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特  集 地域防災の中核 消防団地域防災の中核 消防団
表紙写真
消防団として培った技術と気持ちは親から子へ受け継

がれていきます。父と三兄妹で力を合わせて消火訓練

に臨みました。「お前たちがこのまちを守っていくんだ

ぞ！」「任せて！」



地域防災の中核
～鈴鹿市消防団の活動～
地域防災の中核

～鈴鹿市消防団の活動～
　消防団は災害発生時、即時対応力・
動員力・地域密着力を武器に、災害
発生の初期段階から被害を軽減でき
るように、地域の防災リーダーとし
て防災訓練などの指導に取り組んで
います。

社会経済の進展に伴う産業構
造や就業形態の変化により

、商店経営や農業など自営業者が
減少して、企業などに勤める被雇
用者が大幅に増加しました。
　消防団員も同様に被雇用者が増
加し、全国の消防団員のうち約
70％を超えています。鈴鹿市消
防団でも 64％の 292 人の方が被
雇用者として活動しています。
　普段は各自の職業を持ちながら
、災害発生時に自宅や職場から駆
けつけます。消防団員は、非常勤
の特別地方公務員で、身分は、市
の条例で定められています。
　鈴鹿市消防団は、団本部と分団
で組織されており、分団は 6つ
の方面隊に分かれています。その
中で市内行政地区にそれぞれ設置
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 24分団あります。

鈴鹿市消防団　職業構成
その他 35人

学生1人

家族従業者
33人

自営業者
93人

被雇用者
292人

鈴鹿市消防団　職業構成

計
454人

※平成30年1月1日現在

隊員の品位向上を図る訓練礼式

市民の安全・安心な暮らしを
守るため、年間を通して活

動しています。各自の職業を持ち
ながら、休日には自治会の防災訓
練指導や火災予防啓発活動、応急
手当の普及指導、地域の催事等に
おける警戒など、幅広く地域に密
着した活動を行っています。
 活動内容 件　数 延べ活動人数

 風水害 3 件 684 人

 火　災 32 件 683 人

 自治会防災訓練指導 103 件 1,470 人

 人形劇・紙芝居 17 件 84 人

 救急法 69 件 168 人

放水体験放水体験

煙体験煙体験 人形劇人形劇

頼られる消防団員を目指して

【５月】

消防団員への指揮命令が速やか

に出来るよう実践訓練を実施し

ました。

【６月】

消防団員が自らの水防技術を高

めるため、出水期を前に水防工

法を実施しました。

【１０月】

火災防御活動の基本となる消防

ポンプ操法の訓練を実施しまし

た。

【１２月】

住民の防火意識の高揚を図るた

め歳末特別警戒を実施しました。



消防団と共に地域防災に
取り組みましょう

消防団と共に地域防災に
取り組みましょう

市内には、301隊の自主防災
隊が組織されており、さま

ざまな資機材が配備されているも
のの、災害に備えての訓練が十分
とはいえない自主防災隊もありま
す。大規模災害が発生したときに、
自分達の地域を自分達で守ること
ができるよう、私たち消防団が訓
練を指導しています。

中規模隊倉庫

小型消防ポンプ

地域の防災倉庫は、
定期的に点検していますか？

は　い いいえ

は　い いいえ

消防団を
呼んでください。
点検の方法を
わかりやすく
お伝えします。

中にある道具の使い方を
ご存知ですか？

消防団を
呼んでください。
わかりやすく
指導します。

災害時に
消防団と有効に
使うため、

訓練をしましょう。

・・・▶
・・・▶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶
・・・▶

消火器隊倉庫

大型消火器

ジャッキ

バール

訓 練 指 導 の 一 例
～いろいろな体験ができます～

放水訓練
　自主防災隊倉庫のポンプを利
用し、実際に放水しながら訓練
します。

救急法講習会
　救急法講習会で心肺蘇生法、
AED（自動体外式除細動器）の
取り扱いを指導します。

水消火器
　炎を前にしても落ち着いて消
火器の取り扱いができるよう、
初期消火要領をきめ細やかに指
導します。

さまざまな活動を
行っています

火災予防啓発活動に取り組ん
だり、消防技術の向上を図

るため、様々な訓練や研修を実施
しています。また、消防団運営を
適正に遂行するため、団幹部・分
団長会議を定期的に開催していま
す。

)

消防団の平成 29 年

年 間 行 事



頼られる消防団を目指して

早川　昇さん
職　業：富士電機㈱鈴鹿工場従業員

階　級：副団長

在団年数：22 年 10 ヵ月

地域の先輩から声を掛けても
らい入団しました。

　私は、市内の会社に勤めながら
消防団活動をしています。住まい
のある地域から勤務先まで、車で
３０分程の距離にあり災害が発生
してもすぐに現場まで駆けつける
ことが出来ません。今、全国的に
増加している被雇用者消防団員の
方が抱えている問題だと思いま
す。
　そこで日頃から、職場の上司、
同僚に自分が消防団員であること
や消防団としての仕事を理解して
もらい、災害発生の際は出来るだ
け早く仕事を切上げて現場に駆け
つけられるよう、職場環境づくり
に心掛けています。
　活動においては、部下である４
名の分団長と連絡を取り合い、団
員の安全を第一に災害防御にあた
るよう指揮支援を行っています。
　また、現場に到着するまでの間、
家族のサポートも非常にありがた
く思っています。災害が発生する
と消防本部から自宅にも連絡が入
るので、妻がどこで災害が発生し
ているかを伝えてくれることで現
場到着までの時間短縮に繋がって
います。会社からのサポートと家
族からのサポートが、これまで消
防団活動を続けてくることができ
た要因だと思います。
　今後は、自分たちの手で郷土を
守れるという消防団員のやりがい
を若い人達に伝え、消防団員の若
返りをうまく図れるよう尽力して
いきたいと思います。

鈴本 信大さん
職　業：鈴鹿市立愛宕小学校教師

階　級：班長

在団年数：18 年 2ヵ月

ある日、大学在学中に元消防
団員である父から私の入団

を決めてきたと、突然言い聞かさ
れました。それが、入団のきっか
けです。
　消防団活動は子どもの頃、父を
通してみてきた、ただかっこいい
というものではありませんでし
た。生まれ育った地域も違う、年
代も違う、ましてや友達ではない
仲間との活動は、とても新鮮なも
のでした。
　特に、平素の厳しい訓練は、週
３回仕事が終わってから２時間ほ
ど行う中で自分の技術が磨かれて
いくことを実感しました。その成
果として火災現場で災害を初期の
段階で抑えることができたとき
は、大変な達成感を得ることがで
きましたし、地域への貢献を感じ
ることができました。今思い返せ
ば父には、大変感謝しています。
　小学校の教員として、私がこれ
まで火災現場、台風等での水防活
動を通じて、感じたことを避難訓
練などの折にふれ、子ども達に被
災された方々の話や自分の身は自
分で守るよう災害に対する備え、
そして私の姿を見て、将来消防団
員として私たちの後継者となって
もらえばと思い、色々なことを伝
えていますし、何より私の話を興
味深く聞いてくれる子ども達に随
分助けてもらっています。
　また、消防団員として郷土愛を
忘れず、自分たちの地域は自分た
ちで守る力を付けるため、地域の
関係機関、特に自主防災隊との連
携、協力を密にし、地域防災力の
中心として、地域の活性化を図り、
信頼される消防団を今後目指して
いきたいと思います。

大矢 菜美さん
職　業：学校法人鈴鹿享栄学園　   

鈴鹿中学校事務員

階　級：団員

在団年数：3 年 10 ヵ月

東日本大震災をきっかけに消
防団に強い興味を持ち、消

防団について調べる中で、消防イ
ベントが市内で開催されることを
知った私は、そのイベントに参加
し、勇気を出して消防関係者に
「私、消防団員になりたいんです」
と伝え、そして消防団員になるこ
とが出来ました。
　入団して活動をしていく中で感
じたのは、女性消防団員の多くの
方は、看護師、保育士といった専
門的知識と技術を備えていること
です。
　私は一般の事務職で、救急に関
する知識や子ども達への接し方も
未知数でしたが、先輩方が優しく
救急法の指導方法を教えてくれま
したし、自己研鑽のために積極的
に講習会に参加しました。子ども
への接し方については、人形劇で
使用する着ぐるみが自然に動いて
見えるよう、日々研究に励みまし
た。その結果、救急法講習会では、
たくさんの方々から質問を受けた
り、人形劇で子ども達の笑顔がた
くさん見られたときは、「あー活
動してよかった」と達成感を得る
ことができています。
　女性消防団の活動は、平日、休
日問わずあります。これまで私が
両立できたのは、上司や同僚の理
解、そして職場が消防団協力事業
所であり、消防団活動に大きな理
解を示していただいているおかげ
であると思います。そして何より
休日でも活動しようと思えるほ
ど、消防団活動に魅力を感じられ
るからです。
　今後、常に新たな取り組みに
チャレンジする向上心を持ちなが
ら、防火防災指導ができる、制服
が似合う女性消防団員になりたい
と思います。

