
支払われる年金）の支給を受ける
方は、年金所得者の確定申告不
要制度の適用を受けることがで
きません。
◆税理士による日曜無料税務相
談会

　税理士が、無料で医療費控
除、住宅借入金等特別控除、
事業所得の申告書の作成を手
伝います。
※譲渡所得、贈与税、相続税は対象
外です。
と  き　2月25日㈰　
○住宅借入金等特別控除を受
けられる方  9時30分～11時
○医療費控除を受けられる方
　11時10分～12時

※いずれも当日の10分前から受け
付けます。

※開始時刻までにお越しください。
会場の混雑状況により、受け付け
を早めに終了することがあります。
○事業所得を有する方（予約
制）　13時～15時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
主催・申込み・問合せ
東海税理士会鈴鹿支部(　
059-382-7715　平日9時～
14時)
※平成28年分から所得税や復興特
別所得税、贈与税などの申告書
提出には、申告者本人や控除対象
配偶者、扶養親族、事業専従者な
どのマイナンバーの記載が必要で
す。マイナンバーを記載した申告
書を提出する際には、申告者本人
の本人確認書類の写しの添付も
必要ですので、個人番号カード
（表裏）の写し、または通知カード
および運転免許証、健康保険の
被保険者証などの写しをお持ち
ください。

えた場合に対象となります（上限
額8万8千円）。「セルフメディケー
ション税制の明細書」と「一定の
取組を行ったことを明らかにする
書類」を添付または提示してくだ
さい。
確定申告書第二表「住民税・
事業税に関する事項」欄
　　税務署に提出する確定申
告書の第二表には、「住民税・
事業税に関する事項」欄が設
けられています。この欄には16
歳未満の扶養親族、配当割額
控除額や株式譲渡所得割額
控除額、寄附金税額控除の対
象となる寄附金額、別居の扶
養親族の住所などを記入しま
す。これらの項目は、所得税の
計算には影響ありませんが、市
民税・県民税の計算には必要
な内容です。該当がある場合
は忘れずに記入してください。
確定申告書の提出が不要に
なった年金受給者
 公的年金等の収入金額が
400万円以下で、かつ、公的
年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下で
ある場合は、所得税の確定
申告書の提出は不要です
（所得税の還付を受ける場
合は、税務署に確定申告書
を提出してください）。ただし、
確定申告書を提出しない場
合、「公的年金等の源泉徴
収票」に記載されていない控
除（扶養控除、社会保険料
控除、生命保険料控除、医
療費控除など）は、市民税・
県民税の税額計算に算入さ
れません。それらの控除を受
ける場合は、市民税・県民税
の申告が必要です。

※平成27年分から、源泉徴収の対
象とならない公的年金等（外国で

般競争入札の参加資格）
○平成30年度以降物件関係
入札参加資格者名簿に登録
しており、参加申請時におい
て、市の指名停止基準措置
を受けていないもの
○紙おむつ等支給事業実施要
綱および仕様書に記載され
た実施内容を遂行できること
申込み　2月1日㈭から28日㈬
までに、長寿社会課へ

嘱託職員(婦人相談員)
募集

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

対　象　
　・学校教育法に基づく大学ま
たは短期大学などで社会福
祉･教育学･社会学･心理学
を専修する学科を卒業した
方またはこれらに相当する課
程を修めた方
　・パソコンの基本操作(文書作
成など)ができる方。
　・普通自動車免許を取得また
は平成30年3月末日までに
取得見込の方。

※地方公務員法第16条欠格事項に
該当する方は受験できません。
業務内容　配偶者からの暴力
(ＤＶ)とその保護および自立
に向けた支援、離婚問題、生
活困窮など女性が抱える諸
問題への相談に関する業務
採用予定人数　1人程度
申込み　2月21日㈬から3月7日
㈬まで（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）に申込書を直
接子ども家庭支援課へ

※申込書は子ども家庭支援課にあ
ります。試験内容など詳しくは
お問い合わせください。

　

鈴鹿市シティセールス
戦略（案）に対する意見募集
総合政策課　382-9038　 382-9040

　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　将来都市像の実現に向け、
市の魅力や個性を内外へ積極
的に発信し、持続可能な行政
運営に必要となる人材やモノ、
財源、技術、情報といった経営
資源を効果的、効率的に獲得
していくための「鈴鹿市シティ
セールス戦略（案）」を取りまと
めましたので、皆さんのご意見
をお寄せください。
意見を提出できる方
　・市内に在住・在勤・在学の方
　・本市に納税義務を有する方
　・本案に利害関係を有する方
募集期間 2月15日㈭～3月19
日㈪（当日消印有効）
閲覧場所　総合政策課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ
提出方法　件名「鈴鹿市シティ
セールス戦略（案）への意見」、
住所、氏名、意見を記入の上、
直接、郵送、ファクスまたは電
子メールで総合政策課（〒
513-8701（住所不要））または
直接地区市民センター窓口へ

※寄せられた意見は個人が特定で
きないように類型化してまとめ、
回答とともに市ホームページな
どで公表します。個別には回答
しません。

※本案に直接関係のない意見につ
いては、一般的な市への意見とし
て取り扱います。

市議会テレビ中継
議会事務局　382-7600　 382-4876

　3月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放送

12 2018・2・5

します。
と　き　2月20日㈫、3月1日
㈭・2日㈮・5日㈪～7日㈬・9日
㈮・23日㈮全日程とも10時
から当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、全員協議会、各派代表
者会議、広報広聴会議および議
会だより編集会議は傍聴するこ
とができます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載しま
す。ただし、日時が変更される
場合がありますので、傍聴され
る場合は事前に議事課へご確
認ください。

国民年金保険料のお支払いは
便利な口座振替で

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の口座振替
には、当月分保険料を当月末に
振替納付することにより、月々
50円割引される早割制度や、
現金納付よりも割引額が多い2
年前納、1年前納、6カ月前納
があります。
手続き　年金手帳（基礎年金番
号が分かる物）、預金通帳、通
帳届出印を持参の上、金融機
関または津年金事務所へ

※平成30年4月分からの前納は平
成30年2月末までにお申し込み
ください。
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

紙おむつ等支給事業の
参加事業者募集

長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　次の全てに該当する
事業者
○地方自治法施行令（昭和22
年政令第16号）第167条の4
の規定に該当しないもの（一



