記入の
上、同封の返信用封筒で返送

スポーツ安全保険
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　スポーツ、文化、レクリ
エーション、ボランティア、地
域活動などを行う4人以上の
アマチュア団体やグループ

※対象外の団体もあります
保険期間　一般団体は4月1日
～平成30年3月31日、(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
ツ教室は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

国民健康保険税
(普通徴収)

市民税・県民税
(普通徴収)納付月

税　目 固定資産税
都市計画税 軽自動車税

１期 (7月31日)

２期 (８月31日)

３期 (10月２日)

４期 (10月31日)

５期 (11月30日)

６期 (12月25日)

７期 (１月31日)

８期 (２月28日)

９期 (４月２日)

平成29年度の市税納期
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　
　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る
方は第1期の納期限日までに使用してください。　　
※全期前納用納付書を使用する場合、期別納付書は必要でなくなります。
◆口座振替　
　納期限の前日までに、指定口座の残高を確認してください。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。

※12月は25日が納期限となりますのでご注意ください。
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保健センター職員
(嘱託職員)募集

健康づくり課　382-2252　 382-4187

対　象　次の要件を全て満た
す方
○保健師免許または助産師
免許と、普通自動車運転免
許を有する方または平成29
年3月末日までに取得見込
みの方
○パソコン操作(入力・検索な
ど)ができる方
○昭和32年4月2日以降の生
まれの方
業務内容　心身の健康に関す
る相談・指導業務
定　員　2人程度
勤務条件　給与は18万3,300
円(平成28年度実績、変動の
可能性あり)で、その他各種手
当(期末手当、通勤手当など)
があります。また社会保険にも
加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。
申込み　3月6日㈪から13日㈪
まで(土・日曜日を除く8時30分
～17時15分)に、申込書に必
要事項を記入の上、直接また
は郵送で健康づくり課(〒
513-0809西条5-118-3)へ

※申込書は、直接または郵送で健
康づくり課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、封
筒の表に朱書きで「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

　程度のもの)を必ず同封してく
ださい。
◆採用試験
と　き　3月17日㈮9時30分
から

ところ　保健センター(西条
5-118-3)
内　容　面接

臨床心理士と安全確認
対応員 (嘱託職員)募集
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

申込み　3月6日㈪から16日㈭
まで(土・日曜日を除く8時30
分～17時15分)に、申込書
を直接または郵送で子ども
家庭支援課へ

※申込書は、子ども家庭支援課で
配布しています。また、雇用内
容や試験内容など詳しくは子
ども家庭支援課へお問い合わ
せください。
◆臨床心理士
対　象　臨床心理士の資格を
有し、発達検査(新版K式、
WISC)ができ、発達検査の実
務経験が1年以上あり、普通自
動車免許を取得の方または平
成29年3月末までに取得見込
みの方
業務内容　児童の発達検査、
子育て・発達相談など

◆安全確認対応員
対　象　保育士資格、教員免許
などを有し、児童に関する職務
に概ね5年以上従事した経験
があり、普通自動車免許を取
得の方または平成29年3月末
までに取得見込みの方
業務内容　児童虐待の通告が
あった児童の目視による安全
確認の補助、児童記録の整理
や相談の受付など

給食調理員(臨時職員)募集
学校給食センター　382-3273　 379-2501

対  象　原則60歳までの方
勤務場所　学校給食センター
（岡田町724）
業務内容　給食の調理補助、

食器の洗浄など(簡単な作業)
勤務条件　時給840円(平成
28年度実績)、交通費支給
（通勤距離が直線2km以上
の場合1日100円）、月～金
曜日（祝日、春・夏・冬休み期
間は除く）8時30分～16時
15分（月15日以内）または8
時30分～12時

※子どもたちと同じ給食を食べら
れます(要実費で1食約240円）。

※勤務シフトは柔軟に対応します。
勤務回数はご相談ください。
申込み　学校給食センターに電
話でお問い合わせください。

図書館ボランティア募集･更新
図書館　381-2324　 382-4000

　図書館活動に協力いただける
ボランティアの新規募集と更新手
続を行います。
対　象　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
活動期間　平成30年3月末まで
内　容　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
申込み　3月20日(月・祝)までの
図書館開館日に、貸出カードま
たは本人確認書類(運転免許
証・保険証・学生証など)をお
持ちの上、直接図書館へ

