
消防団

表紙写真表紙写真
　全日本トライアル選手権で、前人未到の 6連覇を達成
した小川友幸選手。その技術を駆使して、大規模災害対
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　消防団は、地域の消防防災のリー
ダーとしてその地域に密着し、住民
の安心と安全を守るという重要な役
割を担っています。消防本部や消防
署と同様、消防組織法に基づき、そ
れぞれの市町村に設置される消防機
関です。

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
いる分団と、女性消防団員で構成
されているHi まわり分団を合わ
せた 24分団で、6つの方面隊に
分かれて構成されています。
　普段はおのおの仕事をされてい
る非常勤の消防団員。特別職の公
務員として、仕事や家事の合間に
訓練や啓発活動を行っています。
毎年 1月に行う消防出初式では
各消防団が集結し、一斉放水など
訓練成果を披露しています。

主 な 活 動 実 績
●新入団員教養訓練・幹部研修
●水防工法講習会
●秋季火災予防運動
●歳末特別警戒
●総合防災訓練
●消防出初式
●春季火災予防運動

女性消防団「Hi まわり分団」女性消防団「Hi まわり分団」

平成9年に女性 15人で結団
しました。人形劇や手作り

の防災紙芝居などを保育所や幼稚
園、福祉施設などで行い、災害啓
発や消防訓練指導を行っていま
す。また、自身のスキルを向上さ
せるために、各種訓練や全国女性
消防団活性化大会などに積極的に
参加しています。
　消防団活動は多種多様化してき
ており、女性の視点を取り入れた
避難所運営など、女性団員の必要
性は高まっています。

主 な 活 動 実 績
●救急救命講習指導（通年）
                                        約 80 回
●防災啓発人形劇（通年） 

約 10 回
●防災啓発紙芝居（11月） 

約 10 回
●女性消防団員教養訓練（年2回）
●各種活性化研修（年数回）
●各種訓練（年数回）
●その他イベントでの広報活動
（救急フェア、火の夢フェスタなど）

　広報に載っていた募集の案内を
見て、制服に憧れて入団しました。
最初は教えてもらうことばかりで
したが、今では自発的に活動でき
るようになりました。いろいろな
体験をすることは自分にとっても
刺激になりますし、地域の皆さん
にも貢献できるので、大変さはあ
りますが、続けています。いざと
いうときに防災知識があるかない
かで明暗が分かれます。皆さんに
は防災訓練や救急法などの防災に
関するイベントには積極的に参加
してもらいたいです。

　東日本大震災の被害をテレビで
見て、ガールスカウトなどで培っ
た知識を被災者の皆さんの役にた
てたいと思い、活動を始めました。
主に公民館などで地域の皆さんに
ゴミ袋を活用した防寒着や炊き出
しの作り方、身を守る方法などを
伝えています。劇に見立てて防災
の必要性を伝えたり、防災グッズ
作りなどはイラストを描いた資料
を用意するなど、毎回工夫します。
いつ災害が起きるかは分かりませ
んので、皆さんに防災を身近なも
のに感じて取り組んでほしいで
す。
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平成28年 7月に発足したラ
イドエイド。今回はその真

髄に迫るため、立ち上げに尽力さ
れた森脇南海子さんにお話を伺い
たいと思います。

■まず、この「ライドエイド」を
立ち上げようと思ったきっかけ
は？
森　脇　神戸市で参加した「バイ
ク・ラブ・フォーラム」で、震
災時にバイクが活躍した話を聞
いたことです。実際に水の運搬
や安否確認などでバイクが活躍
する姿を写真や映像で見させて
もらって、バイクが世の人のた
めに役立つ、と感動しました。
ライダーはたくさんいるので鈴
鹿でも絶対できると思いました
ね。

■トップクラスのライダーやOB
で構成されているとのことです
が。
森　脇　鈴鹿ならではだと思いま
す。トライアルチームを率いる
三谷さんに協力してもらって、
トライアルやモトクロス関係者
に声をかけて、話をしました。
たくさんのライダーが「やりた
い。」「やりたかった。」と集まっ
てくれたので、うれしかったで
すね。月に 1回は集まるよう
にしていますが、みんな前向き
に取り組んでいます。

■ボランティアとは異なるんです
よね？
森　脇　最初はボランティアチー
ムを立ち上げたんです。今後活
動していく上で消防団員の方に
相談したところ、市の組織とし
て動いていく必要性があるとい
うことになり、消防長に話を持
ちかけました。そうしたら「消
防団になればより現場で活動で
きるし補償もできる。」と応え
てくれて、新たにライドエイト
が誕生しました。消防団として
任命してもらえたので、災害時
に現場で情報収集活動を行える
ことになり、消防や消防団の皆
さんの活動を支援することがで
きるようになりました。

■どのような場面で活躍できると
考えますか？
森　脇　2 輪最大の特性は機動力
です。トライアルの技術があれ
ば、がれきや障害物を乗り越え
ることができますし、モトクロ
スの技術があれば道なき道を走
行することができます。この機
動力を最大限発揮できるよう、
さまざまな悪条件を想定した走
行訓練や打ち合わせなどを行っ
ています。

■今後のビジョンは？
森　脇　できたばかりの組織なの
で、知っていただくことが必要
です。特に長年活動されている
消防団の皆さんとは協調して活
動していくことになりますの
で、溶け込んでいけるようにし
たいですね。
　　また、最近小さい子どもたち
がランニングバイクで楽しそう
に遊んでいるのをよく見かけま
すが、この中からは大人になっ
てバイクに興味を持ってくれる
人もでてくると思います。バイ
クの技術を生かして誰かの役に
立ちたいと思ったときに、「こ
ういう方法もあるんだ」と思っ
てくれるきっかけになるよう、
バイクの有効性を鈴鹿から発信
していきたいです。

ライドエイドとは！

消防団の新たな力
情報収集活動部隊

　「ライドエイド」は大規模災
害が発生した際に、バイクの
特性を生かして情報収集活動
を行う消防団員で、国内外の
トップクラスのライダーで構
成されています。車では通行
できないところを走り抜ける
ことができ、方向転換も即座
に行えるなど機動力に優れて
おり、燃料も少なく済みます。
　災害時を想定した悪路走行
訓練や、情報伝達をスムーズ
に行うために無線実習訓練、
救護者発見時の救急法訓練な
どを行い、いざというときに
対応できるよう準備を進めて
います。

団員たちの 声
全日本モトクロスチャンピオン

（過去３回）

　バイクを扱う
技術は誰にも負
けませんが、実
際活動するとな
ると話は別なの
で、実践的な訓

小島　庸平選手

練をしっかり行っています。災害
時にバイクを扱う技術を持つ僕た
ちが活動することで、市民の皆さ
んの役に立ちたいと思いますし、
バイクへの印象もよくなってほし
いと思います。

全日本ロード－レースチャンピオン
（過去 3回）
高橋　裕紀選手

　自分の技術が
誰かの役に立つ
ことができるこ
とをうれしく思
います。自分た
ちの活動が人命

救助につながると思うと、身が引
き締まります。災害時の動きにつ
いては初心者なので、きちんとで
きるか正直不安な思いもありま
す。実践に基づいた訓練を繰り返
し行うことで不安を取り除いて、
いざという時にしっかり役目を果
たしていきたいです。

今回の特集に関する

ご意見・ご感想は中央消防署

　382-9133　　382-3905

chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp



原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

対象／一般　とき／3月17日㈰10
時30分から　ところ／ふれあいセ
ンターふれあいホール(南玉垣町
6600)　内容／クラシックギター
の演奏　入場料／無料　申込み

とき／3月17日㈰9時～12時　ところ／青少
年の森運動場　内容／2本のポールを使って
楽しく体力向上と健康づくり、毎月郊外ウ
オーキングもあります。　※毎週木曜日10時
から12時まで桜の森公園でも行います。詳し
くはホームページまたは電話で

とき／3月24日㈰10時～16時　と
ころ／文化会館　内容／民謡5社、
大正琴7社の合同発表会を実施し

大正琴の
　入

とき／例会・毎月第4土曜日13時～
16時45分　教室・毎月第3水曜日
13時～16時　ところ／白子コミュ
ニティセンター　内容／課題吟
(テーマ)と自由吟(雑詠)　参加料
／各500円　申込み／電話で

／毎週
金19時～21時　ところ／稲生

月1,000円　
見学

詳しくはホームページ

対象／どなたでも　とき・ところ／
火・木曜日19時～21時　鈴鹿高専、
土曜日9時～12時　神戸高校また
は市武道館　参加料／2カ月
3,000円　※見学自由です。詳しく
はホームページまたは電話で