支払われる年金）の支給を受ける
方は、年金所得者の確定申告不
要制度の適用を受けることがで
きません。
◆税理士による日曜無料税務相
談会

　税理士が、無料で医療費控
除、住宅借入金等特別控除、
事業所得の申告書の作成を手
伝います。
※譲渡所得、贈与税、相続税は対象
外です。
と  き　2月25日㈰　
○住宅借入金等特別控除を受
けられる方  9時30分～11時
○医療費控除を受けられる方
　11時10分～12時

※いずれも当日の10分前から受け
付けます。

※開始時刻までにお越しください。
会場の混雑状況により、受け付け
を早めに終了することがあります。
○事業所得を有する方（予約
制）　13時～15時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
主催・申込み・問合せ
東海税理士会鈴鹿支部(　
059-382-7715　平日9時～
14時)
※平成28年分から所得税や復興特
別所得税、贈与税などの申告書
提出には、申告者本人や控除対象
配偶者、扶養親族、事業専従者な
どのマイナンバーの記載が必要で
す。マイナンバーを記載した申告
書を提出する際には、申告者本人
の本人確認書類の写しの添付も
必要ですので、個人番号カード
（表裏）の写し、または通知カード
および運転免許証、健康保険の
被保険者証などの写しをお持ち
ください。

えた場合に対象となります（上限
額8万8千円）。「セルフメディケー
ション税制の明細書」と「一定の
取組を行ったことを明らかにする
書類」を添付または提示してくだ
さい。
確定申告書第二表「住民税・
事業税に関する事項」欄
　　税務署に提出する確定申
告書の第二表には、「住民税・
事業税に関する事項」欄が設
けられています。この欄には16
歳未満の扶養親族、配当割額
控除額や株式譲渡所得割額
控除額、寄附金税額控除の対
象となる寄附金額、別居の扶
養親族の住所などを記入しま
す。これらの項目は、所得税の
計算には影響ありませんが、市
民税・県民税の計算には必要
な内容です。該当がある場合
は忘れずに記入してください。
確定申告書の提出が不要に
なった年金受給者
 公的年金等の収入金額が
400万円以下で、かつ、公的
年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下で
ある場合は、所得税の確定
申告書の提出は不要です
（所得税の還付を受ける場
合は、税務署に確定申告書
を提出してください）。ただし、
確定申告書を提出しない場
合、「公的年金等の源泉徴
収票」に記載されていない控
除（扶養控除、社会保険料
控除、生命保険料控除、医
療費控除など）は、市民税・
県民税の税額計算に算入さ
れません。それらの控除を受
ける場合は、市民税・県民税
の申告が必要です。

※平成27年分から、源泉徴収の対
象とならない公的年金等（外国で

税申告に関するご案内
市民税課　382-9446　 382-7604

　市民税・県民税の申告や所
得税の確定申告の際は、次の
点にご注意ください。
所　得　家族の所得は合計せ
ずに、あなたの所得のみを申
告してください。
企業年金　「公的年金等の源
泉徴収票」が発行されてい
る企業年金の収入は、日本
年金機構からの年金などと
同じ公的年金等収入として
申告します。雑所得のその他
収入ではありません。雑所得
のその他収入に当てはまる
年金には、生命保険契約に
よる個人年金などがあります。
社会保険料控除　同一生計の
家族の社会保険料を、あなた
が口座振替や納付書で支払
った場合は、あなたの控除と
して申告することができます。
ただし、家族自身の給与や年
金から天引きされている社会
保険料は、あなたの控除とし
て申告することはできません。
医療費控除　医療費控除の
対象となるのは、あなたや家
族の治療のために支払った
医療費です。治療ではないも
の（予防接種、文書料、治療
につながらない健康診断、健
康食品など）に支払った代金
は対象になりません。「医療
費控除の明細書」を記入し
添付してください。

※医療費控除が発生するのは、支払
った医療費から保険金などで補
てんされた金額を差し引いた残
額が、10万円（所得が200万円以
下の場合は所得の5％）を超えた
場合です（上限額200万円）。

※セルフメディケーション税制は、医
薬品等の購入額が1万2千円を超

電　話 電子メール ホームページファクス
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※清掃後のごみの回収は原則月曜日
に行います。申し込み多数の場合
は、回収日が火曜日以降になる場
合があります。

鈴鹿市学校規模適正化検討
委員会が傍聴できます
教育政策課　382-9112　 383-7878

と　き  2月23日㈮14時から
ところ  市役所本館　11階　
教育委員会室
定　員  10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み  当日13時30分から13
時50分まで会場にて受付

トイなおす
（おもちゃ病院）の開設
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共に
お持ち込みください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課までお持ち込みいただくこ
とも可能です。

解体処分用救急車を一般競争入札により売却
消防課　382-9155　 383-1447

　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りにきていただきます。当日
修理が完了したものは、当日お
渡しできます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。

と　き　2月18日㈰10時～
13時

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器（電子ピア
ノ・笛・ハーモニカなど）は修理
できません。

　

清掃ボランティア支援
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　清掃ボランティアの支援は、
自治会だけでなく各種団体
（PTA、子ども会、老人会など）
や、企業の社会貢献活動の一
環として実施していただいた場
合にも対応していますので、気
軽に廃棄物対策課へお問い合
わせください。
内　容　地域の市道など、市
管理地を清掃していただく
ボランティア活動を対象に、
専用ごみ袋の配布と清掃後
のごみ袋の回収を行ってい
ます。

申込み　1週間前までに「清
掃ボランティアに伴うごみ回
収依頼書」と「回収場所の
地図」を廃棄物対策課また
は地区市民センターへ

※専用ごみ袋は、家庭ごみを出すとき
には使用できません。

※回収対象となるのは、市道などの市
管理地の清掃ボランティアです。
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◆入　札
と　き　2月19日㈪13時30分から
※受け付けは入札開始前に行います。13時20分までに
お集まりください。

ところ　消防本部4階　消防学習室（飯野寺家
町217-1）

※入札当日は内容説明を行いませんので、説明書を熟読
の上、不明な点は事前にお問い合わせください。

申込み　2月5日㈪から15日㈭まで（土・日曜日、祝
日を除く9時～17時）に申込書を直接消防本部
3階消防課へ

※郵送やファクスなどによる申し込みはできません。
※申込書と説明書は、消防本部消防課、市ホームページ
で入手できます。
◆車両の公開
と　き　2月7日㈬～14日㈬（土・日曜日、祝日を
除く9時30分～11時30分）

