
住生活総合調査にご協力を
住宅政策課　382-7616　 382-8188

　国土交通省が12月1日現在
実施するもので、住生活の安
定・向上に係る総合的な施策を
推進する上で、必要となる基礎
資料を得ることを目的としてい
ます。10月に実施された住宅・
土地統計調査に回答いただい
た世帯の中から一部を選び、全
国で約12万世帯を対象に行い
ます。調査の対象となった世帯
には、11月下旬からポスティン
グにより調査票を配布し、郵送
またはオンラインにより回収しま
すので、ご協力をお願いします。

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　地震の発生などに備え、住
宅に関する疑問や悩みなどを
大工さんに安心して相談してい
ただける場として開催しますの
で、気軽に相談してください。
と　き　11月20日㈫10時～
14時
ところ　市役所本館1階　市
民ロビー
内　容　耐震、介護改修、リフ
ォーム、新築など住宅に関す
ること

※住宅以外の問題、境界問題、法律関
係などの質問には対応できません。
相談者　専門の知識を有する
設計士、大工
相談料　無料
問合せ　三重県建設労働組合
　鈴鹿支部（　382-1521）

60歳以降も
国民年金保険料を
納めることができます
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は20歳以上60歳
未満の方が加入対象で、40年
間(480月)全ての期間を納付
することで満額の老齢基礎年
金を受けることができます。何
らかの理由で国民年金保険料
を支払っていない期間がある
60歳以上65歳未満の方は、
国民年金に任意加入すること
で年金額を満額に近づけたり、
受給権を確保することができ
る「高齢任意加入制度」があり
ます。希望される方は、保険年
金課または津年金事務所で手
続きをしてください。
※65歳以上70歳未満の方でも、
任意加入することにより受給権
を確保できる場合がありますの
でお問い合わせください。
対　象　60歳以上65歳未満の
方（引き続き厚生年金等の被
保険者年金に加入される方、
または480月満了の方を除く）
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印、身分証明証
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

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　11月16日㈮13時15
分～15時15分
ところ　市役所本館10階　
1004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

鈴鹿市地域づくり協議会
条例案に対する
意見募集

地域協働課　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　この条例は、これからの住み
よい地域づくりに向けて住民や
自治会、各団体が連携して地域
課題の解決などに取り組む地域
づくり協議会と市が協働のパー
トナーであると位置づけるため
のものです。このたびその要網
案がまとまりましたので、皆さん
からのご意見を募集します。
意見を提出できる方
　市内に在住・在勤・在学の方、
本案に利害関係を有する方、
本市に納税義務を有する方
募集期間
　11月6日㈫～12月6日㈭（当
日消印有効）
閲覧場所
　地域協働課、地区市民セン
ター、男女共同参画センター、
総務課、市ホームページ
提出方法
　件名「鈴鹿市地域づくり協議
会条例案に関するご意見」、住所、
氏名、ご意見内容を記入の上、直
接、郵送、ファクスまたは電子メー
ルで地域協働課（〒513-8701住
所不要）へ
※各地区市民センター窓口でも受
け付けます。

※提出いただいたご意見は個人が
特定され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
ジなどを通じて公表します。な
お、意見を提出いただいた個人に
対する個別の回答はしません。

※本案に直接関係のないご意見
は、一般的な市への意見として取
り扱います。
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全国一斉
「女性の人権ホットライン」

強化週間
人権政策課　382-9011　 382-2214

　夫やパートナーからの暴力、職
場などにおけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為といった
女性をめぐるさまざまな人権問題
についての相談を電話で受ける
専用の相談窓口です。平日の相
談は法務局職員または人権擁護
委員が、土・日曜日は名古屋法務

局の担当者がお受けします。相
談は無料で、秘密は厳守します。
と　き　11月12日㈪～18日
㈰8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　0570-070-810
（全国統一番号）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193
　059-213-3319）へ

11月教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

と　き　11月16日㈮14時40
分から
ところ　愛宕小学校　多目的
室（東江島町23-15）
申込み　当日13時40分から
14時30分まで、愛宕小学校
多目的室前で傍聴券を配布