とき／毎月第2土曜日10時から　とこ
ろ／NDCホール(駐車場有)　内容／
仕立ての基本から　参加料／月
2,000円　申込み／電話で　※着付

ボール

とき／3月31日㈰12時から　とこ
ろ／文化会館けやきホール　内容
／琴、三絃、尺八による演奏会で
す。古曲や新曲の合奏をお楽しみ
ください。　入場料／無料　申込
み／不要

対象／小学1年生～中学3年生　とき／3月
30日㈯9時～11時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿サブプール　内容／プー
ルでのボール遊びや水球体験　講師／中
川恭輔さん　参加料／200円　申込み／3

とき／3月27日㈬13時30分～16時30分　と
ころ／ふれあいセンター2階(南玉垣町
6600)　内容／生涯学習としての上映会を
行い、昔の優秀作を普及します。今回は、昭
和36年製作の怪獣映画「モスラ」を上映しま
す。　入場料／無料　申込み／不要

とき／3月24日㈰14時～16時　と
ころ／牧田コミュニティセンター　
内容／夏野菜の植え付け準備(養

苗の準備と植
え付け方法)　講師／板坂康行さ

とき／4月20日㈯12時30分から
(開場12時)　ところ／県文化会館
小ホール　内容／童謡・唱歌・歌
謡曲などハーモニカの音色をお楽
しみください。　参加料／無料

とき／3月17日㈰13時30分から
(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

ださい。　

とき／3月23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
涙ありのステージです。　入場料
／無料　※元気な玉小サウンドを
お楽しみください。

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/

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　 387-6234

　　inojudo@gmail.com
鈴鹿錬成会　川﨑　 
090-7609-2450

芸文協音楽部三曲
阪田　 090-6760-9272

kkyyoogun2013@yahoo.co.jp
鈴鹿シネマ倶楽部
　 090-3582-9178

自然農法研究会　 378-0041 伊藤　 059-223-2106

玉垣小学校
森祐介　 382-0269

第10回クラシックギター ノルディックウオーキング
体験会

川柳で脳も心も
耕しましょう

鈴鹿錬成会
柔道教室

邦楽演奏会

どこでも昭和
優秀映画上映会

自然農法セミナー第8講 ひぐらしハーモニカ教室
21周年合同発表会

玉垣小金管バンド
お別れ演奏会

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

とき／3月15日㈮～17日㈰10時～
17時　ところ／スズカ画廊(飯野

油彩
などジャンルにとらわれず楽しく

ぜひご覧ください。

対象／一般　とき／3月17日㈰10
時30分から　ところ／ふれあいセ
ンターふれあいホール(南玉垣町
6600)　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／4月9日㈫～14日㈰10時～17
時(最終日15時まで)　ところ／市
役所本館1階市民ギャラリー　内
容／かな書道作品のほかにも手紙
年賀状など身近な書作品を展

ぜひ楽しんでください。

とき／3月24日㈰10時～16時　と
ころ／文化会館　内容／民謡5社、
大正琴7社の合同発表会を実施し
ます。三味線と民謡唄、大正琴の
メロディーをお聴きください。　入
場料／無料

関心のある方どな
たでも　とき／3月13日㈬13時30分
～15時30分　ところ／牧田コミュニ

情報
介護家族との交流　参加料／

対象／年長児～中学生　とき／毎週
火・金19時～21時　ところ／稲生
高校柔道場　参加料／月1,000円　
※一緒に強くなりませんか。見学
自由です。詳しくはホームページ
（稲生少年柔道クラブで検索）で

対象／どなたでも　とき／3月21日
23日㈯14時～16

時　ところ／文化会館　内容／塗り替
え工事をする前に消費者が知っておく

　参加料／無

とき／毎月第2土曜日10時から　とこ
ろ／NDCホール(駐車場有)　内容／
仕立ての基本から　参加料／月
2,000円　申込み／電話で　※着付
け、陶芸、手編み、組ひも、書道、ボール
ペン字、ヨガなどもあります。

とき／3月24日㈰10時～11時30分
(毎月2回実施)　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／気功
の説明と自分でできる気功健康
法　講師／藤城孝子さん　参加

対象／小学1年生～中学3年生　とき／3月
30日㈯9時～11時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿サブプール　内容／プー
ルでのボール遊びや水球体験　講師／中
川恭輔さん　参加料／200円　申込み／3
月27日㈬までに電子メールで

とき／3月19日㈫10時～12時　
ところ／白子コミュニティセンター

忠
盛についての講演　参加料／無料
(希望者のみ別途資料代250円)　

とき／3月24日㈰14時～16時　と
ころ／牧田コミュニティセンター　
内容／夏野菜の植え付け準備(養
分供給の時期と量、苗の準備と植
え付け方法)　講師／板坂康行さ
ん　参加料／300円

とき／3月31日㈰13時30分から　
ところ／市民会館　内容／初めて
吹奏楽を聴く方にも楽しんでいた

　入場料
／300円　問合せ／電話で吹奏楽
部顧問へ　※ぜひお越しください。

とき／3月17日㈰13時30分から
(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
華やかな演奏をお楽しみください。　
入場料／無料　申込み／不要

酒井　 378-5087 髙橋邦男　 090-8555-1185

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会
川崎瀧謡　 382-3589

稲生少年柔道クラブ　杉野
　 090-8553-5780　　inojudo@gmail.com

(一社 )市民講座運営委員会 NDC本部　 386-2509

ーの会　事務局(一尾)
jp

鈴鹿市水泳協会
　kkyyoogun2013@yahoo.co.jp

自然農法研究会　 378-0041 伊藤　 059-223-2106

鈴鹿市芸術文化協会　 
383-2400

第10回クラシックギター
発表会

第29回佳舟会かな書展 民謡と大正琴の祭典

柔道を始めませんか

NDC近代和裁
教室生募集

水球教室

「平氏から平家への道」 自然農法セミナー第8講

第2回四日市西高校吹奏楽部 春風によせて

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は5月5日号掲載分です

とき／3月15日㈮～17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。ぜひご覧ください。

ジュ
一般初級(い

ずれも中学生以上)19時20分から　ところ／市
ジュニ
氏名、

とき／4月9日㈫～14日㈰10時～17
時(最終日15時まで)　ところ／市
役所本館1階市民ギャラリー　内
容／かな書道作品のほかにも手紙
文、年賀状など身近な書作品を展
示します。ぜひ楽しんでください。

対象／小学2年生以上　とき／毎
日曜日の午後　ところ／市

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。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／3月13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／
会員100円、一般200円、本人無料 （稲生少年柔道クラブで検索）

対象／どなたでも　とき／3月9日
㈯13時～14時30分　ところ／鈴
鹿医療科学大学白子キャンパス6
号館　参加料／無料　申込み／

対象／どなたでも　とき／3月21日
(木・祝)10時～12時、23日㈯14時～16
時　ところ／文化会館　内容／塗り替
え工事をする前に消費者が知っておく
べき知識を説明します。　参加料／無
料　申込み／電話で(当日参加可)

歩行杖使用者可)　
とき／4月から毎週月曜日13時～15時　ところ
／社会福祉センター大広間　内容／障がいを

スポーツ吹矢で健康作りと仲
　参加料／年3,000円　申

とき／3月24日㈰10時～11時30分
(毎月2回実施)　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／気功
の説明と自分でできる気功健康
法　講師／藤城孝子さん　参加
料／500円　申込み／電話で

日曜日14時～15時
30分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション(阿古曽町14-28)　内容／ブル
ターニュ地方のギャレットとロレーヌ

　参

とき／3月19日㈫10時～12時　
ところ／白子コミュニティセンター
1階　内容／白子党と平正盛・忠
盛についての講演　参加料／無料
(希望者のみ別途資料代250円)　
申込み／不要

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

ノのレッスン
気軽にお電話ください。

とき／3月31日㈰13時30分から　
ところ／市民会館　内容／初めて
吹奏楽を聴く方にも楽しんでいた
だける楽曲を演奏します。　入場料
／300円　問合せ／電話で吹奏楽
部顧問へ　※ぜひお越しください。