災害ボランティアバイクチーム

ライドエイド
　鈴鹿 8 時間耐久レースなどで
世界的に知られる鈴鹿ゆかりのラ
イダーを中心に総勢 20人で結成
されたチームです。
　災害時に発揮されるオートバイ
の特性である迅速性、機動性、省
エネ性を活用し、被災地の情報収
集や物資の搬送など消防・防災活
動の後方支援を行っていただきま
す。
　現在、鈴鹿市消防団への参画を
目標に災害時の人命救助活動にも
貢献できるよう、消火器の取り扱
い方法や応急手当の手技などを学
んでいます。

消防団への応募・質問はこちら

中央消防署消防団事務

382-9133　  382-3905

chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

※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。



対象／一般　とき／3月11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

とき／3月17日㈯・18日㈰10時～
17時　ところ／スズカ画廊(飯野
寺家町)　内容／水墨、水彩、油彩、
などジャンルにとらわれず楽しく
描いています。ぜひご観覧くださ
い。

とき／3月15日㈭10時30分～13
時30分　ところ／イオンタウン鈴
鹿　内容／ママ達が開催する手作
りのマルシェです。ぜひ遊びに来て
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／神戸コミュニティ
センター　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。

とき／3月25日㈰10時～16時　と
ころ／文化会館　内容／民謡6社、
大正琴7社の合同発表会を実施。
三味線、民謡唄、大正琴の新メロ
ディーを参観ください。　入場料／
無料

とき／3月24日㈯13時30分から（13
時開場）　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

高橋邦男　 090-8555-1185

酒井房博　 378-5087 信田和

NPO法人マザーズライフサポーター
386-2539

伊藤　 090-8671-0187

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会
川崎瀧謡　 382-3589

玉垣小学校
森裕介　 382-0269

第9回クラシックギター
発表会

牧田公民館絵画教室
画遊会展

第１回
ニコママフリーマーケット

俳句スクーリング
30年度生募集

民謡と大正琴の祭典

玉垣小金管バンド
定期演奏会

とき／3月11日㈰10
ところ／ふれあい

内容／クラシックギター
申込み／

とき／毎週木曜10時～12時　とこ
ろ／桜の森公園　内容／2本の
ポールを効果的に使い、姿勢、歩行
の改善、体力の維持向上を楽しみ
ながら目指します。貸ポールもあり
ます。　参加料／500円　※詳し
くはホームページまたは電話で

18日㈰10時～
ところ／スズカ画廊(飯野
内容／水墨、水彩、油彩、

などジャンルにとらわれず楽しく
描いています。ぜひご観覧くださ

とき／毎週火曜日10時～11時30
分　ところ／楠町緑地体育館(四
日市市楠町北五味塚1215-1)　内
容／音楽に合わせた有酸素運動と
コアトレを中心としたおなか回り
のシェイプアップ体操です。体験も
できます。　参加料／月2,500円

対象／小学校2年生以
毎週
市立テニスコート、三重交通Gス
ポーツの杜鈴
万5,
日㈯ま
さい。

とき／3月15日㈭10時30分～13
タウン鈴

内容／ママ達が開催する手作
りのマルシェです。ぜひ遊びに来て

とき／4月1日㈰（雨天時8日㈰）　
集合／近鉄湯の山線伊勢川島駅
9時40分　内容／鹿化川の桜散
策（5kmコース、7kmコース）　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／3月30日㈮まで　ところ／
百五銀行白子支
筆ペ
展を開催いたします。何卒ご高覧
をお待ちしております。

とき
／毎月第3金曜日9時30分～11時

ミュニティ
0円(3
申

※気軽にご連絡く

とき／3月28日㈬10時から、14時か
ら　ところ／嵯峨野珈琲館　内容／
生演奏で皆さんと一緒に歌集を見
ながら懐かしい童謡、唱歌、昭和歌
謡を歌います。　定員／各60人　参
加料／1,500円　申込み／電話で

とき／3月13日㈫19時
ころ／白子公民
円　
の親を中心とした集まりです。学年
末で新学期に
談したいです。お気軽に参加くださ
い。

時　と
内容／民謡6社、

大正琴7社の合同発表会を実施。
三味線、民謡唄、大正琴の新メロ

参観ください。　入場料／

対象／本人、家族、関心のある方ど
なたでも　とき／3月14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

対象／発達障がい児を
とき／3月8日㈭、4月13日㈮10時～
12
後に連絡
き、心が軽くなれます。
500円程度(飲食代のみ)　申込み／
各前日までに電話か電子メールで

とき／3月24日㈯13時30分から（13
）　ところ／玉垣小学校体
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
小サウンドを

対象／どなたでも　とき／毎月第2、
第4土曜日9時30分～11時30分　
ところ／文化会館研修室　内容／美
文字基礎から習います。　講師／新
田圭子　参加料／月1,500円程度　
※初心者大歓迎。お気軽に電話また
は、見学へ

とき／3月23日㈮13時～14時　とこ
ろ／社会福祉センター(小会議室)　
内容／精神障がい者の方が音楽演
奏
ケーション能力を高めていくことを目
的としています。
※月1回開催しています。

5-1185 すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　 090-1747-3394　 　http://www.snwc1130.com/

378-5087 信田和美　 080-2613-4703

NPO法人マザーズライフサポーター 鈴木利昭　 080-1611-9264

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさいまゆみ　 090-7048-8120

員会 下野和子　 370-4620

大迫　 387-0732
村山　 382-0501

ター ノルディックウオーキング
体験会

リズムビクス＆ピラティス
サークル

ニコママフリーマーケット 鈴鹿市民歩こう会

第12回うたごえ喫茶 鈴鹿不登校を考える親の会

認知症の人と
家族の会のつどい

ペン習字教室

とき／毎週木曜10時～12時　とこ
内容／2本の

ポールを効果的に使い、姿勢、歩行
の改善、体力の維持向上を楽しみ
ながら目指します。貸ポールもあり

※詳し

とき／4月14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5,000円　※保険料
別　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／1歳か
木・土曜日10時～12
太陽
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。
※お気軽にどうぞ。

とき／毎週火曜日10時～11時30
ところ／楠町緑地体育館(四

日市市楠町北五味塚1215-1)　内
た有酸素運動と

コアトレを中心としたおなか回り
のシェイプアップ体操です。体験も

00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25日㈰16時～18
ころ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／フランスの裏社会をコミカル
なタッチで描いた映
人程
／不要

とき／4月1日㈰（雨天時8日㈰）　
集合／近鉄湯の山線伊勢川島駅

内容／鹿化川の桜散
策（5kmコース、7kmコース）　参

加者歓迎

とき／3月30日㈮まで　ところ／
百五銀行白子支店　内容／書道・
筆ペン・実用書道・ペンなどの作品
展を開催いたします。何卒ご高覧
をお待ちしております。

対象／小学生1年生以
毎週
／平田野中学校体育
く続けられる剣道を目標に、新しい
体育館で元気に稽古しています。　
※見学自由です。興味のある方お越
しください。

とき／3月28日㈬10時から、14時か
内容／

生演奏で皆さんと一緒に歌集を見
ながら懐かしい童謡、唱歌、昭和歌

参

とき／3月13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。学年
末で新学期に向けた心構えなど相
談したいです。お気軽に参加くださ
い。

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／3月12日㈪10時か
ろ／四日市文化会館第3ホール　
講師／上村哲也さん(訪問介護事
業所織りがみ)他2人　参加料／
1,000円

対象／本人、家族、関心のある方ど
とき／3月14日㈬13時

ところ／牧田
内容／悩

み相談、情報交換、介護家族との
加料／本人無料、会員

対象／発達障がい児を持つ母親　
とき／3月8日㈭、4月13日㈮10時～
12時　ところ／市内飲食店(申込み
後に連絡)　内容／情報交換がで
き、心が軽くなれます。　参加料／
500円程度(飲食代のみ)　申込み／
各前日までに電話か電子メールで

