
市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　市議会本会議をケーブルネッ
ト鈴鹿122cｈで生放送します。
と　き　5月15日㈫10時から、
16日㈬13時から（それぞれ当
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。変更にな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。
 

工業統計調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　工業の実態を明らかにする
ため、製造業を営む事業所に
ついて、6月1日現在における事
業所名や従業者数などの調査
が経済産業省により実施されま
す。5月中旬から従業者4人以
上の対象事業所に調査員が伺
い、調査票を配布しますので、
指定の期日までにインターネッ
トでご回答いただくか、記入い
ただいた調査票を調査員にご
提出ください。
※国や県が行う統計調査は、顔写
真入りの「調査員証」を持った調
査員が訪問し、調査実施者や連
絡先を記載した書類を渡して行
います。電話や電子メールで直接
調査の回答をお尋ねすることは
ありません。

トイなおす（おもちゃ病院）
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

　

暴力のない大切な命と
暮らしを守るまちを

目指して
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　平成23年4月1日から鈴鹿市
暴力団排除条例を施行してい
ます。市民、事業者、行政が一
体となって、鈴鹿警察署などの
関係機関と連携協力し、暴力
団の不当要求を拒否する運動
を広めています。「暴力団を利
用しない、暴力団を恐れない、
暴力団に金を出さない、暴力団
と交際しない」という暴力団追
放3ない運動＋1を進め、社会
の敵である暴力団を追放し明
るいまちをつくりましょう。暴力
団に関する通報、相談は警察
署・交番・駐在所や次の電話相
談を利用してください。
相談先　無料暴力相談電話
（鈴鹿警察署内　388-1104）、
暴力追放三重県民センター
（　0120-31-8930）

全国瞬時警報システム
(Jアラート)の全国一斉
情報伝達訓練

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用して、国から送ら
れてくる緊急情報を、防災ス
ピーカーやコミュニティFM放
送などの情報伝達手段を用い
て市民の皆さんに伝える放送訓
練を行います。

対象設備　市内93ヵ所の防災
スピーカー、地区市民センタ
ー、公民館、各小中学校など
の館内放送、ラジオ（鈴鹿ヴ
ォイスFM78.3MHz）
と　き　
　5月16日㈬、8月29日㈬、
　11月21日㈬、平成31年2月
20日㈬いずれも11時ごろか
ら約1分間程度
放送内容　チャイムの後に、｢こ
れは、Jアラートのテストです。｣
と3回放送されます。

※本訓練では、緊急速報メールの配
信はありません。

※気象状況や災害の発生などにより
訓練を中止することがあります。

※緊急防災ラジオをお持ちの方
は、防災ラジオが自動起動し最
大音量で放送されますので、事
前に電源（乾電池）を確認してく
ださい。

災害時の情報収集のための
アマチュア無線局募集

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　本市と災害時応援協定を締
結している「災害ボランティア、
アマチュア無線鈴鹿」では、災
害時にボランティアとして、各自
の周辺情報を、市役所のアマ
チュア無線局へ送信するアマ
チュア無線の会員を募集してい
ます。関心のある方は会合へ参
加してください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方
と　き　5月12日㈯9時から
ところ　河川防災センター2階
会議室（庄野町981-1）
問合せ　災害ボランティア、ア
マチュア無線鈴鹿　（萩森　
367-3470　hhhsuzusan@
　lion.odn.jp)
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タカタ製エアバッグの
リコール未改修車は車検に

通らなくなります
交通防犯課　　382-9022　 382-7603

　平成30年5月から、タカタ製
エアバッグのリコールが未改修の
車は、車検に通らなくなります。
該当するエアバッグは異常破裂
する恐れがあり、命に関わる危険
性がありますので、早急にリコー
ル作業を受けてください。該当す
る車種など詳しくはタカタ専用
ダイヤル（　03-6747-9575）
へお問い合わせください。

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月27日㈰9時～16時
30分

◆夜間窓口
と　き　5月30日㈬・31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。

不動産公売
納税課　382-9205 　382-7660

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施します。
公売に参加できる資格に制限
がありますので、詳しくは下記
へお問い合わせください。
と　き　5月22日㈫ 10時30
分～11時
ところ　三重県津庁舎（6階）
大会議室
問合せ　三重地方税管理回収
機構　徴収第一課（津市桜橋
3-446-34　三重県津庁舎内
　059-213-7355　http://

　www.zei-kikou.jp/）

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。希望される方は、
保険年金課、地区市民セン
ターまたは年金事務所で手続
きをしてください。猶予された期
間の保険料は猶予を受けてか
ら10年以内であれば、追納す
ることも可能です。
持ち物　身分証明書（運転免
許証など）、年金手帳（20歳
になられた方でお手元に届い
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られた
方は雇用保険の離職票また
は受給資格者証（公務員であ
った方は辞令書）
問合せ　津年金事務所(　
059-228-9112)、保険年金課

