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本市消防団のイメージ団員です。左から松林洋平さん(白子分団)、宮内英里子さん(Hi
まわり分団(女性で構成する分団 ))、長谷川剛さん(河曲分団 )。平成 26 年に開催し
た消防イベントの中で自己PRなどをし、来場者などからの投票で選出されました。
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～消防団を知り、育て、頼る～
　平成 25 年 12 月、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が施行されました。
消防団は、地域防災の中核として欠くことのできない存在と位置づけられ、地域防災のリーダーと
して果たす役割は大きなものとなっています。今回の特集では、鈴鹿市消防団の近況と協働策など
について紹介します。

防団は、消防署と共に火災や災害への対応、
予防啓発活動などを行う、消防組織法に基
づいた消防組織です。消防団員と消防職員

の一番の違いは、消防職員は常勤の地方公務員として
消防本部に勤務、または消防署で交代勤務をしている
のに対し、消防団員は非常勤の特別地方公務員という
ことです。他に本業を持ちながら活動しており、ボラン
ティアとしての性格も併せ持っています。

地域防災のリーダーをめざして
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　消防団員は年々高齢化してきており、現在の本市における
消防団員の平均年齢は、43.8歳となっています。これは、全
国平均の40.2歳よりも2.6歳高い年齢です。次世代を担う
若い人の消防団への積極的な参加が求められています。

消防団員の高齢化が進んでいます
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条例で定められた定数です。平成29年
２月１日現在の人数です。

椿

庄内
鈴峰

深伊沢
久間田

石薬師

加佐登

井田川
庄野

牧田

国府

河曲 一ノ宮

箕田

若松
玉垣

飯野

神戸

稲生
白子天名

合川 栄

　消防団は、地域に密着した存在であ
ること（地域密着性）、消防職員の約2
倍の人員であること（要員動員力）、日
頃からの訓練により、災害発生時には
即時に対応できる能力があること（即
時対応力）から大規模災害時をはじめ
として、地域の安全確保のために大き
な役割を果たしています。
　本市の消防団は、団本部と分団で組
織されています。分団は、市内23 地区
にそれぞれ組織されている 23 分団と
女性消防団員で構成される Hi まわり
分団を合わせた 24 分団あります。ま
た、これらの分団は6つの方面隊とし
て編成されています。　
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　私たちの暮らしを守ってくれている消防団は、火災時や風水害時に活躍しているほか、
出初式など年間計画に基づいて活動しています。

災が発生したときには現場に駆けつけ、消防職員と協力して消火活動を行っ
たり、風水害などの際は、水位の警戒や土のう作り、土のう積みのほか、さまざ
まな災害対応を行います。また、これら災害対応のための訓練、機材の整備点

検など、災害時以外にも活動を行い、私たちの暮らしを守ってくれています。訓練は仕事
が休みの日や、仕事の終わった後などに集まって行います。
　昨年の火災件数は 32 件で延べ 468 人が出動し、自治会防災訓練指導 には 78 回、
延べ 473人が活動しました。この他、小学校の依頼を受け、子どもたちに消防団の車庫
を見学してもらい、消防団活動を知ってもらう取り組みも行っています。
　さらに年中行事としては、年初めの消防出初式に始まり、1月26日の文化財防火デー
に合わせた文化財消防訓練 、市総合防災訓練 、視察研修 などを行っています。　

消防団はこんな活動をしています

火
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月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年中行事(平成 28年）

消防出初式、文化財消防訓練 

団幹部会議、分団長会議 

春季火災予防運動、若松地区総合防災訓練、

デジタル簡易無線機取扱講習会、三重県消防大会、

女性消防団員教養訓練 

団幹部会議、分団長会議、女性消防団員教養訓練 

消防団幹部・新入団員教養訓練 

方面隊会議、水防工法講習会 

団幹部会議、県消防操法大会

分団長会議 

消防団員健康診断 

市総合防災訓練、視察研修 

秋季火災予防運動

年末消防ポンプ点検、団幹部会議、分団長会議、

歳末特別警戒 
　今年度庄野分団が本市代表として出場し、県大会で2位
に輝きました。

活動内容（平成 28年）

火災

風水害

自治会防災訓練指導

人形劇・紙芝居

救急法

消防団車庫見学

件数

32件

1件

78件

20 件

72件

11件

延べ活動人数

468人

127人

473人

122 人

191人

44人
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車庫見学
の感想 

　私が一番心に残ったことは、車庫の中です。
道具がものすごくあったので、びっくりしま
した。いつもは車庫に消防車が停まっている
そうです。わたしは、こんなところは行った
ことがなかったのでとてもおもしろかったで
す。車庫の中には、ホースや袋がいっぱいあ
りました。他には、靴やトイレがありました。
　私は、もっともっと知りたいなぁと思いま
した。帰ったらママやパパに話をしたいです。
また行きたいです。

（河曲小学校3年生）
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防団 34 年、分団長 14 年務め、長年消
防団で培った経験を有効に使い、地元へ
の恩返しがしたい思いで防災支援協力者

に登録しました。私が居住する河曲地区では、各自
治会が防災訓練を実施していますが、防災資機材
の取扱訓練が多いので、非常食の試食や地元地区
のハザードマップ作成などを提案できればと思っ
ています。また、防災で大切なのは、地域の強いつ
ながりであり、顔の見える関係を構築することだと
思いますので、防災訓練にはどの世代も参加してい
ただきたいです。
　防災支援協力者は、消防団 OBなので、防災分
野においてとても心強い存在であると思っていま
す。消防団を経験された方は、この制度を絶やさな
いために強制ではなくとも、気持ちを高く持って次
世代につなげていってほしいです。
　災害発生時は、初動がとても大切です。そのた
め、各自治会が防災活動を自主運営していくべきだ
と考えます。私も微力ではありますが、分団長の経
験を持ってリードしていきたいので、何かあったら
声をかけて利用してほしいと思います。

鈴鹿市消防団防災支援協力者 

　消防団のOB団員が現役時代に培った消防や防災の知識・
技術・経験を活用し、消防分団の防災活動を支援する制
度です。平成29年2月1日現在213人の登録があります。
登録していただける消防団OBの方は消防団事務までご
連絡ください。