酒井　 378-5087 髙橋邦男　 090-8555-1185

鈴鹿テニス協会　橋本大　 090-9175-8945 佳舟会
杉本　 080-2622-9944

下野和子　 370-4620

(一社 )市民講座運営委員会
　 0120-307-404

三重県障がい者スポーツ吹矢協会 すずか生涯学習インストラクターの会　事務局(一尾)
　 090-8864-0211　 tka-ichi@mecha.ne.jp

伊勢平氏・ふでゆみの会
豊田　 090-9185-7100

    372-0933    090-2689-6957 四日市西高校　 326-2684

牧田公民館絵画教室
画遊会展

第29回佳舟会かな書展 民謡と大正琴の祭典

小学生ソフトテニス教室 認知症の人と
家族の会のつどい

「母親の腸内細菌と子どもの脳の発達」
屋根・外壁塗り替え

セミナー

スポーツ吹矢を一緒に 気を高めて元気
気功健康法教室

料理をしてみませんか
歴史講演会

「平氏から平家への道」

第2回四日市西高校吹奏楽部
定期演奏会

次回の募集は5月5日号掲載分です

とき／4月13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・一般初級(い
ずれも中学生以上)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(保険料別途)　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／小学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。

対象／どなたでも　とき／3月9日
㈯13時～14時30分　ところ／鈴
鹿医療科学大学白子キャンパス6
号館　参加料／無料　申込み／
不要

対象／どなたでも(車いす、歩行杖使用者可)　
とき／4月から毎週月曜日13時～15時　ところ
／社会福祉センター大広間　内容／障がいを
お持ちの皆さん、スポーツ吹矢で健康作りと仲
間作りをしませんか。　参加料／年3,000円　申
込み／電話で　※詳しくは電話または見学で

とき／毎週金、土、日曜日14時～15時
30分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション(阿古曽町14-28)　内容／ブル
ターニュ地方のギャレットとロレーヌ
地方のキッシュをとりあげます。　参
加料／1回500円　申込み／電話で

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。ピアノのレッスン
もあります。気軽にお電話ください。

鈴鹿テニス協会　橋本大　 090-9175-8945
　　nfdwy463@yahoo.co.jp

ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　 382-5123

鈴鹿医療科学大学薬学部
垣東　 340-0550

三重県障がい者スポーツ吹矢協会
　鈴鹿支部　 090-5037-4968

大嶋　 090-1140-5822

山原
    372-0933    090-2689-6957

春季テニス教室
受講生募集

小学生ソフトテニス教室
平成31年度児童募集

第14回　薬学部健康講座
「母親の腸内細菌と子どもの脳の発達」

スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

フランス語で
料理をしてみませんか

親子でリトミック
無料体験

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11日㈪～15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

平成 31 年 4 月から

福祉医療費助成制度が

変わります

福祉医療費助成制度

　子育て支援の一層の充実を図るた
め、福祉医療費助成制度の内容を変
更しますので、お知らせします

市内医療機関での窓口負担
無料化（現物給付方式）の
対象を拡大します

　現在、3歳までの子どもに適用
している医療費の窓口負担無料化
（以下現物給付方式）について、
対象を 6歳（未就学児）まで拡
大します。
※適用の要件全てに該当する方に限

ります。

適用の要件
■福祉医療費の受給資格をもつ 0
歳から 6歳（未就学）の子ど
も（※１）であること
■市内の医療機関での受診である
こと
■健康保険適用になる医療費であ
ること
■現物給付方式の受給資格証およ
び健康保険証（入院の場合は限
度額適用認定証）を医療機関窓
口で提示（※２）すること

※1 平成 25 年 4 月 2 日以降に生ま

れた子

※2 提示の際、口頭で現住所を確認

します。

対象者には、
現物給付方式に対応した
受給資格証を郵送します

　4月から新たに対象となる子ど
も（平成 25年 4月 2日～平成
28年 4月 1日生まれ）の保護者
の方に、現物給付方式の新しい受
給資格証（見本参照）を 3月中
旬に郵送します。
　届いた受給資格証の記載内容を
確認の上、4月 1日㈪からご利用
ください。

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？
　市内医療機関での保険が適用さ
れる医療費は、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は、窓口
負担が発生します。

受診時に現物給付方式の
受給資格証を提示でき

なかった場合はどうなるの？
　医療費の自己負担分をお支払い
いただきます。ただし、後日受給
資格証を医療機関に提示すれば、
償還払い方式（受診月から約 2
～ 3カ月後に指定口座へ払い戻
す方式）によりお戻しします。

■お子さんの健康状態を見守り、
適切な受診を心掛けましょう。
■制度維持のため、適正受診にご
協力ください。

福祉医療課　382-2788 　382-9455
fukushiiryo@city.suzuka.lg.jp
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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。

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

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・四輪以上の軽自動車

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

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「初年度検査年月」

欄に記載されています。

軽自動車税のグリーン化特例
（軽課）

　平成 30年 4月 1日から平成
31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 31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31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）
　　　　　　〃　　　　　　10％以上　　　　　　　〃
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
　　　　　　〃　　　　　　15％以上　　　　　　　〃

概ね75％

概ね50％
概ね25％
概ね50％
概ね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 31 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。

　2019 年度軽自動車税の納税通知書
は、5月 1日が祝日のため、8日㈬
に発送します。
　軽自動車税納税通知書などに記載
される平成 31 年表記は、5月 1日
以降、新元号元年に読み替えをお
願いします。
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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 7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。

対　象　生後 91日以上の犬
費　用　3,200 円

　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
射を必ず毎年受けさせましょう。
なお、注射を受けた犬には注射済
票が交付されます。

◆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

 
千代崎海水浴場駐車場
下箕田集会所
箕田小学校駐車場
長太小学校北駐車場
ＪＡ鈴鹿一ノ宮支店
県鈴鹿庁舎駐車場

市武道館駐車場
白子コミュニティセンター
旭 が 丘 公 民 館

ＪＡ鈴鹿若松支店
若 松 公 民 館
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

狂犬病予防注射日程表
4月7日（日） 

8日（月） 

9日（火） 

10日（水） 

9時20分～10時10分
10時35分～11時　　
11時15分～11時45分
13時　　～13時45分
14時05分～14時45分
15時10分～15時50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　　 
14時15分～14時35分
14時55分～15時10分

13時30分～14時　　
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
石薬師公民館
自由ヶ丘集会所

神戸コミュニティセンター
庄 野 公 民 館
井田川公民館
平野町民会館
牧田コミュニティセンター
ＪＡ鈴鹿牧田支店
羽山共進集会所

国府台第一集会所
国 府 公 民 館
住 吉 公 民 館

椿 公 民 館
鈴 峰 公 民 館
庄 内 公 民 館

狂犬病予防注射日程表
1１日（木）

14日（日） 

15日（月） 

16日（火） 

9時20分～10時10分
10時35分～11時　　
11時15分～11時45分
13時　　～13時45分
14時05分～14時45分
15時10分～15時50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　　 
14時15分～14時35分
14時55分～15時10分

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

13時30分～14時　　
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

9

三重県花植木センター
JA鈴鹿加佐登支店
深伊沢公民館
久間田公民館

徳田ふれあい会館 
天 名 公 民 館
徳居町集会所
合川公民館前旧農協倉庫

鼓ヶ浦公民館
鼓ヶ浦海水浴場駐車場
ＪＡ鈴鹿稲生支店
郡山小学校駐車場
栄小学校駐車場
県鈴鹿庁舎駐車場

17日（水） 

18日（木） 

21日（日）

13時30分～13時45分
14時　　～14時35分
14時50分～15時20分

9時10分～9時40分
10時05分～10時25分
10時40分～11時　　
11時15分～11時45分
13時　　～13時45分
14時　　～14時30分
14時45分～15時05分

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

　9時　　～　9時40分
9時55分～10時35分
10時55分～11時45分
13時　　～13時40分
13時55分～14時25分
14時55分～15時35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 4

多文化共生

国際交流・国際理解を

通じた多文化共生社会を

目指しましょう

市民対話課　382-9058　382-7660
shimintaiwa＠city.suzuka.lg.jp

　市内で生活する外国人の皆さんの
多様な文化や価値観への理解を進め
るため、本市ではさまざまな取り組
みを進めています。互いの文化的な
違いを認め合い、多文化共生社会を
目指しましょう。

多文化共生って何？
　多文化共生とは、国籍や民族、
文化などの異なる人たちが互いの
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暮
らしていくことです。
　本市では、50カ国を超える約
8,000 人の外国人の皆さんが生活
しています。さまざまな国籍や言
語、文化、習慣を持つ外国人の皆
さんと共生するためには、一人一
人が違いを認めることが必要です。