とき／3月18日㈰13時30分～16
時(開場13時
けやきホー
声楽家とかるがもブラスアンサン
ブ
入場料／無料

とき／毎月第2、
第4土曜日9時30分～11時30分　

内容／美
文字基礎から習います。　講師／新

00円程度　
※初心者大歓迎。お気軽に電話また

とき／3月23日㈮13時～14時　とこ
ろ／社会福祉センター(小会議室)　
内容／精神障がい者の方が音楽演
奏や音楽鑑賞を中心としてコミュニ
ケーション能力を高めていくことを目
的としています。　参加料／無料　
※月1回開催しています。

対象／年長から　とき／毎週土曜
日10時～12時ほか　ところ／神戸
コミュニティセンターほ
／歌って楽しい、聴いて楽しい合唱
団です。親
※見学者大歓迎

すずかノルディックウオーキングクラブ
w.snwc1130.com/

鈴鹿テニス協会　川出　 090-2138-7281
　suzuka_ts@yahoo.co.jp 山

080-2613-4703 ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　 382-5123

080-1611-9264 木平桂洞　 386-0587

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 つぅの会
保井　 090-4185-1514

自閉症の子育て相談室　樋口さおり　 
090-1632-3694　 tyaru0401@yahoo.co.jp

伊藤　 059-389-7741 丸

ウオーキング 春季テニス教室
受講生募集

リズムビクス＆ピラティス 小学生ソフトテニス教室　
平成30年度児童募集

木平桂洞寺家会館
書道教室作品展

第12回うたごえ喫茶 鈴鹿不登校を考える親の会　

発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

分かち合い
～my men～

とき／4月14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

ところ／
市立テニスコート　受講料／一般

※保険料
申込み／住所、氏名、年齢、連絡先、

対象／1歳から　とき／月3、4回
木・土曜日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。
※お気軽にどうぞ。

とき／
日曜日の午後　ところ／

市立テニスコート、三重交通Gス
加料／年間1

申込み／3月31
※詳しくはお電話くだ

とき／3月25日㈰16時～18時　と
ころ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／フランスの裏社会をコミカル
なタッチで描いた映画　定員／20
人程度　参加料／500円　申込み
／不要

とき／3月30日㈮まで　ところ／
内容／書道・

ペンなどの作品
展を開催いたします。何卒ご高覧

対象／小学生1年生以上　とき／
毎週水・日曜日19時から　ところ
／平田野中学校体育館　内容／永
く続けられる剣道を目標に、新しい
体育館で元気に稽古しています。　
※見学自由です。興味のある方お越
しください。

と
加料／100

のお子さんをお持ち
の親を中心とした集まりです。学年

た心構えなど相
談したいです。お気軽に参加くださ

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／3月12日㈪10時から　とこ
ろ／四日市文化会館第3ホール　
講師／上村哲也さん(訪問介護事
業所織りがみ)他2人　参加料／
1,000円

母親　
とき／3月8日㈭、4月13日㈮10時～

ところ／市内飲食店(申込み
内容／情報交換がで

加料／
500円程度(飲食代のみ)　申込み／

とき／3月18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
声楽家とかるがもブラスアンサン
ブルの演奏をお楽しみください。　
入場料／無料

とき／3月23日㈮13時～14時　とこ
ろ／社会福祉センター(小会議室)　
内容／精神障がい者の方が音楽演

楽鑑賞を中心としてコミュニ
ケーション能力を高めていくことを目

加料／無料　

対象／年長から　とき／毎週土曜
日10時～12時ほか　ところ／神戸
コミュニティセンターほか　内容
／歌って楽しい、聴いて楽しい合唱
団です。親切丁寧に指導します。　
※見学者大歓迎

090-2138-7281 山原　 090-2689-6957　372-0933

キネマ倶楽部　 389-6603

山内　090-2939-1693
土屋　090-1474-5253

成人したわが子の生活を考える会
　tunechan@57.dion.ne.jp

鈴鹿市芸術文化協会
　383-2400

059-389-7741 丸地　 090-7958-0305

リトミック教室
無料体験

小学生ソフトテニス教室　 映画講演会
「女はみんな生きている」

みんなで剣道しようよ
鈴心館道場

第12回うたごえ喫茶 鈴鹿不登校を考える親の会 ヘルパーさんからの
メッセージ

ボーダーを含む)児を 春風によせて

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集

次回の募集は  5月 5 日号掲載分です

※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。

●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 12日㈪～ 16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 )。



情報館 1

軽自動車税

軽自動車税の税率

（年税額）を

お知らせします

市民税課

382-9006　 382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

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。

　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。

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 

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。

三輪・四輪以上の軽自動車

※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。

　平成29年4月1日から平成30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、
軽自動車税のグリーン化特例（軽課） 

※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。 

　平成 29 年 4月 1日から平成 30 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 30 年度分の
軽自動車税が軽減されます。
下記の条件を満たす車両は平成30年度分の軽自動車税が軽減されます。 

※乗用車および貨物車については、窒素酸化物などの排出量が平成30年排出ガス基準値より50％以上、または平成17年

平成30年排出ガス規制に適合、または平成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30％以上燃費性能が良いもの（ガソリン車のみ）
平成32年度燃費基準値より10％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

※乗用車および貨物車については、窒素
酸化物などの排出量が平成 30 年排出ガ
ス基準値より 50％以上、または平成 17
年排出ガス基準値より 75％以上少ない
ものであることが条件です。
※平成 30 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。



情報館 2

狂犬病予防注射
愛犬に予防注射を

受けさせましょう

環境政策課

382-9014　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　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 8 日 ( 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。

　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用
意してください。
●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。

狂犬病予防注射日程表

 
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
ＪＡ鈴鹿牧田支店
牧田コミュニティセンター
県鈴鹿庁舎駐車場

武道館駐車場
白子コミュニティセンター
市立旭が丘公民館

ＪＡ鈴鹿若松支店
市立若松公民館
市立神戸公民館

ＪＡ鈴鹿玉垣支店
ふれあいセンター 
野町公民館

4月8日（日） 

9日（月） 

10日（火） 

11日（水） 

　9時30分～　9時50分
10時05分～10時25分
10時40分～11時10分
11時25分～11時45分
13時00分～13時30分
13時45分～14時30分
14時45分～15時25分
 
13時30分～13時50分
14時05分～14時35分
14時50分～15時30分
 
13時30分～14時00分
14時15分～14時35分
14時55分～15時10分
 
13時30分～14時00分
14時20分～14時50分
15時05分～15時20分

河曲地区市民センター
市立石薬師公民館
自由ヶ丘集会所

千代崎海水浴場駐車場
神戸コミュニティセンター
ＪＡ鈴鹿一ノ宮支店 
市立長太公民館
下箕田集会所 
市立箕田公民館 

国府台第三集会所
市立国府公民館
市立住吉公民館

市立椿公民館
市立鈴峰公民館
市立庄内公民館

狂犬病予防注射日程表
12日（木）

15日（日） 

16日（月） 

17日（火） 

9時50分
10時05分～10時25分
10時40分～11時10分
11時25分～11時45分

13時30分
13時45分～14時30分
14時45分～15時25分

13時30分～13時50分
14時05分～14時35分
14時50分～15時30分

14時00分
14時15分～14時35分
14時55分～15時10分

14時00分
14時20分～14時50分
15時05分～15時20分

13時30分～13時45分
14時00分～14時35分
14時50分～15時20分
 
　9時00分～　9時50分
10時20分～10時50分
11時05分～11時45分
13時00分～13時45分
14時00分～14時25分 
14時40分～15時10分 

13時30分～14時00分
14時15分～14時50分
15時05分～15時25分
 
13時30分～14時15分
14時30分～15時05分
15時20分～15時50分

三重県花植木センター
JA鈴鹿加佐登支店
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

市立鼓ヶ浦公民館 
伝統産業会館
ＪＡ鈴鹿稲生支店
市立郡山公民館
市立栄公民館
県鈴鹿庁舎駐車場

18日（水） 

19日（木） 

22日（日）

13時45分
14時00分～14時35分
14時50分～15時20分

9時50分
10時20分～10時50分
11時05分～11時45分
13時00分～13時45分
14時00分～14時25分 
14時40分～15時10分 

13時30分～14時00分
14時15分～14時50分
15時05分～15時25分

13時30分～14時15分
14時30分～15時05分
15時20分～15時50分

13時30分～13時55分
14時10分～14時35分
14時50分～15時15分
15時30分～16時00分
 
13時30分～13時45分
14時00分～14時25分
14時40分～14時55分
15時10分～15時35分

　9時00分～　9時40分
9時55分～10時35分
10時55分～11時45分
13時00分～13時50分
14時05分～14時35分
15時05分～15時45分

