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70周年記念事業情報

鈴鹿さくら祭り2012

商業観光課    382-9016    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　4月7日㈯・8日㈰
10時～17時

ところ　旭化成ケミカルズ㈱
鈴鹿工場南側駐車場
(グランド周辺)

内　容 
○B級グルメ大集合
○こども縁日
○フリーマーケット
　7日　10時～16時
○バルーン体験
　8日　10時～16時
○桜ぬりえ作品展示 など
※イベント内容は変更になることが

あります。

主　催　平田商店会
共　催　源氏の会
問合せ　鈴鹿さくら祭り実行

委員会　㈲小林フーズ
(　378-0624)

◆フリーマーケット出店者募集

　1ブース2.5m×2.5m、登録料
1ブース1,000円、100ブース募集
します(先着順)。
申込み　源氏の会　平井省吾
(　090 -3381-1976、
　http://webhit.xsrv.jp/
download/)へ

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課    382-7831    382-7660

    nouzei@city.suzuka.lg.jp

　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。申し込み手続きは金融機
関、地区市民センター、納税課
の窓口で行っています。口座振
替を希望される方は、お早めに
手続きをお願いします。手続きの
際には、通帳、通帳の届出印、
納税通知書(納付書)が必要です。

子ども手当の申請を
お忘れなく

子育て支援課    382-7661    382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　対象の児童がいる世帯など
には、平成23年11月と平成24
年2月に申請のご案内を郵送し
ています。まだ手続きがお済み
でない方は、申請期限までに提
出してください。
申請期限　3月31日㈯
申請先　子育て支援課、地区
市民センターへ

※申請期限までに申請すると、平成

23年10月分(または、児童を養育

するようになった翌月分)の手当

から支給されます。期限を過ぎ

て申請した場合は、申請月の翌

月からの支給になります。

※転入などの事情により、支給開

始月が異なる場合があります。

※郵送の場合は、3月31日㈯当日消

印有効ですが、窓口での申請

は、土曜日閉庁のため3月30日

㈮までの受け付けとなりますの

で、ご注意ください。

お 知 ら せ

特別日曜窓口を開設します　市民課    382-9013    382-7608    shimin@city.suzuka.lg.jp

 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、
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・松阪市の各市役所

本庁窓口も開いています。詳しくは、各市へお尋

ねください。

※3月25日は、税証明(一部を除く)も発行でき

ます。

◆通常の市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1階
市民課で市民課日曜窓口を開設しています。
窓口内容　住民票・印鑑証明・戸籍関係証
明などの交付、印鑑登録、戸籍届、住民
異動届、外国人登録の変更申請・カード
の受け取りなど

※内容によっては、取り扱いできない場合がありま

す。また、税証明、住民基本台帳カード、電子証

明は取り扱いできません。

開設窓口 階数 窓口内容
3月25日
8時30分～
17時15分

4月1日
9時～12時

市民課
(　382-9013) ◯ ◯1階

住民票・登録原票記載事項証明書・
印鑑証明・戸籍関係証明などの交付、
印鑑登録、転入・転出・転居の手続き、
戸籍の届出、外国人登録の受け付け

保険年金課
(　382-9401) ◯ ◯1階

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

子育て支援課
(　382-7661) ◯ ◯1階 子ども手当・児童扶養手当の手続き

学校教育課
(　382-7618) ◯ ◯11階

市立小・中学校の転校相談、新入学の
手続き、市立幼稚園の入園相談など

納税課
(　382-9008) ◯2階

市税の納付、納付相談と口座振替手
続きなど

市民税課
(　382-9006) ◯2階

原動機付自転車・小型特殊自動車の
廃車・名義変更などの手続き ( 鈴鹿
市発行のナンバープレートのみ )

◆特別日曜窓口一覧
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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。

(注1) 柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です。
(注2) 保険税の未納があると、原則「限度額適用認定証」等を発行できません。
(注3) 国民健康保険では「高齢受給者証」、後期高齢者医療保険では「保険証」を提示することで、支払いが自己負担限度額までとな

ります。限度額適用認定証の申請の必要はありません。

所得区分
70歳未満 (注2)

[ ]内は、年4回以上該当した場合
(月額)

上位所得者
(現役並み所得者)

15万円＋(かかった医療費－50万円)×1％
[4回目以降8万3,400円]

4万4,400円(注3)

一般
8万100円＋(かかった医療費－26万7,000円)×1％

[4回目以降4万4,400円]
1万2,000円(注3)

住民税 非課税 世帯
(低所得Ⅰ、Ⅱ)

3万5,400円
[4回目以降2万4,600円]

8,000円

70歳以上　外来
65歳以上で後期高齢者医療に
加入されている方も含む (月額)
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図書館の休館日を
変更します