ところ　中央消防署鈴峰分署敷地内
※入札に参加される方は、売却車両を実際にご覧になっ
てお確かめください。

※現地での説明、試乗および試運転は行いません。

車名 初年度登録 車検有効期限 乗車
定員

走行距離
（平成29年12月時点）

予定価格
（最低売却価格） 備考

救急車
（トヨタ　AT）平成19年12月 平成29年12月10日 7人 約144,000Km 16万円 （Nox・PM）適合

西
館

市役所
本　館 市民

会館

駐
車
場

別館
第３



市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

電　話 電子メール ホームページファクス
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申込み資格　次の要件全てに該当する方
1　市内に在住または勤務している方
2　同居する親族（婚約者を含む）がいる方
3　現に住宅に困っている方
4　市税の滞納がない方
5　公営住宅法に定める基準以下の収入の方
6　暴力団員でない方
※高齢者世帯は、上記要件を全て満たし、60歳以上の方
がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、上記要件1と3から6を全て満た
し、1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が対
象です。

※単身者の入居資格要件については、住宅政策課までお
問い合わせください。

申込み　2月5日㈪から28日㈬まで(土・日曜日、祝
日を除く8時30分～17時15分)に、所定の申込
書類に記入の上、必要書類を添えて、直接住宅
政策課へ

※申込書類は2月5日㈪から住宅政策課窓口で配布します。
※応募者多数の場合は、3月15日㈭・16日㈮(予定)に公
開抽選会で決定します。
入居時期　4月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けられる
世帯がありますので、申し込みの際に申し出てください。

※募集戸数、内容については、状況により変更する場合があ
ります。

団  地 所 在 地 構  造 募集 
戸数 家  賃 

安 塚 団 地

 

安 塚 町 3 1 5 番 地

 

中層耐火造4階建て

 

1戸

 

11,900円～23,400円

ハ イ ツ 旭 が 丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階建て 3戸 17,200円～35,700円 

一 ノ 宮 団 地

 

一ノ宮町1177番地の3

 

中層耐火造4階建て

 

2戸

 

12,600円～27,000円

 

桜 島 団 地

 

桜 島 町 五 丁 目

 

中層耐火造4階建て

 

3戸

 

15,200円～30,700円

 

一 ノ 宮 団 地  一ノ宮町1177番地の3  中層耐火造4階建て  2戸  12,600円～27,000円 

高 岡 山 杜 の 郷  高 岡 台 四 丁 目  中層耐火造3階建て  2戸  20,000円～39,300円 

潮 風 の 街 磯 山  東 磯 山 二 丁 目  2戸  24,200円～48,200円 中層耐火造3・4階建て

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

◆高齢者世帯（単身者も可）

◆世帯区分なし（一定の条件を満たす場合は単身者も可）

◆世帯区分なし（単身者は不可）

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。



 

鈴鹿市土地開発公社所有地と市有地を一般競争入札により売却
管財課　382-9009　 382-7615

　駐車場用地や住宅用地などに最適な物件です。手続き方法など気軽にお問い合わせください。

◆入札
と　き　3月12日㈪ 10時から物件（1）、11時から物件（2）
ところ　市役所本館10階　1004入札室
申込み　2月5日㈪から3月8日㈭まで (土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時15分）に、直接管財課へ
※郵送による申し込みはできません。
※入札参加申込方法など詳しくは管財課へお問い合わせください。

問合せ　三重県行政書士会鈴
鹿支部（樋口　378-7506）

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課　382-9038　 382-9040

　2月7日は「北方領土の日」で
す。また、2月は北方領土問題に
対する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還要
求運動の一層の推進を図るこ
とを目的とした全国強調月間
です。詳しくは、内閣府のホー
ムページ（　http://www8.
cao.go.jp/hoppo/menu/hen-
kan.html）をご覧ください。

すずかフェスティバルの
スタッフ募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　22回目となる鈴鹿の夏の風
物詩「すずかフェスティバル」の
開催が、8月4日㈯・5日㈰に決
定しました。実行委員会ではさ
まざまな催しを企画・実施する
スタッフを募集しています。ご協
力いただける方は事務局へご連
絡ください。
問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局（火～日
曜日9時30分～18時　〒

510 -0241　白子駅前
17-12（鈴鹿市観光協会
内）　380-5595、　info@
　suzufes.com、　 http://
　www.suzufes.com）

PCB廃棄物の処理期限が
迫っているので確認を
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　ビルや工場などの蛍光灯や、
水銀灯などの照明器具安定器、
電源設備などの変圧器やコン
デンサーには、ポリ塩化ビフェ
ニル（PCB）が使用されている
可能性があります。
　PCBを含む電気機器などに
ついては、平成33年3月末日が
処分期限のものがあります。こ
の処分期限を過ぎると事実上
処分できなくなりますので、
PCBを含む電気機器などが使
用または保管されていないか確
認してください。
　PCBを含む電気機器などの
確認方法、処分期間、保管およ
び処分に向けた手続きなど詳し

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重県司法書士会鈴亀支部
が司法書士無料相談会を開催
します。
と　き　2月18日㈰9時30分～
12時（最終受付11時30分）
ところ　男女共同参画センタ
ー(神戸2-15-18)
内　容　相続・遺言、不動産、
会社の登記、成年後見に関す
る相談や金銭トラブルなど身
近な法律相談に関する相談
相談料　無料
問合せ　三重県司法書士会　
鈴亀支部
　（日々野　387-5667）

行政書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　2月17日㈯9時30分
～15時30分
ところ　イオン白子店2階（白
子駅前9-20）
内　容　遺言書・相続・離婚協
議書など権利義務・事実証明
に関する書類の作成など、各種
許認可申請など官公署に提出
する書類の作成に関する相談

ンデンサーなどの電気機器、照明
器具の安定器などに利用されて
きましたが、その毒性が社会問題
になり、昭和47年に製造や新たな
使用が禁止されました。
問合せ　（公財）産業廃棄物
処理事業振興財団（　
0120-985-007　3月30日
㈮までの平日10時～17時)

三重県特定(産業別)
最低賃金改正

産業政策課　382-8698　 382-0304

　県内の最低賃金は、平成29
年10月1日から時間額820円で
す。この金額は年齢・雇用形態
(パート・アルバイトなど)を問わ
ず、県内で働く全ての労働者に
適用されます。
　なお、三重県特定(産業別)最
低賃金が平成29年12月20日か
ら次のとおり改正されました。
○ガラス・同製品製造業　時
間額861円
○電線・ケーブル製造業　時
間額881円
○電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業　時間額
867円
○建設機械・鉱山機械製造業、
自動車・同附属品製造業、船
舶製造・修理業、船用機関製
造業、産業用運搬車両・同部
分品・附属品製造業、その他
の輸送用機械器具製造業　
時間額902円