犬・猫の避妊手術費の
一部助成

環境政策課　382-9014　 382-2214

対　象　市内在住で、平成30
年4月1日から平成31年3月
29日までに避妊手術した犬、
猫の飼い主

※犬は登録済で、平成30年度狂犬
病予防注射済であること、猫は
飼い猫であることが条件です。
助成金額　雄の犬：1,500円、
雌の犬：3,000円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　平成31年3月29日㈮
までに、申請書・請求書に必
要事項を記入の上、環境政
策課へ

※申請書・請求書は環境政策課窓
口、市内各動物病院、市ホームペ
ージ（生活ガイド＞生活便利帳＞
その他＞犬、猫の避妊手術の助
成）で入手できます。

※予算がなくなり次第終了します。

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。
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）。また、ドクターも募集し
ていますので、関心のある方は
見学にきてください。
※保管期間は受付後1年間です。
※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。
と　き　5月20日㈰10時～13
時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室

暮らし何でも相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　賃金不払いや不当解雇、保
険見直しなど、暮らしに関する
さまざまな相談に弁護士や社
会保険労務士などの専門相
談員がお応えします（秘密厳
守）。
と　き　6月2日㈯10時～16時
ところ  労働福祉会館（神戸地
子町388）
参加料　無料
申込み　5月31日㈭までに、電
話で暮らしホットステーション
すずか（鈴鹿地区労働者福
祉協議会事務所内　383-
3358（火～金曜日9時30分
分～15時））

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

　所得が少ないため、国民年
金保険料の納付が困難な学生
に対して、本人の保険料の支払

電　話 電子メール ホームページファクス

2018・5・5 13



　

鈴鹿市商談会等
出展支援事業

補助金交付対象者募集
産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内の中小製造企業で開発
された優れた製品の販路拡大と
新規需要開拓などを促進するた
め、商談会などに出展する中小
製造企業者、中小企業団体など
に対し、その参加出展小間料の
一部を補助します。
対　象　国内外における商談
会などに出展する事業

※一般消費者に対し直接販売す
ることを主な目的とするもの、
本市が主催または共催をするも
のは除きます。
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内に相当する額(最高
10万円)
申込み　申請書に必要事項を
記入の上、直接、産業政策
課ものづくり産業支援センタ
ー(別館第3　2階)へ

※予算の範囲内で先着順で受付ます。
※要領や申請書などは、ものづくり
産業支援センター窓口または市
ホームページで入手できます。

※申請の際は、事前にものづくり産業
支援センターにご相談ください。

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、こども会、老人会など）
や、企業の社会貢献活動の一環
として実施いただいた場合にも
行っています。
内　容  地域の市道など、市管
理地を清掃していただく清掃
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

日にライフセーバーとして活
動いただける方
内　容　愛知ライフセービング
クラブが実施する講習会に全
て参加し、ライフセーバーとして
必要な資格を取得していただき
ます。資格取得に係る講習費
用および講習参加に係る交通
費の一部は、鈴鹿市観光協会
が負担します（資格取得後、市
内海水浴場でライフセーバーと
して活動いただくことが必須）。
講習日程　5月26日㈯9時～17
時：一次救命処置講習会（常
滑市内の公共施設)、5月27日
㈰10時～16時：ウォーターセ
ーフティ講習会（碧南市・勤
労青少年水上スポーツセン
ター)、6月9日㈯・10日㈰・23
日㈯・24日㈰9時～17時：ベ
ーシックサーフライフセービ
ング講習会（知多郡南知多
町　内海海岸、千鳥ヶ浜海水
浴場）
定　員　2人（応募者多数の場
合は書類選考）
申込み　5月16日㈬18時まで
（月曜日を除く)に、申込書に必
要事項を記入の上、直接また
は郵送で鈴鹿市観光協会（〒
510-0241白子駅前17-12　
　380-5595）へ

※資料や申込書は電話で請求して
いただくか、鈴鹿市観光協会の
ホームページで入手できます。

バイクであいたいパレード
参加者募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　鈴鹿8時間耐久ロードレース
前夜祭として、交通安全啓発車
両を配備し、全国各地から集まっ
たバイクが、鈴鹿サーキットの8耐
前夜祭会場に向けて日本最大級
の交通安全パレードを行います。

み袋の回収
申込み  活動日の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。

※清掃後のごみの回収は原則月曜
日に行います。申込み多数の場合
は、回収日が火曜日以降になる場
合があります。

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　39歳までの無業状態
の若者とその家族・関係者
と　き　毎月第2・第4水曜日　
13時～17時
ところ　市役所本館7階　701
ミーティングルーム
内　容　職業的自立に向けた
支援、キャリア・カウンセラーに
よる個別面談（予約制・無料）
問合せ　若者就業サポートス
テーション・みえ（　059-271-
　9333（平日9時～18時）　http:
　www.mie.kinfukukyo.or.
　jp/sapostemie）