地元への恩返し

前河曲分団分団長
本業は農業で、米や
小麦、大豆などを生
産。趣味は消防団　

さん飯田 秀治
いい　　　だ　　　　ひで　　　じ

鈴鹿市消防団
防災支援協力者登録制度 

消防団を
支える人たちが
います

消

　消防団が活動するには、周りの
皆さんの協力が必要になります。
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の会社は、三重県建設業協会鈴鹿
支部に所属しており、協会として地域
の皆さんに少しでも貢献できればと積

極的に市の防災訓練に参加し、また、風水害
時に使用する土のうを市と合同で作成して地区
市民センターに配布するなど、大規模災害に備
えてさまざまな形で市に協力し、地域の皆さん
が安心して暮らせるよう活動しています。
　消防団に対しては、前社長が長年入団してい
たことから非常に身近に感じていたこともあり、
消防署員の方から消防団協力事業所制度を紹
介していただいた時には、前社長とは違った形
で消防団への協力ができると考え、消防団協
力事業所への認定申請をしました。
　現在、会社には 2 人の消防団員が就業して
おり、災害時においては、できる限り出動でき
るように配慮しています。今後は、大規模災害
時において、私ども建設会社の特性を生かした
協力が消防団にできればと考えており、地域に
根ざした消防団の活動に協力することも地域貢
献の一環ではないかと考えています。

消防団協力事業所

消防団協力事業所表示証交付式の様子

消防団活動を支援・協力 

さん田端 泰夫
た　　　ばた　　　　やす　　　お

株式会社西城組は昭和
12年創業、平成28年鈴鹿
市消防団協力事業所に
認定、三重県建設業協会
鈴鹿支部副支部長

　消防団へ加入したり、消防団活動しやすい
環境を作るには、所属する企業の理解が不可
欠です。この制度は、認定条件により消防団
活動に積極的に協力していただいている事業
所などに対し表示証を交付するものです。こ
の制度に参加いただける事業所の方は、ぜひ
消防団事務までご連絡ください。

認定条件

消防団協力事業所表示制度

旭化成株式会社鈴鹿製造所
鈴鹿インター株式会社
鈴鹿市漁業協同組合
鈴鹿農業協同組合
テイ・エステック株式会社
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社
本田技研工業株式会社鈴鹿製作所
株式会社ホンダロジスティクス
株式会社モビリティランド鈴鹿サーキット
株式会社大久保建設
株式会社ハンエイ
株式会社西城組
学校法人鈴鹿享栄学園鈴鹿中学校・鈴鹿高等学校　
住友電装株式会社鈴鹿製作所
富士電機株式会社鈴鹿工場
三重ヰセキ販売株式会社鈴鹿営業所
株式会社ヨシザワ
株式会社エイチワン亀山製作所
カメヤマ株式会社
シャープ株式会社ディスプレイデバイスカンパニー　
日東電工株式会社亀山事業所
古河電気工業株式会社三重事業所
堀田建設株式会社
石原産業株式会社四日市工場
昭和四日市石油株式会社
三菱化学株式会社四日市事業所

鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
亀山市
四日市市
四日市市
四日市市

事業所名 所在地

○従業員が消防団員として、複数入団している
事業所など

○従業員の消防団活動について積極的に配慮し
ている事業所など

○災害時などに事業所の資機材などを消防団
に提供するなど協力をしている事業所など

○従業員による機能別消防分団などを設置して
いる事業所など

○このほか、消防団活動に協力することにより、
地域の消防防災体制の充実強化に寄与して
いるなど、市長が特に認める事業所など

代表取締役株式会社西城組

私
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　消防団の活動は、今回ご紹介したとおり多岐に
渡っており、郷土愛護精神とボランティア精神に基
づき成り立っています。志があるあなた、消防団の
扉をたたいてみませんか。 鈴鹿市消防団では、随
時、消防団への入団を受け付けています。興味が
ある方は、ぜひ消防団事務までご連絡ください。

消防団員
募集中

和34年1月に入団し、平成7年5月か
ら鈴鹿市消防団長として、本市消防団
の運営に携わっています。消防団生活を

振り返ると、さまざまな災害現場に駆けつけたこと
や多くの訓練に参加したことが思い出されます。中
でも規律・礼節を身に付ける訓練では、声がかれる
まで指揮を執り苦労しましたが、隊を一つにまとめ
るためにはとても大切なことであり、消防団活動の
柱としています。
　私は建築業を営んでおり、災害が起こると仕事を
中断して現場に駆けつけなければなりませんが、ひ
たむきに地域防災活動する消防団員だからこそ多く
の人から信頼していただいていることが財産となっ
ています。
　今年で、鈴鹿市消防団発足70周年を迎えます。
これもひとえに市民の皆さんのご理解とご協力、そ
して団員一人一人の誠実な郷土愛護の精神により支
えられてきたものと思っております。今後は、大学生
など学生団員制度の発足や被用者団員に対する企
業への協力制度の拡充など、本市消防団のますま
すの発展に尽力していきたい所存ですので、これか
らもどうぞよろしくお願いいたします。

鈴鹿市消防団長鈴鹿市

地域住民に信頼される
消防団をめざして

第8代の団長
本業は大工さんで、
藤田建築を経営
趣味は旅行

ふ じ 　 　 た 　 　 　 み つ る

昭 域の慣例で私に消防団員になる機会
が訪れ、地域貢献したい思いで引き受
けました。消防団員になる前は鈴鹿市

の青年団団長をしていたので地元に愛着があり、
地元を守りたいという郷土愛護の思いを生かすた
めには、消防団は魅力的な存在でした。また、消防
の規律もかっこよく、身が引き締められるのも消
防団の魅力の一つです。平成 17 年から天名地区
の分団長を務めていますが、部下団員には、「地域
の代表として消防団員になっていることに自信を
持て！」と激励しており、思いやりと団結力のある
分団だと感じています。
　私がこのように消防団活動に専念できるのも、
家族や会社の上司の理解の賜物と感謝しておりま
す。特に我社は、消防団協力事業所に登録してお
り、突発の災害にも活動できるよう配慮していた
だいております。
　今後は、消防団 OB である防災支援協力者や
自主防災隊との合同訓練を実施して、災害発生時
に、的確な初動体制の取れる災害に強いまちづく
りをしていきたいと思います。ぜひ、皆さんも地域
を守る使命を持って消防団に入団してください。

