
証明書コンビニ交付
サービスの一時停止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　システムメンテナンスのため、
証明書コンビニ交付サービスを
利用できなくなります。
と　き　4月23日㈫6時30分～
23時

◆証明書コンビニ交付サービス
　　コンビニなどの店舗内にあ
るマルチコピー機を利用して
住民票の写し、印鑑登録証
明書、所得課税証明書を便
利に取得できるサービスです。

◆メリット
　・年末年始を除いて毎日6時
30分から23時まで利用でき
ます。
　・全国の店舗で利用できます
（マルチコピー機が設置され
ていない、または設置準備中
の店舗は除く）。
　・申請書の記入が不要で、
ATM感覚で利用できます。

　・窓口交付手数料に比べて
100円安く取得できます。

※本サービスの利用には、サービ
ス利用登録済のマイナンバーカ
ードまたは住民基本台帳カード
(新規発行終了)が必要です。

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金制度では、国内に居
住する20歳以上60歳未満の全
ての方に、加入が義務付けられて
います。退職などに伴い年金の被
保険者の種別が変わる方は届出
が必要です。届出をしないと将来
の年金額が減る場合や、給付さ
れなくなる場合があります。
◆国民年金被保険者の種別

システムメンテナンスのため、

利に取得できるサービスです。

・申請書の記入が不要で、

　・第1号被保険者　20歳以上
　60歳未満の自営業者、学生、
フリーターなど
　・第2号被保険者　会社員や
公務員（厚生年金加入者）など

　・第3号被保険者　会社員や
公務員に扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者

◆こんなときは
○20歳になったとき
　　誕生月の前月または当月上
旬に日本年金機構から「国民
年金被保険者関係届書（申出
書）」が送付されます（厚生年
金加入者は除く）。必要事項を
記入して、保険年金課または
地区市民センター、年金事務
所で手続きをしてください。
○会社などを辞めたとき
　　国民年金の加入届出が必要
です。扶養されている配偶者も
同時に届出が必要です。保険年
金課または地区市民センター、年
金事務所で手続きをしてください。
持ち物　本人確認書類（運転
免許証など）、退職日が分か
る書類、年金手帳
○会社などに勤めたとき・第3号
被保険者になったとき
　　会社などが年金事務所へ
届出をするため、本人の届出
は不要です。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

　60歳未満の自営業者、学生、

・第2号被保険者　会社員や
など

・第3号被保険者　会社員や
公務員に扶養されている20歳

　　誕生月の前月または当月上
旬に日本年金機構から「国民

（申出
（厚生年
必要事項を

記入して、保険年金課または
地区市民センター、年金事務

国民年金の加入届出が必要
扶養されている配偶者も

保険年
年

ださい。
（運転

退職日が分か

第3号

　　会社などが年金事務所へ
本人の届出

　保険年金課、津年金

AV出演強要・「JKビジネス」
等被害防止月間

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　近年、いわゆるアダルトビデオ
出演強要問題や、「JK（女子高
生）ビジネス」と呼ばれる営業によ
り、若年層の女性が性的な暴力
被害に遭うなどの問題が起きて
います。特に、年度当初は進学、
就職などに伴い若者の生活環境
が大きく変わる時期で、こうした
被害に遭うリスクが高まることが
予想されることもあり、4月はAV
出演強要・「JKビジネス」等被害
防止月間に定められています。少
しでも不安に思うことがあれば、
相談窓口を利用してください。
※相談無料で、秘密は厳守します。
相談窓口
　・みえ性暴力被害者支援センター
「よりこ」（　059-253-4115
土・日曜日、祝日を除く10時
～16時)
　・三重県男女共同参画センター
「フレンテみえ」（　059-
233-1133　火～日曜日9時～
～12時、火・金～日曜日13時
～15時30分、木曜日17時～19
時
　・三重県女性相談所（三重県
配偶者暴力相談支援センタ
ー）（　059-231-5600　月・
水・金曜日9時～17時、火・木
曜日9時～20時)