ライフセーバーの資格取得を
めざす方を募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

対　象　市内在住・在勤・在学
の高校生を除く18歳以上
（市内在住・在勤・在学）で、
400mを9分以内、50mを40
秒以内、潜行20m以上、立
ち泳ぎ5分以上の泳力があり、
平成31年の市内海水浴場
開設期間中（7月上旬から8
月下旬まで）の土・日曜日、祝
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問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

パレード中は、道路の横断はでき
ません。
申込み　5月7日㈪から18日㈮
までに、鈴鹿商工会議所青年
部ホームページ（　 http://

　www.suzuka-yeg.com/）
で

※応募多数の場合は、抽選を行い
ます。

と　き　7月28日㈯14時～19
時（予定）（パレードは18時
15分スタート予定（受付14
時から））
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードは、鈴鹿ハンター駐車場
から鈴鹿サーキットまで行います。

※パレードコースや周辺道路は、18
時ごろから交通規制を行います。

電　話 電子メール ホームページファクス
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市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込資格　次の全てに該当する方
　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、前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、前記要件1と3から6をすべて
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　5月7日㈪から31日㈭まで（土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時15分）に、所定の
申込書類に必要書類を添えて、直接住宅政策
課へ
※申込書類は5月7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、6月15日㈮・18日㈪（予
定）に公開抽選会で決定します。

入居時期　7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 

ハ イ ツ 旭 が 丘  中旭が丘三・四丁目  中層耐火造4・5階建て 1戸  17,900円～35,200円 

桜 島 団 地 桜 島 町 五 丁 目 中層耐火造4階建て  1戸  15,100円～29,700円 

◆一般世帯　3階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

十宮団地  一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て  2戸  14,400円～30,900円 
◆身体障がい者世帯　1階（単身者も可）

ハイツ旭が丘  中旭が丘三・四丁目  中層耐火造4・5階建て 1戸  17,200円～33,700円 
◆高齢者世帯（単身者は不可）2階

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～42,300円 

◆世帯区分なし　1～2階（一定の要件を満たす場合は単身者も可）

潮 風 の 街 磯 山 東 磯 山 二 丁 目 1戸  24,400円～47,900円 中層耐火造3・4階建て

◆世帯区分なし（単身者は不可）1階

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。



が、県内の高校生によって行わ
れます。ぜひご覧ください。
と　き　8月1日㈬10時～12時
(入場8時～9時20分)
ところ　三重県営サンアリー
ナ（伊勢市朝熊町字鴨谷
4383-4）
定　員　800人（応募多数の
場合は抽選）
申込み　5月1日㈫から31日㈭
までに、郵送またはインター
ネットで
○郵送　一般観覧者募集リー
フレット、または大会公式ホー
ムページからダウンロードし
た申込用紙に必要事項を記
入し、全国高等学校総合体
育大会三重県実行委員会事
務局（〒514-0004津市栄町
1-891三重県吉田山会館1
階（5月31日㈭消印有効））
へ
○インターネット　5月31日㈭17
時15分までに大会公式ホーム
ページ（　 https://www.
　koukousouta i . com/
　2018soutai/)で
※1人1回限り、1回につき4人まで。
※当選された方にのみ当選通知を
送付します。
問合せ　全国高等学校総合
体育大会三重県実行委員会
事務局（　059-224-2823）

三重県内男女共同参画
連携映画祭2018

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　「男女共同参画」をもっと身
近に感じていただくため、県
内の男女共同参画センター
と市町が連携し、映画祭を開
催します。
◆本市上映映画「トリガール！」
と　き　6月23日㈯13時30分
～15時15分（開場13時予定）

　

夏休み
小学校「プール開放」
指導者および監視者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

　平成30年度夏季休業中の
学校プール開放における指導
者および監視者を募集します。
と　き　7月下旬～8月初旬
（1週間程度を予定）
ところ　市内小学校のプール
内　容　プール内および周囲
の巡回と子どもへの注意喚
起など、プールの四隅での監
視および子どもへの注意喚
起など
主　催　鈴鹿市
※学校や消防署などが開催する
「救急法講習会」に参加してい
ただく必要があります。

※5月25日㈮までに、電話または電
子メールでスポーツ課へお問い
合わせください。

スポーツ安全保険
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　スポーツ、文化、ボラ
ンティア、地域活動を行う4
人以上の団体
保険期間　
○一般団体　加入日翌日～平
成31年3月31日
○短期スポーツ教室　3カ月
以内のスポーツ教室（インタ
ーネット申請限定）
申込み　加入依頼書に必要事
項を記入の上、直接指定銀
行で支払い、または「スポ安
ねっと」で会員登録後、名簿
を作成しコンビニエンススト
ア、Pay-easyで支払い
問合せ　スポーツ安全協会三
重県支部（　372-8100）