※報酬や旅費の支給はありません。
※ボランティア保険に加入します 
(他の団体・グループで加入され
ている方を除く)。
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◆一般の部

◆ジュニアの部

賞

最
優
秀
賞

優
秀
賞

賞

最
優
秀
賞

優
秀
賞

ジャンル
小説
エッセイ
アフォリズム
詩
短歌
俳句
川柳
小説
エッセイ

小川はつこ
織戸典子
奥田かなえ
原君子
村上英明
松本時代
樋口りゑ
野間信樹
さわださとる

ロバを飼う　
国を愛する　　タジキスタン訪問記
饒舌は人を軽くするが、存在感を与え、思索のダンマリズムは世間から忘れられる。
夜汽車
過ぎない時間
無花果
時には主婦のように
消失塹壕
紀ノ國へ

作文･童話
詩
短歌
俳句・川柳
作文･童話
詩
短歌
俳句・川柳

杉本澪
新開月渚
市川大翔
須藤環
須藤環
田代愛実
堤煌成
湯川遥飛

夏の妖精大冒険！
あったかい
夏の夜空高くまう花びらをそっとしまうよポケットの中
うろこ雲大きな魚泳いでる
こんな世界はイヤだ！
ねこと私達の一年間
さつまいもほってもほってもでてこないてぶくろやぶれゆびがでてきた
プレゼントたっきゅう便でサンタから

秋桜の海の向こうに
法蓮草と共に
一瞬の空
おんがくのある風景

親切は、天秤の重りのようなもの 相手の為に積めば積むほど 互いの思いのバランスがくずれる。河合和子
しおん
西川伸子
木村真紀
澁谷さくら

アフォリズム
詩
短歌
俳句
川柳

氏名 作品名・作品

ジャンル 氏名 作品名・作品
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第25回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
鈴鹿市文化振興事業団　384-7000　 384-7755

  応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

作文･童話／冨士田希美   詩／山本美優
短歌／由本真菜、大嶋陽斗、中尾信次、真弓奏汰、水野雄大、瀧本愛莉、加藤快、嶋田光莉、藤井虹花、藤森妃菜、桑原楓、
岸本大和、中尾海希、淺井奈月、佐藤奈乃葉
俳句・川柳／道明宗一郎、長島稜、岡奏汰、山田櫂吏、平田凪砂、三根歩乃佳、髙井好夏、小川航平、笠井亜希子、佐藤大馳、
西飯健太、服部凪沙、湯川さくら
※奨励賞は受賞者の氏名のみ掲載しました。作品名・作品は、鈴鹿市文化振興事業団ホームページに掲載します（3月中旬ごろの予
定）。
◆表彰式
と　き　3月11日(土)10時から
ところ　文化会館さつきプラザ
◆作品集
　　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月11日(土)から1部200円で販売しますので、ご
希望の方は直接、鈴鹿市文化振興事業団事務局(文化会館内、平日8時30分～17時15分)へお越しください。

（敬称略、同賞内順不同）

（敬称略、同賞内順不同）

奨励賞

奨励賞

小説／大橋隆、瀬川浩子　エッセイ／辻善衛　アフォリズム／E.SAITO　詩／桐山勧　
短歌／舟越幸子、山口千種　俳句／戸田保彦、和田芙美　川柳／高浜広川、西山竹里
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光回線サービス勧誘トラブル
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

　次のような内容の相談が寄せ
られています。
　大手電話会社の代理店を名
乗り「新サービスです」と電話が
かかってきたので、てっきり大手
電話会社からの新サービスの
案内だと思って話を聞いた。利
用料が安くなるならと思い、電話
で言われるまま転用承諾番号を
インターネットで取得し伝えた。と
ころが、届いた登録完了通知を
見たら大手電話会社とは別会
社との契約であると分かった。
　この他にも、プロバイダー料金
が大幅に安くなると電話で言われ
契約したが安くならず、解約を希
望したら高額な違約金を請求され
たという相談も寄せられています。
○契約前に契約内容に関する書
面を求め、はっきり理解できなけ
れば承諾しないようにしましょう。
○勧誘されてもすぐに事業者に返
事をせず、契約内容などを十分
に確認して検討しましょう。
　トラブルの際は、消費生活セ
ンターに相談してください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター（　375-7611　月～金
曜日（祝日を除く） 9時～16時）