図書館    382-0347    382-4000

    toshokan@city.suzuka.lg.jp

　4月から休館日を変更しま
す。休館日の本の返却は、夜
間返却口をご利用ください。
休館日　月曜日、第1火曜日
(資料整理日)、第 3火曜
日、12月2 8日～翌年1月4
日、特別整理期間

自己負担限度額を超える外来診療を受けている
国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入されている皆さまへ

保険年金課    382-7605(国民健康保険)    382-7627(後期高齢者医療)    382-9455    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　4月1日から、自己負担限度額(下表)を超える外来診療を受けている方も、入院と同様に、受診時に
医療機関などの窓口で「限度額適用認定証」等を提示すると、ひと月の窓口での支払いが自己負担限
度額までとなります。ただし、「個人単位、医療機関等ごと、入院・外来ごと」の適用になります(注1)。
なお、「限度額適用認定証」等は、加入している健康保険へ事前に申請し、交付を受ける必要があり
ます。すでにお持ちの方は、今回新たに申請いただく必要はありません。
※「限度額適用認定証」等を使用しない場合は、窓口負担と自己負担限度額の差額を従来どおり高額療養費として

後でお返しします。申請方法などは、保険年金課へ

メルモニあんしんメール
「災害」への登録を

お願いします

秘書広報課    382-9036    382-9040

    hishokoho@city.suzuka.lg.jp

 メルモニとは、登録者の携
帯電話などに、電子メールで
情報をお届けするシステムで
す。今回、システム改修を行い、
より早く登録者に災害情報が
届くようになりました。
登録方法　3種類あります。
○インターネット上で「メルモ
ニあんしんメール」を検索

して、登録サイトで登録
○秘書広報課、地区市民セ
ンターに備え付けの申込用
紙で登録
○下記コードを読み取り、登
録サイトで登録

※迷惑メール拒否の設定がされてい

ると届かない場合があります。

※登録は無料ですが、メール受信の

通信費はご負担いただきます。

くらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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平成24年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課    382-7606    382-7607

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和27年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得または平成24年3月末
日までに取得見込みの方

募集人員　2人程度
申込み　3月6日㈫から14日㈬
(土･日曜日、祝日を除く8時
30分から17時15分)までに
採用試験申込書に必要事
項を記入の上、直接または
郵送で、〒513-8701　子育
て支援課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で子育て支援課へ請求して

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(あて先を記入し、80円

切手を貼った12cm×23㎝程度)

を同封してください。

※公立保育所の臨時保育士・臨時

給食調理員・延長補助員の登録

も随時受け付けています。

採用試験日　3月18日㈰

放課後児童クラブの児童と指導員を募集します

子育て支援課    382-7661    382-7607    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　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、授業の終了後から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◎の児童クラブで、子ども好きの指導員と児童の募集を行って
います。

名　称 学校区 住　所 電話番号
指導員

募集

児童

募集

ももたろう

1組・2組

かんたろう

学童保育所

たんぽぽ

つくし

サンキッズⅡ

ピッコロ

あおぞら第1・第2

箕田学童保育所

みらくる

栄っ子

コスモス

神戸みらい塾

井田川っ子

ゆいまぁる

スマイル

アサヒッ子

ゆめっ子くらぶ

なかよしキッズ

しいの実

遊由保育室

白子

牧田

郡山

旭が丘

愛宕

箕田

明生

栄

庄野

神戸

井田川

国府

一ノ宮

旭が丘

稲生

加佐登

鈴西

長太

白子2-7-38

岡田町699

郡山町729-1

東旭が丘4-9-19

北江島町43-8

中箕田1-10-12

住吉1-4-29

秋永町445

庄野東2-5-35

神戸2-20-8 

和泉町235-1

国府町3519-1

高岡町2665-2

白子町2006-1

稲生3-13-10

高塚町1205-3

深溝町3553

長太新町2-10-13

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

桜島

神戸

桜島町3-10-1

神戸8-9-15

388-2774

367-3606

372-2084

368-2033

368-1223

395-1003

367-1711

388-1187

379-0811

382-3708

370-2353

370-0605

369-2780

386-2611

388-3398

370-8184

374-5511

385-5331

387-0371

383-1519

◎

◎ ◎
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要です。児童センター職員
応募の場合は保育士の資
格が必要です。