※加入依頼書はスポーツ課、市内
運動施設、地区市民センター、
百五銀行、ゆうちょ銀行各支店
にあります。

　申込みの記載がないものは
申込み不要です。

子育て応援館の一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　就学前の乳幼児の皆さんに
子育て応援館で自由に遊んでい
ただけるよう一般開放をします。
対　象　市内在住の就学前の
乳幼児と保護者
と　き　5月21日㈪9時～12
時、13時～16時
ところ　子育て応援館　プレ
イルームと体育室（白子駅前
6-33）
内　容　親子で自由に遊んで
いただけます。11時15分ご
ろと15時15分ごろには手遊
び、パネルシアター、ふれあ
い遊びなどを行います。
参加料　無料
駐車場　あり
※自由に出入りしていただけます。
※施設内では食事、おやつをとるこ
とはできません。

※水分補給についてはスペースを
設けてありますので、各自でご用
意ください。

平成30年度全国高等学校
総合体育大会「総合開会式」

一般観覧者募集
国体推進課　382-9106　 382-9071

　全国高等学校総合体育大
会（インターハイ）の幕開けを高
校生たちと一緒に盛り上げませ
んか。当日は、インターハイの開
幕を宣言する式典と歓迎演技
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※中学生以下は保護者同伴
と　き　5月26日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム（飯野寺家町810）
内　容　金星の大気のひみつ
定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受
け付け
○天体観望会年間計画

組み立て工作と太陽観測会
文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学3年生～6年生
の児童とその保護者

※全ての日程に参加できる方
※児童のみの参加はできません。
と　き　6月10日（日）9時～
12時30分、7月14日（土）、8
月12日（日）9時30分～12時
30分
ところ　文化会館（飯野寺家
町810）
内　容　太陽の高度測定器を
組み立て、実際に文化会館屋
上で太陽の高さを測定します。
定　員　20組（1組4人まで、
先着順）
参加料　650円（材料費、初回
受講時支払い）
申込み　5月19日（土）10時か
ら文化会館で受け付け

※申し込み時に持ち物など詳細を
お知らせします。

対　象　市内に在住の方（資
格・年齢不問）
とき・内容　
○6月5日㈫10時～12時　子
どもの権利・提供会員の役割
と心得、13時～15時30分　
子どもの発達とこころ
○6月6日㈬9時30分～12時
30分　幼児の安全と対応、
13時30分～16時　気にな
る子どもの支援　
○6月7日㈭9時30分～12時　
子どもの病気、13時～15時
30分　子どもの遊びと生活
○6月12日㈫9時30分～12時
子どもの栄養、13時～16時
小児看護　
○6月15日㈮9時30分～10時
30分　子育て支援事業の
必要性、10時30分～11時
30分　登録について、12時
30分～14時30分　事業を
円滑に進めるために
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）
定　員　30人
講　師　医師、臨床心理士ほか
受講料　無料（ただし、テキスト
代2，000円必要）
託　児　５カ月以上５人まで
（午前午後各200円）
申込み　電話またはファクスで
鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター（　・　381-1171）へ

※ファミリー･サポート・センターの
運営業務は、市が特定非営利活
動法人こどもサポート鈴鹿へ委
託しています。

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムの解説後、屋
上に上がり天体望遠鏡で観察
します。
対　象　小学生以上の方

ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）
内　容　思い描いた理想とは
ちがう、新たな環境の中で、次
第に変わっていく主人公・ゆき
なをコミカルに描いています。
定　員　500人
入場料　500円　
託　児　無料。6カ月～未就学
児、先着10人。6月15日㈮ま
でに男女共同参画課へ
申込み　5月10日㈭9時30分
から男女共同参画センター
または、鈴鹿市観光協会（白
子駅前17-12）でチケットを
購入してください。

※本市以外の上映内容はチラシや
男女共同参画センター「ジェフリー
すずか」ホームページ（　http://

　www.danjokyodosankaku.
　city.suzuka.lg.jp/）をご覧くだ
さい。

　（C）2017「トリガール！」製作委員会

ファミリー･サポート・
センター事業の提供会員
養成講座受講生募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー･サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人
（依頼会員）の要望に応じて、
子育てを助ける人（提供会員）
を紹介し、相互の信頼と了解の
上、一時的にお子さんを預かる
会員組織です。一時的にお子
さんを預かったり、学校・保育
所・幼稚園などの送り迎えをす
る提供会員になっていただくた
めの養成講座を行います。

電　話 電子メール ホームページファクス
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開催月日 テーマ
6月23日㈯ 木星と衛星のふしぎ
7月28日㈯ 火星の大接近