ものづくり産業支援センター
｢ベーシック研修｣
ものづくり産業支援センター

　382-7011　 384-0868

対　象　全3回の研修に同じ方
が参加できる市内中小製造企業
の新規採用従業員、一般従業員
と　き　4月5日㈬～7日㈮9時

～16時30分(7日は15時10
分まで)
ところ　市役所別館第3　2
階ものづくり産業支援センタ
ー会議室
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　24人(先着順)
参加料　無料
申込み　3月15日㈬までに、も
のづくり産業支援センターへ

救急法講習会
中央消防署　382-9165　 382-9166

　救急法講習会（心肺蘇生
法、AED（自動体外式除細動
器）の取り扱いなど）の受講希
望者を募集します。
対　象　中学生以上の市内
在住・在勤の方
と　き　4月～平成30年3月
申込み　3月21日㈫9時から、
電話で中央消防署(　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。
◆定期講習会
対　象　中学生以上の市内
在住・在勤の方
ところ　中央消防署
内容・とき
　・普通救命講習（毎月第1日
　曜日9時～12時（3時間））
　・上級救命講習（5月・10月・2月の
　第3日曜日9時～18時（8時間））
定　員　40人（先着順）
◆出張講習
対　象　中学生以上の市内在
住・在勤の方で構成する15人
から最大40人程度までの団体
ところ　打ち合わせの上決定
します。

内　容
　・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

鈴鹿市芸術文化協会祭
文化振興課　382-7619　 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。
美術作品の展示やコンサート、舞
踊など、多彩な催しが行われます。
と　き　3月18日㈯・19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・ところ　18日㈯9時～
17時、19日㈰9時～16時
○美術部門(洋画･日本画･彫
刻･美術工芸･写真･書道)、
第1・2・3研修室
○文学部門(短歌･川柳･俳句
･連句･詩･小説･評論)、美
術工芸室

※記念講演会「東海の文学散歩」を
18日㈯13時30分から図書館本館
視聴覚室で行います。講師は三田
村博史さん(中部ペンクラブ会長)
○生活文化部門
　・いけばな展　18日㈯･19日㈰ 
10時～16時、さつきプラザ
　・お茶会　19日㈰9時30分～
15時、茶室(むつみ会、庸軒
流)･和室(皇風煎茶礼式)
◆舞台発表
とき・ところ　けやきホール
○演劇・舞踊部門（ダンス・舞踊）、
18日㈯10時～16時30分
○音楽部門(声楽・吹奏楽)、
19日㈰13時30分から
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鈴鹿市体育協会 平成29年度前期スポーツ教室
AGF鈴鹿体育館　387-6006　 387-6008　武道館　388-0622　 388-0940 

申込み　3月14日㈫から3月26日㈰までに参加料と保険料を添えて、各開催会場へ。ただし、テニス教室
とヨガ教室はＡＧＦ鈴鹿体育館へ。

※申込者数が定員を超えた場合、市内在住の方および平成28年度後期当該教室に参加されていない方を優先し、
申し込みされた方の中から公開抽選で決定します。

※申込者が定員を大幅に下回る場合は、教室の開催を中止する場合があります。
※なぎなた教室の参加料は、高校生以上は3,000円、小中学生は2,500円です。
※複数の教室にご参加いただいても、保険料は変わりません。
※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。

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

ヨガ（午前）

ヨガ（午後）

弓道

なぎなた

柔道

剣道

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

小学生以上

小・中学生

小・中学生

水

木

木

木

金

金

月

火

水

水

木

金

水

金

水

水

火

水

土

土

15

15

15

15

15

15

12

12

12

15

15

15

12

15

12

12

12

12

20

20

60

50

40

80

150

50

80

100

100

30

20

30

45

25

50

50

30

30

50

50

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
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1,200
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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

10時～11時30分

13時～14時30分

19時～21時

19時～21時

18時30分～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～9月

4月～9月

4月～7月

5月～7月

4月～9月

4月～9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 ところ 参加料
(円)

定員
(人)回数

市武道館

市テニスコート

ＡＧＦ鈴鹿
体育館

12 50 3,000 1,850 1,200

保険料(円)
64歳
以下

65歳
以上

3,000
（2,500）



代崎キャンパスJART記念
館2階大講義室(岸岡町
1001-1)
講　師　大谷正人さん（大学附
属こころのクリニック院長（予
定））、今井晥弌さん（大学
附属こころの相談センター
長（予定））
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学
法人事務局企画課（岸岡町
1001-1　340-0330
　　http://www.suzuka-u.
　ac.jp）