不正けしの除去活動に
ご協力を

健康福祉政策課　382-9012　382-7607

　三重県では、｢県民参加による不
正大麻・けしクリーンアップ運動
｣として、4月から 6月にかけて
法律で栽培や所持が禁止されてい
る不正けしなどの除去活動を行っ
ています。不正けしを見かけたり、
判断に迷ったときは鈴鹿保健所衛
生指導課（　382-8674）までご
連絡ください。
不正けしの特徴
　・葉の色はろう質を帯びている
白っぽい緑色

　・葉のつけ根が茎を抱き込んでい
る

　・茎や葉の毛が少ない

手話普及啓発コーナー開始
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　4月1日から鈴鹿市手話言語
条例が施行されました。手話
は、主に生まれつき耳が聞こえ
ない人（ろう者）が使用する言
語で、手指や身体の動きと表情
を組み合わせて視覚的に表現
したものを「見る」「見られる」
ことで伝わるのが特徴です。
　手話のはじまりは、特定のろ
う者間にしか通じない身振り
（ホームサイン）であるといわれ
ていますが、手話単語には人の
動きや物の形、漢字や文字の
形を表したものなどがあり、そ
の成り立ちはさまざまです。私
たちが日常生活で何気なく使っ
ているような身振りが、実は手
話になっているということもあり
ますが、そこにいろいろな工夫
が加わっているところも手話の
魅力のひとつです。
　手話への理解と普及を図る
ために、広報すずかで手話普及
啓発コーナーを開始し、手話単
語を紹介していきますので、皆
さんも表現していただき、手話
に触れてみてください。
掲載号　偶数月の20日号
内　容　手話の歴史、手話を必
要とする人（ろう者）の暮らし、
手話通訳についてなど手話通訳についてなど

鈴鹿市地域福祉計画審議会の
委員を募集

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

    kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住・在勤または
在学している方で、地域福祉
に関心のある20歳以上の方
（年5回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる方）
任　期　委嘱の日から2年
定　員　2人以内（応募者多数
の場合は抽選）
申込み　4月19日㈮までに、住所、
氏名、生年月日、年齢、性別、職業
（市外の方は勤務先または学校の
所在地、名称）、電話番号、応募動
機を記入し、直接、郵送、ファクスま
たは電子メールで健康福祉政策
課（〒513-8701住所不要）へ

※応募用紙は、健康福祉政策課窓
口、市ホームページで入手できま
す（任意様式も可）。

※条例に基づき報酬をお支払いします。

訪問理美容サービスの
出張経費を一部支援

長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　市内に住所があり、市内
の居宅で介護を受けている40歳
以上の方で、要介護3から5と認
定されている方、または身体障害
者手帳1・2級を持ち、障害名が
下肢または体幹機能障害の方

内　容　家庭を訪問する理美
容サービスの出張経費を支援

手話普及啓発コーナー開始

主に生まれつき耳が聞こえ
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（1回につき上限2,000円）
※毎年度申請が必要です。
利用可能回数　最大4回まで
（申請する時期により異なる）
申込み　直接長寿社会課また
は各地区市民センターへ　

※要介護認定が要介護3から5に該
当する方は介護保険被保険者証
を、該当しない方は障害者手帳の
コピーを持参してください。
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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。

※｢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

5月の水道料金等の納期限・
口座振替日にご注意を
営業課　368-1670　 368-1685

　4月検針分の水道料金などの納
期限および口座振替日は、大型連
休に伴い5月10日㈮ではなく5月14
日㈫となりますのでご注意ください。

高齢者用(23価)
肺炎球菌ワクチン定期接種
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　平成31年度の肺炎球菌ワクチン定
期接種対象者は、今までにこのワク
チンを接種したことがない方で、平成
31年度に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる方と
100歳以上の方です。対象者には、順
次定期接種対象者通知を送付しま
す。また、今までにこのワクチンを接種
したことがない60歳以上65歳未満
の方で、医師により接種が必要であ
ると判断された場合は対象となるこ
とがあります。詳しくは健康づくり課
までお問い合わせください。