※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。
※駐車スペースが限られる会場もあります。
　お車で来場される場合は十分ご注意ください。



情報館 3

多文化共生
多文化共生社会を

実現するために

市民対話課
382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　本市では、国籍・民族・文化など
の異なる人々が同じ地域社会の中で
協力し、安心して暮らせる多文化共
生社会の実現を目指しています。ま
た、多様な文化や価値観を理解して
いただくために、さまざまな取組を
行っています。今回は今年度行った
取組を紹介します。

三重国際ウィーク
国際理解パネル展

（5月24日～30日　市民ギャラリー）

　伊勢志摩サ
ミット開催が
きっかけで「み
え国際ウィーク」
（サミットが開催
された 5月 26
日・27日の前後 2週間）が定め
られました。
　この期間に合わせ、皆さんに世
界に目を向けていただくために、
本市が進めている国際親善、国際
理解および多文化共生の取組につ
いてパネルなどを展示して紹介し
ました。

公民館出前講座 
（9月 7日　玉垣公民館
10 月 31 日　飯野公民館）

　いろいろな国の文化の違いを知
り、日本人と外国人が互いを認め
合い、尊重し合える多文化共生社
会を市民の皆さんとともに築いて
いくため、地域において多文化共
生・異文化理解をテーマにした出
前講座を開催しました。
　玉垣公民館ではエジプト、飯野
公民館ではベトナムを出身国とす
る講師をお招きし、参加者には、
それぞれの国の料理などを通じて

異文化理解を
深めてもらい
ました

ブルキナファソ
ナショナルデー 2017in 鈴鹿 
（11 月 17 日　文化会館ほか）

　西アフリカの内陸にあるブルキ
ナファソのナショナルデーを記念
して、市内でさまざまな催しを行
いました。イネス・バキオ臨時代
理大使が合川小学校を訪問し、児
童と交流を深めたほか、鈴鹿サー
キット、伝統産業会館を視察しま
した。また、文化会館で開催され
た記念式典では、ブルキナファソ
の生活や食文化などが紹介されま
した。

（公財）鈴鹿国際交流協会（　383-0724）までお問い合わせください。 

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～11時30分
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

ところと　き種　類教室名

日本語教室・学習支援教室
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
のある方は市民対話課または（公
財）鈴鹿国際交流協会（　383-
0724）までお問い合わせくださ
い。



鈴鹿市防災マップ配布
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　平成22年度に発行した防災
マップを更新し、新しい「鈴鹿
市防災マップ」を作成しました。
破れにくく、水に強い「ストーン
ペーパー」を採用しています。
お住まいの地区のマップを広
報すずか3月20日号と共に配
布します。
※防災マップは市内10地区に分か
れています。

※市役所本館1階総合案内、5階防
災危機管理課、各地区市民セン
ターでも配布します。
内  容
　啓発面　風水害、地震・津波
に関する防災啓発などを掲載
　マップ面　主要河川の河川
浸水想定区域、土砂災害
（特別）警戒区域、津波浸水
予測区域などのハザード情
報や、避難所・避難地などの
防災施設に関する地図情報

空き家バンク制度の
登録物件募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188

　空き家バンク制度は、空き家
に関する情報を市に登録し、空
き家の売却、購入、賃貸借を希
望する方々にその内容を提供
するものです。空き家に関する
情報を発信することにより、空
き家の流通と利活用を促進し、
居住支援の充実や地域の活性
化を図ることを目的としていま
す。現在、空き家を所有または
管理している方で、売却や賃貸
をお考えの方はぜひ登録をお
願いします。空き家の購入や賃
借をお考えの方も登録していた
だけます。
　登録いただいた情報は、個人
情報を除き、市ホームページ
（引越し・住まい→空き家バンク
制度）で公開します。詳しくは住
宅政策課へお問い合わせくだ
さい。

平成31年鈴鹿市成人式
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10年4月2日から
平成11年4月1日生まれで、
市内在住または本市出身の
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

した。

を採用しています。

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
未満のすべての方が加入する
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・猶予とな
る「国民年金保険料免除・猶予
制度」をご利用ください。
　免除判定は、本人・配偶者・
世帯主の前年所得によって審
査されます。所得によっては免
除の対象とならない場合もあり
ます。

個人
市ホームページ

・住まい→空き家バンク
詳しくは住

宅政策課へお問い合わせくだ

　平成10年4月2日から
平成11年4月1日生まれで、
市内在住または本市出身の

　成人式の企画・運営
ポスター、

トの作成、広報活
を行っていただきま

市
役所の会議室で夜間に開催

電子

※平成27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。
申込み　保険年金課、地区市
民センター、年金事務所
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

白子駅東・東第 2自転車
駐車場の料金一部減額
交通防犯課　382-9022　382-7603
　白子駅東口付近に設置されて
いる白子駅東自転車駐車場と白
子駅東第 2自転車駐車場の利用
料金の一部を（黄色部分）、4
月 1日から減額します。ぜひご
利用ください。

一般 学生
１月 2,270円 1,600円
３月 6,290円 4,500円
６月 10,710円 8,640円
１年 20,600円 16,470円
１月 2,270円 1,050円
３月 6,290円 2,880円
６月 10,710円 5,400円
１年 20,600円 10,290円
１月 2,270円 1,600円
３月 6,290円 4,500円
６月 10,710円 8,640円
１年 20,600円 16,470円

白子駅東第２ 定期利用

定期利用

定期利用

名称等 利用区分
自転車

白子駅東

１階

２階

自殺対策強化月間
「守りたい　大切ないのち」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は自殺対策強化月間です。
春は進学や就職、転勤など、生活
環境の変化により、からだやここ
ろの調子を崩しやすい時期です。
特に3月は自殺する人が一年の
中で最も多くなる傾向がありま
す。周囲の人の気づきや声かけ
が、「いのち」を守ることにつなが
ります。
　あなたの力で救える「いのち」
があります。大切な「いのち」を
守りましょう。
大切な人の
「いのち」を守るための行動
　・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
　・つなぐ　
　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
※三重県こころの健康センターで
は、自殺予防・自死遺族電話相談
（毎週月曜日の13時～16時、祝日
の場合は火曜日）、専門面接相談
（予約制）を実施しています。
問合せ　三重県こころの健康セ
ンター（　059-223-5243
　059-223-5242）

平成 30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。納税通知書は、各税の
第 1期納付月に発送します。

納付月

税　目 市民税・県民税
（普通徴収）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

１期

２期

３期

４期

１期

２期

３期

４期

7月2日（月）

8月31日（金）

10月31日（水）

1月31日（木）

5月1日（火）

7月31日（火）

12月25日（火）

2月28日（木）

全期5月31日（木）

◆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。
◆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。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　382-9008　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、早めに手続きをしてくだ
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、
納税通知書



　
  嘱託職員

（相談支援員）募集
保護課　382-7640　 382-7607

対　象　次の全てに該当する方
○社会福祉士資格を取得して
いる方
○福祉関係の職場で１年以上
の実務経験がある方
○地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しない方
○パソコン操作（入力、検索など）
ができる方
業務内容　生活困窮者からの
各種生活相談業務および適
正な助言や指導業務
勤務条件　給与は189,400円
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。
定　員　1人
申込み　3月6日㈫から15日㈭ま
で（土・日曜日を除く8時30分～17
時15分）に、嘱託職員採用試験
申込書と受験票に必要事項を記
入の上、直接または郵送で保護
課（　513-8701（住所不要））へ

※申込書は直接または郵送で保護
課へ請求してください。郵送の場
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、
92円切手を貼った12cm×23cm
程度）を同封してください。
採用試験　　
と　き　3月25日㈰9時30分
から
ところ　市役所本館1階　
106ミーティングルーム
内　容　個別面接試験