※なお、洋食器・刃物・手道具金物
類製造業については、平成27
年12月20日より時間額843円
が適用されています。
問合せ　三重労働局賃金室
(　059-226-2108)

就学援助制度
学校教育課　382-7618　 382-9054

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者の方に対し、
学用品費・学校給食費など就
学に必要な経費の一部を援助
します。希望される方は、各学
校に備え付けの申請用紙に必
要事項を記入し、学校へ提出
してください。
※一定額の所得基準を設けています。

物件番号 所在地 地　目

雑種地

地　積

(1)

(2)

売却最低価格用途地域

市街化調整区域 2,957,000円国分町字念佛山41番24 595㎡

雑種地 第一種住居地域・近隣商業地域 50,032,000円神戸二丁目918番61 1,319.22㎡
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鈴鹿市土地開発公社所有地と市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。
申込み　直接管財課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ
※先着順での申し込み受付となりますので、申し込み済みの場合はご了承ください。
※郵送による申し込みはできません。
※申込資格や申込方法など詳しくは管財課へお問い合わせください。

問合せ 三重県行政書士会鈴
鹿支部（樋口　378-7506）

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課　382-9038 382-9040

2月7日は「北方領土の日」で
す。また、2月は北方領土問題に
対する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還要
求運動の一層の推進を図るこ
とを目的とした全国強調月間
です。詳しくは、内閣府のホー
ムページ（ http://www8.
cao.go.jp/hoppo/menu/hen-
kan.html）をご覧ください。

すずかフェスティバルの
スタッフ募集

地域資源活用課　382-9020 382-0304

22回目となる鈴鹿の夏の風
物詩「すずかフェスティバル」の
開催が、8月4日㈯・5日㈰に決
定しました。実行委員会ではさ
まざまな催しを企画・実施する
スタッフを募集しています。ご協
力いただける方は事務局へご連
絡ください。
問合せ すずかフェスティバル
実行委員会事務局（火～日
曜日9時30分～18時　〒

くは環境省ホームページ「PCB
早期処理情報サイト（　http://
pcb-soukishori.env.go.jp）」を
ご覧ください。
　なお、確認作業については、
電気設備を管理している電気
主任技術者または管理会社・
団体に必ず相談してください。
接触などにより感電する恐れが
あり非常に危険ですので、使用
中の電気設備には、近づかない
でください。
　PCBを含む電気機器などが
見つかった場合は、県などへの
届出が必要となります。届出
方法など詳しくは三重県環境
生活部廃棄物対策局廃棄物・
リサイクル課、または各地域防
災総合事務所（地域活性化
局）環境室に相談していただく
か、県ホームページ「PCB特別
措置法に関する届出について
（　http://www.pref.mie.lg.
jp/eco/cycle/11639014500.
htm）」をご覧ください。
※PCBは、熱分解しにくく絶縁性が
高いなど、化学的に安定した性
質を持っているため、変圧器やコ

510 - 0241　白子駅前
17-12（鈴鹿市観光協会
内）　380-5595、 info@
suzufes.com、 http://
　www.suzufes.com）

PCB廃棄物の処理期限が
迫っているので確認を
廃棄物対策課　382-7609 382-2214

ビルや工場などの蛍光灯や、
水銀灯などの照明器具安定器、
電源設備などの変圧器やコン
デンサーには、ポリ塩化ビフェ
ニル（PCB）が使用されている
可能性があります。
PCBを含む電気機器などに
ついては、平成33年3月末日が
処分期限のものがあります。こ
の処分期限を過ぎると事実上
処分できなくなりますので、
PCBを含む電気機器などが使
用または保管されていないか確
認してください。
PCBを含む電気機器などの
確認方法、処分期間、保管およ
び処分に向けた手続きなど詳し

ンデンサーなどの電気機器、照明
器具の安定器などに利用されて
きましたが、その毒性が社会問題
になり、昭和47年に製造や新たな
使用が禁止されました。
問合せ　（公財）産業廃棄物
処理事業振興財団（　
0120-985-007　3月30日
㈮までの平日10時～17時)

三重県特定(産業別)
最低賃金改正

産業政策課　382-8698　 382-0304

　県内の最低賃金は、平成29
年10月1日から時間額820円で
す。この金額は年齢・雇用形態
(パート・アルバイトなど)を問わ
ず、県内で働く全ての労働者に
適用されます。
　なお、三重県特定(産業別)最
低賃金が平成29年12月20日か
ら次のとおり改正されました。
○ガラス・同製品製造業　時
間額861円
○電線・ケーブル製造業　時
間額881円
○電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業　時間額
867円
○建設機械・鉱山機械製造業、
自動車・同附属品製造業、船
舶製造・修理業、船用機関製
造業、産業用運搬車両・同部
分品・附属品製造業、その他
の輸送用機械器具製造業
時間額902円

※なお、洋食器・刃物・手道具金物
類製造業については、平成27
年12月20日より時間額843円
が適用されています。
問合せ　三重労働局賃金室
(　059-226-2108)

就学援助制度
学校教育課　382-7618　 382-9054

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者の方に対し、
学用品費・学校給食費など就
学に必要な経費の一部を援助
します。希望される方は、各学
校に備え付けの申請用紙に必
要事項を記入し、学校へ提出
してください。
※一定額の所得基準を設けています。

物件番号 所在地 地　目

宅　地

地　積

物件(A1)

売却最低価格用途地域

準工業地域 6,189,000円磯山二丁目1979番1 257.51㎡

宅　地物件(A2) 準工業地域 4,083,000円安塚町字野瀬1505番5 194.84㎡

宅　地物件(A3) 準工業地域 1,884,000円矢橋町字大日645番9 57.78㎡

原　野物件(A4) 市街化調整区域 190,000円西条二丁目644番1 119.65㎡

雑種地物件(A5)

物件(A6)

物件(A7)

第一種住居地域 2,386,000円寺家四丁目2957番2 99.85㎡

公衆用道路・雑種地 工業地域 16,212,000円平野町字森山489番4外5筆 計1,689.46㎡

公衆用道路・山林・井溝 市街化調整区域 8,474,000円上野町字壱反通750番1外2筆 計1,826.37㎡

電　話 電子メール ホームページファクス
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申込み　2月21日㈬17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を、電話、フ
ァクスまたは電子メールで環
境政策課へ