B型肝炎講演会と相談会
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　B型肝炎についての専門医
による講演会と、給付金の支
給手続きなどに関する弁護士
による相談会を行います。
と　き　3月18日㈯ 
ところ　四日市商工会議所ホ
ールⅠ（四日市市諏訪町2-5）
内　容
・講演「Ｂ型肝炎の基礎知識 

主催・問合せ　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
参加料　1ブース1,000円(2日
間通し1,500円)
申込み　3月19日㈰までに、専用
ホームページ(源氏の会　
ht tp: //webh it . x s r v. -
jp/download/)で
問合せ　源氏の会（山田　genji
　@mtry.net)

講演会
｢発達障がいのある子どもと

保護者への支援｣
｢昔話から中年以降の
生き方を学ぶ｣

健康づくり課　382-2252　　382-4187

  4月の開設を記念し、講演会
を開催します。
と　き　3月27日㈪13時３０分
～15時
ところ　鈴鹿医療科学大学千

　寺院・官衙シリーズ講演会
｢薬師寺の創建｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　奈良の薬師寺の創建をテーマ
に、国宝「東塔」の謎に迫ります。
と　き　3月25日㈯14時から
ところ　考古博物館講堂(国
分町224)
講　師　青木敬さん(國學院
大学文学部准教授)
聴講料　無料
申込み　不要
※参加者は常設展と速報展の観
覧料が無料

鈴鹿さくら祭り
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　4月1日㈯・2日㈰10
時～17時(雨天決行)
ところ　旭化成(株)鈴鹿製造所
内　容　恐竜のゴーカート・ク
イズ・展示、こども縁日、フリ
ーマーケット、地元鈴鹿グル
メ大集合、スイーツコーナ
ー、桜ぬり絵作品展示など

対象・とき　3月25日㈯・29日
㈬・30日㈭、４月9日㈰・15
日㈯・16日㈰・22日㈯・23
日㈰、キッズクラス(年中～小
学2年生)15時～15時50分、
チャレンジクラス（小・中学
生初心者）16時～17時
定　員　各5人（先着順）
問合せ　田中（　080-9733-
　6629）
◆筋トレとランチバイキング
対　象　一般成人
と　き　3月22日㈬11時～12時
定　員　20人（先着順）
参加料　1,700円(バイキング・
温泉付)
◆ベビービクス・ママビクス教室
対　象　2カ月から歩く前まで
の親子
と　き　3月15日㈬ 11時～12
時30分、13時30分～15時
のいずれか
定　員　各30組(先着順)

参加料　1,050円
◆飾り巻き寿司教室
　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16日㈭10時30
分～12時
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でアイシング教室
　クッキーにデコレーションします。
対　象　一般成人とお子さん
（小学3年生からは一人で
も参加できます）
と　き　3月23日㈭13時30
分～15時
定　員　10組(先着順)
参加料　1,500円(材料費込)

終活とは 地域包括支援センター設立10周年
記念講演会

「アクティブ・エンディング
～家族で考える終活講座～」

健康福祉政策課地域包括ケア推進室
kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp
382-9012　    382-7607

住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために
鈴鹿市地域包括ケアシステム

と　き　3月23日㈭13時30分～15時
　（13時開場）
ところ　文化会館けやきホール
講　師　金子稚子さん（ライフ・ターミナル・
ネットワーク代表、終活ジャーナリスト）
参加料　無料(事前申込不要)
問合せ　鈴鹿亀山地区広域連合
（　369-3201）まで
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　終活という言葉を知っていますか？以前は、自分の
葬儀やお墓の準備、生前整理や財産の相続に関す
ることが中心で、「人生の幕引き準備」と考えられて
きました。しかし最近では、「これまでの人生を見つめ、
これからの人生をより豊かに生きるための活動」で
あり、もしもの時に子や孫の心の負担を減らす「家族
への思いやり」という意味に変わってきています。
　金子稚子さん（41歳の若さで自身の葬儀をプロ
デュースして亡くなられた流通ジャーナリストの金子
哲雄さんの妻）をお迎えして、終活をテーマに講演
会を開催します。この機会に、これからのことを、ご家
族と一緒に考えてみませんか。