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の

全国一斉情報伝達訓練
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　緊急事態の発生時に備えた
全国一斉の情報伝達訓練を行
います。全国瞬時警報システム
（Jアラート）を利用して、国から
送られてくる緊急情報を防災ス
ピーカーやコミュニティFM放送
などで市民の皆さんに伝える
放送訓練です。
対象設備　市内93カ所の防
災スピーカー、地区市民セン
ター、公民館、各小中学校な
どの館内放送、ラジオ（鈴鹿
ヴォイスFM 78.3MHz）
と　き　3月14日㈬11時ごろ
から約1分間程度

※気象状況や災害の発生などによ
り中止することがあります。
放送内容
1.上り4音チャイム
2.｢こちらは、鈴鹿市災害対策
本部です。｣
3.｢これは、Ｊアラートのテストで

（入力、検索など）

があります。
社会保険にも加入します。

す。｣×3回
4.｢こちらは、鈴鹿市災害対策
本部です。｣
5.下り4音チャイム
※緊急防災ラジオをお持ちの方
は、防災ラジオが自動起動し最
大音量で放送されますので、事
前に電源（乾電池）の確認をお
願いします。

第2回SUZUKA女性活躍推
進連携会議が傍聴できます
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

と　き　3月16日㈮15時から
ところ　市役所6階　庁議室
内　容　平成29年度事業報
告など
定　員　5人程度(先着順)
申込み　当日14時40分から
14時50分まで会場で受け
付け
　
公共下水道事業の
変更計画縦覧

下水道工務課　368-1662　 368-1665

　　gesuidokomu@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月7日㈬～22日㈭8
時30分～17時15分（土・日
曜日、祝日を除く）
ところ　上下水道局本館1階
　下水道工務課（寺家町1170）
※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。

有 料 広 告

告
広
料
有

※｢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。

※｢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。
※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ
公共下水道の

供用開始区域図縦覧
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、一ノ宮、玉垣、若松、栄
の各一部
と　き　3月15日㈭～29日㈭
8時30分～17時15分（土・日
曜日、祝日を除く）

ところ　上下水道局別館1階
　営業課（寺家町1170）

し尿くみ取り業者の
担当地区変更

廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　4月1日から国府、牧田、神戸
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。
担当業者
○稲生、飯野、玉垣、若松
（株）朝日工業（　386-1093
　 386-5836）

○国府、牧田、神戸、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　（有）勝栄興業
（　383-0555　 383-8080）
※国府、牧田、神戸地区が(株)朝日
工業から(有)勝栄興業へ変更に
なります。



3 月 25 日と 4月 1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 25
日と 4月 1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 25 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 1 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。

開設窓口

戸籍住民課
　382-9013

保険年金課
　382-9401

子ども政策課
　382-7661
学校教育課
　382-7618
納税課
382-9008

市民税課
　382-9006

階数

1階 ○

○

○

○

○

○（※1）

○

○

○

○

1階

11階

11階

2階

2階

窓口内容
3月25日
8時30分～
17時15分

4月1日
9時～12時

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（３月２５日のみ）
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

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）

児童手当・児童扶養手当の手続き

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
手続きなど

※1 税証明は、所得課税証明（最新年度）のみの発行となります。

◆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。

　市立テニスコートナイター
照明の一部利用制限
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　多くの市民の皆さんにご利用
いただいている市立テニスコー
トは、AGF鈴鹿体育館の大規模
改修工事の関連工事に伴い、
西側テニスコートナイター照明
の一部が利用出来なくなります。
ご不便をおかけしますがご理解
とご協力をお願いします。
※関連工事に伴い、テニスコートの
一部または全部を一時的に利用
制限する場合がありますが、それ
以外は平常どおりご利用いただ
けます。

改修工事の関連工事に伴い、

ます。

期　間　（予定）3月中旬から7
月中旬までの約4カ月程度

平成30年度格付・
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格付を希
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
ない場合は格付できませんの
でご注意ください。
※詳しくは市ホームページ（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3日㈫から16日㈪
までに、所定の申込み用紙に
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
（〒513-8701住所不要）へ

鈴鹿市障害者
施策推進協議会委員を募集
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住の20歳以
上の方
任　期　4月1日～平成32年3
月31日
内　容　年3回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策等を総合的かつ計画的に
推進するために審議します。
定　員　3人（応募多数の場合
は選考）
申込み　3月5日㈪から23日
㈮(土･日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分)に、応募用
紙を記入し障がい福祉課へ

※応募用紙は障がい福祉課窓口に
あります。

放課後児童支援員、
補助員および児童募集

子ども政策課　382-7661　382-9054
　放課後児童クラブは、保護者が仕

事などで昼間家庭にいない小学校に

就学している児童を対象に、放課後

から 18時ごろまで、保護者に代わっ

て児童をお預かりする場です。現在、

下記の放課後児童クラブで、放課後

児童支援員や補助員および児童の募

集をしています。

※詳しくは直接放課後児童クラブに

お問い合わせください。

※放課後児童支援員は保育士などの

資格をお持ちの方で、都道府県が

行う研修を修了した方が対象です。

※補助員に必要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている

場合もあります。

放課後児童クラブ名

牧田小学校区放課後児童クラブ　ひかりっ子
白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ
旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ
旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子
旭が丘小学校区放課後児童クラブ　かけはし
桜島学童保育ももたろう1組・2組
愛宕小学校区放課後児童クラブ　あおぞら第1・第2
鈴鹿わかすぎこどもクラブ
飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも
明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる
河曲地区学童クラブ　かわたろう
一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル
放課後児童クラブ　遊由
箕田学童保育所
若松小学校区放課後児童クラブ  はまゆう
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー
神戸小学校区かんたろう学童保育所
天名小学校区放課後児童クラブ　ピース天名
郡山地区児童クラブ　サンキッズ・Ⅱ

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり

牧田
白子

旭が丘

桜島
愛宕
稲生
飯野
明生
河曲
一ノ宮
長太
箕田
若松
玉垣
神戸
天名
郡山

椿

平田東町10-13
白子二丁目7-38
東旭が丘四丁目9-19
白子町2006-1
中旭が丘三丁目13-25
桜島町三丁目10-1
北江島町43-8
稲生西二丁目4-3
阿古曽町25-6
住吉一丁目4-29
河田町1341
高岡町2665-2
長太新町二丁目10-13
南堀江一丁目14-19
若松中一丁目6-11
東玉垣町523-1
神戸八丁目9-15
御薗町2500
郡山町729
山本町1255-4
小山組集会所内

375-2468
388-2774
368-2033
386-2611
386-2939
387-0371
368-1223
367-7075
367-3367
367-1711
383-3070
369-2780
385-5331
395-1003
385-3415
373-4734
383-1519
080-9495-4497
372-2084

371-2300

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○
○

○
○

○

学校区 所在地 電話番号 児童募集
放課後

児童支援員
等募集



図書館玄関マットの
広告募集

図書館　382-0347　 382-4000

　図書館では、自主財源の確
保を目的として、図書館本館と
江島分館に設置する玄関マット
を媒体とした有料広告を募集し
ています。
対　象　市内に事業所があり、
事業活動をしている個人また
は法人
申込み　3月15日㈭まで（必
着）に、鈴鹿市広告掲載申込
書（鈴鹿市広告掲載要綱第
1号様式）に必要な書類を添
付し、直接または郵送で図書
館（〒513-0802　飯野寺家
町812）へ

※申込書および本事業に関する資
料は図書館または図書館ホーム
ページで入手できます。

図書館ボランティア
募集・更新

図書館　382-0347　 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
新手続きを行います。
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31年3月末まで
内　容　書架整理、配架、破損
資料の補修、読み聞かせ、樹
木管理などの環境美化など
申込み　3月15日㈭まで（休館
日を除く）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、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。
詳しくはお問合せください。

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
の受益者に納付していただくこ
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していただ
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。

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)、自衛官募集コール
センター（　0120-063-792
　12時～20時（年中無休））
※対象年齢はいずれも平成30年4
月1日現在
◆幹部候補生（一般）
対　象　
・大卒程度試験　22歳以上
26歳未満の方、20歳以上
22歳未満で大卒（見込含
む）の方、28歳未満で修士
課程修了（見込含む）の方

・院卒者試験　20歳以上28
歳未満で修士課程終了など
（見込含む）の方

ト

　市内に事業所があり、

申込み　5月1日㈫まで
1次試験日　5月12日㈯・13日
㈰
試験会場　津市(予定)
◆幹部候補生（歯科・薬剤科）
対　象　歯科は20歳以上30
歳未満、薬剤は20歳以上28
歳未満の専門の大卒（見込
含む）の方