※会場の都合上、入場を制限する
場合があります。

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

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
　11月5日㈪から30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11月5日(月)から住宅政策課窓口で配布します。
選考方法
　応募者多数の場合は、12月14日㈮・17日㈪（予
定）に公開抽選会で決定します。
入居時期　1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。

◆高齢者世帯　2階（単身者不可）
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 14,400円～28,200円

◆高齢者世帯　2階（単身者可）
一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 1戸 12,500円～24,700円

◆世帯区分なし　2～3階（一定の要件を満たす場合は単身者も可）
高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 3戸 20,700円～41,300円

◆世帯区分なし　1～3階（単身者は不可）
潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 3戸 23,700円～47,900円

◆一般世帯　3～4階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は不可）
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 17,300円～34,100円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 2戸 16,300円～32,500円
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 15,700円～30,900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 12,500円～27,000円

電　話 電子メール ホームページファクス
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所得税の青色申告決算等
説明会・消費税軽減税率

制度等説明会
市民税課　382-9446　 382-7604

とき・内容　11月27日㈫
○午前の部
　10時～11時30分　所得税
の青色申告決算等説明会
　11時30分～12時　消費税
軽減税率制度等説明会
○午後の部
　13時30分～15時　所得税
の青色申告決算等説明会
　15時～15時30分　消費税
軽減税率制度等説明会
ところ　県鈴鹿庁舎4階 46
会議室(西条5-117)

※消費税軽減税率制度等説明会
のみの参加もできます。青色申
告決算書等は所得税等の確定
申告書に同封して2月上旬ごろ
に送付する予定です。

※平成29年分の所得税等の確定
申告書を次の方法で提出された
方は、平成30年分の所得税等
の確定申告書および青色申告
決算書等は送付されません。

・電子申告（e-Tax）で提出された
方

・国税庁のホームページの確定申
告書等作成コーナーで作成し提
出された方

・市の相談会場で申告された方
※青色申告決算書等が必要な方
は国税庁ホームページ（　
http://www.nta.go.jp)から出
力していただくか、説明会当日
に会場で受け取ってください。
問合せ　鈴鹿税務署（　382-
　0353）

裁判員候補者の
名簿記載通知発送
選挙管理委員会事務局

　382-9001　 384-3302　

　平成31年の裁判員候補者
名簿に登録された方に、登録
されたことの通知を11月中旬
に送付します。この通知は、平
成31年2月ごろから約1年間、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前に伝えるもので
す。この段階では、裁判所に
お越しいただく必要はありま
せん。
　また、併せて調査票を送付し
ます。この調査票は、裁判員候
補者の方の事情を早期に把握
し、裁判員候補者の負担を軽減
するためのものですので、確認し
てください。
※裁判員候補者の名簿は、市区町
村の選挙管理委員会が選挙人
名簿からくじで無作為抽出した
名簿をもとに、全国の地方裁判
所で作成されます。平成31年の
名簿に登録されるのは、全国で
23万3300人です。
問合せ　津地方裁判所事務局
総務課庶務係（　059-226-
　4172）

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)、自衛官募集コール
センター(　0120-063-792
　12時～20時（年中無休）)
※対象年齢はいずれも平成31年4
月1日現在です。
◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒(推薦)
対　象　中卒（見込を含む）
の17歳未満の男子で、成績
優秀かつ生徒会活動などに

顕著な実績を修め、学校長が
推薦できる者
申込み　11月30日㈮まで
試験日　平成31年1月5日～7
日のいずれか1日
試験会場　高等工科学校（神
奈川県）

◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒(一般）
対　象　中卒（見込を含む）
の17歳未満の男子
申込み　平成31年1月7日㈪ま
で
1次試験日　平成31年1月19
日㈯
試験会場　県四日市庁舎（予
定）

◆自衛官候補生
対　象　18歳以上33歳未満
の者
申込み　随時受付
試験日　11月18日㈰、12月16
日㈰
試験会場　受付時に案内

鈴鹿市健康づくりにかかる
アンケート調査にご協力を
健康づくり課　382-2252　　382-4187

　「第2期鈴鹿市健康づくり計
画」の策定に向けた基礎資料
とするため、市民の健康に関す
る意識を調査することを目的
としたアンケートを実施しま
す。調査票が届いた方は回答
にご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以
上の方から無作為に抽出し
た2,000人
実施期間　11月30日㈮まで
実施方法　調査票が郵送で届
きますので、ご記入の上、同
封の返信用封筒で返送して
ください。