鈴鹿バルーンフェスティバル
フォト・スケッチコンテスト
入賞者作品展示

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　昨年11月24日～26日に開催
された、鈴鹿バルーンフェスティ
バル実行委員会主催「鈴鹿バ
ルーンフェスティバル2017フォ
ト・スケッチコンテスト」の入賞
作品を展示します。
と　き　2月15日㈭～21日㈬
（平日8時30分～17時15分、
土曜日10時～17時、日曜日9
時～17時、最終日は15時ま
で）

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。

自然観察会
（植物・昆虫・野鳥観察会）
環境政策課　382-7954　 382-2214

　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　深谷公園を散策しながら、生
息している植物や昆虫、野鳥の
観察を行います。
と　き　2月25日㈰10時～12
時（少雨決行）
ところ　深谷公園（八野町）
※9時55分をめどに深谷公園管理
事務所前にお集まりください。

※雨天時の開催中止は当日8時30
分までに連絡します。
講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、篠木善重さん
（三重昆虫談話会）、寺田卓
二さん（環境教育ネクストス
テップ研究会）、藤井英紀さ
ん（日本野鳥の会三重）
参加料　無料

　
　

ものづくり・商業・サービス
経営力向上支援事業等の

説明会
産業政策課　382-9045　 382-0304

　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

  国における平成２９年度補正
予算や平成３０年度予算におい
て、中小企業・小規模事業者が
生産性を向上するためのさま
ざまな補助金や税制が開始さ
れる予定です。これらについて、
中部経済産業局の方をお招き
し、説明会を開催します。
と　き　2月16日㈮14時～16
時（13時30分受付開始）
ところ　市役所　別館第３　
２階会議室
定  員　30人程度（先着順）
参加料　無料
申込み　事業所名・住所・電話
番号・ファクス番号・参加者
名を、電子メールまたはファ
クスで産業政策課へ
主催　鈴鹿市、鈴鹿商工会議
所中小企業相談所

納税夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
と　き　2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、

18 2018・2・5

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。

クス、電子メールまたは往復
はがきで考古博物館 (〒
513-0013国分町224)へ　

※申込1件につき2人まで申し込み
可能です。往復はがきの返信宛
名欄には代表者の住所・氏名を
記入してください。

七島池修復工事報告展
文化財課　382-9031　 382-9071

　平成28年度の伊奈冨神社
庭園七島池修復工事の様子を
写真パネルで紹介しています。
と　き　5月13日㈰までの10
時～16時

※休館日は月曜日（休日の場合は
開館）、火曜日、第3水曜日です。
ところ　稲生民俗資料館（稲
生西2-24-18）

3 6 7 - 3 4 7 0 h h h s u z u -
san@lion.odn.jp）

講　師　河北秀実さん（元三
重県埋蔵文化財センター所
長）
聴講料　無料
※講演会に参加の方は、常設展と
企画展の観覧料が無料になり
ます。

とんぼ玉を作ろう
考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち
1個をストラップかネックレスに
仕上げます。
対　象　中学生以上
と　き　3月10日㈯9時30分
から、13時30分から
ところ　考古博物館　展示ホ
ール
定　員　各10人（希望者多数
の場合は抽選）
参加料　2,500円
申込み　2月6日㈫から25日㈰
までに、講座名「とんぼ玉を
作ろう」、希望時間、住所・氏
名・電話番号を記入の上ファ

三浦泰彦「Hot Air Balloon Reflection」



申込み　2月21日㈬17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を、電話、フ
ァクスまたは電子メールで環
境政策課へ

鈴鹿バルーンフェスティバル
フォト・スケッチコンテスト
入賞者作品展示

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　昨年11月24日～26日に開催
された、鈴鹿バルーンフェスティ
バル実行委員会主催「鈴鹿バ
ルーンフェスティバル2017フォ
ト・スケッチコンテスト」の入賞
作品を展示します。
と　き　2月15日㈭～21日㈬
（平日8時30分～17時15分、
土曜日10時～17時、日曜日9
時～17時、最終日は15時ま
で）

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。

自然観察会
（植物・昆虫・野鳥観察会）
環境政策課　382-7954　 382-2214

　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　深谷公園を散策しながら、生
息している植物や昆虫、野鳥の
観察を行います。
と　き　2月25日㈰10時～12
時（少雨決行）
ところ　深谷公園（八野町）
※9時55分をめどに深谷公園管理
事務所前にお集まりください。

※雨天時の開催中止は当日8時30
分までに連絡します。
講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、篠木善重さん
（三重昆虫談話会）、寺田卓
二さん（環境教育ネクストス
テップ研究会）、藤井英紀さ
ん（日本野鳥の会三重）
参加料　無料
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※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

告
広
料
有

ところ　市役所1階　市民ギ
ャラリー

考古博物館春まつり
考古博物館　374-1994　 374-0986

　体験型イベントを実施すると
ともに企画展と常設展の無料
開放を行います。
と　き　2月25日㈰10時～16
時
ところ　考古博物館（国分町
224）
内　容　
　・バブルボール、ハーバリウム、
笑い文字、地震体験車、弓矢、
火おこし、草木染め、勾玉作
り、リメイク缶、ストーンアート、
プラ板アクセサリーなど　　
　・ハンバーガー販売、お茶など
の振るまい

※雨天時は一部中止になります。

企画展関連講演会
「焼きものから石へ
-硯の歴史-」

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　2月17日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂

クス、電子メールまたは往復
はがきで考古博物館 (〒
513-0013国分町224)へ　

※申込1件につき2人まで申し込み
可能です。往復はがきの返信宛
名欄には代表者の住所・氏名を
記入してください。

七島池修復工事報告展
文化財課　382-9031　 382-9071

　平成28年度の伊奈冨神社
庭園七島池修復工事の様子を
写真パネルで紹介しています。
と　き　5月13日㈰までの10
時～16時

※休館日は月曜日（休日の場合は
開館）、火曜日、第3水曜日です。
ところ　稲生民俗資料館（稲
生西2-24-18）

講　師　河北秀実さん（元三
重県埋蔵文化財センター所
長）
聴講料　無料
※講演会に参加の方は、常設展と
企画展の観覧料が無料になり
ます。

とんぼ玉を作ろう
考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち
1個をストラップかネックレスに
仕上げます。
対　象　中学生以上
と　き　3月10日㈯9時30分
から、13時30分から
ところ　考古博物館　展示ホ
ール
定　員　各10人（希望者多数
の場合は抽選）
参加料　2,500円
申込み　2月6日㈫から25日㈰
までに、講座名「とんぼ玉を
作ろう」、希望時間、住所・氏
名・電話番号を記入の上ファ