雇用期間　平成24年4月1日
～平成25年3月31日

勤務先　一ノ宮市民館、一ノ
宮団地児童センター、玉垣
児童センター

募集人員　隣保館1人、児童
センター各1人

業務内容　隣保館は、人権
啓発や相談などの隣保事
業全般。児童センターは、
児童の健全育成事業など

児童センター事業の企画
運営。

申込み　3月6日㈫から13日
㈫(必着)までに、申込書に
必要事項を記入の上、〒
513-8701人権政策課(本館
4階)へ

※申込書は、人権政策課のほか、

所管の各施設にあります。

◆選考

と　き　3月18日(日) 9時から
ところ　市役所本館12階会
議室

内　容　面接、作文

鈴鹿市応急診療所の
従事者を募集します

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

職　種　看護師
受験資格　昭和28年4月2日
以降生まれの看護師免許
取得者

業務内容　応急診療所での
業務

募集人員　若干名
申込み　3月16日㈮までに採
用試験申込書に必要事項
を記入の上、直接、または
郵便で〒513 - 0809西条五
丁目118-3 健康づくり課へ

※採用試験申込書は、直接、また

は郵便で健康づくり課へ請求

してください(郵便で請求する

場合は、封筒の表に朱書きで

「応急診療所従事者採用試験

申込書希望」と記入の上、返信

用封筒(宛先を記入し、90円切

手をはった12cm×23cm程度

のもの)を必ず同封)。

◆採用試験

と　き　3月22日㈭　13時
30分から

ところ　健康づくり課(保健
センター内)

試験内容　面接

隣保館・児童センターの
嘱託職員を募集します

人権政策課    382-9011    382-2214

   jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和27年4月2日以
降生まれの方で、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、永住者か特
別永住者の在留資格が必

お 知 ら せ

平成24年度市税納期をお知らせします

納税課    382-7831    382-7660   nozei@city.suzuka.lg.jp

　平成24年度の市税の納期は下記のとおりです。納期内納付に
ご協力をお願いします。各欄の( )内は納期限です。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

全期(5月31日)

1期(  7月31日)

2期(  8月31日)

3期(10月  1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  1日)

※納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。
※今年度から市民税・県民税(普通徴収)と固定資産税都市計画税に全期前納用納付
書を付けました。全期分を一括して納めたい場合にご使用ください。

※口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに口座残高の確認をお願いします。
※12月は25日が納期限となります。ご注意ください。

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

国民健康保険税

(普通徴収)

全期・1期
(7月2日)

2期
(8月31日)

2期
(7月31日)

3期
(10月31日)

3期
(12月25日)

4期
(1月31日)

4期
(2月28日)

全期・1期
(5月1日)
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小型特殊自動車(農耕車を
含む)
　市民税課(　382-9006)
②125ccを超え250cc以下の
軽二輪車
　三重県軽自動車協会(津市
雲出長常町1190 -1　059-
234-8611)
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
1190-10　059-234-8431)
④250cc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)

※② ③ ④ 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。

農用地区域の変更受付を
停止します

農林水産課    382-9017    382-7610

   norin@city.suzuka.lg.jp

　農業振興地域整備計画の
特別管理による見直しに伴い、
一般管理による農用地区域の
除外・編入の受け付け(平成24

年12月と平成25年6月受付分)
を停止します。ご了承ください。

公共下水道の供用開始
区域を縦覧します

下水管理課    382-9026    384-3938

   gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　3月31日㈯から新たに公共
下水道が使用できる区域が決
まりましたので、縦覧します。
対象地区　国府、牧田、白子、
飯野、一ノ宮、玉垣、若松、
神戸、栄の各一部

と　き　3月15日㈭～22日㈭
(土・日曜日、祝日を除く8時
30分から17時15分まで)

ところ　下水管理課(市役所
本館9階)

最終処分場の設置に係る
生活環境影響調査結果を

縦覧します

開発整備課    382-9015    382-2214

   kaihatsusebi@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市不燃物リサイクルセン
ター2期事業最終処分場の設
置に係る生活環境影響調査結
果を縦覧します。また、施設の
設置に関し利害関係を有する
方は、生活環境の保全上の見
地から意見書を提出することが
できます。
縦覧場所　開発整備課(市役
所4階)、リサイクルセンター
管理棟(国分町1700番地)

縦覧期間　3月14日㈬～4月13
日㈮(土・日曜日、祝日を除
く9時から16時30分まで)

意見書受付期間　3月14日㈬
～5月1日㈫(土・日曜日、祝日、
4月30日㈪を除く9時から16
時30分まで)

※リサイクルセンターはいずれの

期間も、9時から12時、13時から

16時まで

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

   shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　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
きは廃車の手続き、譲渡した
ときは名義変更の手続きが必
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日以降に手続きされて
も、全額課税されますのでご
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、車台に取り付
ける必要がありますので、手続
きをしてください。
　年度末になると、窓口が大
変混み合います。まだ手続きを
していない方は早めに済ませ
てください。
　なお、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、電話で確認の上、次
の窓口にお越しください。
①125cc以下の原付自転車・