申込み　5月1日㈫まで
1次試験日　5月12日㈯
試験会場　津市(予定)
◆予備自衛官補（一般・技能）
対　象
・一般　18歳以上34歳未満
の方
・技能　18歳以上で国家免
許などを有する方（資格によ
り年齢の上限があります。）
※国家資格の種類についてはお問
い合せください。
申込み　4月6日㈮まで
試験日　4月14日㈯～18日㈬
※いずれか1日を指定されます。
試験会場　津市(予定)
◆一般曹候補生
対　象　18歳以上27歳未満
の方
申込み　5月1日㈫まで
試験日　
  1次：5月26日㈯
  2次：6月27日㈬～7月2日㈪
※いずれか1日を指定されます。
試験会場　津市(予定)
 

をお持

※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。

　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

受益者（納付義務者）
「受益者

を提出してくださ
この届出書の提出日以降

変更後
こ

　届出がないと受益者を変更
これまでの受

益者に引き続き納付していただ
納期限が過ぎ

さかの
ぼって受益者を変更することは

ださい。

　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)、自衛官募集コール

（　0120-063-792

※対象年齢はいずれも平成30年4

・大卒程度試験　22歳以上
26歳未満の方、20歳以上
22歳未満で大卒（見込含

28歳未満で修士

・院卒者試験　20歳以上28
歳未満で修士課程終了など

三重県創業･再挑戦
アシスト資金ご利用の
方への保証料補給

産業政策課　382-8698　 382-0304

　特定の融資制度について、支
払済みの保証料を補給していま
す。該当する方には申請書類を
送付しますので、申請期間内に
所定の手続きをしてください。
対　象　創業前または創業後
1年以内に三重県創業･再
挑戦アシスト資金を平成30
年1月・2月に借入れた方で、
市税の滞納がない方
補給額　保証料全額（上限10
万円）
申込み　3月12日㈪から26日
㈪で(土･日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)までに
産業政策課へ

県立総合医療センター
選定療養費

(非紹介患者加算料)を
改定

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　県立総合医療センターでは、
現在他の医療機関からの紹介
状を持たずに直接来院して診療
を受けられる方については、初
診料の他に選定療養費として
3,240円の加算料金を徴収して
いますが、平成30年4月から加
算料金が5,400円に改定されま
す。県立総合医療センター受診
の際には、かかりつけ医の紹介
状を持参してください。
問合せ　三重県立総合医療セ
ンター事務局（医事経営課四
日市市大字日永5450-132　
　059-345-2321（代表））



・2月に借入れた方で、

　県立総合医療センターでは、

津地方法務局における
国籍事務の取扱庁の変更
戸籍住民課　382-9132　 382-7608

　4月2日(月)から津地方法務
局における国籍事務の取扱庁
が変更されます。
　県内に住所を有する方の次
の申請または届出などについ
て、鈴鹿市から南の方は津地方
法務局戸籍課へ、四日市から北
の方は四日市支局で手続きす
ることになります。
対象手続き　帰化許可申請
（外国人の方が日本国籍取
得のため、法務大臣に申請す
るもの）、届出による国籍取得
（国籍法に定められた外国籍
の方が、届出することで日本
国籍を取得するもの）、国籍
離脱（日本国籍とそれ以外の
国籍を持つ重国籍の方が日
本国籍を離脱する手続き）、
その他の国籍に関する相談
問合せ　津地方法務局戸籍課
（〒514-8503津市丸之内
26-8津合同庁舎2階　059-
228-4191（代表））、津地方法
法務局四日市支局(〒510-006
8四日市市三栄町4-21
　059-353-4365

ヘルプカードの
配布について

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　県では、援助や配慮を必要と
している障がいのある方や病気
の方などが、日常生活や災害時
などで困ったときに周囲に示す
ことで、支援や理解を求めやす
くするカード「ヘルプカード」を
作成しました。県地域福祉課、
県福祉事務所・保健所、市障が
い福祉課、健康づくり課および
各地区市民センター窓口でご
希望の方に配布（申請不要）し
ているほか、県ホームページ
（　http://www.pref.mie.lg.
jp/UD/HP/20794012515_
00001.htm）でも入手できます。
　ヘルプカードを持っている方
を見かけた際は、電車やバスで
席を譲ったり、緊急時や災害時
に支援していただくなど、ご配慮
いただきますようお願いします。
問合せ　県地域福祉課（　059-
　224-3349　059-224-3085
　ud@pref.mie.jp)

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　3月25日㈰8時30分
～17時15分
◆夜間窓口
と　き　3月28日㈬・29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。

伊勢型紙の技と模様
江戸小紋展

文化財課　382-9031　 382-9071

と  き　3月15日㈭～21日(水・
祝)（19日㈪）は除く）9時～17時

※最終日は15時までです。
ところ　三重県総合博物館
（MieMu）2階　交流展示室
内　容　
・会員、伝承者、研修者、研修
生が彫刻した伊勢型紙と見

本国籍を離脱する手続き）、

法務局四日市支局(〒510-006

作成しました。県地域福祉課、

本染めの展示
・会員が彫刻した型紙で染め
た訪問着と反物の展示
・伝承者と研修者による彫刻
（突彫り、錐彫り、道具彫り、
縞彫り）と糸入れの実演（3月
17日㈯と18日㈰）
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
共　催　三重県総合博物館
問合せ　伊勢型紙資料館（　　
368-0240）

速報展
「発掘された鈴鹿2017」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　2017年1月から12月に市内
で行った発掘調査の最新の成
果をお伝えします。
と　き　3月10日㈯～6月17
日㈰　

※休館日は月曜日、第3火曜日（祝
休日の場合は開館）、祝日の翌
日（日曜日・祝休日の場合は開
館）です。
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

観覧料　速報展　無料
　常設展　一般・学生200円、
小・中学生100円（20人以
上の団体は50円引き）

※未就学児、70歳以上の方、障が
い者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添いの方1人は無料です
（証明できるものを窓口でご提
示ください）。

※三重県民の日を記念して4月14
日㈯、国際博物館の日を記念し
て5月19日㈯は常設展が無料
になります。
◆関連イベント
○発掘担当者による展示解説
と　き　4月14日㈯13時30分
○スライド説明会
と　き　5月19日㈯、6月17日
㈰14時から

※いずれも参加料は無料です。

博物館入門講座
「はじめての斎宮」

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　3月18日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　幻の宮と言われてい
た斎宮について、わかりやす
くお話します。
講　師　船越重伸さん（斎宮
歴史博物館）

※入門講座参加者は、常設展の観
覧料が無料になります。

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17日㈯・18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　
○美術部門（日本画・洋画・彫
刻・美術工芸・写真・書道）
さつきプラザ　17日㈯9時～
17時・18日㈰9時～16時
○文学部門（短歌・川柳・俳句・
連句・詩・小説・評論）美術工
芸室　17日㈯･18日㈰9時
～16時
○生活文化部門
・いけばな展　17日㈯･18日
㈰10時～16時　第1・2研修

（突彫り、錐彫り、道具彫り、

　常設展　一般・学生200円、

室
・お茶会　18日㈰9時30分～
15時　茶室（むつみ会裏千
家）・和室(長生会、みどり会)
◆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」17日㈯10時～16時
30分
○音楽部門　コンサート「春風に
寄せて」　18日㈰13時30分
～16時（開場13時）　声楽・
かるがもアンサンブル

品評会・即売会
～FLOWERホワイトデー

inスズカ～
農林水産課　382-9017　 382-7610

　ホワイトデーに合わせて、鈴
鹿・亀山地域で生産農家が丹
精込めて育てた洋ランや季節
の鉢花、こだわりの観葉植物の
品評会を行い、入賞作品の展
示と販売を行います。
と　き　3月10日㈯～11日㈰
10時～18時　

ところ　イオンモール鈴鹿　
グランデリ（ビアードパパ店
舗横）
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（高井郷　080-6968-9483）