8月18日㈯
月火水木金土星の
大集合

9月15日㈯
中秋の名月と月の
裏側のなぞ

10月27日㈯
土星のリングと衛星
カッシーニの探査



文化財講演会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　5月26日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　歴史遺産を生かした
町づくり－史跡の整備と活用－
講　師　新名強さん（三重県
教育委員会　社会教育・文
化財保護課職員）
聴講料　無料
主催・問合せ　鈴鹿市考古博
物館サポート会中森（　
383-1995）　

スライド説明会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　5月19日㈯14時～15
時30分
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　速報展「発掘された
鈴鹿2017」の展示に合わせ、
実際に調査を担当した職員
が「須賀遺跡」第7次調査と
「伊勢国府跡（長者屋敷遺
跡）」第35次・第36次調査に
ついて写真を用いて分かりや
すく説明します。
参加料　無料
※当日は国際博物館の日を記念し
て、常設展の観覧料は無料で
す。

「がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン」in鈴鹿
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　同じ病気の方のお話を聞いた
り、お互いの悩みを話したり、一人
で悩まずにお話しまましょう。
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方
と　き　5月25日㈮13時30
分～15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
参加料　無料
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

障がい者フライングディスク
指導者養成講習会

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　18歳以上（高校生不
可）
と　き　6月2日㈯13時～17
時(受付12時30分から)、3日
㈰9時～17時（全2日間）
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパス、体育館（岸
岡町1001-1）
参加料　2,000円(学生無料)
定　員　40人
申込み・問合せ　電話またはフ
ァクスで三重県フライングディス
ク協会事務局(　090-4117-
2887　059-222-0303）へ

　
　

グラスアートと
ガラスフュージング体験
考古博物館　374-1994　 374-0986　

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上（小学生
は保護者の付き添いが必要）
とき・内容　6月24日㈰9時
30分～11時30分グラスア
ート（フォトフレーム製作）、13
時30分～15時30分ガラス
フュージング（小皿、箸置き
製作）　

※ガラスフュージングは焼きが必要
なため、後日の引渡しとなります。

ところ　考古博物館　展示ホ
ール
定　員　グラスアート12人　
ガラスフュージング10人
　(応募多数の場合は抽選)
参加料　各2,500円
申込み　5月12日㈯から6月1
日㈮まで（消印有効）に、①
住所、②氏名、③電話番号、
④希望体験名をファクス、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

※1枚につき1講座・2人までです。
※往復はがきの場合は往信文面に
①～④返信宛名面に代表者の住
所、氏名を記入してください。

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。
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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

介護有資格者
Reスタート研修

長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　介護の資格を持ち、
現在福祉や介護の仕事をし
ていない方、介護職として復
帰後、概ね1年未満の方　
と　き　6月12日㈫・22日㈮、
（希望者のみ後日、施設体験
2日間）
ところ　講習：じばさん三重　
研修室5（四日市市安島
1-3-18）、施設体験：県内福
祉施設
内　容　介護保険制度、介護
技術、コミュニケーション技術、
認知症ケア、リスクマネジメ
ント、就職相談　など
定　員　30人
参加料　無料
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会　三重県福祉人材
センター（　059-227-5160）

自然観察会（植物・昆虫）の
参加者募集

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の観察
を行います。
と　き　5月26日㈯10時～12
時（少雨決行）

※雨天時の開催中止は当日8時30
分までに連絡します。

問合せ　伊勢型紙資料館(　
368-0240)

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　6月3日㈰8時30分か
ら（雨天時は、6月10日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容　　
・チャレンジコース（50㎞）ロード
レース用自転車に限る。ヘル
メット着用。
・サイクリングコース（38㎞）ヘ
ルメット着用
・ファミリーコース（18㎞）ヘル
メットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で
昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれも小学生以上
2,000円、小学生以下1,200円

※昼食、イモ、保険料を含みます。
申込み　5月27日㈰までに、申
込書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府
町2271-1）、ベルハンター白
子店（南江島町10-3）へ　

※申込書は、各申込先にあります。
※小学生以下は、保護者同伴でお
願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　090-3458-8327）

ところ　深谷公園（八野町）
（10時までに深谷公園管理
事務所前集合）
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）
参加料　無料
申込み　5月23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

伊勢型紙技術保存会
彫刻実演

文化財課　382-9031　 382-9071　

　伊勢型紙の彫刻四技法(突彫
り、錐彫り、道具彫り、縞彫り)を、
重要無形文化財保持団体会員
が実演します。伝統的技法による
伊勢型紙彫刻を間近で見学で
き、職人さんの話が聞けます。
と　き　５月から3月までの第
4日曜日13時～16時
内　容　5月・9月・1月：錐彫り、
6月・10月・2月：突彫り、7月・
11月・3月：道具彫り、8月・12
月：縞彫り
ところ　伊勢型紙資料館(白
子本町21-30)
入館料　無料
主　催　重要無形文化財保持
団体　伊勢型紙技術保存会