平成 30 年度
多文化共生に向けた取り組み

多言語対応通訳
タブレット試験導入

　さまざまな国や地域から転入さ

れる外国人の皆さんの言語に対応

するため、市の窓口で活用できる

多言語対応通訳タブレットを試験

的に導入しました。

　この通訳タブレットは、テレビ

電話機能を利用して、来庁される

外国人市民と職員との会話をコー

ルセンター職員が通訳するサービ

スで、さまざまな言語に対応でき

ます。

　今後、将来的な導入を視野に入

れながら、実用性を検証していき

ます。

出前講座の実施

　地域において多文化共生・異文

化理解をテーマとした出前講座を

実施しています。　

　昨年の 12 月 12 日に箕田公民

館で開催した出前講座では、地域

の方がたくさん集まり、ブラジル

出身の講師の方からブラジル食文

化などについて教わったほか、ブ

ラジル料理の調理実習などを行

い、国際理解を深めました。

　地域での多文化への理解促進の

ため、今後とも取り組んでいきま

す。

多文化共生社会の実現に向けて

　お住まいの近くや職場、学校な
ど、身近なところで外国人の方と
接する機会が増える中、文化や習
慣、言葉が異なる者同士が円滑に
生活するためには、認め合うこと
が大切です。決して難しいもので
はなく、それぞれの言語であいさ
つし合うなど、ちょっとしたコ
ミュニケーションが互いの理解に
つながります。皆さん一人一人が
交流を深めていきましょう。



オートバイや軽自動車などの
廃車・名義変更をお忘れなく
市民税課　382-9006　 382-7604

　オートバイや軽自動車などに課
税される軽自動車税は、毎年4月1
日現在の所有者に課税されます。
車両を処分したときは廃車手続き、
譲渡したときは名義変更手続きが
必要です。手続きをしないと、いつ
までも課税されます。普通車とは異
なり月割制度がないため、4月2日
以降に手続きをされても全額課税
となりますのでご注意ください。
　また、トラクターやフォークリフト
などの小型特殊自動車を所有さ
れている場合、標識の交付を受
け、車体に取り付ける必要があり
ます。車両によって手続きに必要
なものや機関が異なりますので、
担当機関へ詳細を電話で確認
の上、手続きをしてください。
※3月の年度末になると窓口が混
み合うことが予想されます。
①125cc以下の原動機付自転
車・小型特殊自動車（農耕車
を含む）⇒市民税課
②125ccを超え250cc以下の軽
二輪車、250ccを超える小型
二輪車⇒中部運輸局三重運
輸支局（津市雲出長常町
1190-9　050-5540-2055）
③軽四輪車⇒軽自動車検査協会
三重事務所（津市雲出長常町
1190-10　050-3816-1779）

※②③については、鈴鹿市自家用自動車
協会（矢橋一丁目21-23　382-1075）
で手続きを代行しています（有料）。

投票所変更
選挙管理委員会事務局

382-9001　 384-3302

日現在の所有者に課税されます。
きは廃車手続き、

○平野町・国府町新町の方
　(旧)国府公民館（国府第1投
票区)⇒(新)平野町民会館
（国府第3投票区）
○旧若松第２投票区の方
　(旧)浜田公会堂⇒(新)若松
公民館

※選挙の告示日以降、各世帯に郵
送される投票所入場整理券にも
記載しますのでご確認ください。

鈴鹿市子ども・子育て会議を
傍聴できます

子ども政策課　382-7661　 382-9054

と　き 3月18日㈪13時15分
～15時15分
ところ　市役所本館12階　
1201会議室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時から13時
10分まで会場で傍聴整理券
を配布

組織変更
人事課　382-9037　382-2219

上下水道総務課
368-1696　368-1688

　4 月 1日㈪から次のように変
更します。
◆健康福祉部
地域福祉の推進と高齢者福祉
の推進に関連する事業および
取組を担当課に集約し、その
充実、強化を図ります。それ
に合わせて所管する業務を表
すグループなどの名称を変更
します。

※事務室の配置に変更はありません。

変更前
健康福祉政策課
総務グループ

・福祉法人監査室
地域包括ケア推進室

長寿社会課
・管理グループ
長寿社会グループ

変更後
健康福祉政策課
地域福祉政策グループ

　福祉法人監査室・

長寿社会課
・管理グループ
高齢者福祉グループ
地域包括ケアシステム推進室

◆上下水道局
お客さまサービスの向上を目
指し、業務ワンストップ化と
事務の効率化を図るため、給
排水設備に関する業務および
合併処理浄化槽設置費補助に
関する業務を営業課に集約し
ます。それに合わせて組織を
編成し、所管する業務を表す
グループ名称に変更します。

※水道料金・下水道使用料について

の問い合わせ窓口として、別館１

階に「お客様センター」を設置し

ます。

変更前
営業課
・料金グループ
・下水道普及グループ
給排水課
・給水グループ
・排水設備グループ

変更後

営業課
・普及推進グループ
・料金グループ
・給排水グループ

臨時職員（保育士）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

対　象　子どもが好きで、笑顔
で温かく接してくれる方(保育
士資格の有無は問いません)

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないこと、外国籍の
方は永住者または特別永住者
の在留資格が必要です。
勤務時間　月曜日から金曜日ま
での8時30分～17時、7時30
分～10時、16時～18時30分
のいずれか
勤務条件　時給：保育士資格
ありの場合は1,060円、なし
の場合は900円（共に平成
31年度予定）。通勤手当あり
（直線2km以上の場合、日額
100円）、条件により社会保
険、雇用保険への加入あり。
年次有給休暇最大10日

※扶養の範囲内での勤務や別の
勤務パターンなどの相談には応
じます。
申込み　子ども育成課へ

国民健康保険料の納付を
お忘れではないですか
保険年金課　382-9290　 382-9455

　国民健康保険料は、7月から
毎月1期ずつ（年金からの天引
き（特別徴収）の場合は、偶数
月ごと）納期があります。納付を
お忘れの場合などは、早急に保
険年金課にご連絡ください。
　国民健康保険は万が一の病
気やけがに備えてお金を出し合
い、安心して治療が受けられる
制度で、国民健康保険料はそ
のための大切な財源です。国
民健康保険料の滞納が増える
と医療費の支払いができなくな
り、保険料率を上げなければな
りません。特別な理由もなく滞
納した世帯は保険証が使えなく
なるほか、さまざまな保険給付
も受けられなくなりますので、納
期限内納付にご協力をお願い
します。
　3月の納期（国民健康保険料
9期）は、4月1日㈪です。平成
30年度国民健康保険料の納
期は、9期で最後となります。

雇用保険への加入あり。

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・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。
※平成28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、年金事務所へ
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）へ

国民健康保険料の納付を

7月から
（年金からの天引

偶数
納期があります。納付を

早急に保

　国民健康保険は万が一の病
気やけがに備えてお金を出し合
安心して治療が受けられる

国民健康保険料はそ
国

民健康保険料の滞納が増える
な

保険料率を上げなければな
特別な理由もなく滞

納した世帯は保険証が使えなく
さまざまな保険給付

納
期限内納付にご協力をお願い

（国民健康保険料
平成

30年度国民健康保険料の納

市有地と鈴鹿市土地開発
公社所有地を先着順で売却
管財課　382-9009　382-7615

　一般競争入札を行ったのち、
随時売却している物件です。先
着順で申し込みを受付していま
す。申込資格や申込方法など詳
しくはお問い合わせください。
申込み　直接管財課（市役所本
館 10階）へ

※郵送による申し込みはできません。

物　件 所在地 地　目 地積(㎡) 用途地域 売却価格(円)
(A1) 磯山二丁目1979番1 宅地 257.51 準工業地域 6,189,000
(A2) 安塚町字野瀬1505番5 宅地 194.84 準工業地域 4,083,000
(A3) 矢橋町字大日645番9 宅地 57.78 準工業地域 1,884,000
(A4) 西条二丁目644番1 原野 119.65 市街化調整区域 190,000
(A5) 寺家四丁目2957番2 雑種地 99.85 第一種住居地域 2,386,000

(A6) 平野町字森山489番4外5筆 公衆用道路
雑種地 計1,689.46 工業地域 16,212,000

(A7) 上野町字壱反通750番1外2筆 公衆用道路
山林・井溝 計1,826.37 市街化調整区域 8,474,000



木造住宅の無料耐震診断
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　今後30年以内に70～80％
の確率で南海トラフ地震が発
生すると予測されており、大き
な揺れが本市を襲うとされてい
ます。過去に発生した大地震に
おいて、家屋の倒壊による圧死
や負傷が多数報告されており、
命を守るためには家屋の耐震
化が重要です。まずは、所有の
住宅の耐震性を知るために耐
震診断を受診しましょう。
対　象　昭和56年5月31日以
前に建てられた（工事着工さ
れた）3階以下の木造住宅
内　容　市が委託する診断者
（専門家）が対象住宅の耐震
診断を行い、結果を診断結
果報告書にまとめ、説明と簡
単な耐震対策、工事概算費
用などをアドバイスします。
費　用　無料
申込み　電話またはファクスで
防災危機管理課へ