6月17日

　考古博物館　講堂

　幻の宮と言われてい
わかりやす

　船越重伸さん（斎宮

　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

美術作品の展示やコン
舞踊など、多彩な催しが

（お茶会への参

　鈴鹿市芸術文化協

（日本画・洋画・彫
刻・美術工芸・写真・書道）
さつきプラザ　17日㈯9時～

・
評論）美術工

芸室　17日㈯･18日㈰9時

・いけばな展　17日㈯･18日
2研修

http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/20794012515_00001.htm


鈴鹿さくら祭り
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　4月7日㈯・8日㈰10
時～17時（雨天決行）
ところ　旭化成㈱鈴鹿製造所
桜並木および陸上グラウンド
周辺（平田中町1-1）
内　容　
・恐竜ゴーカート、恐竜クイズ、
恐竜展示
・こども縁日
・ちびっ子ランニングバイク体験、
トライアルショー
・地元鈴鹿グルメ大集合、スイ
ーツコーナー
・桜ぬり絵作品展示等（イベン
ト内容は変更になることがあ
ります。）　
協　力　平田商店会、源氏の
会、おやじの会
主催・問合せ　鈴鹿さくら祭り
実行委員会　事務局（　
378-0007）

鈴鹿ストーリーテリングの会
「たんぽぽ」によるおはなし会

～耳からの読書～
図書館　382-0347　 382-4000

　このおはなし会は、絵本も紙
芝居も人形も使いません。静か
に語られるお話を、耳をすまし
て聞いてみてください。子ども
から大人まで幅広く楽しんでい
ただけます。　　　
対　象　5歳以上
※5歳未満のお子さんは入れません。
と　き　3月18日㈰14時30分
～15時30分（休憩1回あり）
ところ　図書館2階　視聴覚
室（飯野寺家町812）
内　容　「二ひきのよくばり子
グマ」、「はなたれ小僧さま」
などの日本や世界の昔話

恐竜クイズ、

ちびっ子ランニングバイク体験、

「はなたれ小僧さま」

参加料　無料

平成30年度
救急法講習会の予約受付
中央消防署　382-9164　 382-9166

　4月1日から平成31年3月31日
までの講習会で、受講を希望さ
れる方は次のとおり申し込んで
ください。
対　象　中学生以上の市内在
住・在勤の方
申込み　3月23日㈮10時から、
電話で中央消防署(救急法
講習会予約ダイアル　382-
3904)または直接中央消防
防署1階窓口

※昨年度の受付電話番号とは異
なる番号ですのでご注意くださ
い。電話や窓口での受付は非常
に混み合う場合がありますので
ご了承ください。
◆出張講習
対　象　受講者が10人以上の
団体あるいは会社など
ところ　打ち合わせの上決定
内　容　普通救命講習（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歳以上です。
◆定期講習
対　象　個人の方
ところ　中央消防署
とき・内容
・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
定　員　30人

AGF鈴鹿陸上競技場の
リニューアルセレモニー
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　平成29年10月から第3種公
認陸上競技場の公認更新を実
施するために改修工事を行って
いた「AGF鈴鹿陸上競技場」が
リニューアルオープンします。
と　き　4月7日㈯8時30分～9
時（第1回鈴鹿市記録会と同
時開催）

※少雨決行
ところ   AGF鈴鹿陸上競技場
（石垣池公園陸上競技場）
（桜島町7-1-3）
内　容 
・ビーン太くん、ベルディ、とこまる
などによるキャラクター徒競争
・ネーミングライツ・パートナーで
あるAGF鈴鹿株式会社によ
るカフェオレなどの無料試飲
コーナー（9時～13時）
・平成30年度開催の「全国高
等学校総合体育大会（インタ
ーハイ）」および平成33年度
開催予定の「三重とこわか国
体（第76回国民体育大会）・
三重とこわか大会（第21回全
国障害者スポーツ大会）」の
特別PRブース（9時～13時）

※リオ五輪走り高跳び日本代表の
AGF鈴鹿所属 衛藤昂選手も出
場予定です。

※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。

　3月23日㈮10時から、

普通救命講習Ⅱ（4時間）、

5月、

鈴鹿市平成 30年度
前期スポーツ教室
参加者募集

スポーツ課　382-9029　382-9071
保険料　中学生以下 800 円、64
歳以下 1,850 円、65歳以上
1,200 円
※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。
※弓道、なぎなたは一律 800 円
です。
申込み　3月 5日㈪から 25日㈰
までに参加料と保険料を添えて
ＡＧＦ鈴鹿体育館または各開催
会場へ
※申込者が定員を超えた場合、平
成 29年度後期当該教室に参加
されていない方、市内在住の方
を優先させていただきます。
※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。
※お子さんを連れての参加はご遠
慮ください。
※AGF 鈴鹿体育館で開催してい
た教室は、AGF 鈴鹿体育館の
休館に伴い会場が変更になって
います。
問合せ　AGF 鈴鹿体育館（　387
    -6006）、市武道館（　388-06
    22）、西部体育館（　371-147
    6）、農村環境改善センター
    （　374-3455）

教室名 対象 期間 曜日 時間 ところ 回数 定員
（人）

参加料
（円）

ソフトバレーボール

バレーボール

卓球（中・上級クラス）

バドミントン

女性健康

ハンドボール

テニス

シニアテニス

卓球（初級クラス）

弓道

やさしいヨガ

ヨガ（午前）

ヨガ（午後）

簡単エアロビック

なぎなた

太極拳

リフレッシュ体操

社交ダンス

柔道

剣道

一般男女

一般女性

一般男女

一般男女

一般女性

小・中学生男女

65歳以下男女

55歳以上男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

一般男女

小学生以上男女

一般男女

50歳以上男女

50歳以上男女

小・中学生男女

小・中学生男女

4月～9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

4月～9月

4月～9月

4月～7月

5月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～9月

5月～7月

5月～9月

4月～9月

5月～9月

4月～9月

4月～9月

月

火

水

木

金

水

水

金

水

火

火

水

水

水

水

木

金

金

土

土

12

15

15

15

15

15

12

15

15

12

12

12

12

12

12

15

15

15

20

20

50

50

20

40

50

30

45

25

20

30

70

50

50

50

30

20

50

30

50

50

3,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,000

3500

3500

3,000 

3,000

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

3,500

5,500

5,500

9時30分～11時

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

15時30分～17時

9時～11時

9時～11時

9時30分～11時30分

19時～21時

9時30分～10時30分

10時～11時30分

13時～14時30分

9時30分～10時30分

19時～21時

9時30分～11時

13時～14時30分

10時30分～11時30分

18時30分～21時

19時～21時

西部体育館

市立テニスコート

農村環境改善センター

市武道館 3,000
（2,500）



防災カンガルー☆
すずかによる活動報告

「ママとベビーのぼうさい博」
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　子育て中のママが集まり、市
と一緒に防災や減災に取り組ん
でいる「防災カンガルー☆すず
か」による活動報告を行います。
と　き　3月21日(水・祝)10時
～15時
ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート（庄野羽山4-1-2）
内　容　防災知識のパネル展
示、ちびっこ消防服の試着、
ママ目線で考えた非常食（お
やさいゼリー）の配布など

※非常食（おやさいゼリー）の無料
配布は、10時、12時、14時の計3
回を予定しています。なお、対象
は小学生以下のお子さん連れの
ご家族とさせていただきます。
また、数に限りがありますので、
ご了承ください。

バルーンキャラバンin
イオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と き　3月24日㈯16時30分
～19時30分ごろ
ところ イオンモール鈴鹿
西大駐車場（庄野羽山4-1-2）
内 容　熱気球の係留飛行
（搭乗体験）・熱気球教室
定 員　各回80人程度(先着
順)
料 金　1,000円（中学生以
上）500円（小学生）

※未就学児は、保護者1人につき2人
まで無料です（要保護者同乗）。
主 催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会
申込み　当日16時からと17時
から会場内設置テントで整理

「ママとベビーのぼうさい博」

による活動報告を行います。

示、ちびっこ消防服の試着、

ご家族とさせていただきます。
数に限りがありますので、

西大駐車場（庄野羽山4-1-2）

券を配布します。
当日の問合せ　同実行委員会
（ 090-6468-2012（当日
16時～19時30分ごろ））

※当日の天候や風の状況により、
中止する場合がありますのでご
了承ください。

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　市内中小製造企業
の新規採用従業員、一般従
業員で全3回の研修に参加
できる方
と　き　4月4日㈬～6日㈮　9
時～16時30分(6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14日㈬までに産
業政策課ものづくり産業支
援センターへ

樹木を植えよう
ボランティア募集

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　松枯れに対する抵抗性松等
の樹木の植栽を行います。
と　き　3月23日㈮10時から
2時間程度（小雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森園内
※受付事務所前に集合してください。
定　員　20人程度
作業内容　鈴鹿森林組合の
指導を受け、園内に樹木苗の
植栽を行います。
申込み　電話またはファクス
で鈴鹿青少年の森受付事務
所へ