電　話 電子メール ホームページファクス

○チアダンス（Copain Doll）
○Waraマルシェ（NPO法人
市民ネットワークすずかの
ぶどう） 
○花苗のプレゼント（鈴鹿市）
○剪定枝チップ堆肥のプレゼ
ント（鈴鹿市）
○風船のプレゼント（鈴鹿市）
※各コーナーの内容は、天候その
他の事情により変更することが
あります。

※C－BUSでお越しの方には粗品
を贈呈します。車内設置の「バス
で来ましたカード」を公共交通
啓発ブースへお持ちください。
アクセス　椿・平田線：近鉄
平田町駅→荒神山・フラワ
ーパーク下車（所要時間約
20分、片道300円）　徒歩
5分

養育費・面会交流セミナー
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　養育費・面会交流に
ついて知りたい方
と　き　12月16日㈰13時30
分～15時30分
ところ　市役所本館12階　
1203会議室
定　員　50人（託児あり）
参加料　無料
講　師　遠山和光さん（元裁
判官）
申込み　12月7日㈮までに、
電話または電子メールの場
合は氏名、連絡先、託児の
有無と人数、年齢を、郵送ま
たはファクスの場合は申込
書に必要事項を記入の上、
子ども政策課へ

※申込書は市ホームページから入
手できます。

口特設会場で行います。
・各種パンフレット配布
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署
問合せ　公益社団法人鈴鹿法
人会（　383-7561）

◆相談窓口
○電話相談センター
受付時間　8時30分～17時
（土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）
利用方法　
1.鈴鹿税務署（　382-0351）へ
電話を掛ける
2.自動音声が流れるので、「1」
を押す
3.自動音声に従って、相談した
い内容の番号を押す
○タックスアンサー
　よくある税に関する質問へ
の回答を、国税庁ホームペー
ジで掲載しています。「タック
スアンサー」で検索してくだ
さい。

鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2018

市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月18日㈰10時～
15時(雨天決行)
ところ　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690-1）
内　容
○新鮮野菜などの販売、模擬
店の出店、大道芸人による
パントマイム＆マジックショ
ー、鈴鹿アンリミテッドFCに
よるサッカー教室(わが町加
佐登まちづくり委員会)
○鈴鹿の特産品の実演販売
(鈴鹿市物産協会)
○おねえさんとあそぼう（高田
短期大学有志ボランティア）
○ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン（Dot．．．3）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　11月25日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　11月29日㈭・30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。

税を考える週間
市民税課　382-9446　 382-7604

　国税庁では、国民の皆さんに
租税の意義や役割、税務行政に
対する知識と理解を深めていた
だくために、毎年11月11日から17
日を「税を考える週間」として、さ
まざまな情報を提供しています。
私たちのくらしを支える税につ
いて、ぜひこの機会に考えてみて
ください。詳しくは国税庁ホーム
ページ（　www.nta.go.jp）を
ご覧ください。
問合せ　鈴鹿税務署総務課
（　382-1476）
◆関連イベント
と　き　11月11日㈰13時～
16時
ところ　鈴鹿ハンター　1階サ
ブコート（算所2-5-1）
内　容　
・「小学生の税に関する習字・
絵はがきコンクール」表彰
式・入賞作品展示
・「中学生の税についての作
文・税の標語」表彰式・入賞
作品展示

※作品展示は11月12日㈪から25
日㈰まで、鈴鹿ハンター1階東入
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申込み　当日9時～10時、13時
～14時
○火起こし体験
参加料　150円
※雨天や強風時は中止
申込み　当日10時～11時30分、
14時～15時

※3日間は常設展・企画展ともに観
覧無料です。

※関西文化の日について詳しくは
ホームページ（　http://kansai.

　gr.jp/）をご覧ください。

佐佐木信綱記念館特別展
「信綱と『心の花』の歌人たち」
文化財課　382-9031　 382-9071

　佐佐木信綱を中心に創刊さ
れた雑誌『心の花』は、今年で
創刊120周年を迎えます。これ
を記念し、本展では近現代短
歌史を概観しつつ、『心の花』か
ら出た歌人たちを紹介します。
と　き　11月7日㈬～12月16日
㈰9時～16時30分