し尿くみ取り業者の担当地区を一部変更します

廃棄物対策課    382-7609    382-2214   haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　4月から、国府地区のくみ取り業者が変更になります。くみ取りを
依頼する際には、下記の担当業者にご連絡ください。

※国府地区のくみ取り業者が㈲丸昭清美社から㈱朝日工業へ変更になります。
※岸岡町については近鉄線から東側は若松地区になります。

383-3818

担当地区名

牧田・稲生・飯野・玉垣 ( 岸岡町
の一部を除く )・神戸・栄・天名・
深伊沢・鈴峰・庄内・国府

庄野・加佐登・石薬師・白子・河曲・
合川・井田川・久間田・椿

一ノ宮・箕田・若松 ( 岸岡町の一
部を含む )

ファクス電話番号業者名

386-5836

383-8080

386-1093

383-0555

383-5298

㈱朝日工業

㈲勝栄興業

㈲丸昭清美社
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療用の医療機器などが装備
され、救急医療の専門医や看
護師が同乗し、救急現場など
から医療機関に搬送するまで
の間、患者に救命医療を行う
ことのできる専用のヘリコプ
ターを言います。ドクターヘリ
の出動は、悪天候の場合など
を除いた昼間に限られます。
患者を搬送してきた救急車か
ら収容し、医療機関へ搬送し
ます。出動要請は、消防機関
が事故概要などを考慮して要
請します。
◆市民の皆さんへ

　ヘリコプターが離着陸する
際は、プロペラの回転による
強い吹き下ろしの風や騒音が
発生します。近づかないようご
理解、ご協力をお願いします。

福祉タクシー乗車券の
交付申請を受け付けます

障害福祉課    382-7626    382-7607

   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　重度障がい者の方がタクシ
ーを利用する場合に、その料
金の一部を助成する福祉タク
シー事業を行っています。現
在交付している乗車券の有効
期限は3月31日㈯までです。4
月1日㈰以降に利用する場合
は新たに交付申請が必要です。
対　象　身体障害者手帳の
下肢または体幹機能障がい
の1・2級、視覚障がいの1・2
級、内部障がいの1級、療育
手帳のA1(最重度)・A2(重
度)、精神障害者保健福祉
手帳の1級に該当する方

※内部障がいとは、心臓・じん

臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼう

こう又は直腸・免疫の各機能

障がいの総称です。

助成額　630円券15枚と1,000

円券5枚を年間1冊。1回の
乗車につき複数枚の利用、
額面未満の利用ができま
す。ただし、釣り銭は受け取
れません。

申　請　3月16日㈮から、該当
する障がい者手帳を持参の
上、障害福祉課へ

※地区市民センターでも申込み・

受け取りができますが、一定の

日数がかかります。

国民年金学生納付特例
制度の申請をお忘れなく

保険年金課    382-9401    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　収入がないため、国民年金
保険料の納付が困難な学生
に対して、保険料の支払いを
猶予できる「学生納付特例制
度」があります。
　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。受付
期間内にお手続きください。
猶予された期間の保険料は、
社会人になってから追納する
こともできます(追納する場合
は猶予のときから10年以内)。
申請場所　保険年金課、地区
市民センター

持ち物　年金手帳(20歳にな
られた方はお手元に届いて
いる方のみ)、印鑑、学生証
または在学証明書(原本)、
仕事を退職して学生になっ
た方は雇用保険の離職票ま
たは受給資格者証(公務員
だった方は辞令書)

受付期間　平成23年度学生
納付特例は平成24年5月1日
㈫まで、平成24年度学生納
付特例は平成24年4月1日か
ら平成25年4月末まで

※平成23年度の「学生納付特例

制度」の承認を受け、日本年金

平成24年度救急法講習会の
申し込みを受け付けます

中央消防署    382-9165    382-9166

   chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　消防署では、救命手当ての
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)を行っています。受講
を希望される方はお申し込み
ください。
対　象　市民の方や市内の事
業所にお勤めの方

内　容

○10人以上の場合の出張講習
(最大40人程度まで)
 普通救命講習Ⅰ(3時間)、普通
救命講習Ⅱ(4時間)
○個人で受講の方 定期講習
会(定員20人程度)
　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)2月、5月、
10月の第3日曜日9時～18時

申込み　3月26日㈪9時から、
電話か直接、中央消防署へ

※電話は、大変混み合う場合が

ありますので、ご了承ください。

三重県ドクターヘリが運航
を開始しました

消防課    382-9155    383-1447

   shobo@city.suzuka.lg.jp

　2月1日から、三重大学医学
部付属病院と伊勢赤十字病
院が、ドクターヘリの運航を
開始しました。これにより、心
臓発作や脳卒中、交通事故な
ど、緊急に治療を行う必要が
ある重症患者が、迅速に医師
による治療を受けられるよう
になります。
　ドクターヘリとは、救急医