天名分団分団長長

る

んで、
営

団分天名分団

地域を守る
使命感を持って

本業は完成車の輸
送を行っており、株
式会社ホンダロジ
スティクス 勤務
趣味はボウリング

地

藤田 充 さん

み や 　 ざ き 　 　 よ し 　 の り

宮﨑 美憲 さん

熱い思いで活動中  ぜひ一緒に活動



学生消防団員も募集中
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　消防団員の平均年齢の上昇が進む中、大学生
や専門学生など、若い力の消防団への参加が強
く期待されています。
　市では、学生に対して、消防団への理解と入
団を促進するため、平成 28 年 10 月と 11月に
開催された市内３箇所（鈴鹿工業高等専門学校、
鈴鹿大学、鈴鹿医療大学）の大学祭で消防団ブー
スを設置しました。
　今後、学生が消防団で活動しやすい環境を整
えるため、就職の際に、消防団での活動実績を
証明する制度を整えていきます。18 歳以上の
学生の方で、消防団入団に興味のある方は、ぜ
ひ消防団事務までご連絡ください。

が消防団に入ったきっかけは、父が
倒れたときに、救急隊員が懸命に
心臓マッサージをしていた姿に感

動したことです。私は救急法を受講していたの
に何もできず、とても悔しい思いをしました。そ
んな時、新聞で女性消防団員募集の記事を見
て、「私がやりたかったことはこれだ！」と決意
しました。
　消防団員になってたくさんのメリットがありま
した。まず、いろんな人と出会うことができ、人
脈が広がりました。次に、鈴鹿市中で活動するた
め、市内の地形を覚えることができ、色んな地
域性を感じることができました。また、防火防災
啓発で人形劇をしていますが、平成 23 年には
全国女性消防団員活性化大会（香川県）で、全
国の消防団の中から選抜されて出場し披露しま
した。これらのことは、消防団員になっていなけ
れば、まず経験できなかったと思います。
　今後も地域との触れ合いを大切にして、信頼
関係を築いていきたいと思います。若い人、新し
い人の感性が必要です。多くの人の入団をお待ち
しています。

Ｈiまわり分団部長まＨiま

少しでも人の
役に立ちたい 

私

宮﨑 律子さん

イオン鈴鹿店の食品売
り場に勤務
趣味はマラソンと書道

み や 　 ざ き 　 　 り つ 　 こ

しましょう

入団資格 18 歳以上の方で市内に在住の方
  ※隣接する市に住んでいる方や、市内在勤・在学の方なども、消防団長に認められれば加入できます。
報酬など 階級に応じて支給される年報酬と、火災や訓練などに出動したときに支給される出動手当などがあります。
退職報償金 退団時、5年以上消防団員として在職していれば、在職期間と階級に応じた退職報償金が支給されます。
  例　階級が団員で、在職期間が 5年の場合は 20万円
公務災害補償 活動中の不慮の事故に備えて、補償制度があります。

消防団への応募・質問はこちら

※今回の特集に関するご意見・ご感想も
こちらへお願いします。

chuoushobosho@
　　　city.suzuka.lg.jp 

382-3905
382-9133

中央消防署消防団事務



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／3月13日㈪～17日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、政治、宗教活動と
　　　　　　　認められるものは、お断りします(企業・自営業者の活動を含む)。
※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

次回の募集は５月5日号掲載分です
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とき／4月9日㈰　集合／近鉄塩浜駅
9時10分　内容／四日市南部丘陵
公園8kmコース、11kmコース　
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／毎週木曜日10時～11時30分　
ところ／ＡＧＦ鈴鹿体育館　内容／音
楽に合わせて全身を動かし体力と筋
力を向上し、チューブ体操やピラティス
で全身のシェイプアップ　参加料／月
2,500円　※体験もできます。

とき／3月26日㈰10時～16時　とこ
ろ／文化会館　内容／民謡6社、大
正琴7社の合同発表会。三味線と民
謡唄、大正琴の新メロディーをご参
観ください。　入場料／無料

とき／4月8日㈯から毎週土曜日（全10回）、
ジュニア（小学生）18時から、一般中級と
一般初級19時20分から　ところ／市立
テニスコート　受講料／一般6,500円、ジュ
ニア5,500円　申込み／住所、氏名、年齢、
連絡先、クラスを明記し電子メールで

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／3月8日㈬13時30分～15時
30分　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談、情報交換、介護
家族との交流　参加料／本人無料、会員
100円、一般200円

とき／3月7日㈫・23日㈭　ところ／
ジェフリーすずか食の工房　内容／
10時30分から旬の料理教室、13時
30分から簡単スイーツ教室　参加
料／1,000円(材料費別)　※気軽に
お電話ください。

対象／一年間続けられる方　とき
／毎月第3金曜日9時30分～11時
30分　ところ／文化会館　参加料
／月1,000円（3カ月のみ無料）　定
員／10人　申込み／電話で　※気
軽にご連絡ください。

対象／一般　とき／3月12日㈰10時
30分から　ところ／ふれあいホール　
内容／クラシックギターの演奏　入場
料／無料　申込み／不要

対象／年齢、男女問わず　とき／
第1・第3水曜日13時30分～15時、
15時30分～17時　ところ／文化会
館茶室　内容／初めての人、尺八
教室に参加してみませんか。見学、
体験可　参加料／月2,500円

対象／小学校2年生以上　とき／
毎週土・日曜日の午後　ところ／市立
テニスコート、三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　参加料／年間1万5,000
円程度　申込み／3月31日㈮まで　
※詳しくはお電話ください。

とき／3月5日㈰9時　ところ／青少年の森研
修室　内容／年齢や体力が気になる方も、
しっかり運動したい方にも最適なスポーツで
す。公認資格(JNFA)を持ったインストラクター
が親切、丁寧な指導をします。初心者の方で
も安心して体験することができます。

対象／ハンディキャップのある児童・生徒・
社会人(保護者同伴)　とき／3月24日㈮、
4月21日㈮17時15～18時15分(基本第
2・第4金曜日の月2回)　ところ／旭が丘
公民館　参加料／親子で月2,000円　
※電話連絡の上、見学にお越しください。

とき／4月1日(土)から毎週土曜日10
時～12時　ところ／華賀きもの学院
内　内容／自分が着る、相手に着せ
る手結着付・振袖・留袖ほか　定員
／10人　受講料／8,640(全12回)円