電　話 電子メール ホームページファクス
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農業ジョブトレーナー
養成講座

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　農業ジョブトレーナーは、農
業に参入している市内福祉事
業所や、障がい者を雇用する
農業法人などからの支援依頼
に応えて出向き、障がい者の
方への農業指導や、農業分野
における障がい者雇用の促進
を目的に活動を行ないます。こ
の養成講座終了後、農業ジョ
ブトレーナーとして登録・活動を
していただきます。
　詳しくは、ホームページ（　
https://agri-shurou.com/）
をご覧ください。
※活動に対して報酬をお支払いし
ます。
と　き　5月29日㈫・30日㈬、
6月2日㈯9時から17時（全3
日間）
ところ　市役所本館5階　
503会議室、牧田コミュニテ
ィーセンターなど
定　員　10人
受講料　無料
申込み　5月22日㈫までに電
話またはファクスで社会福祉
法人朋友（　385-7878、
　385-2829）へ

※後日詳細を案内します。
※この事業は、地方創生推進交付
金を活用して、一般社団法人障
がい者アグリ人材センターが、
社会福祉法人朋友に委託して
実施するものです。

いきいきウオーキング教室
青少年の森　378-2946　 370-4706

「正しい姿勢で歩く方法」「ウ
オーキングと健康について」な
どを学びます。自然の中で思
いっきり体を動かしましょう。
対　象　健康のために普段から

　

鈴鹿新茶まつり
農林水産課　382-9017　 382-7610

　全国でも有数の茶どころ「す
ずか」で生産された「かぶせ
茶」の振る舞いと販売を行いま
す。新茶のさわやかな香りと
「かぶせ茶」の旨みをお楽しみ
ください。
と　き　5月13日㈰10時～17
時
ところ　イオンモール鈴鹿　1
階北コート（庄野羽山4-1-2）

※収穫時期によっては「かぶせ茶」
が「煎茶」になります。

※かぶせ茶は、一番茶の収穫前、茶
樹に直接ネットをかぶせ栽培され
たお茶です。旨みが強く、色合い
が美しい特徴があり、鈴鹿山麓
地域での生産量が全国有数で、
市を代表する特産品です。

すずか母の日花フェスタ
農林水産課　382-9017　 382-7610

　地元鈴鹿亀山地域の花の生
産者が、生産や選別を行った鮮
度の良い花を、母の日にあわせ
て紹介します。産地だからこそ
できる温室直送のこだわりの花
を、生産者自ら即売します。
と　き　5月11日㈮～13日㈰
10時～20時
ところ　イオンモール鈴鹿　1階
中央コート（庄野羽山4-1-2）
問合せ　鈴鹿花き温室組合　
（高井　080-6968-9483）

鈴鹿シャクヤクまつり
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　SUZUKA産学官交流会で
は、鈴鹿大学と連携し、西部地
域の活性化を目的に、約1万
3,000株のシャクヤクでもてなす
観光集客イベントを開催します。
と　き　5月19日㈯11時～16
時、20日㈰10時～16時（荒
天時中止）
ところ　鈴鹿インターチェンジ
入口西隣の道路を北進100
ｍ
内　容　シャクヤクにちなんだ
限定商品の販売、切り花販
売、撮影会など
問合せ　SUZUKA産学官交
流会 鈴鹿芍薬プロジェクト
(鈴鹿商工会議所　382-
3222)

上級救命講習
受講者募集

中央消防署　382-9165　 382-3905

　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、搬送法などを学んでいただ
きます。
対　象　市内に在住・在勤・在
学の方
と　き　5月20日㈰9時～18
時（昼食休憩1時間）

※昼食、飲み物などは各自持参し
てください。
ところ　中央消防署4階　多
目的室（飯野寺家町217-1）
定　員　30人程度（先着順）
参加料　無料
※後日、修了証を発行します。
持ち物　筆記用具、動きやすい
服装
申込み　電話で中央消防署へ
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◆資格継続研修（水上安全法
講習）
と　き　5月26日㈯13時～17時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿
受講料　800円
◆水上安全法救助員養成講習Ⅰ
と　き　6月23日㈯・24日㈰・
30日㈯・7月1日㈰(全4日)9
時～17時
ところ　県消防学校　
受講料　2,200円
◆水上安全法救助員養成講習Ⅱ
と　き　7月28日㈯・29日㈰
（全2日）9時～17時　
ところ　鼓ヶ浦公民館
受講料　300円
申込み・問合せ　電話で日本
赤十字社三重県支部事業推
進課（　059-227-4145）へ