住所、

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　1チーム5人から参加でき、踊りの
ジャンルは問わず、年齢制限もあり
ません。また、演目間にメインステー
ジでパフォーマンスやさまざまなPR
を行う参加者も募集しています。
と　き　8月3日㈯・4日㈰
申込み　4月10日㈬から5月10
日㈮までに（　http://www.
　suzufes.com）で
問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局（鈴鹿市観
光協会内　〒510-0241白子
駅前17-12　火～日曜日　9
時30分～18時　380-5595
　info@suzufes.com）

音楽プラネタリウムの
演奏者募集

文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　高校生以上（未成年
者は保護者の同意が必要）

※プラネタリウムドーム内ステージ
の大きさの都合上、演奏者は5人
以内でお願いします。
とき・内容　7月7日㈰の「七夕さ
ま」と、12月22日㈰の「クリスマ
ス」の各特別投映で演奏してい
ただきます。1時間の投映のうち、
演奏時間は40分間程度です。

※実施日などについては変更する
場合があります
ところ　文化会館プラネタリウム

1時間の投映のうち、

（飯野寺家町810）
申込み　4月20日㈯15時まで（必
着)に、演奏希望曲のうち1曲を録
音したCD（1枚）と結果連絡用の
官製ハガキ、応募用紙に必要事
項を記入のうえ、直接文化会館へ

※応募用紙は文化会館にあります。
※応募用紙・CDは返却しません。
※応募多数の場合は、書類及びCD
で選考します。

公共下水道の
使用できる区域を拡大
営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日から、公共下水道を使
用できる区域が広がりました。今
回供用を開始する区域は、庄野、
牧田、白子、稲生、玉垣、栄の各一
部で、合計約31ヘクタ－ルです。
これにより、すでに供用している区
域と合わせて約2,139ヘクタ－ル
の区域で、公共下水道が使用で
きるようになりました。

からだと歯のこと
何でも電話相談

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　日頃から気になっている「から
だと歯に関する悩み」に医師・歯
科医師が直接回答します。
と　き　4月14日㈰10時～15時
相談料　無料
問合せ　三重県保険医協会（　
059-225-1071　　059-225-
8747　http://mie-hok.org）

断水を伴う夜間洗管作業
上下水道総務課　368-1696　 368-1688

　安全でおいしい水を供給する
ため、水道管内の洗管作業とそ
れに伴う断水を実施しますので、
ご理解とご協力をお願いします。
※対象区域のお宅へは、別途お知ら
せ文書を配布します。
と　き　4月22日㈪23時から
翌日6時まで
ところ
○稲生地区　鈴鹿ハイツ、稲生
町の一部、野町の一部
○飯野地区　道伯町の一部
◆濁り水に注意してください
　作業中や洗管後に水流の変化
などで濁り水が発生する場合が
あります。あらかじめ飲料水は汲
み置きしていただき、洗濯などの
際には数分程度水道水を流し、
確認してから使用してください。

鈴鹿児童相談所開設
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　4月1日㈪から、増加する児童
虐待相談に対応するため、鈴鹿
市と亀山市を管轄する｢鈴鹿児
童相談所｣を開設します。
と　き　8時30分～17時15分
(土・日曜日、祝日、年末年始
を除く)

問合せ　鈴鹿児童相談所（　
382-9794　382-9795　
〒513-0809西条5-117（県
鈴鹿庁舎1階保健所棟））

庄野、

合計約31ヘクタ－ルです。

8747　http://mie-hok.org）

IATSSフォーラムの
ホストファミリー募集
市民対話課　382-9058　 382-7660

　IATSSフォーラムは東南アジ
アの将来を担う若者の人材育成
を行う研修機関です。研修期間
中、研修生(会話は英語)を受け入
れ、日本の生活を体験させてい
ただけるご家庭を募集します。
と　き  6月8日㈯・9日㈰1泊2
日