とき／3月14日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　参加料／100円　
※不登校のお子さんをお持ちの親を
中心とした集まりです。新学期に向
けての悩みなど相談したいです。お
気軽にどうぞ。

とき／3月18日㈯　ところ／玉垣小
学校体育館　内容／玉小金管バンド
の1年間の集大成。笑いあり涙ありの
ステージ。元気な玉小サウンドをお
楽しみに。　入場料／無料

とき／3月16日㈭13時30分～15時
30分　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／童謡や唱歌など懐かしいメロ
ディーを一緒に歌いましょう。　参加
料／500円　申込み／不要

とき／3月19日㈰13時30分～16時
(開場13時)　ところ／文化会館けや
きホール　内容／市内在住の声楽家
と白子ウインドシンフォニカの演奏を
お楽しみください。　入場料／無料

とき／第1・第3土曜日、第2・第4金曜
日　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　内容／手びねりからろく
ろ絵付釉薬焼成まで　参加料／月
3,000円　※手先を動かし身体にも
大変良いです。

とき／3月15日㈬10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節を
感じる歌や懐かしい歌を音楽療法に
取り入れ、皆さん一緒に歌いましょ
う。　参加料／500円　申込み／
必要

とき／3月11日㈯10時・13時・16時
(3回上映)　ところ／文化会館2階視
聴覚室　内容／3月11日、福島原発の
危機を迎えたあの日、官邸では何
が？事実に沿って丹念に描く映画　
入場料／前売500円、当日700円 

とき／3月1日㈬～31日㈮　ところ／
百五銀行白子支店　内容／書道・筆
ペン・ペン・実用書道などの作品展を
開催します。ぜひお越しください。

対象／発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を
待つ母親　とき／3月13日㈪11時30分～13時
30分　ところ／市内の飲食店(申込み後に連絡)　
内容／同じ境遇の母親とつながれ、情報交換が
でき、心が軽くなります。参加料／1,000円程度(飲
食代)　申込み／3月10日までに電子メールで

とき／毎週土曜日14時～15時30分　
ところ／白子周辺　講師／トニー・
クラーク(英国人)　※初回は体験学
習。大脳活性化に語学は最適です。
「○○の手習い」にレッツトライ。

とき／毎月第3水曜日10時～11時
30分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／健康や美容に、脳を生
き生きさせるアロマを体感しません
か。　参加料／2,500円(教材費込)　
申込み／3月30日㈭までに電話で

とき／毎週①月曜14時から、②木曜18時
30分から、③金曜15時45分から　とこ
ろ／①②鈴鹿ハンター、③AGF鈴鹿体育
館　内容／トランポリンを使用したエク
ササイズとストレッチポール運動　料金
／初回無料　問合せ／電話で

とき／3月15日㈬13時30分～14時
30分　ところ／国立鈴鹿病院(加佐
登3-2-1)　内容／健康の豆知識につ
いて講演します。健康チェックや健
康相談もできます。

対象／1歳から　とき／毎週金曜
日10時～12時　ところ／太陽の街第
三集会所(郡山町)　内容／親子で
体を動かし音楽遊びを楽しみま
す。英語の歌も歌います。※お気軽
に参加してください。

とき／3月16日㈭13時から　ところ
／文化会館2階第1研修室　内容
／まだ、ある!結核～結核の基礎と
複十字シール運動　講師／小林典子
さん　参加料／無料

とき／3月11日㈯10時から　ところ／
ふれあいセンター　内容／どなた
も楽しめる介護の本質を見つけま
しょう。　参加料／500円　申込み
／電話で

とき／3月26日㈰13時～15時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／
第1部　謡(能楽連盟)とナレーション
(鈴鹿高校放送部)、第2部　講演「俊
寛いろいろ」(河原徳子さん)　入場料
／無料　※整理券不要

鈴木利昭　080-1611-9264 信田和美　080-2613-4703

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会
川崎　謡　　382-3589

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
　suzuka_ts@yahoo.co.jp 下野　370-4620 LilyClub藪内　080-3650-1715

伊藤　090-8671-0187 髙橋邦男　090-8555-1185 阪田勧山　090-6760-9272 ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　382-5123

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　090-1747-3394 儀賀　388-6101 民族衣裳着付同好会　386-3827 保井　090-4185-1514

玉垣小学校　藤井由美子　
382-0269 田邉　386-0830 鈴鹿市芸術文化協会　383-2400 すずか陶芸教室　386-2509

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120

上映実行委員会
桑原　090-6086-8248 木平桂洞　386-0587 自閉症の子育て相談室

樋口さおり　tyaru0401@yahoo.co.jp

マヨネーズクラブ
中山　090-3458-0971

アロマクラブ＆スクールSuzuka　
090-8866-1517 伴　080-5298-6403 国立病院機構鈴鹿病院　378-1321

山原　372-0933 三重県地域婦人団体・鈴亀女性連合会
矢田　090-4110-3155 わくわく介護　080-5100-4500 鈴鹿能楽連盟

森　080-6964-0186

鈴鹿市民歩こう会 体力・筋力up
健康体操サークル

民謡と大正琴の祭典 春季テニス教室
受講生募集

認知症の人と
家族の会のつどい 楽楽クッキング参加者募集

俳句スクーリング
29年度生募集 第8回クラシックギター発表会 尺八教室生徒募集 小学生ソフトテニス教室

平成29年度児童募集

ノルディックウオーキング
体験会 親子エアロビクス きつけ／着る・着せる講座 鈴鹿不登校を考える親の会

玉垣小金管バンド
お別れ演奏会 みな歌 春風によせて すずか陶芸教室春期生募集

歌って脳トレして
若返りましょう 3.11映画会「太陽の蓋」 木平桂洞寺家会館書道教室

作品展
発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を
持つママのための心が軽くなるランチ会

英会話クラブ
会員募集

日々の生活や介護場面に
アロマセラピー講座

トランポリンエクサと
肩腰痛運動 第16回生き生き健康講座

リトミック教室生徒募集
無料体験 結核予防研修会 一行でおわるたからの“介護” 能楽フェスタ17「俊寛」



　平成29年4月から福祉医療費助成制度が変わります。対象の方は4月
1日以降の受診分から新たに届く受給資格証を使用してください。 

　新中学2・3年生は申請が必要です
　対象となる世帯（12月末時点）には、1月下旬に申請
案内を郵送しています。申請書類の提出がまだの方は、
お早めに保険年金課に提出してください。
　提出期限の2月24日までに提出された方には、3月末
日までに受給資格証を郵送します。所得審査の結果、
対象にならない場合は却下通知書を郵送します。