お 知 ら せ
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※面積は関係ありません。

※国土利用計画法に基づく土地

売買契約の届け出を提出して

いる方は対象外です。

届出期間　土地の所有者とな
った日から90日以内に、取
得した土地のある市町村の
長に届け出をしてください。

届出事項　届出書には、届出
者と前所有者の住所氏名、
所有者となった年月日、所有
権移転の原因、土地の所在
場所・面積とともに、土地の
用途などを記載します。添
付書類として、登記事項証
明書(写しも可)か土地売買
契約書など権利を取得した
ことが分かる書類の写し、
土地の位置を示す図面が必
要です。

問合せ　農林水産課(　382-
9017 )、三重県四日市農林
商工環境事務所林業振興
課(　059-352-0655)へ

※なお、上記の内容は平成24年1

月段階の検討内容です。

鈴鹿市資源ごみ回収活動
奨励金の交付申請書の

提出期日について

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

   haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　資源ごみ回収活動奨励金
とは、活動を実施する団体に
対して、一般廃棄物の減量化、
資源としての再利用を促進し、
生活環境の保全を図ることを
目的に交付するものです。
　平成23年度(平成23年4月1
日～平成24年3月31日)に実施
された分については、3月31日
㈯までに申請してください。期
日を過ぎると、申請できなくな
る場合がありますのでご注意
ください。

鈴鹿市生ごみ処理容器
及び生ごみ処理機購入費
助成金の交付申請書の

提出期日について

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

   haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　生ごみ処理容器及び生ごみ
処理機購入費助成金とは、処
理容器などを使用する方に対
し、ごみの減量化、自己処理
の啓発促進を図ることを目的
に、その購入費用の一部を助
成するものです。
　平成23年度(平成23年4月1
日～平成24年3月31日)に購入
された分については、3月31日
㈯までに申請してください。期
日を過ぎると、申請できなくな
る場合がありますのでご注意
ください。

平成25年鈴鹿市成人式
実行委員会の委員を

募集します

生涯学習課    382-7619    382-9071

   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp 
対　象　平成4年4月2日～平
成5年4月1日生まれで市内
在住か本籍のある方

内　容　 成人式の企画・運営・
広報活動を行っていただき
ます。

会　議　月1回程度、市役所
本館会議室で夜間に開催
します。

※第1回の会議は5月ごろに予定

しています。

機構で卒業予定年月を把握し

ている方には、「学生納付特例

申請書(はがき)」が送付されま

す。必要事項を記入して返送す

ることにより申請手続きがで

きます。「学生納付特例申請書

(はがき)」が届かなかった方や

在学する学校を変更した方は、

従来通りの申請が必要です。

問合せ　津年金事務所 国民
年金課(　059-228-9188)

工場立地法に係る特定
工場の届出先が変わります

産業政策課    382-9045    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　現在、三重県に提出いただ
いている工場立地法に係る特
定工場の新設・変更の届出先
が、平成24年4月1日から鈴鹿
市に変わります。
　特定工場とは、敷地面積
9 , 0 0 0 ㎡以上か建築面積
3,0 0 0㎡以上の製造業(加工
修理含む)、電気・ガス・熱供
給業(水力、地熱発電所を除
く)に係る工場・事業所です。
　届出の必要があるのは、特
定工場の新設の他に、業種
の変更、敷地面積・生産施設
面積・緑地面積の変更、届出
者や工場の名称の変更といっ
た事由に該当する場合です。

森林の所有者届出制度が
4月からスタートします

農林水産課    382-9017    382-7610

   norin@city.suzuka.lg.jp

　今年4月以降、森林の土地
の所有者となった方は、市町
村長への事後届け出が義務
付けられました。
対　象　個人・法人を問わず、
売買や相続などにより森林
の土地を新たに取得した方 平成24年成人式実行委員
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※16日は午前準備、午後から展示

ところ　さつきプラザ(1階)
○文学部門(短歌・川柳・俳
句・連句・詩・小説評論)
と　き　3月17日㈯・18日㈰
ところ　美術工芸室・陶芸室
(3階)
・記念講演会　17日㈯13時30
分開演(13時開場)
演題：日本武尊の鈴鹿にお
ける望郷歌をめぐって
講師：川北富夫さん
○生活文化部門
・華道部会　3月17日㈯・18日
㈰、第1・2・3研修室(2階)
・香道部会　3月18日㈰、第
4・5研修室(2階)
・茶道部会　3月18日㈰、茶
室・和室(3階)