ます。

鈴鹿ふくし大学
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　年をとることの価値をみんな
が認め、最期まで自由に生きら
れる。そんな「地域の中で私た
ちが自分らしく生きるまち『す
ずか』」の実現に向けて一緒に
考えていただく講演会を開催
します。
と　き　3月8日㈭13時30分
～15時30分（開場12時30
分）

ところ　文化会館　けやきホー
ル（飯野寺家町810番地）
内　容　「『わがまま』のつなが
り方～自分のこととして考える
しあわせの介護と地域～」
講　師　鎌田實さん（医師・作
家・諏訪中央病院名誉院長）

定　員　500人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話またはファクスで
社会福祉協議会（　382-5971
　　382-7330）へ

suzuka.lg.jp/kyoiku/com-
mitee/index02.html）、総務
課情報コーナー（市役所本館4
階）、教育総務課（市役所本館
11階）でご覧いただくことがで
きます。

保護者　
と　き　2月18日㈰14時～15
時30分（終了予定）　

ところ　市民会館（神戸1-18-
　18）
内　容　小学校生活を紹介す
る映像鑑賞、親子のふれあい
遊びなど

参加料　無料
共催・問合せ　中日新聞社(　
052-221-0671)、鈴鹿市、鈴
鹿市教育委員会(学校教育
課）

プラネタリウム
震災特別番組
「星空とともに」

文化会館　382-8111　 382-8580

　7年前の東日本大震災被災
者から新聞などに寄せられた震
災の夜の星空にまつわるエピ
ソードをもとに、仙台市天文台
で制作された番組です。“千年
に一度の星空”の下で人々は
何を見て何を思ったのか。朗読
形式で構成される大人向けの
番組です。
と　き　3月10日㈯・11日㈰
13時45分～14時35分（開
場13時30分）

ところ　文化会館プラネタリウ
ム（飯野寺家町810）
定　員　各160人
参加料　無料
申込み　2月10日㈯10時から
文化会館で整理券を配布し

　ホール（神戸2-15-18）
内　容　スタジオピアライブ、
オレンジヴォイスコンサート、
お笑いコンビ松本ハウストー
ク＆ライブ
定　員　100人
参加料　無料
問合せ　障害者総合相談支援
センターあい（　381-1035　 
　381-1036）

上級救命講習
中央消防署　382-9164　 382-3905

対　象　市内に在住・在勤・在
学の方

と　き　2月18日㈰9時～18時
※昼食休憩1時間あり。昼食、飲み
物などは各自持参

ところ　中央消防署4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

内　容　応急手当の重要性、成
人・小児・乳児の心肺蘇生法
の習得、AEDの取り扱い要
領、異物除去法、止血法、傷病
者の管理法、搬送法などの応
急手当を学びます。

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で中央消防署へ
※後日、修了証を発行します。

音訳奉仕者養成講習会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　パソコンが使用でき、
音訳の経験がなく、受講後ボラ
ンティアとして活動できる方で
全日程に参加できる方 

　

鈴鹿市バレーボール大会の
参加チーム募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

ところ　AGF鈴鹿体育館（江島
台1-1-1）

参加料　無料
申込み　下記の期限までに、所
定の申込用紙に必要事項を
記入の上、スポーツ課へ

※代表者は必ず抽選会に出席して
ください（2人以内）。
◆ソフトバレーボール
対　象　市内在住、在勤の15
歳以上（在学は除く）の女性で
編成するチームまたは男女混
成チーム（男子2人・女子2人
を最低人数とする）

と　き　3月11日㈰
申込期限　2月23日㈮
抽選会　3月1日㈭19時から
AGF鈴鹿体育館大会議室で
◆9人制バレーボール
対　象　市内在住、在勤、在学
の高校生以上の女性で編成
するチーム

と　き　3月4日㈰
申込期限　2月19日㈪
抽選会　2月22日㈭19時から
AGF鈴鹿体育館大会議室で

こころの健康セミナー
健康づくり課　327-5030　 382-4187

対　象　市民の方
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

20 2018・2・5

参加料　無料
◆笑いヨガ
　笑いはこころと身体のバロ
メータです。「笑いの体操」と
「ヨガの呼吸法」で、心と身体を
リフレッシュしましょう。
と　き　3月9日㈮13時30分～
15時30分、12日㈪13時～
15時

内　容　講話（笑いの効用）と笑
いヨガの実技とDVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴

定　員　各30人（先着順）
※参加はどちらか1回のみです。
申込み　2月9日㈮から、直接ま
たは電話で健康づくり課へ

◆臨床動作法の体験
　臨床動作法は、動作を通して
こころとからだに働きかける心
理療法です。いろいろな動作を
しながらこころの緊張をほぐし、
自分らしさを感じてみましょう。
と　き　3月14日㈬10時～12時
講　師　綾野眞理さん（鈴鹿医
療科学大学保健衛生学部准
教授）

内　容　臨床動作法についての
講話と体験・DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴

定　員　30人（先着順）
申込み　2月13日㈫から、直接
または電話で健康づくり課へ

お笑いこころサミット
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

と　き　3月4日㈰13時30分～
15時30分（開場13時）

ところ　男女共同参画センター



鈴鹿ふくし大学
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　年をとることの価値をみんな
が認め、最期まで自由に生きら
れる。そんな「地域の中で私た
ちが自分らしく生きるまち『す
ずか』」の実現に向けて一緒に
考えていただく講演会を開催
します。
と　き　3月8日㈭13時30分
～15時30分（開場12時30
分）

ところ　文化会館　けやきホー
ル（飯野寺家町810番地）
内　容　「『わがまま』のつなが
り方～自分のこととして考える
しあわせの介護と地域～」
講　師　鎌田實さん（医師・作
家・諏訪中央病院名誉院長）

定　員　500人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話またはファクスで
社会福祉協議会（　382-5971

　　382-7330）へ

と　き　2月18日㈰14時～15
時30分（終了予定）　

ところ　市民会館（神戸1-18-
　18）
内　容　小学校生活を紹介す
る映像鑑賞、親子のふれあい
遊びなど

参加料　無料
共催・問合せ　中日新聞社(　
052-221-0671)、鈴鹿市、鈴
鹿市教育委員会(学校教育
課）

プラネタリウム
震災特別番組
「星空とともに」

文化会館　382-8111　 382-8580

　7年前の東日本大震災被災
者から新聞などに寄せられた震
災の夜の星空にまつわるエピ
ソードをもとに、仙台市天文台
で制作された番組です。“千年
に一度の星空”の下で人々は
何を見て何を思ったのか。朗読
形式で構成される大人向けの
番組です。
と　き　3月10日㈯・11日㈰
13時45分～14時35分（開
場13時30分）