障がいによる
各種手当額改定

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　平成31年4月分から､手当
額が改定されます。
　・特別児童扶養手当(1級)
　月額51,700円⇒月額52,200円
　・特別児童扶養手当(2級)
　月額34,430円⇒月額34,770円
　・障害児福祉手当
　月額14,650円⇒月額14,790円
　・特別障害者手当
　月額26,940円⇒月額27,200円
　・経過的福祉手当
　月額14,650円⇒月額14,790円

平成 31年度の市税納期
納税課　382-9008　382-7660

　納税通知書は、各税の第 1期
納付月に発送します。納期内納
付にご協力をお願いします。
  税目

納付月

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 １期　5/7(火)

５月 全期 5/31(金)

６月 １期　7/1(月)

７月 ２期　7/31(水)

８月 ２期　9/2(月)

９月

10月 ３期　10/31(木)

11月

12月 ３期　12/25(水)

１月 ４期　1/31(金)

２月 ４期　3/2(月)

３月

◆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（納税課および各地区市
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　382-7831　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、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（納付書）

　健康マイレージの
特典交付申請の期限が
近づいています

健康づくり課　327-5030　 382-4187

平成30年度すずか健康マイ
レージは3月25日㈪で終了します。
チャレンジシートの①②の健康目
標に取り組み、必要事項を記載
し、本人または同世帯の家族の方
が期日までに申請してください。
対　象　鈴鹿市に住民登録し
ている40歳以上の方
持ち物　チャレンジシート、ポイ
ント換算を希望する健(検)診

します。

結果、ポイント引換券
申込み　3月29日㈮17時15分
まで(土・日曜日、祝日を除く)に
直接保健センター（西条
5-118-3）へ

※特典の交付は申請期限内に1人に
つき1回のみです。

2020年鈴鹿市成人式
実行委員会の委員募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成11年4月2日～
平成12年4月1日生まれで市
内在住または本市出身者
内　容　成人式の企画・運営
（イベントの検討、パンフレット
の作成、広報活動など）を行い
ます。会議は、月1、2回程度、
市役所の会議室で夜間に開
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　電話または電子メー
ルで文化振興課へ

平成 31年度嘱託職員
（保育士・幼稚園講師、
看護師、調理員）募集

子ども育成課　382-7606　382-9054
職　種 採用予定

人　　数
主な業務内容 受験資格

嘱託保育士
幼稚園講師 10人程度 保育所または幼稚園での

保育に関する業務
保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取得の方、
または平成31年3月末までに取得見込みの方

嘱託看護師 1人程度
保育所での園児の
健康管理に関する業務

看護師資格を取得の方、または
平成31年3月末までに取得見込みの方

嘱託調理員 1人程度
保育所での
給食調理に関する業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方、または平成31年
3月末までに取得見込みの方、あるいは給食調理現場等にて
１年以上の勤務経験を有する方(勤務経歴書を要提出)

子ども育成課　382-7606　 382-9054

※全ての職種において、平成 31 年

4 月 1 日から勤務できること、地

方公務員法第 16 条の欠格条項に

該当しないことが条件です。外国

籍の方は、永住者または特別永住

者の在留資格が必要です。

申込み　3月 5日 ( 火 ) から 15
日㈮まで（土・日曜日を除く
8時 30分～ 17時 15分 ) に、
最近 3カ月以内に撮影した写
真を貼った申込書、必要事項
を記入し所定用紙に作成した
作文・エントリーシート、保
育士、幼稚園講師の場合は保
育士証の写し、幼稚園教諭免
許証の写し、看護師の場合は
看護師免許証の写し、調理員
の場合は調理師免許証もしく
は栄養士免許証の写し、また
は給食調理現場で 1年以上の
勤務経験が分かる勤務経歴書
を添付して、直接または簡易
書留で子ども育成課（〒513-
    8701 住所不用）へ（返信用
封筒は必要ありません）。

※新卒者は見込み証明書の写しを添

付してください。

※申込書とエントリーシート、作文

用紙は、直接または郵送で子ども

育成課へ請求してください。郵便

で請求する場合は、封筒の表に「試

験申込書希望」と朱書きして、返

信用封筒（宛先を明記し、92 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。

市ホームページでも入手できます。

※郵送での申し込みの場合、受験票

は郵送で送付しますので届かない

場合はご連絡ください。

※提出された書類は返還いたしませ

ん。　　

◆試験
と　き　3月 24日㈰ 9時から
ところ　神戸保育所 ( 神戸
4-4-40）
内　容　面接と簡単な実技（看
護師と調理員は面接のみ）

※合否については、提出書類を含め

総合的に判断し、3 月下旬（予定）

に文書で通知します。



臨時職員(用務員)募集
教育総務課　382-7617　 383-7878

対　象　普通自動車免許を取
得、または5月末日までに取
得見込みの方
業務内容　稲生小学校での用
務・補助業務
雇用期間　6月～2020年3月
（更新する場合あり）
勤務条件　時給880円、交通
費支給（通勤距離が直線2
㎞以上の場合1日100円）、
月～金曜日(祝日除く)
定　員　1人
申込み　3月7日㈭から22日㈮
まで(必着)に、申込書を直接
または郵送で教育総務課(〒
513-8701(住所不要)(土・
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分))へ

※申込書は教育総務課にあります。
詳しくはお問い合わせください。

偽セキュリティ
警告画面にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター

375-7611　 370-2900

消費者の不安をあおり、ソフ
トを購入させる手口が発生して
います。
事  案　インターネットでホーム
ページを開いた瞬間、警告
音が鳴り出し「ウイルスに感
染している」などの警告画面
が表示され、慌てて画面上
の連絡先に電話をした所、セ
キュリティソフトを契約させら
れた。
　　被害に遭わないために、警
告画面が表示されても慌て
て事業者へ連絡しないよう
にしましょう。ソフトをインスト
ールしてしまった場合は、独
立行政法人情報処理推進
機構(IPA)のホームページを

事  案 インターネットでホーム
ページを開いた瞬間、警告
音が鳴り出し「ウイルスに感
染している」などの警告画面
が表示され、慌てて画面上
の連絡先に電話をした所、セ
キュリティソフトを契約させら
れた。

ご覧いただくか、鈴鹿亀山消
費生活センターへ相談してく
ださい。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター(　375-7611　月曜
日～金曜日(祝日除く)、9時～
16時)

勝速日神社
祭礼用山車を修復

文化財課　382-9031　 382-9071

　市指定有形民俗文化財の勝
速日神社祭礼用山車（白子山
中町所有、1803年創建）の車
輪と芯木が、宝くじの受託事業
収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業の助成金
により新調されました。車輪と
芯木が著しく磨耗してきたた
め、昨年までは安全面の懸念
から曳行（えいこう）行事を見
送っていましたが、曳き回し（ひ
きまわし）にも耐えられるように
なりました。修復された山車は4
月13日㈯・14日㈰に白子町内
の勝速日神社で行われる春季
禮大祭行事でご覧いただける
予定です。

㎞以上の場合1日100円）、

513-8701(住所不要)(土・

※申込書は教育総務課にあります。
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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

　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。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
問合せ　三重県こころの健康
センター(　059-223-5243
　059-223-5242)

※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。

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　庄野、牧田、白子、
稲生、玉垣、栄の各一部
と　き　3月14日㈭～28日㈭
(土・日曜日、祝日を除く8時30
分～17時15分）
ところ　上下水道局別館1階
営業課（寺家町1170）

介護相談員募集
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3205　 369-3202

対　象　次の全てに該当する方
　・高齢者福祉に対し、情熱と
理解のある方
　・現在、業務として介護サービ
ス事業に従事していない方
　・鈴鹿市または亀山市に居
住している方
　・月のうち5日～10日程度、介
護施設などを訪問できる方
　・介護相談活動に際し、自家
用車などで移動できる方
　・パソコン操作（文書作成、メ
ール送受信など）ができる方
　・大阪府内で行われる介護
相談員養成研修(6月11日
㈫～14日㈮・8月21日㈬)に
全日程参加できる方

※研修に関する費用は、鈴鹿亀山地
区広域連合が負担します
活動期間　4月から2021年3
月まで（予定）
活動内容　鈴鹿市・亀山市内
の介護施設などを訪問し、利
用者から介護サービスの疑問
や不安、介護施設などの職員
に直接言いにくいことなどを聞
き、事業所に伝えていただきま
す。また、活動状況を鈴鹿亀
山地区広域連合へ報告して
意見交換を行い、事業所に提
案などを伝えていただきます。
報　酬　活動ごとに規定の額
を支払います。
定　員　1人
申込み　3月28日㈭までに、履
歴書(市販のもの)、応募の動
機（800字程度で記入。様式
は自由）を直接鈴鹿亀山地区
広域連合(神戸1-18-18市役
所西館3階)へ
※事前に来所日をご連絡ください。
※書類審査および面接を行った上
で決定します（面接は4月中旬を
予定）。予定）。