　市内の小中学校の児童生徒が描いたポスタ
ーをもとに、毎年人権問題啓発カレンダーを作っ
ています。市の公共施設に掲示されていますの
で、ご覧になられた方もいることでしょう。このカ
レンダーは「差別を許さない仲間づくり、社会づ
くりに向けての子どもたちの思い」を表現してい
ます。カレンダーに使われている子どもたちの絵
を見ると、人権問題を考えていこうといったメッ
セージが書かれているものもあれば、学校生活
や日常生活の中にある友だちとの楽しい姿が描
かれているものもあります。人権が尊重されてい
るからこそだれもが楽しく過ごせる一場面です。
　さて、カレンダーは私たちの毎日の生活には
必要なものでどこにでもあるものです。だからこ
そ、この人権問題啓発カレンダーには一般のカ
レンダーと少し違うところがあります。この人権

問題啓発カレンダーのように、行政や公共機
関が作成しているカレンダーには大安などの
「六曜」が書かれているものは減ってきていま
す。迷信による無用な混乱を避ける理由からで
す。その日がよいかどうかは、それぞれの人が
感じたり決めたりすればよいことです。ところが、
六曜を使うことによって、あたかも決まっている
かのように決めつけられたり、制限をされたりす
ることがあります。
　私たちの生活の中には、差別や偏見を助長
するような昔からの慣習が残っていると言われ
ています。根拠のないものでも、「昔からこうだ
から」とか「みんながそうするから」と従っている
ことが人権侵害につながることがあります。とき
どき「どうしてだろう」「本当にそうなのかな」と
考えてみるのもいいですね。

慣習
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

（病気と治療の内容）」
　講師：白木克哉さん（県立総
合医療センター副院長）、
13時30分～14時30分（受
付開始13時20分）
・弁護士による個別相談会
(14時30分ごろ～16時(受付
終了15時30分)) 
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　全国B型肝炎訴訟名
古屋（愛知・岐阜・三重）弁
護団(あゆみ法律事務所内
　052-961-0788平日10時
～17時)

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7日㈫から先着順受
け付け。水泳場窓口（御薗町
1669）またはホームページで

◆テニスアカデミー無料体験

代崎キャンパスJART記念
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1001-1)
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属こころのクリニック院長（予
定））、今井晥弌さん（大学
附属こころの相談センター
長（予定））
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学
法人事務局企画課（岸岡町
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　　http://www.suzuka-u.
　ac.jp）

B型肝炎講演会と相談会
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　B型肝炎についての専門医
による講演会と、給付金の支
給手続きなどに関する弁護士
による相談会を行います。
と　き　3月18日㈯ 
ところ　四日市商工会議所ホ
ールⅠ（四日市市諏訪町2-5）
内　容
・講演「Ｂ型肝炎の基礎知識 

主催・問合せ　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
参加料　1ブース1,000円(2日
間通し1,500円)
申込み　3月19日㈰までに、専用
ホームページ(源氏の会　
ht tp: //webh it . x s r v. -
jp/download/)で
問合せ　源氏の会（山田　genji
　@mtry.net)

講演会
｢発達障がいのある子どもと

保護者への支援｣
｢昔話から中年以降の
生き方を学ぶ｣

健康づくり課　382-2252　　382-4187

  4月の開設を記念し、講演会
を開催します。
と　き　3月27日㈪13時３０分
～15時
ところ　鈴鹿医療科学大学千

対象・とき　3月25日㈯・29日
㈬・30日㈭、４月9日㈰・15
日㈯・16日㈰・22日㈯・23
日㈰、キッズクラス(年中～小
学2年生)15時～15時50分、
チャレンジクラス（小・中学
生初心者）16時～17時
定　員　各5人（先着順）
問合せ　田中（　080-9733-
　6629）
◆筋トレとランチバイキング
対　象　一般成人
と　き　3月22日㈬11時～12時
定　員　20人（先着順）
参加料　1,700円(バイキング・
温泉付)
◆ベビービクス・ママビクス教室
対　象　2カ月から歩く前まで
の親子
と　き　3月15日㈬ 11時～12
時30分、13時30分～15時
のいずれか
定　員　各30組(先着順)

参加料　1,050円
◆飾り巻き寿司教室
　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16日㈭10時30
分～12時
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でアイシング教室
　クッキーにデコレーションします。
対　象　一般成人とお子さん
（小学3年生からは一人で
も参加できます）
と　き　3月23日㈭13時30
分～15時
定　員　10組(先着順)
参加料　1,500円(材料費込)

の3 月 納税
○国民健康保険税…9期
【納期限は3月31日㈮です】

電　話 電子メール ホームページファクス
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