募集数  20家族（応募多数の
場合は抽選）

申込み・問合せ  4月24日㈬ま
でに、ファクス、郵送、または
ホームページで(公財)国際交
通安全学会 IATSSフォーラム
へ（〒510-0201稲生町7992
松井　370-0511　370-0505
　hirono.y@iatss.or.jp
　http://www.iatssforum.

　jp/applications/index.
　html）へ
※申込用紙はホームページで入手
できます。



鈴鹿市ふるさと就職者等
雇用支援補助金

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　市外からの移住を伴
った市内在住の40歳未満の
方を正規職員として雇用した、
市内に本社、または主な事業
所を有する中小ものづくり企
業または建設企業
内　容　雇用した方が引越し
業者などに依頼した移送な
どにかかる費用の半額（上限
20万円）を補助します。
申込み　申請書に雇用証明書、
対象費用の分かる資料（移送
見積書、領収書原本、契約書
原本など）、住民票を直接産
業政策課へ
※申請書は鈴鹿市ホームページまたは
産業政策課窓口で入手できます。

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）

県営住宅4月定期募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

ところ　桑名市、川越町、四日
市市、鈴鹿市、亀山市

申込み・問合せ　4月2日㈫から
4月30日㈫まで(消印有効)に、
申込用紙に必要事項を記入し、
郵送で鈴鹿亀山不動産事業
協同組合(〒510-0253寺家町
1085-1　373-6802)へ

※申込書は三重県鈴鹿・四日市・桑
名各建設事務所または鈴鹿亀山
不動産事業協同組合にあります。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　4月28日㈰9時～16時
30分

◆夜間窓口
と　き　4月25日㈭・26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。

して雇用した、

　申請書に雇用証明書、

通帳の届出印、

4月30日㈫まで(消印有効)に、
申込用紙に必要事項を記入し、

水素教室
産業政策課　382-9045　 382-0304

　来るべき水素社会の実現に向
け、水素エネルギーについて知っ
てもらうため、本田技研工業（株）
主催の「EnjoyHonda2019
鈴鹿サーキット」で水素社会に
ついて学ぶブースを設けます。
対　象　小学生
と　き　4月20日㈯・21日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
参加料　無料（別途鈴鹿サー
キット駐車料金と入場料は
必要）

※詳しくはホームページ（　 https://
　www.honda.co.jp/enjoyhonda/）
　をご覧ください。
※当日、定員になり次第受け付けを
終了します。

新茶の摘み取り
「すずか茶ポーター」募集
農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市茶業組合では、市民の
皆さんと協働して市の特産である
「かぶせ茶」の新茶を摘み取っ
て、全国や関西の品評会に出品
しています。今年も新茶の摘み取
りをお手伝いいただける「すずか
茶ポーター」を募集します。
と　き　4月20日㈯・21日㈰・
4月27日㈯～5月6日（月・休）
の12日間のうち2日間（予定）
9時～13時ごろ

※天候や茶葉の生育状況などで日
程を確定します。
ところ　市内の茶園（主に椿地
区）

内　容　品評会に出品する新
茶の摘み取り

※お菓子とかぶせ茶1パックを差し
上げます。
参加料　無料
申込み　4月12日㈮までに、代
表者氏名（参加人数）、住所、
連絡先、参加可能日を電話また
は電子メールで農林水産課へ

※すずか茶ポーター既登録者には日
時が決まり次第、別途連絡します。

平成31年度金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　国指定天然記念物「金生水
沼沢植物群落」で、季節の希少
植物をご覧いただけます。
と　き　5月11日㈯、6月8日㈯、
7月6日㈯、9月14日㈯、10月
26日㈯9時から（少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563・西條町675-1）

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡しし
ます。当日の8時30分までに飯野
地区市民センターで受け取って
ください。現地付近の道路は駐
車厳禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接、開催場所にお越しく
ださい。
定　員　各25人(先着順)
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