特別日曜窓口
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
とが多くなることから、本市で
は 3月 31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 31 日は四日市市、桑名市、い

なべ市、亀山市、松阪市、津市、東員町、

菰野町の各窓口も開いています。詳

しくは各市町へお尋ねください。

◆特別日曜窓口一覧　3月 31
日（8時 30 分～ 17 時 15 分）◆特別日曜窓口一覧　3月31日（8時30分～17時15分）
開設窓口 階数 窓口内容

戸籍住民課
　382-9013 1階

住民票の写し（広域交付住民票は除く）・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、転入（個人番号カード・住基カード
を利用する届は除く）・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

保険年金課
　382-7605 1階 国民健康保険、国民年金の手続

福祉医療課
　382-2788 1階 後期高齢者医療、福祉医療費（障がい者・一人親・

子ども）助成の手続

子ども政策課
　382-7661 11階 児童手当、児童扶養手当、特定不妊治療費助成、

不育症治療費助成の手続

学校教育課
　382-7618 11階 市立小・中学校の転校相談、新入学の手続

納税課
　382-9008 2階 市税の納付、納付相談、口座振替手続など

市民税課
　382-9006 2階

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（他市発行ナンバープレート
の手続きは除く）

◆戸籍住民課日曜窓口
    毎週日曜日の 9時から 12時
まで、市役所１階戸籍住民課で
日曜窓口を開設していますの
で、合わせてご利用ください。
窓口内容　住民票の写し（広域
交付住民票は除く）・印鑑登
録証明・戸籍関係証明・所得
課税証明（最新年度のみ）な
どの交付、印鑑登録の手続、
転入（個人番号カード・住基
カードを利用する届は除く）・
転出・転居、戸籍の届出、特
別永住者証明書の交付など

※内容によっては、取り扱いできな

い場合があります。

※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。

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
変更する場合は必ず「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。
　　
図書館ボランティアの
新規募集・更新

図書館　382-0347　 382-4000

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　2020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14日㈭まで（休館日

限が過ぎた負担金については、

　15歳以上で、貸出カ

（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）を持って直接
図書館へ

※報酬や旅費の支給はありません。
※鈴鹿市まちづくり活動補償制度に
加入します。詳しくはお問い合わせく
ださい。　

放課後児童クラブの
放課後児童支援員
などおよび児童募集

子ども政策課　382-7661　382-9054

　放課後児童クラブは、小学校
に就学しており、保護者が仕事
などで昼間家庭にいない児童を
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行っていま
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。

学校区 放課後児童クラブ名 所在地 電話番号
放課後
児童支援員
等募集

児童募集

国府 ゆいまぁる 国府町2598-1 370 - 0605 ○
庄野 コスモス 庄野東2-5-35 379 - 0811 ○

ひかりっ子 平田東町10-13 375 - 2468 ○
つくし 岡田町699 367 - 3606 ○

白子 たんぽぽ 白子2-7-38 388 - 2774 ○
旭が丘 かけはし 中旭が丘3-13-25 386 - 2939 ○
桜島 ももたろう1組・2組 桜島町3-10-1 387 - 0371 ○
愛宕 あおぞら第1・第2 北江島町43-8 368 - 1223 ○
稲生 鈴鹿わかすぎこどもクラブ 稲生西2-4-3 367 - 7075 ○

ひこうきぐも 阿古曽町25-6 367 - 3367 ○
日の本クラブ飯野 阿古曽町31-6 379 - 3517 ○ ○

明生 みらくる 住吉1-4-29 367 - 1711 ○
河曲 かわたろう 河田町1341 383 - 3070 ○
一ノ宮 スマイル 高岡町2665-2 369 - 2780 ○ ○
長太 遊由 長太新町2-10-13 385 - 5331 ○
若松 はまゆう 若松中1-6-11 385 - 3415 ○
玉垣 玉垣レインボー 東玉垣町523-1 373 - 4734 ○

かんたろう学童保育所 神戸8-9-15 383 - 1519 ○
平成の寺小屋　神戸みらい塾 神戸2-20-8 382 - 3708 ○

天名 ピース天名 御薗町2500 080 - 9495 -4497 ○ ○
郡山 サンキッズ・サンキッズⅡ 郡山町729 372 - 2084 ○
鈴西 しいの実 花川町1541-35 374 - 5511 ○

椿 ひまわり 山本町1255-4
小山組集会所内 371 - 2300 ○

庄内 学童たけっこクラブ 東庄内町2458-1 371 - 2317 ○ ○

牧田

飯野

神戸

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　3月31日㈰8時30分
～17時15分
◆夜間窓口
と　き　3月27日㈬・28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。

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



点訳奉仕者初級養成講習会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　点訳技術を習得し、点訳図書
の製作などに携わることで、視覚
障がい者福祉の増進を図る点訳
奉仕者を養成する講習会です。
対　象　次の全てに該当する方
　・視覚障がい者の福祉に理解
と熱意のある方
　・県内在住の18歳以上で講習
会の全日程に参加できる方
　・2019年6月から10月の土曜
日に開催する10日間の点訳
奉仕者中級養成講習会に参
加可能な方

と　き　5月18日㈯・25日㈯、
6月1日㈯10時～12時と13時6月1日㈯10時～12時と
～15時の全6回
ところ　三重県視覚障害者支
援センター(津市桜橋2-131）

定　員　20人
受講料　無料（別途テキスト代、
点字器代が必要）

申込み・問合せ　4月23日(火)
までに、申込書類を三重県視覚
障害者支援センター（　059-
213-7300　059-228-8425

　　mieten@zc.ztv.ne.jp
　　http://www.zc.ztv.ne.jp/
　mieten/p/）へ
※申込書類は三重県視覚障害者支援
センターへお問い合わせいただく
か、同ホームページで入手できます。

速報展
「発掘された鈴鹿2018」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　2018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9日㈯～6月16日㈰
※月曜日、第3火曜日(祝日・休日の場
合は開館)、祝日の翌日（日曜日・祝
日・休日の場合は開館）は休館日
です。
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）
観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円（常設展共通）

※20人以上の団体は50円引き
※未就学児、70歳以上の方、障害者
手帳などをお持ちの方とその付き

点訳奉仕者初級養成講習会

　5月18日㈯・25日㈯、

添いの方一人は無料（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13
日(土)、国際博物館の日を記念
して5月18日(土)は無料です。
◆関連イベント
○発掘担当者による展示解説
と　き　4月13日㈯13時30分
から
○スライド説明会
　発掘調査の様子や発掘品に
ついて説明
と　き　5月18日㈯14時から、
6月15日㈯14時から

※いずれも参加料は無料です。
※参加者は速報展、常設展の観覧
料が無料になります。

伊勢型紙教室生徒募集
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　伝統産業会館で、伝統工芸士
を講師とした伊勢型紙教室の生
徒を募集します。
と　き　4月14日㈰から毎月第
2・第4日曜日13時～16時

ところ　伝統産業会館　研修
室（寺家3-10-1）

内　容　型紙の彫刻・図案作
成・型染めなど
定　員　30人（先着順）
参加料　年1万円（初回一括納
付。別途材料費）
申込み　3月17日㈰10時から
電話で伝統産業会館(　
386-7511）へ

援センター(津市桜橋2-131）

ト代、

「発掘された鈴鹿2018」

・

伊勢型紙教室作品展
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　3月23日㈯9時～16
時・24日(日)9時～15時30分
ところ　伝統産業会館　研修
室（寺家3-10-1）
内　容　型紙教室の生徒の力
作を発表・展示します。
問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

春休み江島分館
こどもシアター

図書館　382-0347　 382-4000

対　象　幼児、小学生
と　き　3月23日㈯10時～11
時30分、13時30分～15時
ところ　図書館江島分館2階
ギャラリー（中江島町3-27）
内　容　子ども向けアニメーシ
ョン映画を上映
定　員　各100人（出入り自由）
参加料　無料
問合せ　図書館江島分館
　（　387-0665）
※満員時は、入場をお断りさせてい
ただく場合があります。

ひとり親家庭等学習支援
ボランティア事業

「まなびーの」参加者募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　「まなびーの」では学習支援
ボランティアが丁寧に指導し、児
童が学習方法や学習習慣を身
に付けて、勉強に対する苦手意
識を克服することを目標として
います。
対　象　経済的な理由により
学習塾に通えない市内在住
のひとり親家庭の小学4年生
から中学3年生までの学生で、
次の要件を全て満たす方。