※月曜日と第3火曜日は休館日です。
ところ　佐佐木信綱記念館（石
薬師町1707-3）
入場料　無料
問合せ　佐佐木信綱記念館
（　･　374-3140）
◆関連事業
○講演会
と　き　11月10日㈯13時30
分から
ところ　記念館2階　ホール
内容・講師

　特別展解説(文化財課学芸員)
　佐佐木信綱先生のことども
（川北富夫さん）
○ギャラリートーク
と　き　11月17日㈯10時30分
から、12月8日㈯14時30分から

すずか健康マイレージ対象
健康力アップ教室

～知る！わかる！できる！
高血圧予防～

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　高血圧を予防するには、適正
体重の維持や塩分控えめな食
事が効果的です。日常生活で
気軽にできる運動や、減塩のポ
イントを取り入れた食事につい
て楽しく学び、この機会にご自
分の生活習慣を振り返り、健康
力を高めましょう。
対　象　20歳～64歳の生活習
慣病予防に関心のある方
と　き
○運動編　12月6日㈭10時～12
時
○栄養編　12月17日㈪10時～
12時30分　
ところ　保健センター(西条
5-118-3)　　　
内　容　生活習慣病予防の講
話、運動体験、調理実習
定　員　30人（先着順）
料　金　運動編：無料、栄養
編：500円（食材費）
申込み　11月12日㈪8時30分
から電話で健康づくり課へ

　

野鳥観察会
環境政策課　382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月2日㈰10時～12
時（小雨決行）
ところ　海のみえる岸岡山緑
地（岸岡町）
内　容　講師と園内を散策し
野鳥を観察します。
講  師　藤井英紀さん（日本野
鳥の会三重）
参加料　無料
申込み　11月22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

※集合場所など詳しくは後日申込
者に連絡します。

関西文化の日関連イベント
考古博物館　374-1994　 374-0986

◆企画展関連講演会「中世陶器
の魅力」

と　き　11月10日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂　
（国分町224）
講　師　畑中英二さん（京都市
立芸術大学准教授）

◆体験講座　
と　き　11月9日㈮・11日㈰　
○勾玉作り体験
参加料　300円
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一緒に参加できます。
参加料　無料
申込み　11月12日㈪から16日
㈮まで（8時30分～17時15
分）に直接または電話で子ど
も政策課へ

音楽プラネタリウム
文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムドームに広がる
星座を眺めながらの音楽会で
す。特別番組「ハヤブサ2小惑星
リュウグウに」も上映します。
と　き　12月23日(日・祝)
ところ　文化会館（飯野寺家町
810）
内　容
◯胡蝶（二胡と電子ピアノの演奏）
10時30分～11時30分（開場
10時）
◯サザンクロス（ゴスペル）
　13時30分～14時30分（開場
13時）
◯落合義視さん（アコースティック
ギターソロ演奏）
　15時30分～16時30分（開場
15時）
定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月17日㈯10時から
文化会館で整理券を配布

※小学生以下は保護者同伴。2歳
以下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

事業を行っています。　

幼稚園・小・中学校
美術作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立幼稚園・小・中学校の子
どもたちの個性を生かした絵
画、彫刻、デザイン、工作などの
美術作品を展示します。
と　き　市立中学校：11月17日
㈯～19日㈪10時～17時（19日
は13時まで）　　
　市立幼稚園・小学校：12月1日
㈯～3日㈪10時～17時（3日は
13時まで）
ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール（庄野羽山
4-1-2）
入場料　無料

転入ママのつどい
鈴鹿で楽しい子育てを！！
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　転入ママならではの悩みを共
有したり、お子さんを遊ばせたり
して交流できます。市の子育て
支援事業の紹介も行います。
対　象　市内に転入して3年以
内の就学前のお子さんを持つ
母親で初めて参加される方
と　き　11月20日㈫10時～11
時30分
ところ　子育て応援館（白子駅
前6-33　　387-6125）
定　員　10人程度（先着順）
※託児はありません。お子さんと