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
訓練センター窓口へ。

※会員に加入されると特典があり
ます。

※オーダーメイド講習も可能です。
詳しくはお問い合わせください。
◆刈払機取扱作業安全衛生教育
と　き　6月6日㈬8時40分～
16時20分
受講料　8,100円（教材費込）
申込み　5月7日㈪から
◆陶芸講座
　四日市萬古焼・酔月窯の指
導のもと制作します。初めての
方でも大丈夫です。
と　き　6月5日㈫10時～15時
受講料　4,320円（教材費込）
申込み　5月7日㈪から

持ち物　筆記用具、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
申込み　鈴鹿青少年の森受付
事務所（　378-2946）へ

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　イオン白子店3階　す
ずかのぶどう内（白子駅前
9-20）
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）

赤十字講習会
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　日本赤十字社三重県支部で
は、各種水上安全法講習会を
開催しています。
対　象　15歳以上の健康な
方、一定の泳力を有する方
◆水上安全法講習会短期講習
と　き　5月26日㈯10時～12時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿
受講料　無料

ウオーキングをしている方、ウオ
ーキングを始めてみたいと思っ
ている方
と　き　6月5日㈫9時～12時
（雨天決行）
ところ　青少年の森公園内（青
少年の森受付事務所集合）
講　師　鈴木利昭さん(鈴鹿
市民歩こう会・日本ウォーキ
ング協会・公認主任指導員）
定　員　30人(先着順)
参加料　無料
持ち物　ウォーキングができる
服装、飲み物

※できるだけヒモ靴を使用してく
ださい。
申込み　鈴鹿青少年の森　(　
378－2946)へ

伊勢型紙「地域ブランド」展
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　5月9日㈬～13日㈰平
日：9時～17時、土曜日：10時
～17時、日曜日：10時～15時
ところ　市役所本庁1階　市
民ギャラリー
内　容　着物・反物・額入り型
紙・型紙あかりなどの伊勢型
紙関連商品の展示
主　催　伊勢型紙産地協議会
問合せ　鈴鹿市伝統産業会
館(　386-7511)

薬草・薬樹を学ぼう
青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　身近な草木の効能に
ついて、興味をお持ちの方
と　き　5月26日㈯10時～12
時（小雨決行）
ところ　青少年の森公園内（青
少年の森受付事務所集合）
講　師　倉本敬正さん（薬剤
師）
定　員　20人
参加料　無料
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　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期
大学部　公開講座（前期）
総合政策課　382-9038　 382-9040

ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部　講義室（郡山
町663-222）
申込み　各講座の締め切り日ま
でに希望講座名、氏名（フリガ
ナ）、性別、生年月日、郵便番
号、住所、日中の連絡先、メー
ルアドレスを直接、郵送、電子
メールまたはファクスで鈴鹿大
学・鈴鹿大学短期大学部総務
課（〒510-0298郡山町663-
222　 koukai@suzuka-
　jc.ac.jp、　372-2121、　
372-2827）へ
◆生涯学習・教養
とき・内容
○地域回想法～昔の思い出を
語ろう～　5月23日㈬13時
～14時30分
○「魔王」から見るクラシックの
いろは～鑑賞の楽しみ～　7
月14日㈯10時30分～12時
○初めてのスマートフォン①～
③　5月～7月の第2金曜日
13時～14時30分
○金曜マネープランゼミ①～③
　5月～7月の最終金曜日13時
　～14時30分
受講料　各500円
申込み　開催日の5日前まで
◆楽しい手作りパン教室
とき・内容
○カレーパン　6月2日㈯13時
～16時
○ベーグル　7月7日㈯13時～
16時
○バナナボートパン　7月28日
㈯13時～16時
受講料　各2,200円
申込み　開催日の2週間前まで

申込み　開催日の5日前まで
受講料　各500円

鈴鹿大学短期大学部
すずたん広場

総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　未就園児と保護者
と　き　通常：5月16日㈬～7
月18日㈬、10月3日㈬～12
月19日㈬の水曜日9時45分
～11時30分
 親子でリトミック：5月14日、6月
11日、7月9日、10月1日、11月
12日10時15分～11時30分
ところ　鈴鹿大学Ｉ棟プレイル
ームおよび音楽室（郡山
663-222）
内　容　一緒に遊ぼう、ミニ
講座、育児相談など

※鈴鹿大学短期大学部学生が交代
で参加します。
定　員　15組（先着順）
参加料　通常：１人あたり50円
（保険料）、リトミック：親子1組
500円（保険料含む）、
申込み　参加される保護者の
方とお子さん全員の氏名（ふり
がな）、お子さんの年齢（月齢）、
住所、電話番号、参加希望日
を、開催日の前日までにファク
スまたは電子メールで鈴鹿大
学短期大学部（　372-3900、
　372-3903、　hiroba@
　suzuka-jc.ac.jp）へ