　・児童扶養手当受給世帯であ
ること
　・現在、学習塾・家庭教師・通
信教育などを利用していな
いこと
　・三重県または本市が実施する
他の学習支援を受けていな
いこと
期　間　4月～2020年3月（計
50回程度）

ところ　子育て応援館（白子
駅前 6-33）

定　員　小学4年生～中学3
年生30人

受講料  無料
申込み　3月20日㈬まで(消印
有効)に、ひとり親家庭等学習
支援登録書に必要事項を記
入の上、児童扶養手当証書の
写しを同封して郵送で鈴鹿市

自由）

から中学3年生までの学生で、

母子寡婦福祉会(〒513-0052
下箕田3-9-18　北野好美　
　　080-2633-9381)へ

※登録書は、子ども政策課窓口と
市ホームページで入手できます。

※受講者決定後、3月23日（土）15
時から説明会を開催します。

手づくり手帳講座
図書館　382-0347　　382-4000

対　象　中学生以上
と　き　3月25日㈪10時～12
時

ところ　図書館本館2階　視
聴覚室（飯野寺家町812）

講　師　田中稔さん（1級製本
技能士）

内　容　自分で製本した手帳
に自分好みの図柄を表紙に
して仕上げます。手作業をと
おして本の仕組みや本を大
切に扱うことを学びます。

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　手帳の表紙にするため
の包装紙または布（A4サイズ
1～3枚）、はさみ、手拭タオル
申込み　3月9日(土)9時から氏
名、年齢、電話番号を直接、
電話またはファクスで図書館
へ

※託児はありません。
※申込用紙は図書館本館窓口、ま
たは図書館ホームページで入手
できます。



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16日㈯・17日㈰
ところ　文化会館(飯野寺家
町810)
入場料　無料（お茶会は有料。
詳しくは水谷（　382-3047）
へ）
問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会事務局(　383-2400)
◆展示
とき・ところ・内容
○美術部門（日本画・洋画・彫
刻・美術工芸・写真・書道）
　16日㈯9時～17時・17日㈰9
時～16時　第1・2・3研修室

○文学部門（短歌・川柳・俳句・
連句・詩・小説評論）

　16日㈯・17日㈰ 9時～16時
美術工芸室

○生活文化部門
　・いけばな展　16日㈯・17日
㈰10時～16時　さつきプラ
ザ
　・お茶会　17日㈰9時30分～
15時　茶室（むつみ会表千
家）・和室(表千家鈴鹿会)

◆舞台発表
ところ　けやきホール
とき・内容
○演劇舞踊部門　「ダンス・日
本舞踊」

　16日㈯10時～16時30分
○音楽部門　コンサート「春風
に寄せて」
　17日㈰13時30分～16時
（開場13時）
　第1部・声楽　第2部・白子ウ
インドシンフォニカ

個人の活動の成果を発表します。

踊など、多彩な催しが行われます。

（お茶会は有料。
（　382-3047）

伊勢型紙「わざ」継承展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　3月21日（木・祝）～24
日㈰9時～17時（24日は15時
まで）
ところ　文化会館さつきプラザ
内　容　
　・伝承者、研修者、研修生が彫
刻した伊勢型紙と生地見本
染めの展示

　・保存会員が彫刻した型紙で
染めた訪問着の展示

　・伝承者と研修者による彫刻４
技法と糸入れの実演（毎日
実施）

　・東京染小紋伝統工芸士によ
る型染め実演(23日と24日
のみ)
　・型地紙の展示
入場料　無料
主　催　重要無形文化財保持
団体　伊勢型紙技術保存会
問合せ　伊勢型紙資料館(　
368-0240)

「Suzuka POP コンテスト」
大賞発表

図書館　382-0347　382-4000

　100 通を越える応募作品の中
から各部門の大賞を決定しまし
た。応募いただいたポップは、
おすすめ本と一緒に図書館本館
に展示していますので、ぜひ見
に来ていただき、おすすめ本を
読んでみてください。
大　賞
　・小学生の部　前嶋来実さん「魔
女パールと幸運の 8つの宝
石」

　・ティーンズの部　西山和果さ
ん「わたしのせいじゃない　
せきにんについて」

　・一般の部　岸根一恵さん「も
ものかんづめ」

◆作品展示
と　き　3 月 6日㈬～ 4月 1日
㈪
ところ　図書館本館 1階　閲覧
室

2019 年度前期
スポーツ教室の参加者募集
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　

※複数の教室に参加しても保険料は

変わりません（ウォーキング・ス

ロージョギング教室は除く）。

※ウォーキング・スロージョギング

教室は、参加料に含まれています。

※弓道・なぎなた教室の保険料は、

一律 800 円です。

申込み　3月 6日 ( 水 ) から 20
日 ( 水 ) まで（9時～ 20時）
に参加料と保険料を添えて、
各開催会場または鈴鹿市体育
協会（9時～ 17時（3月 9
日㈯、日曜日を除く））へ

※市武道館は 3 月 11 日 ( 月 ) は休

館日です。 ※お子さんを連れての

参加はご遠慮ください。

※平成 30 年度後期当該教室に参加

されていない市内在住の方を優先

します。

※申込者が定員を超えた場合は公開

抽選を行います。

※申込者が定員を大幅に下回る場合

は、教室を中止させていただく場

合もあります。

※なぎなた教室の参加料は、高校生

以上 3,000 円、小中学生 2,500

円です。

※ウォーキング・スロージョギング

教室の参加料には、血液検査代が

含まれています。

問合せ　市立西部体育館 (　
371-1476)、市立テニスコー
ト (　387-6006)、市武道館
(　388-0622)、鈴鹿市体育協
会 (　399-7120 桜島町 7丁
目 1-1（石垣池公園管理事務
所内）)
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

バドミントン

女性健康

テニス

シニアテニス

弓道

ヨガ（午前）

ヨガ（午後）

簡単エアロビック

太極拳

リフレッシュ体操

社交ダンス

柔道

剣道

ウォーキング

スロージョギング

一般

一般女性

一般

一般

一般女性

65歳以下

55歳以上

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

50歳以上

50歳以上

小・中学生

小・中学生

50歳以上

50歳以上

4月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～6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～9月

4月～8月

4月～8月

月

火

水

木

金

水

金

火

水

水

水

木

金

金

土

土

火

金

12

15

15

15

15

12

15

12

12

12

12

12

12

15

15

15

20

20

14

14

50

50

40

40

50

45

30

30

70

70

70

70

70

30

50

30

50

50

50

50

3,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,000

3,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

3,500

5,500

5,500

6,000

6,000

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

9時～11時

9時～11時

19時～21時

9時30分～10時30分

10時45分～11時45分

10時～11時30分

13時～14時30分

9時30分～10時30分

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

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

西部体育館

市立テニスコート

武道館

ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場

小学生以上 5月～8月 水 19時～21時なぎなた

やさしいヨガ 4月～9月 火

3,000
（2,500）12 30

              
すずかのぶどう
「パソコン講習」

情報政策課　382-9003　 382-2219

　NPO法人市民ネットワークすず
かのぶどうでは、基礎から学べるパ
ソコン教室を開催しています。個別
対応でいつからでも参加できます。
と　き　火・土曜日を除く平日
および休日
　午前の部：9時30分～12時
30分
　午後の部：13時30分～16時
30分
ところ　すずかのぶどう内(白
子駅前9-20　イオン白子店
3階)
内　容　パソコン基礎（ワード、
エクセル、インターネット、電子
メールなど）

※必ずノートパソコンをお持ちくだ
さい。
受講料　3時間1,500円（入会
金・年会費不要）
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう
　（　・　387-0767）

佐佐木信綱顕彰歌会
優秀作品展

文化財課　382-9031　 382-9071

　佐佐木信綱顕彰歌会に寄せら
れた短歌の中から、入選作品を展
示します。また、顕彰活動にご協力
いただいているボランティアの方々
の活躍も合わせてご紹介します。
と　き　3月18日㈪13時～24
日㈰12時（平日8時30分～17
時15分、土曜日10時～17時、
日曜日9時～12時）
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー
問合せ　佐佐木信綱顕彰会
（　･　059-374-3140）



（ワード、

時15分、土曜日10時～17時、

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

申込み　事前に電話でお問い
合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へお申し
込みください。

※教材費はテキスト改訂などによ
り価格が変更される場合があり
ます。

※会員に加入されると特典があり
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
◆職長・安全衛生責任者教育
と　き　4月10日㈬・11日㈭
8時30分～17時