※雨天時は雨具を準備してください。
申込み　各開催日の15日前か
ら電話で文化財課へ

※1グループ3人まで
※5/11㈯の第1回観察会では、レン
ゲツツジをご覧いただく予定です。

海と森林を結ぶ交流事業
農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿川上流の片山神社周辺
の山林を散策し、その後、鈴鹿
峠自然の家で木工工作などの
交流会を行い、森林と海とのつ
ながりについて学びます。
対　象　市内の小学生とその
保護者
と　き　5月11日㈯10時～15時
ごろ（雨天決行。昼食あり）

※8時50分に白子港に集合し、バ
スで現地へ出発予定
ところ　鈴鹿峠自然の家（亀山
市関町沓掛123）ほか

定　員　5組10人（応募多数の
場合は抽選）　

参加料　無料
主　催　鈴鹿森林組合・鈴鹿
市漁業協同組合

申込み　4月24日㈬までに、住
所、氏名、年齢（学年）、電話
番号を電話、ファクスまたは
電子メールで農林水産課へ

住所、

6月8日㈯、



文化財講演会～文化財を
活かした町づくり～

考古博物館　374-1994　 374-0986

　国分町には、伊勢国分寺跡
以外にもたくさんの文化財が埋
もれています。その宝物を地域
の方 と々掘り起こし、「歴史と文
化を見つめふれあいのまちづく
り」に生かしていこうとするお話
です。
と　き　4月20日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　地元関係者
聴講料　無料
※講演会に参加の方は、常設展・速
報展の観覧料が無料になります。
主　催　考古博物館サポート会
問合せ　サポート会事務局（中
森　383-1995）

薬膳と栄養学が学べる
基礎セミナー

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　5月26日㈰、8月25日
㈰、10月27日㈰、2月2日㈰
10時～13時10分（全4回）

帽子、

ゲツツジをご覧いただく予定です。

ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスＢ棟3513ほか
（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳講座、栄養学講
座、薬膳弁当と料理解説（薬
膳茶つき）
定　員　100人（先着順）
参加料　1回4,000円（4回分
事前一括払いは1万5,000
円)
主　催　日本薬膳学会　　　
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　4月22日㈪
まで(必着)に電話で鈴鹿医
療科学大学（薬膳学会事務
局　384-9211）へ

※詳しくは、日本薬膳学会ホーム
ページ（　http://yakuzen.jpn.

　org/）をご覧ください。

手話奉仕員養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住・在勤また
は在学で手話の学習経験が
なく、全課程の7割以上を受
講できる18歳以上の方
と　き　5月7日から2020年3
月18日までの第1・2・4・5火
曜日、第3水曜日、第4木曜日
19時30分～21時（予定）
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）（予定）
内　容　日常会話程度の手話
表現技術を取得し、聴覚障
がい者の支援者として携わっ
ていただきます。
定　員　25人（応募者多数の
場合は抽選）
受講料　無料（別途テキスト代
3,000円＋税）
申込み　4月19日㈮までに、申込
用紙を直接障がい福祉課へ

※申込用紙は障がい福祉課で入
手できます。

　市内の小学生とその
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美し国三重

キッチンカーグルメ合戦
～粉の乱～

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　4月27日㈯・28日㈰10時
～17時（雨天決行・荒天中止）

ところ　鈴鹿大学　駐車場
（郡山町663-222）
内　容　粉を使用した料理を販
売するキッチンカーが総勢23台
集合します。その他ステージイベ
ントもあり、家族で楽しめます。

問合せ　(一社)中部ケータリン
グサービス（　373-1717）

鈴鹿花き温室組合品評会・
即売会・ワークショップ
農林水産課　382-9017　 382-7610

　鈴鹿・亀山地域で生産農家が丹
精込めて育てた、洋ランやシクラメ
ン、こだわりの観葉植物の品評会
を行い、入賞作品を展示・販売しま
す。併せてプロの生産者による園
芸ワークショップを開催します。
と　き　4月13日㈯・14日㈰　
ところ　イオンモール鈴鹿　北
コート（庄野羽山）
◆園芸教室　
内　容　「モスビーくん作り」と
「コケ玉作り」
参加料　500円から
申込み　両日とも当日10時から
会場レジで整理券を販売します
（材料が無くなり次第終了）。