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　直接水泳場窓口また
はホームページで（先着順）
◆アイシング教室
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）
と　き　5月31日㈭10時30分
～12時

◆スポーツ・健康
とき・内容
○子どもの運動能力を高める
「忍者ナイン」を徹底解説！
　6月10日㈰10時30分～12時
○親子スポーツチャレンジ　
　～野球やサッカーに取組もう！～
6月10日㈰13時～14時30分
○どうしたらいい？ストレスとの
付き合い方！　7月14日㈯10
時30分～12時
○健康なカラダについて考える
～知っていますか？身近に起
こりやすい病気の基本～　7
月14日㈯10時30分～12時
○妊娠・出産・育児～女性の心
と体の健康～　8月4日㈯10
時30分～12時
受講料　各500円
申込み　開催日の5日前まで
◆減塩ワークショップ
と　き　6月23日㈯、9月29日
㈯、平成31年1月12日㈯、2
月16日㈯(全4講座)10時30
分～12時
受講料　2,000円（全4講座）
申込み　開催日の5日前まで
◆国際・観光
とき・内容
○暮らしの物語を歩く日本と台
湾の世間遺産　6月10日㈰
10時30分～12時
○「英語による講座」カナダの
日本人移民の功績　6月30
日㈯13時～14時30分
○あなたが新たな発見者に！？～
Google　Earthで旅しよう～
7月14日㈯10時30分～12時
○バーチャルな政治、AIな戦争
8月4日㈯10時30分～12時
受講料　各500円
申込み　開催日の5日前まで
◆シニアのための音楽療法
と　き　5月26日㈯、7月7日
㈯10時～11時15分
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◆～カラダにやさしい～夜の
太極拳
対　象　一般成人
と　き　6月5日・12日・19日㈫
19時30分～20時30分
ところ　水泳場　会議室
講　師　奥村さん
定　員　25人
参加料　2,550円（全3回）
申込み　5月8日㈫から

体育館
内　容　スポーツで友活、恋
活しよう
定　員　各20人
参加料　男性2,000円、女性
1,000円
申込み　5月8日㈫から
◆テニスアカデミー　春の入
会キャンペーン
対　象　テニス初心者、初級者
と　き　5月8日㈫～31日㈭月
～金曜日17時～18時
ところ　センターコート
講　師　三村さん
定　員　15人
参加料　5,940円(週1回)～
12,420円(毎日)

※期間内に入会すると、もう一講座
受講できます。
申込み　5月8日㈫から
問合せ　（　080-9733-6629）

ところ　水泳場　会議室
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,500円（キャンセル
料500円）
申込み　5月8日㈫から
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩くまでの子
お子さんとその保護者
と　き　5月16日(水)11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMIさん
定　員　各30人
参加料　1,200円
申込み　5月8日㈫から
◆スポーツコンパ～6月～
対　象　40～59歳くらいの独
身の方
と　き　6月7日㈭13時～16時
ところ　スポーツの杜 鈴鹿

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも
責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個
性と能力を十分に発揮することができる男女共
同参画社会の形成に向け、「男女共同参画社
会基本法」が平成11年6月23日に公布・施行さ
れました。これを踏まえ、内閣府（男女共同参画
推進本部）では毎年6月23日から29日までの1
週間を「男女共同参画週間」としています。
　また、この週間のキャッチフレーズを1月～2月
に募集しており、平成30年度はテーマを「ス
ポーツに関わるあらゆる分野での女性の参画を
推進し、さまざまなスポーツに男性も女性も親し
み、チャレンジし、活躍できるようになるための
キャッチフレーズ」として募集されました。
　男女共同参画社会とは堅苦しいことではなく、
男性も女性も性別に関係なく、意欲に応じて、あら
ゆる分野で活躍できる社会というイメージです。
　仕事・家庭・地域といった生活の中で、誰もが

自ら選択して個性・能力を発揮し、希望を実現し
ていける社会をつくっていくためにはどうしたら
いいのかを一人一人が考え行動し、年齢・性別・
職業・障がいの有無によらず多様な人たちが協
力し合うことが必要です。
　これを機に、男女が共に持てる力を発揮でき
る社会について考えてみませんか？
　市でもこの週間に合わせ市役所でのパネル
展示や街頭啓発を実施します。
　さらに、三重県内男女共同参画連携映画祭
では、県内の自治体がそれぞれ、男女共同参画
を身近に感じられる映画を上映します。
　市では、6月23日(土)に文化会館にて「トリ
ガール！」を上映します（詳細については鈴鹿市
ホームページ、男女共同参画ホームページ、広
報すずか今号16・17ページをご覧ください。）。週
間中のイベントへのご参加をお待ちしています。

男女共同参画週間

danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp男女共同参画課 　381-3113　 381-3119
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214

の5 月 納税
軽自動車税…全期
【納期限は5月31日㈭です】
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