新中学1年生は申請の必要はありません
　福祉医療費受給資格をお持ちの方には期間を
延長した受給資格証を3月末日までに郵送します。
※障がい者医療費や一人親家庭等医療費の受給資格
証をお持ちの方は引き続き資格証を使用できます。

　福祉医療費受給資格をお持ちの0歳から3歳到
達年度末まで（4月1日生まれは前月末日まで）の子
どもで、一定の条件を満たす場合、現物給付方式
が適用され、窓口負担がなくなります。対象の世帯
には新しい受給資格証を3月末日までに郵送しま
すので、4月1日以降はそちらを使用してください。
※事前の手続きは必要ありません。
※市内の医療機関で、保険適用となる医療費が対象
です。

※受診の際、現物給付方式に対応した受給資格証と
健康保険証の提示が必要です。

※入院の場合、加入する健康保険組合などから発行
された限度額認定証の提示も必要です。

　保険適用となる医療費は、窓口負担がなくなります。た
だし、健康診断や予防接種、入院時の個室代など、保険
適用外の費用や食事費用などは窓口負担があります。

　医療機関に医療費をお支払いいただくことになります
が、後日受給資格証を医療機関に提示していただけれ
ば償還払い方式で助成します。

対象となる0歳から3歳児には現物給付方式に対応した受給資格証を郵送します

新中学1～3年生には新たに受給資格証を郵送します

現物給付方式で助成を受ける場合、全ての費用が
無料になるの？

受診時に現物給付方式に対応した受給資格証を
提示できなかった場合はどうなるの？

保険年金課　382 - 7 6 2 7　 38 2 - 9 4 5 5
　    h o k e n n e n k i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  　

2017・3・5

診療など

受給資格証・保険証の提示

医療費の支払い

助成内容の
通知

証明書の提出

現物給付方式のイメージ

受給者

市役所

医療機関

福祉医療費助成制度の変更に伴い、
対象の方に受給資格証を郵送します
福祉医療費助成制度の変更に伴い、
対象の方に受給資格証を郵送します

情報館 ❶福祉医療費助成制度 （2）
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対象年齢 0歳～小学6年生 中学1年生～3年生
現　行 平成29年4月受診分以降

0歳～中学3年生
対象医療 入院・通院 入院のみ 入院・通院

現物給付方式に対応した
受給資格証（見本）



　鈴鹿市では発達障がい児の子育て支援を行っています。今回は各課で
行っている支援内容をお伝えします。

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142 
　 kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

障がい福祉課　382-7626　 382-7607 
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

2017・3・5

発達障がい支援についてお知らせします発達障がい支援についてお知らせします

情報館 ❷発達障がい支援
　 　

12

　子ども家庭支援課では、0歳から18歳までの発達に支援が
必要なお子さんに、保健･福祉･教育が一体となって、早期発見
と途切れのない支援を行っています。
　相談には臨床心理士や保健師・保育士・教員・各種相談員
などのスタッフが、内容に合わせて対応します。また、必要に応
じて発達検査を行ったり、関係機関と連携して適切な支援に
向けてのコーディネートを行ったりしています。 

取組例
　・支援が必要なお子さんの途切れの   
　ない支援に向けて「すずかっ子支援
　ファイル」の作成を推進 
　・小学校への円滑なつなぎのために、
　「集団適応健診」（モデル事業）を推進

幼児健康診査（1歳6カ月児・3歳児健康診査）
　全てのお子さんを対象に行っています。小児
科医師の診察や保健師の保健指導、臨床心
理士の子ども発達相談などがありますので、
子育ての悩み事があればご相談ください。 

育児相談・電話相談
　乳幼児の発達、発育、接し方など育児全般について保健師が直接または電話で相談に応じています。
直接相談を希望される方は、事前に電話などで予約をしてから保健センターにお越しください（月
曜日～金曜日（祝日、年末年始は除く）8時30分～17時15分）。

すくすく広場（育児相談など）
 乳幼児の保護者を対象に、月1回お子さんの
育ちなど発達に関する悩み事に保健師が個
別に相談を行っています。詳しくは20日号の
健康館をご覧ください。

主な相談内容

「こんなことで相談していいのかな･･･」ということはありません。
心配なことがあれば、一人で悩まず気軽にご相談ください。 

かんしゃくをおこす

嫌と
言うことが
できない

落ち着きがない

すぐに友だちをたたく

教室を
飛び出して
しまう

服や食べもの等
こだわりが強い

じっとしていない
集中して
取り組めない

勉強に
ついていけない

字が
覚えられない

友だちがいない

不安感が強い

一人で遊ぶ

人前では
しゃべらない

予想外のこと
にとまどいが
激しい

保育所や学校へ
行きたがらない

子どもへの
関わり方が
分からない

忘れ物が
多い

新しい環境に
慣れにくい

偏食が
激しい

～途切れのない支援のために～　子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142　

～健やかな育ちのために～ 健康づくり課　382-2252　 382-4187  　

健康づくり課では、お子さんの健康や発達に関する相談をお聞きします。
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　4月2日は国連が制定した「世界自閉症啓発デー」
です。世界各地でタワーなどが青色にライトアップ
され、啓発イベントが行われます。「癒し」や「静寂」
を表す「ブルー」を掲げることで、自閉症や発達障
がいを理解してもらことを目的にしています。また、
4月2日から8日までは発達障害啓発週間となって
おり、発達障がいへの理解促進の取り組みも行われ
ます。関心のある方はLight It Up Blueみえ実行
委員会（　050-3704-2835）までご連絡ください。

○児童発達支援
　未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識
技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行っています。
○放課後等デイサービス
　学校などに就学している障がいのある児童生徒を対象に、授
業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、
社会との交流促進などの支援を行っています。