◆舞台発表

○演劇・舞踊部門
と　き　3月17日㈯10時開演
(9時30分開場)
ところ　けやきホール(1階)
内　容　ダンス・舞踊・奇術
○音楽部門
と　き　3月18日㈰13時30分
開演(13時開場)
ところ　けやきホール(1階)
内　容　かるがもブラスアンサ
ンブルスプリングコンサート
「春風によせて」
入場料　無料
※お茶会への参加は、呈茶券(有

料)が必要です。

問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会事務局(　387-0560)へ

プラネタリウム春番組

文化課    382-8111    382-8580

   bunka@city.suzuka.lg.jp

◆一般・春番組

と　き　3月17日㈯～6月10日
㈰　10時30分から、13時30
分から、15時から

内　容　「星へ行く道」
　　宇宙飛行士として宇宙へ
行ったことがあるタカシおじ
さんは、学校で習う星座がよ
く理解できない翔太くんに
「星を見に行く」約束をしま
す。当日、望遠鏡を持たず手
ぶらで来たおじさんを見てガ
ッカリした翔太くんですが、
標高1,000mの所での満天の
星空をみて胸が高鳴ります。

春の星座　おおぐま座、こぐま
座、おとめ座、しし座ほか

定　員　各回180人
◆学習番組

と　き　3月2 2日㈭～6月8
日㈮ 

内　容　「太陽・月・星の動き」
定　員　各回180人
※学習番組は、団体の申し込み

に限ります。 

※3月13日㈫から16日㈮は、番組入

れ替えのため投映を休止します。

「いのち☆輝きのフォー
ラム」ふたりのいのちの

メッセージ

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月24日㈯　昼の部：
13時30分～16時(開場13
時)、夜の部：18時～20時
30分(開場17時30分)

ところ　ふれあいホール(南玉
垣町6600)

内　容　 
○講演1　「うつを乗り越え、
チーママからメンタルセラピ
ストへ」稲垣利香さん
○講演2　「がんと闘った息
子からのメッセージ」朝倉三
恵さん

※お二人の講演の間に口笛ピュ

ーマン中川大輔さんによるリラ

ックスタイムもあります。

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展

地域課    382-8695    382-2214

   chiiki@city.suzuka.lg.jp

　市内で、福祉・環境・文化・
スポーツなど、さまざまな分野
で活動を行っているボランテ
ィア・市民活動団体を紹介す
るパネル展を開催します。
と　き　3月14日㈬～19日㈪
平日：8時30分～17時15分、
土・日曜日：10時～17時 

※最終日は、15時まで

ところ　市役所1階 市民ギャ
ラリー

※ボランティア・市民活動に関する

イベント「鈴鹿市NPO支援講

座」を3月17日㈯13時から、市役

所12階1203会議室で開催します。

詳しくは、広報すずか2月20日号

10ページをご覧いただくか、地

域課へお問い合わせください。

第21回鈴鹿市
芸術文化協会祭

文化課    382-9031    382-9071

   bunka@city.suzuka.lg.jp

　市内で文化活動を行う団
体や個人の活動の成果を発
表する「鈴鹿市芸術文化協会
祭」を開催します。さまざまな
作品の展示や講演会、ステー
ジでのコンサートや舞踊など、
多彩な催し物が行われます。
ぜひ会場にお越しください。
と　き　 3月16日㈮～18日㈰
ところ　文化会館　各会場
内　容 
◆展示など

○美術部門(洋画・日本画・彫
刻・美術工芸・写真・書道)
と　き　 3月16日㈮～18日㈰

催 し 物
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保護者(子どもだけの参加も
可能です)

と　き　3月25日㈰①10時30
分、②13時30分(各60分程度)

ところ　文化会館　調理室
内　容　草木染めでオリジナ
ルのハンカチを作ります。

定　員　①・②とも各40組(先
着順)

参加料　無料
申込み　3月23日㈮までに、電
話で環境政策課へ

※1組あたり染めるハンカチは1

枚になります。

※先行予約が定員に満たない場

合は、当日、先着順で受け付け

ます。

考古博物館速報展
「発掘された鈴鹿2011」

考古博物館    374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　2011年に鈴鹿市内で行っ
た発掘調査の成果をいち早く

報告します。
と　き　3月22日㈭～6月24
日㈰

ところ　考古博物館 特別展
示室

※詳しくは、考古博物館のホーム

ページをご覧ください。

考古学講演会

考古博物館    374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　寺院・官衙シリーズ「古代
寺院と地域社会～都と伊勢
国～」
と　き　3月25日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
講 師　菱田哲郎さん(京都府
立大学文学部教授)