問合せ　鈴鹿花き温室組合 
（組合長　市川範実　090-

　1892-2719）

ものづくり産業支援センター
「リーダー研修」

産業政策課　382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　全8回の研修に原則同じ

　(一社)中部ケータリン

・

洋ランやシクラメ

会場レジで整理券を販売します

　鈴鹿花き温室組合 

方が参加できる市内中小製造企
業の係長、班長クラスの従業員
と　き　5月18日㈯・24日㈮、6月
1日㈯・7日㈮・15日㈯・21日㈮・29
日㈯、7月5日㈮、9時～16時30分
(6月21日は8時30分～16時50
分、7月5日は12時30分まで)

※予備日7月12日㈮
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　ものづくり製造現場の
改善手法に関する講義、グル
ープ活動
定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　4月19日㈮までに、直
接、電話、ファクスまたは電子
メールでものづくり産業支援
センターへ

春季ダンスフェスティバル
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　主に市内在住の社会
人（年齢問わず）
と　き　4月29日(月・祝)12時
30分～16時
ところ　鈴峰中学校体育館(長
澤町1867-1　371-0023)
内　容　ワルツ、タンゴ、ルンバ、
チャチャチャなどのフリーダン
スやダンスサークルの発表、
であいふれあいタイムのほか、
オープンミニデモ、A級競技
選手のデモがあります。

※オープンミニデモは3種目（ワル
ツ、ルンバ、タンゴ）で1人1種目、
資格はD級以下。参加希望の方
は当日受付へ申し込みください。

※女性は皮ヒールカバーを必ず着
用して入場してください。
参加料　前売1,000円
※JDSF登録会員は500円のキャッシュ
バックがあります。当日受付で2019
年登録会員証を提示してください。
主　催　鈴鹿市ダンススポーツ
連盟（SDSF）

問合せ　川瀬弘(実行委員長
　386-3169　090-6619-
3760)



日本語ボランティア
養成講座

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　　sifa@mecha.ne.jp 

　日本語を外国語としてとらえ、
日本語だけを使って教える方法
を学びます。受講後は、市内3カ
所にある日本語教室で活動して
いただくことを想定しています。
対　象　日本語支援活動に興
味があり、出来る限り全講座
に出席できる方
と　き　5月18日から6月15日
までの毎週土曜日13時30分
～16時40分
ところ　鈴鹿市男女共同参画セ
ンター　研修室（神戸2-15-18）
定　員　20人（先着順）
受講料　6,000円、 賛助会員
3,000円(年会費2,000円で
いつでも加入できます。)
講　師　松葉さん、吉田さん
（日本語教師）
申込み　5月7日㈫までに郵便
番号、住所、氏名、電話番号
をはがき、ファクスまたは電子
メールで鈴鹿国際交流協会
（〒513-0801神戸1-17-5　
市役所別館第3）へ

2019年度鈴鹿市いきいき
健康スポーツクラブ
参加者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　60歳以上の市民
と　き　5月15日から2020年3
月11日までの第2・4水曜日9
時30分～11時30分（延長変
更あり。全20回予定）

ルンバ、
チャチャチャなどのフリーダン
スやダンスサークルの発表、
であいふれあいタイムのほか、

で1人1種目、

ところ　武道館、AGF鈴鹿陸
上競技場、ふれあいホール、
文化会館さつきプラザなど

内　容　レクリエーション、スト
レッチ、ニュースポーツなど
定　員　100人（先着順）
参加料　65歳以上の方4,000
円、60～64歳の方4,650円
（いずれも保険料込み）
※年齢は2019年5月2日現在
申込み　4月15日㈪から5月2日
㈭までに参加料を持参の上、
直接鈴鹿市体育協会（日曜日
を除く9時～17時　石垣池公園
管理事務所内　399-7120）
へ