○短期入所
　障がい児（者）を対象に、在宅で介
護している方が病気などの場合に、
短期間、夜間も含め施設で入浴や排
せつ、食事の介護などを行っています。

＜対象＞
　・障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの児童
　・鈴鹿市健康づくり課、子ども家庭支援課などの発達検査で発達に課題があるとされた児童
　・発達障がいと診断された児童（診断書の提出が必要） 
　 ※障がい福祉課で必要な手続きを行い、受給者証を交付された方に限ります。受給者証は保護者に交付します。 

＜手続きの流れ＞

　障がい児が利用できる福祉サービスを紹介します。

～障がい児支援のために～ 障がい福祉課　382-7626　 382-7607

障害児通所支援（児童福祉法のサービス） 障害者総合支援法のサービス

手続きには面談を含めて約30分かかりますので、事前に電話などで障がい
福祉課に予約をしてから、利用予定の児童と保護者の方がお越しください。

障害児支援利用計画案（サービス等利用計画案）を指定障害児相談支援
事業所に依頼して作成していただきます。

計画案が障がい福祉課に提出された後、受給者証を交付します。

事業所と直接契約してください。その際受給者証の提示が必要になります。

申請書提出
⇩

計画案作成
⇩

受給者証交付
⇩
契約

Light It Up Blue～自閉症啓発イベント～

　



　多文化共生とは、国籍や民族、文化などの異なる人々 が、互いの違いを
認め、尊重し合いながら、同じ地域社会の住民として共に地域づくりをして
いくことです。今回は、今年度行った取り組みの内容などを紹介します。

2017・3・5

多文化共生社会の実現に向けて多文化共生社会の実現に向けて

情報館 ❸多文化共生
　市民対話課　382 - 9 0 5 8　 38 2 - 7 6 6 0  

　 s h i m i n t a i w a@c i t y . s u z u k a . l g . j p  
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　末松市長を代表とする公式代表団がベルフォンテン市を
訪問しました。ベルフォンテン市では、ベン市長をはじめとす
る関係者や住民の皆さんと交流を行い、両市の友好関係と
その一層の強化を確認し合いました。また、これから両市に
おいて、誰もが互いの違いを認め合い、個性と能力が発揮
できる都市づくりを目指していくため、「鈴鹿市・ベルフォン
テン市共同宣言」を採択しました。　

　平和構築と地域における多文化共生の推進について考える
ことを目的として、国際協力や国際交流などグローバルな問題
解決に取り組む（公財）笹川平和財団との共同主催により「国
際平和サロン2016 難民の『第三国定住』って何？」を開催しま
した。難民の受入れに取り組んでいる関係者を招き、前半は
講演会、後半はパネルディスカッションが行われ、身近ではな
いと思われがちな難民問題について、専門家のお話を聞くこと
ができ、改めて平和について考える機会となりました。 

　アメリカ合衆国ベルフォンテン市と友好協定を調印して25年を迎
え、両市の代表団が相互訪問するなどの記念事業を行いました。  
　本市を訪れたベルフォンテン市青少年代表団と本市の青少年が
「前川定五郎」をテーマに討論しました。前川定五郎は「人の喜び
はわが喜び」、つまり「ボランティア精神」を生涯の信念としており、
「定五郎の崇高な精神は世界の「友情と平和」に繋がる」などと、
活発な意見交換を行いました。

ボランティアの方々が、多文化共生のために活動しています。興味のある方は、
ぜひお近くの教室をのぞいてみてください。

国際平和サロン2016（5月27日）

鈴鹿市・ベルフォンテン市友好協定調印25周年記念事業 青少年討論会（7月31日）

鈴鹿市・ベルフォンテン市共同宣言（10月4日）

日本語教室・学習支援教室

鈴鹿日本語会AIUEO  
桜島日本語教室 
牧田いろは教室
ワールドキッズ 

毎週土曜日18時～19時30分 
毎週水曜日19時30分～21時 
毎週土曜日10時30分～12時 
毎週土曜日10時30分～11時30分

河曲公民館 
桜島町集会所 
牧田公民館または
牧田地区コミュニティセンター

日本語教室

学習支援教室

教　室　名 種　類 と　き ところ



　軽自動車税は、毎年4月1日現在軽自動車などを所有している方に課税されます。
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市民税課　382 - 9 0 0 6　　38 2 - 7 6 0 4
　　sh i m i n z e i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

　平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新規取得した軽四輪など（三輪以上の軽自動車で新車に限る）で、
下記の条件を満たす車両は平成29年度分の軽自動車税が軽減されます。 

軽自動車税情報館 ❹

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 

軽自動車税のグリーン化特例（軽課） 

第一種
第二種（乙）
第二種（甲）
ミニカー

50cc以下または0.6kw以下
二輪のもので50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下
二輪のもので90cc超125cc以下または0.8kw超1.0kw以下

125cc超250cc以下
250cc超

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
2,400円
5,900円
3,600円
6,000円

4,600円
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円

3,900円
10,800円
6,900円
5,000円
3,800円

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗用

貨物

原動機付自転車

車　　　　　　　種 税率（年税額）

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

農耕作業用
その他（特殊作業用）小型特殊自動車

三輪（660cc以下）
軽
自
動
車

四輪
以上
（660cc
以下）

車　　種
税率（年税額）

①平成27年3月31日以前に最初
　の新規検査を受けた車両

②平成27年4月1日以降に最初
　の新規検査を受けた車両

③最初の新規検査から
　13年経過した車両

※平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、③に該当するまでは税率(年税額)を据え置きます。
※最初の新規検査から13年を経過した車両について、税率(年税額)を引き上げます（グリーン化の観点から改正するため、
　電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引自動車を除く）。 
※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。 

※乗用車および貨物車については、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75％以上窒素酸化物
　などの排出量が少ないものであることが条件です。
※平成29年度分の軽自動車税のみ適用となります。軽減にあたり手続きは必要ありません。

　軽自動車税の廃車・名義変更の際は手続きをしないと、課税され続けます。トラブルの原因にもなりますので、
お早めに手続きをお願いします。年度途中で手続きをされても、税の払い戻しはありません。

平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
平成32年度燃費基準値より20％以上燃費性能が良いもの（ガソリン車のみ）
平成32年度燃費基準値を満たすもの（ガソリン車のみ）
平成27年度燃費基準値より35％以上燃費性能が良いもの（ガソリン車のみ）
平成27年度燃費基準値より15％以上燃費性能が良いもの（ガソリン車のみ）