聴講料　無料

チケット代　500円(高校生以
下は無料)

申込み・問合せ　いのちと心
を守る鈴鹿市民の会代表 
杉本信之(　090-1620-5087
　383-2490)

三重しぜん文化祭 inすずか
Honda「環境わごん」

(草木染め)先行予約受け付け

環境政策課    382-7954    382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　三重しぜん文化祭inすずか
(3月24・25日、文化会館)の参
加体験学習の一つとして、本
田技研工業㈱鈴鹿製作所が
小学校などで展開している
“自然に触れる・親しむ”体
験型環境学習プログラム「環
境わごん」(草木染め)を実施し
ます。先行予約を受け付けま
すので、お早めにお申し込み
ください。
対　象　6～12歳の方とその

　厳しい寒さもようやく緩み、梅の花がほ
ころぶ春が到来しました。
　さて、春は新たな始まりの季節です。何
かしら生活に変化が訪れることの多い季
節であり、そこには新たな出会いもあるか
もしれません。また、生活の変化に伴い、携
帯電話やインターネットをはじめる人もいる
と思います。
　インターネットは、知りたい情報を簡単に
入手できたり発信をすることができ、世界中
の人と瞬時にコミュニケーションをとれる大
変便利なもので、多くの人が利用し、私たち
の生活に欠かせないものになっています。 
　一方で、インターネットを悪用して人権を
侵害する事件も多くなっています。匿名で

意見を書くことができるため、他人の誹謗
中傷やプライバシーの侵害をし、学校では
深刻ないじめに発展する場合もあります。
また、不特定多数の人々に情報を発信でき
るため、風評被害のように不確かな情報で
も一気に広まり、不安をあおり、差別や偏
見を助長することもあります。
　私たちは、流れている情報をすべてうの
みにするのではなく、一人ひとりがその情
報の真偽を見極め、情報の取捨選択をする
ことが必要です。インターネットを豊かな生
活に役立つものとして心地よく利用するた
めには、ルールやマナーを守り、相手や読
み手の人権に配慮することが大切ではない
でしょうか。

インターネットと人権

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の3 月 納税
○国民健康保険税・・・9期

【納期限は4月2日㈪です】

※納税は、便利な口座振替で
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県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

    372-2250    372-2260

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

◆飾り巻き寿司教室

　春らしい飾り巻き寿司を作
ります。
対　象　18歳以上の方
と　き　3月14日㈬　13時30
分～15時

定　員　15人
参加料　2,600円(材料費込)
申込み　 3月6日㈫から、水泳
場窓口、ホームページで(先
着順)

◆ベビービクス&ママビクス 
　ベビーと一緒にできるエク
ササイズでママのストレス・運
動不足解消
対　象　2カ月から歩く前まで
の子とその親

と　き　3月21日㈬　午前の
部：11時～12時30分、午後の
部：13時30分～15時

定　員　各30組
参加料　1,000円
申込み　3月6日㈫から、参加
料を持参の上、水泳場窓口
へ(先着順)

スポーツ栄養講習会
～強くなるために、食べる～

県営鈴鹿スポーツガーデン

    372-2250    372-2260

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

と　き　3月18日㈰　13時～
14時

ところ　鈴鹿スポーツガーデン
水泳場 会議室

内　容　ケガなく・効率よく・スポ
ーツするための食事、丈夫な
骨づくり

講　師　桑原彩さん(サン食品
工業㈱　管理栄養士)

定　員　100人(先着順)
参加料　無料
申込み　ホームページ、電話ま
たは直接水泳場窓口へ

受付日

随時

講座名

茶道（表千家）

パン・お菓子

華道（池坊）

レクリエーション

陶芸

英会話

木曜料理

着物の着装

写真

中級茶道サークル

曜日

水

定員(人)

15

20

20

15

15

20

24

女性10

15

－

受講時間

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

回数

14

12

14

14

14

14

14

14

12

教材費(円)

1回 　   700

3月13日㈫

3月14日㈬

3月15日㈭

火

水

木

 5,000

1万

1万2,000

2,500

 5,000

2,000

1万1,000

無料

4,000

勤労青少年ホーム前期教養講座   勤労青少年ホーム    387-6125    388-1223

　働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高める目的で各種教養講座
を開いています。
対　象　平成24年4月1日現在で35歳以下の勤労青少年
申込み　3月13日㈫から15日㈭までの各講座の開講曜日の9時30分から20時
に、教材費を添えて直接勤労青少年ホームへ