※軍手は各自で用意していただき、
動きやすい服装（汚れてもいい
服装）でお越しください。

スポーツ講習会
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

372-2511　 372-2260

　競歩の東京オリンピック強化
指定選手の松本彩映さんを招い
てお話ししていただきます。
対　象　講習テーマに興味の
ある方、これから運動などを
始められる方 
と　き　3月25日㈰10時～11
時30分、14時～15時30分
ところ　三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿サッカー場内メイン
グラウンド  
内　容　健康のためのウォー
キング教室
定　員　30人程度
※応募多数の場合は抽選
参加料　500円(保険料含む)
申込み 3月22日㈭までに、ホー
ムページ申込フォーム（
http://www.garden.suz
uka.mie.jp/)または、スポー
ツの杜鈴鹿　各施設窓口へ

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。直接水泳場窓
口またはホームページで
◆体育のじかん
対 象　小学生
と き　3月30日㈮10時15
分～11時45分
ところ　体育館
講 師　ＫＥＮＪＩさん
定 員　20人
参加料　500円　
※ドッチボール、ドッチビーなど

※当日の天候や風の状況により、

◆水遊びの達人
対　象　年中～小学2年生
と　き　3月27日㈫～29日㈭
16時～17時
ところ　水泳場25ｍプール
内　容　みんなで遊び、潜る。水
の中はこんなに楽しいよ。
定　員　各20人
参加料　各800円
◆スロージョギングレッスン4
月コース
対　象　一般成人　
と　き　4月10日㈫・17日㈫・
24日㈫10時30分～11時30
分(全3回)

※雨天決行(屋内)
ところ　スポーツの杜周辺
内　容　ストレッチ、体幹トレー
ニングで体力アップ。はじめて
のスロージョギングに挑戦し
てみましょう。
講　師　ＫＥＮＪＩさん
定　員　20人
参加料　全3回　1,500円
※5月コースもあります。

◆バレーボール教室　無料体
験会
対　象　一般成人
と　き　3月28日㈬10時～12
時
ところ　体育館
講　師　阪さん
定　員　15人
参加料　無料
※初心者の方も気軽にご参加ください。
◆松田丈志さんの水泳レッスン
元競泳日本代表でリオ五輪

・

銅メダリストの松田丈志さんを
お招きします。
と　き　3月31日㈯
定　員　各50人（先着順）
参加料　2,000円　　　
申込み　3月8日から直接水泳場
窓口（現金持参）またはホーム
ページで
水泳教室
対象　25メートル泳げる小学
生クラス（10時30分～12
時）、4泳法泳げる中高生ク
ラス（14時～15時30分）
トークショー
13時～13時45分

のスロージョギングに挑戦し

◆バレーボール教室 無料体

3月28日㈬10時～12

初心者の方も気軽にご参加ください。
◆松田丈志さんの水泳レッスン
元競泳日本代表でリオ五輪

の3 月 納税
国民健康保険税…9期
【納期限は4月2日(月)です】

http://www.garden.suzuka.mie.jp/


高齢者と人権
～認知症を正しく知って、
支援の輪を広げよう～

健康福祉政策課　382-9012　382-7607
kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

人権政策課 　382-9011　 382-2214 　 
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　わが国では、人口減少が進む中、
高齢者人口（65歳以上人口）は
近年一貫して増加を続け超高齢社
会となっています。また、急速な
高齢化の進展に伴い、認知症高齢
者の増加が社会の大きな不安要素
の一つとなっています。
　認知症は、アルツハイマー病や
レビー小体病などの病気で脳の働
きに不都合が生じ、認知機能が損
なわれることで起こる症状です。
人は、認知機能の一部が損なわれ
ると、周囲の人たちには理解でき
ない行動をとることがあります。
そのため周囲の人たちは、しばし
ばその人の人格が失われてしまっ
たと思いがちですが、それは誤っ
た考えです。
　認知症の人は、なぜ怒られたの
かは忘れても、この人に怒られた
という感情は残っています。また、
何をしてもらったかは忘れても、
この人は優しくて安心できるとい
う感情も残っています。認知症の
人は、感情を失っているわけでは
ないことを忘れないでください。
　「何かおかしい…。」と最初に認
知症の症状に気づくのも、誰より
も苦しみ悲しむのも本人です。認
知症の人が、「私はもの忘れなん
かしてない！」と言い張り、周囲
の人たちを困らせるケースがあり
ますが、それは悲しみの感情表現
かもしれません。
　鈴鹿市では、認知症の人の意思
が尊重され、できる限り住み慣れ
た地域で自分らしく暮らし続ける
ことができる社会の実現を目指
し、認知症の理解を地域全体に広
めるため、医療機関、企業、地域
団体、大学、小学校などで、認知
症サポーター養成講座を実施し、
講座受講者には、その目印として
「オレンジリング」を配布してい
ます。このオレンジの「輪」が繋
がり、支援の「輪」が広がるよう、
認知症サポーター養成講座に参加
し、認知症サポーターとして、認
知症の人とその家族にやさしいま
ちづくりにご協力ください。



『つかまるわけ
　　ないだろ！』
宮田陽葵さん
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図書館の魅力

Suzuka POP コンテスト大賞

　今回は Suzuka POP コンテスト
を開催し、図書館にある本を紹介
する手作りポップ（本を紹介する
カード）を募集した結果、大賞が
決定したのでご紹介します。

【小学生の部】
宮田陽葵さん

『つかまるわけないだろ！』
（ティモシー・ナップマン /文
シモーナ・チラオロ /絵 徳間書店）

【ティーンズの部】
はるる～さん

『5 分後に思わず涙。
　青い星の小さな出来事』

（桃戸ハル /編著  田中寛崇 /絵 学研プラス）

【一般の部】
工藤直美さん
『こどもたちへ
まどさんからの手紙』

（まどみちお/文  ささめやゆき/絵　講談社）

　初めてのイベントでしたが、
50通を超える応募があり、どの
ポップも本の魅力が伝わってくる
とてもすてきなものばかりでし
た。
　温かみのある手書きのポップ
が、来館された方と新しい本との
出会いのきっかけになればと思い
ます。ご応募いただいた皆さん、
ありがとうございました。
　ご応募いただいたポップは、4
月 2日㈪まで図書館本館に展示
しています。ぜひ見に来ていただ
き、おすすめの本を読んでみてく
ださい。

鈴鹿発
モトクロスチーム

Bells Racing
( ベルズレーシング ) 始動

　鈴鹿と・き・め・きモータース

ポーツ大使、鈴鹿モータースポー

ツ友の会理事を務める小島庸平選

手（本市出身・在住）が、2018

年度全日本モトクロス選手権参戦

にあたり、新チーム「Bells 

Racing」（ベルズレーシング）を

結成。ホンダのマシンを駆って新

たな体制でのチャレンジを開始し

ます。

　トップパートナーとしてイオン

モール鈴鹿さまにサポートしてい

ただき、さらに市内の名門チーム

であるモリワキエンジニアリング

さまをはじめ、さまざまな鈴鹿の

企業からのバックアップをいただ

きながら、モータースポーツのま

ち鈴鹿にふさわしいチームとして

の船出となります。

　さらに新たな試みとして、小さ

な子どもたちによるランニングバ

イクチームも立ち上げ、その競技

を通して青少年の健全育成にも力

を入れていきます。鈴鹿発の新

チーム、ベルズレーシングにぜひ

ご注目ください。

■語り手　下野雅司 ( 株式会社

フォーティーフォー )

キ ー ボ ー ド

　寒い日が続くなか、家で暖房な

ど火を使う機会は多いと思いま

す。空気も乾燥していますので、

火災の危険も高くなります。

　今回の特集は消防団について紹

介をしました。地域防災の担い手

として、職場と家族の協力を得な

がら地域を自らの手で守っていこ

うとする姿勢には本当に頭が下が

ります。

　さて、昨年 4 月に広報グルー

プに異動して一年が経とうとして

います。取材を通して、こんな素

敵なイベントや場所が鈴鹿市にあ

るのかと新たな発見をするときは

嬉しくなります。考古学博物館で

開催されたお月見コンサートで、

雲に隠れていた満月が姿を現した

ときはとても綺麗で感動しまし

た。また、さまざまな方と接する

機会も多いのでやりがいのある仕

事だと思っています。

　今後も市民の皆さんに関心を

持って読んでいただける紙面づく

りに、頑張っていきたいと思いま

す。　( 和 )
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