受講料　1万5,020円（教材費込）
申込み　3月12日㈫から受け付け
◆玉掛技能講習
と　き　学科：4月15日㈪・16
日㈫　実技：4月17日㈬・18
日㈭・19日㈮の間で1日を選
択8時40分～17時
受講料　1万2,420円（教材費
込）

申込み　3月14日㈭から受け付け
◆パソコン講座〈Office2016〉
　 初 心 者 の 方を対 象 に
Word、Excel、Power-
Pointの基本操作と各アプリ
ケーション間の連携について
学習します。

と　き　4月22日㈪～26日㈮
9時～12時

受講料　1万3,392円（教材費
込）

申込み　3月18日㈪から受け付け

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　全3回の研修に参加
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3日㈬～5日㈮9時
～16時30分(5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13日㈬までにもの
づくり産業支援センターへ

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11日㈪から直接
水泳場窓口またはホームペ
ージで
◆親子アイシング教室
対　象　親子(小学3年生以
上は1人でも参加可)
と　き　3月25日㈪13時30
分～15時
ところ　水泳場　会議室
内　容　人気キャラクターを
作ります。　
講　師　向井ひとみさん
定　員　12組（先着順）
参加料　1組1,500円
◆はじめてみよう水泳
対　象　一般成人
と　き　4月15日・22日、5月20
日・27日、6月10日・24日(各月
曜)20時～21時

ところ　水泳場　25mプール
定　員　15人（先着順）
参加料　5,700円(全6回)

1万5,020円（教材費込）

◆スティラミックス
対　象
と　き　4月16日、5月7日・21
日、6月4日・18日、7月2日(各
火曜)11時～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　青木さん
定　員　20人（先着順）
参加料　5,100円(全6回)
◆ママのためのベリーエクサ
サイズ
対　象　一般女性(お子さん連
れOK)
と　き　4月16日・23日、5月7
日・21日、6月4日・18日、7月2
日・16日(各火曜)14時10分
～15時
ところ　水泳場　スタジオ
講　師　山田久美子さん
定　員　20人（先着順）
参加料　6,800円(全8回)

桜の苗木植え
ボランティア募集

青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　3月20日㈬10時～12
時ごろ（少雨決行）

ところ　鈴鹿青少年の森園内
（受付事務所集合）
内　容　鈴鹿森林組合指導
のもと、園内に桜の苗木を植
えます。
定　員　20人程度
持ち物　軍手、動きやすい服
装（汚れてもよい服装）

申込み　電話またはファクスで
青少年の森へ

春の婚活
BBQパーティin鈴鹿2019

参加者募集
青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　25歳～35歳くらいの
独身男女

と　き　4月7日（日）10時～
14時（雨天決行）

ところ　青少年の森公園　第
2炊飯場（受付事務所集合）
定　員　男女各10人（応募者
多数の場合は抽選）

※6人に満たない場合は中止になり
ます。
参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※4月1日から50％、当日は100％
キャンセル料がかかります。
申込み　3月28日㈭までにみえ
出会いサポートセンター（　
355-1322　 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.
　ｄｅａｉ-ｍｉｅ.ｊｐ/）へ

　3月20日㈬10時～12

　鈴鹿青少年の森園内

　鈴鹿森林組合指導
園内に桜の苗木を植

動きやすい服

　電話またはファクスで

2019

らいの

10時～

の3 月 納付
国民健康保険料…9期
【納期限は4月1日(月)です】



学校の人権学習

教育支援課　382-9055 　382-9053　
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

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

　本市には約 8千人の外国人が
生活されており、各学校には外
国籍の児童も多数在籍していま
す。こうしたことから、子ども
たちにとって外国人が身近な存
在となっています。最初は見た
目の違いなどからとまどうこと
はあっても、一緒に学校生活を
送る中で、外国のじゃんけんを
して遊んだり、あいさつのしか
たを教えあったりするなど、仲
良く活動する姿もあります。し
かしその一方で、文化や習慣の
違いによって子どもたちがつな
がれないという事実もあります。
そこで、互いの違いを認め合い、
共に生きようとする子どもを育
てていくためには、人権教育が
大切になってきます。
　学校の人権教育は、学校生活
のあらゆる機会を通じて行われ
ています。これまでも、学級活
動や生活科・総合的な学習の時
間などで、自分たちの身のまわ
りにある差別や部落問題をはじ
めとするさまざまな人権課題に
ついて考えてきました。今年度
から小学校で教科に位置づけら
れた「道徳」の中でも、自尊感
情を高める内容を扱ったり、い
じめや差別について話し合った
りする活動を取り入れています。
また、歴史の出来事やゲスト
ティーチャーから学ぶなど、さ
まざまな工夫を取り入れながら、
子どもたち一人一人の人権意識
を高めています。
　柔軟な発想を持つ子どもだか
らこそ、違いや個性をスムーズ
に受け入れやすい面もありま
す。学校で人権教育を進めるこ
とは、「差別のない誰もが住み
よい社会の実現」につながって
いきます。その実現のために、
今後もあらゆる機会を通じて人
権教育を進めていきます。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

防災とボランティア

　子どもから大人まで幅広く過ご
していただける憩いの場「図書
館」。その魅力についてお伝えし
ていきます。今回は「防災とボラ
ンティア」についての本をご紹介
します。

『映画に学ぶ危機管理』
（齋藤富雄 /編著　晃洋書房）

　「シン・ゴジラ」「日本沈没」…。

映画に登場する怪獣の襲撃や彗星

衝突は単なるフィクションではな

く、現実世界で起こりうる地震や

津波といった災害のメタファー。

映画を教材とし

て取り上げ、研

究者や阪神・淡

路大地震を経験

した防災実務家

が、実践的視点

から危機管理を

易しく説く。

『災害ボランティア入門』
（山本克彦 /編著　ミネルヴァ書房）

　災害ボランティアや学生ボラン

ティアとして知るべきことや、活

動のイメージ、その体験を平常時

の備えにどう活かすかを具体的に

紹介。各地での災害ボランティア

活動や災害に備えた防災・減災活

動についても、

実践知が満載。

被災地の人々を

支えたいという

思いを大切にし、

動きにつなげる

1 冊。

　2011 年 3月に発生した東日本
大震災から、今年で 8年が経ち
ます。近年では地震のほか、全国
各地で豪雨災害が発生するなど、
災害は私たちの身近に迫っていま
す。災害を無くすことはできませ
んが、過去の災害から学び、これ
から起こる災害の被害を減らすこ
とはできます。本から災害につい
て学び、減災につなげましょう。

レース観戦を楽しむ

「モタスポ女子」に

なってみませんか？

　歴史好きの女性を「歴女」、登

山を趣味にする女性を「山ガール」

とする愛称は広く知られています

が、皆さんに知ってほしいのが「モ

タスポ女子」。これはモータース

ポーツが大好きな女性の愛称で

す。

　男性中心だったモータースポー

ツの世界にも、近年ではドライ

バーやライダー、チームスタッフ、

レースを支えるオフィシャルなど

に女性が進出するほか、レースを

観戦する女性ファンが増加。鈴鹿

サーキットでは、お目当て選手の

追っかけや応援、一眼カメラでの

流し撮りなど、思い思いにモー

タースポーツを楽しむ「モタスポ

女子」がいたるところで見られま

す。

　そんな「モタスポ女子」にとっ

て、楽しむ上で最も重視するのが

観戦環境です。その点、鈴鹿サー

キットはスタンド、パウダールー

ム、レストランやホテルなどが充

実し、女性にやさしい設備が整っ

ていることから、快適にレースを

観戦することができます。

　間もなくシーズン開幕。今まで

観戦したことがない女性の皆さん

も鈴鹿サーキットに足を運び、「モ

タスポ女子」になってみませんか。

■鈴鹿モータースポーツ友の会 

理事　稲垣 美奈

キ ー ボ ー ド

　今回の特集では、地域の心強い

味方「消防団」、そして新たな組

織「ライドエイド」を紹介しまし

た。いずれも災害時にいち早く活

動し、地域住民の安全確保に努め

てくれるので、頼もしい限りです。

　自身に降りかかる危険は不審者

や交通事故など、災害だけではあ

りません。夜道を一人で歩かない、

シートベルトを着用して安全運転

を心掛けるなど、対策も千差万別。

共通していえることは、可能性を

考え事前に行動すること。「私は

大丈夫」と過信せず、万が一に備

える気持ちが何より大切ですね。

　私はというと、いざという時に

自分や家族を守れる強さを手にす

るために、自宅で筋トレを始めま

した。タンクトップが似合う筋肉

を目指していますが、最大の強敵

（三日坊主）と闘う今日この頃で

す。（誠）
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