※申込者多数の場合は、受付日当日 20 時に抽選を行います。

※定員に満たない講座は受付日以降、随時受け付けます。3 月末時点で申込者が各講

座の定員の 3 分の 1 に達しない講座は開講を取りやめることがあります。

※開講後に教材費以外の実費をご負担いただく講座があります。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いについては各講座ごとに異なります。

※4 月 10 日㈫から順次開講します。

※サークルは随時募集しています。

◆前期教養講座・サークル（教材費は全回分）

講座・教室
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電 　話 電子メール ホームページファクス

パソコン講座 前期

県立鈴鹿青少年センター

    378-9811    378-9809

   http://www.mie-sports.or.jp/suzukayc/

　入門・基礎やワードやエクセ
ル、写真の整理や編集、音楽の
取り込みや活用、インターネット、
スライドショー、Facebookなどさ
まざまな講座を開講します。
　初心者向けから中級者向け
まで、各種講座を開きます。興
味のある講座を選んで参加し
てください。
対　象　18歳以上の方
と　き　4月6日㈮～27日㈮

※参加者は、市内在住者を優先します。

※定員のある教室は、平成 23 年度後期に当該教室に

参加していない方を優先的に受け付けます。また、

申込者が定員を超えた場合は、平成 23 年度後期教

室参加者の中で抽選を行います。 

※いずれも受付時に参加料と保険料を添えて、各会場

で申し込んでください。なお、保険料は 1 つで複数

の教室に適応できます。ぜひ、複数の教室へご参加

ください。

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。

(講座により異なる)
午前の部：9時～12時、午後
の部：13時30分～16時30分

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター

料　金　1回講座：1,500円、3
回受講講座：3,500円、5回受
講講座：5,500円

募集人数　各講座(各日)10人
程度

※申込状況により、休講や抽選に

なる場合があります。

申込み　3月6日㈫から20日㈫
17時(必着)の間に、氏名、住
所、郵便番号、電話番号、年

齢、講座名、講座日時、昼食
の希望の有無を記入の上、
はがきかファクスで鈴鹿青少
年センターへ(応募多数の場
合は抽選)

※いずれの講座もパソコンの持

込み可能です。( インターネッ

ト講座を除く )

※レストランで昼食 ( 別途 500

円 ) をとれます ( 要事前申込 )。

※各講座の日時、内容、料金はお

問い合わせください ( 講座に

よって異なります )。

平成24年度前期スポーツ教室  市立体育館    387-6006　武道館    388-0622

教室名

市立体育館

市立体育館

市立体育館

市立体育館

市立体育館
テニスコート

40人一般男女
4月から8月までの木曜日
9時30分～11時30分(15回)

4月から9月までの水曜日
9時30分～11時30分(15回)

1,850円

1,850円

1,850円

800円

3月5日㈪
13時

～22日㈭

とき ところ 定員 参加料 保険料 申込み対象

武道館(受付は
市立体育館)

武道館

一般男女

武道館
中学生以下800円

高校生以上1,850円

3,500円

60人 3,500円

4月から7月までの水曜日
9時～11時(12回)

65歳以下男女 45人 3,000円

4月から9月までの金曜日
9時～11時(15回)

55歳以上男女 20人 3,500円

4月から9月までの水曜日 10時～11時
30分、13時～14時30分(いずれも12回)

一般男女
午前・午後

各50人
3,000円

4月から9月までの木曜日
10時～12時(15回)

一般女性

定員なし

3,500円

4月から9月までの土曜日
19時～21時(20回)

小学1年生～
中学3年生男女

5,500円

4月から9月までの土曜日
19時～21時(20回)

小学1年生～
中学3年生男女

5,500円

4月から9月までの金曜日
13時～14時30分(15回)

50歳以上男女 3,500円

4月から9月までの木曜日
19時～21時(15回)

一般男女 3,500円

4月から9月までの金曜日
9時30分～11時30分(15回)

一般女性 3,500円

4月から9月までの水曜日
9時30分～10時30分(12回)

一般男女 3,000円

4月から9月までの月曜日
9時30分～11時(12回)

一般男女 3,000円

4月から9月までの火曜日
9時30分～10時30分(12回)

一般男女 3,000円

4月から7月までの木曜日
19時～21時(12回)

一般男女 30人 3,000円 

4月から7月までの水曜日
19時～20時30分(12回) 

小学生以上男女 定員なし
中学生以下2,500円
高校生以上3,000円

4月から7月までの金曜日
10時30分～11時30分（10回）

60歳以上男女 30人 3,400円

バドミントン

卓球

テニス

シニアテニス

ヨガ

バレーボール

柔道

剣道

さわやか

健康

女性健康

簡単エアロビック

わいわい
ソフトバレー

リラックスヨガ

弓道

なぎなた

シニアのための
健康社交ダンス
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