ところ　文化会館プラネタリウ
ム（飯野寺家町810）
定　員　各160人
参加料　無料
申込み　2月10日㈯10時から
文化会館で整理券を配布し
ます。

と　き　
　金曜日コース：4月13日、5月
11日、25日10時～12時、13
時～15時
　土曜日コース：4月14日、5月
　12日、26日10時～12時、13
　時～15時
※両コースとも初日は午前中のみ
(全5回)

ところ　三重県視覚障害者支
援センター大研修室（津市
桜橋2－131）

内　容
　・「視覚障がい」、「ボランティ
ア」について
　・正しく伝えるための「音訳基
礎知識」、実習
　・音訳グループ紹介など、活
動に向けての案内

参加料　無料（別途教材費
864円）

申込み・問合せ　3月16日㈮ま
で（必着）に三重県視覚障害者
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

新入学を祝う
よい子のつどい

学校教育課　382-7618　 382-9054

　新小学1年生の入学を祝う催
しを行います。
対　象　市内在住の平成30年
度小学校入学予定者とその
保護者　

　ホール（神戸2-15-18）
内　容　スタジオピアライブ、
オレンジヴォイスコンサート、
お笑いコンビ松本ハウストー
ク＆ライブ
定　員　100人
参加料　無料
問合せ　障害者総合相談支援
センターあい（　381-1035　 
　381-1036）

上級救命講習
中央消防署　382-9164　 382-3905

対　象　市内に在住・在勤・在
学の方

と　き　2月18日㈰9時～18時
※昼食休憩1時間あり。昼食、飲み
物などは各自持参

ところ　中央消防署4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

内　容　応急手当の重要性、成
人・小児・乳児の心肺蘇生法
の習得、AEDの取り扱い要
領、異物除去法、止血法、傷病
者の管理法、搬送法などの応
急手当を学びます。

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で中央消防署へ
※後日、修了証を発行します。

音訳奉仕者養成講習会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　パソコンが使用でき、
音訳の経験がなく、受講後ボラ
ンティアとして活動できる方で
全日程に参加できる方 
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参加料　無料
◆笑いヨガ
　笑いはこころと身体のバロ
メータです。「笑いの体操」と
「ヨガの呼吸法」で、心と身体を
リフレッシュしましょう。
と　き　3月9日㈮13時30分～
15時30分、12日㈪13時～
15時

内　容　講話（笑いの効用）と笑
いヨガの実技とDVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴

定　員　各30人（先着順）
※参加はどちらか1回のみです。
申込み　2月9日㈮から、直接ま
たは電話で健康づくり課へ

◆臨床動作法の体験
　臨床動作法は、動作を通して
こころとからだに働きかける心
理療法です。いろいろな動作を
しながらこころの緊張をほぐし、
自分らしさを感じてみましょう。
と　き　3月14日㈬10時～12時
講　師　綾野眞理さん（鈴鹿医
療科学大学保健衛生学部准
教授）

内　容　臨床動作法についての
講話と体験・DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴

定　員　30人（先着順）
申込み　2月13日㈫から、直接
または電話で健康づくり課へ

お笑いこころサミット
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

と　き　3月4日㈰13時30分～
15時30分（開場13時）

ところ　男女共同参画センター



　

スズカフラワーバレンタイン
～大切な気持ちをお花で贈る日～
農林水産課　382-9017　 382-7610

　近年バレンタインデーに、男
女がお互いの気持ちを伝え合う
日として花を贈ることが増えてき
ています。オリジナルの花束をプ
レゼントして、大切な人に日頃の
感謝の気持ちを伝えましょう。
と　き　2月11日（日・祝）10
時から

ところ　イオンモール鈴鹿　
北コート（庄野羽山4-1）

内　容　バレンタインに渡したい
花束の人気投票、花束オーク
ション、フラワーアレンジメント講習

※2月10日（土）・12日（月・休）から14日
（水）まではお花の販売を行います。
問合せ　鈴鹿生花商組合（日
高　383-3291）

　
春季ものづくり体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　鈴鹿工業高等専門学
校への入学を目指している
方、ものづくりが好きな方、パ
ソコンが好きな方など

ところ　鈴鹿工業高等専門学校
申込み　2月15日㈭から26日
㈪までに、同校ホームページ
（地域の皆様→公開講座・大
会→小・中学生対象「ものづ
くり体験教室（小・中学生向
け公開講座）」）で

※申し込みは第3希望まで選択可
能ですが、原則1人1講座の受講
です。結果については3月2日(金)
までに全員に通知します。
問合せ　鈴鹿工業高等専門学
校総務課地域連携係（　
368-1717） 
◆機械工学のひとこま　機械工学科
対　象　中学1・2年生

と　き　3月7日㈬・8日㈭11時
～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　KENJI NISHIDAさん
定　員　各20人
参加料　各850円
申込み　2月7日㈬から水泳場
窓口またはホームページで

suzuka.lg.jp/kyoiku/com-
mitee/index02.html）、総務
課情報コーナー（市役所本館4
階）、教育総務課（市役所本館
11階）でご覧いただくことがで
きます。

特定配当等に係る所得
および特定株式等譲渡所得の
申告・課税方法
市民税課　382 - 9 446　
382-7604
　特定配当等に係る所得およ
び特定株式等譲渡所得につい

※大人の木工教室は2月10日㈯か
ら15日㈭までに鈴鹿青少年の
森へ申し込みください。応募者
多数の場合は抽選とし、当選さ
れた方には17日㈯から順次連
絡します。

やさしいトレーニング
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

　ヨガマット、ピラティスボール、
バランスボールなどを使って身
体のバランスや筋力アップを目
指します。
　運動が長続きしない方や初
めての方におすすめです。
対　象　一般成人

センターフェスタ
鈴鹿青少年センター　378-9811　378-9809
　日ごろの感謝を込めて無料
開放デーを開催します。子ども
から大人まで気軽に参加してい
ただける体験型イベントや、セン
ター利用団体による鉄道模型
の運転展示、軽食の販売など
を行います。
と　き　2月25日㈰9時30分～
15時（予定）　　　　

ところ　鈴鹿青少年センター
（住吉町南谷口）、鈴鹿青少
年の森公園

内　容　
○係留熱気球無料搭乗体験
○無料体験コーナー
　プラバン、木工工作、レクリ
エーション、お抹茶ふるまい、
バルーンアート、竹の輪けん
玉、カプラの積木など