ベルフォンテン市
青少年相互派遣事業

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

対　象　市内在住の中学生、
高校生または同年齢の方で、
過去にこの事業に参加した
ことのない方
と　き　7月30日㈫～8月7日
㈬

ところ　アメリカ合衆国 オハイ
オ州コロンバス市（1泊）・ベ
ルフォンテン市（ホームステイ
5泊）・マサチューセッツ州ボ
ストン市（1泊）
定　員　8人　
参加料　19万5,000円
※燃油サーチャージ上昇分の料金
と旅券取得費、傷害保険料など
は含んでいません。
申込み　5月8日㈬(必着)までに、
鈴鹿国際交流協会ホームページ
または協会事務局および市内
公立中学校、高校にある参加
申込書に必要事項を記入の上、
直接または郵送で同事務局
（　http://www.sifa.suzuka.
　mie.jp/　〒513-0801神戸
1-17-5　市役所別館第3）へ
◆選考試験　
と　き　5月19日㈰
※時間と場所は改めて連絡します。
内　容　筆記、面接

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

　4月9日㈫から直接水泳場窓
口またはホームページで受け付
けします。
◆やさしい夜の太極拳
対　象　一般成人

ふれあいホール、

㈭までに参加料を持参の上、

99-7120）

　市内在住の中学生、
高校生または同年齢の方で、

と　き　5月7日、21日、6月4日、
18日、7月2日(各火曜)19時～
20時

ところ　水泳場　会議室
講　師　奥村さん　　　　　　
定　員　25人（先着順）
参加料　4,250円(全5回)
◆ボディバランスレッスン
対　象　一般成人
と　き　5月9日、16日、23日、30
日(各木曜)11時～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　打田さん　　　　　　
定　員　20人（先着順）
参加料　3,400円(全4回)
◆ちびっこらんど～運動遊び
対　象　3歳～4歳児　　　　
と　き　5月20日、27日、6月
10日、24日(各月曜)15時15
分～16時
ところ　水泳場　スタジオ
講　師　山舗恵美子さん
定　員　15人（先着順）
参加料　3,200円(全4回)

マサチューセッツ州ボ

※燃油サーチャージ上昇分の料金
傷害保険料など

5月8日㈬(必着)までに、
ジ

または協会事務局および市内
高校にある参加

申込書に必要事項を記入の上、
直接または郵送で同事務局
（　http://www.sifa.suzuka.
　mie.jp/　〒513-0801神戸

※時間と場所は改めて連絡します。

スポーツの杜　短期教室

4月9日㈫から直接水泳場窓
口またはホームページで受け付 の4 月 納付

固定資産税・都市計画税…1期
【納期限は5月7日(火)です】



誰もが暮らしやすい
多文化共生のまちを目指して

市民対話課　382-9058 　382-7660　

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　382-9011 　382-2214　

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市の外国人市民は、ブラジ
ルやペルーからの日系の人々が多
く、本市での定住が進んでいると
ともに、近年はベトナムやインド
ネシアなどのアジアからの人々が
増えており、多国籍化している状
況もみられます。また、４月１日
には改正された「出入国管理及び
難民認定法」が施行されており、
本市における外国人人口は、今後、
さまざまな国からの人々によって
増えていくと考えられます。
　本市では「鈴鹿市多文化共生推
進指針」を定め、日本人市民と外
国人市民が同じ地域社会を担う
パートナーとして、ともに協力し
合い、安心していきいきと暮らせ
る多文化共生のまちづくりを進め
ています。その実現のためには、
日本人市民と外国人市民の間で、
言葉、文化、生活習慣などの違い
を相互に理解し、尊重し合う意識
の向上が必要です。本市では、今
後も皆さんと共に多文化共生を進
めていくため、情報の発信や異文
化理解のための交流イベントの実
施などに取り組んでいきます。