75％

50％
25％
50％
25％

電気・天然ガス
軽自動車

乗用車

貨物車

対　象車　種 軽減率

軽自動車税の税率（年税額）をお知らせします

三輪・四輪以上の軽自動車



　犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で
義務付けられています。これに基づき、4月１日㈯から各地区で狂犬病
予防集合注射を行いますので、ご都合の良い会場で受けてください。

市立鼓ヶ浦公民館
伝統産業会館

牧田コミュニティセンター
弓削町公会堂
ＪＡ鈴鹿牧田支店
竹野町公会堂
三重県鈴鹿庁舎駐車場

ＪＡ鈴鹿玉垣支店
西玉垣集会所
三日市南自治会集会所

ＪＡ鈴鹿若松支店
市立若松公民館
下箕田集会所
市立箕田公民館

ふれあいセンター
野町公民館
鈴鹿ハイツ自治会集会所

市立石薬師公民館
自由ヶ丘集会所
木田町公会堂

三重県鈴鹿水産研究室
AGF鈴鹿体育館東駐車場
愛宕下会館
ひばり会館

市立旭が丘公民館
白子コミュニティセンター

千代崎海水浴場駐車場
ＪＡ鈴鹿一ノ宮支店
長太新町東自治会集会所
市立長太公民館

市立椿公民館
市立鈴峰公民館
市立庄内公民館

国府台第一集会所
市立国府公民館
市立住吉公民館

三重県花植木センター
市立加佐登公民館
市立深伊沢公民館
市立久間田公民館

徳田ふれあい会館
市立天名公民館
徳居町集会所
市立合川公民館前旧農協倉庫

野辺町集落センター
河曲地区市民センタ－
神戸コミュニティセンター
市立神戸公民館

市立庄野公民館
市立井田川公民館
平野町民会館
羽山共進集会所

市立郡山公民館
ＪＡ鈴鹿栄支店
ＪＡ鈴鹿稲生支店
三重県鈴鹿庁舎駐車場

　狂犬病は動物・人間共通の
感染症で、発症すると治療方法
がない、非常に恐ろしい病気で
す。世界の多くの国では現在で
も発生していて、いつ海外から
侵入してくるかもしれません。犬
種、室内飼いの区別にかかわら
ず、狂犬病予防注射は必ず毎年
受けましょう。注射を受けた犬
には注射済票が交付されます。

対　象　生後91日以上の犬
費　用　3,200円

◆接種の際の注意点
●犬を押さえられる方が連れてきてください。
●首輪や胴輪は抜けないようにしっかりと装着してください。
●ふんの後始末ができるようにご用意ください。
●注射はどの会場でも受けられます。
●日程が合わない場合は動物病院で注射を受けてください。
※注射料金は各動物病院へお問い合わせください。

●犬の登録が済んでいる方には事前に案内はがきを郵送します。内
容を確認し、誤りがあれば訂正して、必ず会場にお持ちください。

※案内はがきを紛失または届かなかった場合でも、会場で申込書に記入すれば、注射を受けられます。
※犬の登録が済んでいない場合は、会場でも登録できます。登録手数料3,000円を持参してください。
※案内はがきが届いた犬が既に死亡している場合、死亡届の提出が必要になります。
案内はがきに死亡日を記入し、犬鑑札を添付し、死亡届として提出することもできます。

●犬が高齢、妊娠中、病気などの場合は、自分で判断せずに、必ず獣医師の診
察を受けてください。場合によっては「狂犬病予防注射猶予証」（有料）の発行
を受け、環境政策課へ提出することで、予防注射を最長1年猶予できます。

●会場や時間が昨年と異なるところがありますので、注意してください。
狂犬病予防注射日程表

4月１日㈯

２日㈰

３日㈪

４日㈫

５日㈬

６日㈭

７日㈮

８日㈯

９日㈰

10日㈪

11日㈫

12日㈬

13日㈭

14日㈮

15日㈯

16日㈰

13時30分～14時15分
14時30分～15時15分

10時～10時45分
11時～11時30分
13時～13時45分
14時～14時20分
14時35分～15時20分

13時～13時30分
13時45分～14時10分
14時25分～14時45分

13時～13時30分
13時45分～14時15分
14時30分～15時
15時15分～15時45分

13時～13時30分
13時45分～14時5分
14時20分～14時40分

13時～13時40分
13時55分～14時35分
14時50分～15時10分

13時～13時20分
13時35分～14時5分
14時20分～14時40分
14時55分～15時15分

13時30分～14時15分
14時30分～15時

10時～11時
11時20分～12時
13時30分～14時
14時15分～15時15分

13時30分～14時15分
14時30分～15時15分
15時30分～16時

13時～13時45分
14時～14時40分
15時～15時30分

13時～13時30分
13時45分～14時15分
14時30分～15時
15時15分～15時45分

13時～13時20分
13時35分～14時5分
14時20分～14時50分
15時5分～15時35分

13時～13時20分
13時35分～14時5分
14時20分～14時50分
15時5分～15時25分

13時～13時30分
13時45分～14時15分
14時30分～15時
15時15分～15時45分

10時～11時
11時15分～11時45分
13時～14時
14時30分～15時10分

2017・3・5

愛犬に予防注射を受けさせましょう愛犬に予防注射を受けさせましょう

情報館 ❺狂犬病予防注射
　環境政策課　　382 - 9 0 1 4　　38 2 - 2 2 1 4

k a n k y o s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p
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農林水産課　　382 - 9 0 1 7　　38 2 - 7 6 1 0
n o r i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

　「植木・花の大即売会」をはじめ、寄せ植え体験や植木のオーク
ションなど、植木に関するイベントが目白押しです。今年は30種類以上
のポケットサイズのお庭を展示・販売しますので、ぜひお越しください。

春の植木まつりを開催します春の植木まつりを開催します

植木まつり情報館 ❻

と　き　4月8日㈯～16日㈰　9時～16時（雨天決行）
ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容（天候などにより変更となる場合があります）