※持病があり受診中の方は主治医
に確認の上、申し込みください。

※2回とも参加できる方を優先し
ます。

車椅子のままで乗れる
熱気球搭乗体験

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　11月に開催される鈴鹿バル
ーンフェスティバル2018で、鈴
鹿ロボケアセンター㈱が、下
肢・体幹に障がいのある小学
生を対象に熱気球の無料搭乗
体験を実施します。
対　象　下肢・体幹に障がいの
ある小学生（車椅子に限らず）

と　き　11月23日（金・祝）8時
～10時
ところ　鈴鹿川河川緑地（庄野
橋付近）
定　員　5人(応募者多数の場
合は抽選)
参加料　無料
申込み　11月16日㈮までに住
所、氏名、連絡先、障がいの状
態を電話、ファクスまたは電
子メールで鈴鹿ロボケアセンタ
ー（　389-7762　389-7835
　contact_szk@rc.cyber
　dyne.jp（土・日曜日、祝日
を除く9時～18時））へ

※同伴者1人も無料です。
※天候や本人の健康状態などによ
り搭乗できない場合があります。

※鈴鹿ロボケアセンター㈱は、本
市と連携して福祉ロボット推進

電　話 電子メール ホームページファクス
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　史跡を現地で学ぶ
～第1回「白鳥塚古墳と
日本武尊伝説」～

文化財課　374-1994　 374-0986

　日本武尊の伝説で知られる
県史跡白鳥塚古墳は、これまで
の調査で5世紀前半の帆立貝
式前方後円墳であることが判
明しています。現地で出土遺物
見学しながら鈴鹿川流域の古
墳文化を学びます。
と　き　11月17日㈯13時30
分から（雨天決行）
ところ　加佐登神社社務所前
（加佐登町2010　378-0951）
※車の方は加佐登神社駐車場を利
用してください。
内容・講師　加佐登神社と白
鳥塚について（加佐登神社宮
司）、白鳥塚古墳の歴史的意
義について（文化財課職員）
聴講料　無料
協　力　加佐登神社　　
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会　中森（　383-1995）

青少年育成市民会議
公開講座

｢つなぐ｣～人・夢・未来～
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月24日㈯13時30
分～16時（受付13時から）

ところ　ふれあいホール（南玉
垣町6600）
内　容　
・鈴鹿市小中学生作文コンクー
ル表彰式と最優秀作品2篇の
朗読
・白子高等学校吹奏楽部による
演奏

・講話「吹奏楽部の指導を通し
て思うこと」講師：桐生智晃
さん（白子高等学校吹奏楽

部顧問）
参加料　無料
定　員　200人
問合せ　鈴鹿市青少年育成市民
会議事務局（　・　382-0713
平日10時～12時、13時～15時）

応急手当普及員講習の
受講者募集

中央消防署　382-9164　 382-3905

　資格を取得することで、ご自
身が所属する組織の方々など
を対象に普通救命講習の啓発
活動ができるようになります。
対　象　市内に在住・在勤で、
この資格をお持ちでない方
と　き　11月16日㈮～18日
㈰9時～18時

※3日間全ての受講が必要です（昼
休憩あり、昼食持参）。
ところ　中央消防署4階　多
目的室（飯野寺家町217-1）
内　容　成人・小児・乳児の心
肺蘇生法、AEDの取り扱い、
傷病者の管理・搬送法など救
命に必要な応急手当の実技と
救命に必要な基礎医学（解剖
学）を学んでいただき、普通救
命講習の啓発活動に必要な
要領を習得していただきます。
定　員　30人程度（先着順）
参加料　無料　
※「応急手当指導員標準テキスト
　ガイドライン2015対応（東京
法令出版）￥3,672円」に沿って
講習を行いますので、各自用意し
ていただき持参してください。
申込み　直接または電話で中
央消防署へ

鈴鹿市社会福祉大会
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　長年にわたり社会福祉の発
展に功績のあった方 を々表彰し
感謝の意を表するとともに、市
民一人一人が「福祉の心」を
育み、ぬくもりに満ちた地域社
会づくりを推進することを目的
に開催します。
と　き　11月16日㈮13時30
分～15時45分
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）
内　容　社会福祉功労者表
彰式、福祉協力校生徒によ
る体験発表など（13時30分
～14時30分）、記念講演「若
年性認知症の母と生きる」
講師：岩佐まりさん（14時45
分～15時45分）　
参加料　無料
※要約筆記、手話通訳があります。