※お抹茶ふるまいとバルーンアー
トは定員があります（先着順）。
当日整理券を配布します。
○鉄道模型運転展示
○飲食コーナー
　・レストラン襷によるカレーバイ
キング、軽食販売（共に有料）
参加料　無料

森の感謝祭
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　2月25日㈰9時30分～
15時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園
内　容
　・具だくさんのぼたん（イノシシ）
汁ふるまい11時30分から　
100人　　
　・木育紙しばい　
　3歳～小学3年生向け10時
から　30人
　小学4年生～中学3年生向け
14時から　30人

※参加賞があります。
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と　き　3月11日㈰・26日㈪9
時30分～15時30分

定　員　各20人
◆楽しい電子回路工作　電気
電子工学科

対　象　中学1・2年生
と　き　3月25日㈰9時30分～
16時

定　員　20人
◆マイコン電子制御 －アルドゥ
イーノ de テクノ工作－電子
情報工学科

対　象　小学6年生、中学1・2
年生

と　き　3月28日㈬9時30分～
16時

定　員　25人

親子dayキャンプ
鈴鹿青少年センター　378-9811　378-9809
対　象　保育園・幼稚園児（年
中･年長）～小学1年生とそ
の保護者

※年中未満の付き添い参加はで
きません。

と　き　3月10日㈯9時30分～
16時（予定）

ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺（〒513-0825 住吉町
南谷口）

参加料　子ども1人1,200円、
保護者1人1,800円

定　員　18組（応募多数の場
合は抽選）

申込み　2月17日㈯まで（必着）
にセンター所定の用紙に記入
の上、直接、郵送またはファク
スで鈴鹿青少年センターへ



と　き　3月7日㈬・8日㈭11時
～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　KENJI NISHIDAさん
定　員　各20人
参加料　各850円
申込み　2月7日㈬から水泳場
窓口またはホームページで

※大人の木工教室は2月10日㈯か
ら15日㈭までに鈴鹿青少年の
森へ申し込みください。応募者
多数の場合は抽選とし、当選さ
れた方には17日㈯から順次連
絡します。

やさしいトレーニング
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

　ヨガマット、ピラティスボール、
バランスボールなどを使って身
体のバランスや筋力アップを目
指します。
　運動が長続きしない方や初
めての方におすすめです。
対　象　一般成人

　・草木のクイズラリー　50人
※中学生以下には、お菓子をプレ
ゼントします。
　・しいたけ菌打ち体験　中学
生以下親子：150組

※実際に菌打ちをした原木を持ち
帰れます。
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　・親子木工教室（三重県産間
伐材を使用）　中学生以下
親子　100組
　・木工クラフト　30人
　・大人の木工教室（三重県産
間伐材を使用）　20組（ご家
族1台限り）

※市販のプランター（約60㎝）を
階段状に2段置けるプランター
スタンドを作ります。
参加料　無料
申込み　各種イベントは各ブー
スで当日9時30分から整理
券を配布します。

センターフェスタ
鈴鹿青少年センター　378-9811　378-9809
　日ごろの感謝を込めて無料
開放デーを開催します。子ども
から大人まで気軽に参加してい
ただける体験型イベントや、セン
ター利用団体による鉄道模型
の運転展示、軽食の販売など
を行います。
と　き　2月25日㈰9時30分～
15時（予定）　　　　

ところ　鈴鹿青少年センター
（住吉町南谷口）、鈴鹿青少
年の森公園

内　容　
○係留熱気球無料搭乗体験
○無料体験コーナー
　プラバン、木工工作、レクリ
エーション、お抹茶ふるまい、
バルーンアート、竹の輪けん
玉、カプラの積木など

※お抹茶ふるまいとバルーンアー
トは定員があります（先着順）。
当日整理券を配布します。
○鉄道模型運転展示
○飲食コーナー
　・レストラン襷によるカレーバイ
キング、軽食販売（共に有料）
参加料　無料

森の感謝祭
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　2月25日㈰9時30分～
15時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園
内　容
　・具だくさんのぼたん（イノシシ）
汁ふるまい11時30分から　
100人　　
　・木育紙しばい　
　3歳～小学3年生向け10時
から　30人
　小学4年生～中学3年生向け
14時から　30人

※参加賞があります。

電　話 電子メール ホームページファクス
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電子工学科
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と　き　3月28日㈬9時30分～
16時

定　員　25人

親子dayキャンプ
鈴鹿青少年センター　378-9811　378-9809
対　象　保育園・幼稚園児（年
中･年長）～小学1年生とそ
の保護者

※年中未満の付き添い参加はで
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16時（予定）
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保護者1人1,800円
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にセンター所定の用紙に記入
の上、直接、郵送またはファク
スで鈴鹿青少年センターへ

　皆さんは「LGBT」という言葉をご存知です
か。性の多様性を表す言葉で、女性の同性愛
者（レズビアン）、男性の同性愛者（ゲイ）、両性
愛者（バイセクシュアル）、こころの性とからだ
の性が異なる人（トランスジェンダー）の頭文字
を並べたものですが、「LGBT」以外にも性の
あり方は多様に存在しています。
　平成27年4月に発表された民間の調査機
関が約7万人を対象に実施した調査では、
「LGBT」に該当する人は7.6％で、約13人に1
人という結果が出ています。これは左利きの人
やＡＢ型の人と同じ割合といわれています。学
校生活に当てはめると、40人クラスに3人の割
合ということになります。
 多様な性を持つ人は、私たちの周りに必ずい
ます。その人は、家族や友人かもしれませんし、

同じ職場で働く仲間かもしれません。しかし、偏
見や差別を恐れて悩み、家族や友だちにも打
ち明けられずにいるのが現状です。
　偏見や差別が生まれる原因には、「性」につ
いての考え方が固定的であることが挙げられま
す。社会には男性と女性しかおらず、異性を好き
になるのが「当たり前」であるという固定観念が
あり、そうした考えが当事者を苦しめています。
　性のあり方に限らず、性格や外見、価値観な
ど、私たちは個性という多様な違いを持ってい
ます。多様性を認めるとは、すべての違いをお
互いに尊重しあい、共に生きることなのではな
いでしょうか。
　一人一人が性の多様性への理解を深め、
個性や能力を発揮できる明るく住みよい社会
を実現していきましょう。

LGBTを知っていますか

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教 育 支 援 課 　382-9055　 382-9053

の2 月 納税
固定資産税・都市計画税…4期
国民健康保険税…8期
【納期限は2月28日(水)です】