問合せ　鈴鹿市植木振興会事務局（農林水産課内）　382-9017　382-7610

その他にも！
●ご当地キャラクターがやってくる！　
　15日　11時と13時
●もりぼーる（三重の木で作ったボールプール）で遊ぼう
15日（雨天の場合は16日）

●包丁研ぎ　8日 9～14時、1丁100円から（1人2丁まで）

※当日はフラワーパーク　367-3455

●植木・花の即売会　8～16日
●植木のオークション　8・9・15・16日 13時
●盆栽の展示・販売　8・9・15・16日

庭木や花苗の販売など

●鈴鹿の特産品・農産品の販売
　 8・9・15・16日
●鈴鹿のお茶の振る舞い・淹れ方教室
　 8・9日 
●ドリンクの振る舞い（AGF鈴鹿㈱）
　 15日

おいしい食べ物がいっぱい

●植木クイズラリー
　8日 10時　※正解者にはお菓子をプレゼント
●ハローツリープレゼント（対象 本市在住で、新築・結婚
１年未満の方、または今年小中学校・高校へ新入学され
た方（本人がお越しください））、8・9・15・16日 9時、各日
先着100人（1家族１本）

●風船のプレゼント  15・16日 10時・14時、各回先着
250人
●Weekday抽選会 （スタンプ6個で抽選一回（500円
毎にスタンプ1個））、10～14日

●300円分金券無料配布（中学生以上）、10～14日13
時　各日先着60人

プレゼント・抽選会

体験コーナー
●寄せ植え体験
　8・9・15・16日 11時（受付は9時から）
　各日先着30人　参加料 1,500円
●子供木工教室
　8日、材料費500円から
●キッズECOハンギングバスケット作り（対象 小学生）
　15・16日14時（受付は12時から） 各日先着30人
　参加料 無料
●ノコギリ体験
　16日　10時～15時　

近鉄平田町駅

ＪＲ加佐登駅

荒神山・フラワーパーク

07：19    09：19    11：19    13：19

07：31    09：35    11：35    13：35

07：35    09：39    11：39    13：39

荒神山・フラワーパーク

ＪＲ加佐登駅

近鉄平田町駅

09：47    11：47    13：47    15：47

09：53    11：53    13：53    15：53

10：07    12：07    14：07    16：07

Ｃ－ＢＵＳ時刻表（椿・平田線）

※詳しくは、市ホームページ（シティガイド→交通アクセス→
交通時刻表）をご覧いただくか、三重交通中勢営業所
（　059-233-3501）にお問い合せください。

R1

鈴鹿フラワーパーク

白鳥湖
（加佐登調整池）

加佐登小学校

花植木センター入口

消防分署

JR関
西本線

加佐登駅

鈴鹿川
定五郎橋

加佐登駐在所前



　

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)



20 2017・3・5

　

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
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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
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土
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1,200
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1,200

1,200
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1,200
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800
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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
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4月～8月
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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
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4月～9月

4月～7月

5月～7月

4月～9月
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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
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

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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広 報すずか 　2 0 1 7 年３月 5 日 号
今回の特集は消防団でした。仕事と家庭の両立

に加えて、消防団活動を行っていくという消防団員
のバイタリティに尊敬の念を抱くとともに、自信に
満ちた表情がかっこよく、印象的でした。今回から
デザインを変更した表紙には、3人の消防団員に登
場していただきました。消防団員のそのかっこよさ
が伝わればと思います。
表紙だけでなく特集もこれまでとデザインを

変えました。変更するにあたっては、昨年12月に
市内で開催された研修を受けてきました。講師
は、平成27年に全国広報コンクールで内閣総理
大臣賞を受賞した三芳町（埼玉県）の職員。どの
ようにレイアウトしたらよいかを学び、参考にし
ました。
今後もより良い広報を目指して、職員一同、改

善を続けていきたいと思います。 （高）
■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表） http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

　昨年のF1世界選手権はニコ・ロズベルグ選手が
チャンピオンを獲得。父ケケ・ロズベルグさんと親子
でF1チャンピオンの快挙を達成しました。
　ところで、鈴鹿にも「親子で日本一」がいるのをご存知で
すか? そのしぶとい走りから「マムシの秀

しゅう

六
ろく

と呼ばれたレ
ジェンドレーサー佐々木秀六さんと現役プロレーサーの
佐々木孝太選手です。秀六さんは1980年全日本F3選手権、
孝太選手は2005年スーパーGT300クラスのチャンピオン。

全日本レベルでの親子チャンピオンは、他に星野一義
さんと中嶋悟さんの親子を数えるのみです。
　43歳の孝太選手はGT300ポールポジション最多
獲得記録保持者。その速さで今年も国内屈指の激戦
の同クラスチャンピオンを目指します。秀六さんは70
歳目前の今も仕
事に熱中。「本業
のカーコーティン
グ事業でもチャ
ンピオン」が目下
の夢。親子共々ア
クセル全開の
日々が続きます。

サーキットの「親子鷹」 

■語り手　中野能成(鈴鹿モータースポーツ友の会事務局長)

　第16回全国障害者スポーツ大会優勝
　25歳のときに多発性硬化症にな
り、28歳のときに視力を失いまし
た。先々への不安と再発の恐怖で
気持ちが外に向かない日々が続き
ましたが、三重県視覚障害者協会
を通してサウンドテーブルテニス
（ＳＴＴ）を始めたことで、前向きに
なることができました。ＳＴＴは、ア
イマスクを着用し、金属入りの音が
出るボールを、枠の付いた卓球台
の上で転がし打ち合う競技です。
最初は空振りも多かったですが、そ
れでも楽しく、「もっと上手になり
たい」と練習を続けてきた結果、昨
年の10月に開催された第16回全
国障害者スポーツ大会では優勝す
ることができました。たくさんの
方々の応援のおかげと感謝してい
ます。

　みんなで楽しくＳＳピンポン
　ボランティアの方々の協力の下、
「コロコロピンポン」というサーク

ルを立ち上げました。最初は4人で
したが、今では選手7人、ボランティ
アさん20人が集まって月２回和気
あいあいと楽しく活動しています。
この楽しさを健常者の方にも知っ
てもらいたいと思い、アイマスクを
着用しない「ＳＳピンポン」という
競技を仲間と考えました。3月18
日（土曜日）に体験会を社会福祉協
議会で行いますので、興味のある
方はぜひ見学にお越しください。
障がいの有る無しに関わらず、み
んなで楽しく取り組んでいきたい
と思っています。
コロコロピンポン 　059-382-5971（内山）

黒田智子さん　
（全盲のサウンドテーブルテニス選手）
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