日本薬膳学会市民公開講座
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　今年は5周年記念として2つ
のテーマで講演を行います。
と　き　12月2日㈰10時10
分から（受付9時30分から）
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館（南玉垣
町3500-3）
内　容
○講演Ⅰ「この病気にはこの温泉
が効く」講師：阿岸祐幸さん
（北海道大学名誉教授）
○講演Ⅱ「レシピにおける味の理
論と機能性食品への期待」
講師：奥田政行さん（アルケッ
チャーノ・オーナーシェフ）
参加料　無料。健美和膳弁当
は1,080円（当日支払い）
定　員　300人（駐車場あり）
共　催　鈴鹿医療科学大学、
日本食品安全協会
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電　話 電子メール ホームページファクス

申込み　不要。健美和膳弁当は
11月16日㈮までに電話で学
会事務局（　384-9211）へ
問合せ　鈴鹿医療科学大学
鍼灸学科（　383-9208、内
線9406浦田）

※学術総会（会長講演・教育講演・研
究発表）が12月1日㈯と2日㈰に開
催されます。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。

自殺防止講演会
「大人の発達障がいの
理解と支援を考える」

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月18日㈰14時～
15時30分
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスB講義棟1階
3515室(岸岡町1001-1)
講　師　青木省三さん((公財)
慈圭会精神医学研究所所長)
入場料　無料
主　催　認定NPO法人三重
いのちの電話協会、(一社)日
本いのちの電話連盟
後　援　鈴鹿市、鈴鹿医療科
学大学
問合せ　三重いのちの電話協
会事務局(　・　059-213-
3975　平日（月～金13時～
～16時）

里親体験発表会
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　里親について知っていただく
ために里親さんの体験を聞い
ていただき、いろいろなことを話
し合います。近くの会場にお越
しください。
とき・ところ
○11月18日㈰19時～21時
　高岡山センター
○11月22日㈭14時～16時

ください。
※託児を希望される方は事前に相
談してください。
問合せ　ポリテクセンター三重
(四日市市西日野町4691　
　320-2645)

今年の漢字「1字」募集と
関連講演会

考古博物館　374-1994　 374-0986

　今年1年に象徴される漢字
「1字」を広く皆さんから募集し
博物館に展示します。また期間
中に関連講演会も開催します。
内　容　毛筆で半紙（習字紙）
に漢字1字を書いたものを、考
古博物館ロビーなどに展示

※一人1作品です。漢字を選んだ事
由を名刺大程度の用紙に書き添
えてください。名前などの記載は
自由です。提出された作品は返
却しません。
申込み　11月30日㈮17時ま
でに、直接または郵送で考古
博物館(〒513-0013国分町
224)へ
展示期間 12月1日㈯～16日㈰
16時まで（但し休館日は除く）

◆関連講演会「我が心の書物」
と　き　12月8日㈯13時30
分～14時30分　
ところ　考古博物館　講堂
講　師　中森成行さん（元考
古博物館館長）
主催・問合せ　考古博物館サポ
ート会　中森（　383-1995）

　鈴峰中学校
○11月22日㈭19時～21時
　住吉公民館
○11月26日㈪14時～16時
　加佐登公民館
○12月13日㈭19時～21時
　ふれあいセンター
○12月14日㈮19時～21時
　牧田公民館
○12月25日㈫14時～16時
　白子コミュニティセンター
○1月18日㈮19時～21時
　徳田ふれあい会館
○1月24日㈭19時～21時
　玉垣会館
内　容　里親さんの体験発表、
里親制度ビデオ上映、話し合い
参加料　無料
託　児　無料（要予約）
主　催　三重県
申込み・問合せ　電話または
ファクスで（特非）三重県子ど
もNPOサポートセンター（　
059-232-0270）、（特非）こ
どもサポート鈴鹿（　・　
383-1322）ホームページ（　
https://miesatooya.net/）
へ

ポリテクセンター三重
1月開講職業訓練
受講者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職申
し込みをした再就職希望者
内　容 
・テクニカルオペレーション科：
機械設計CAD、NC工作機
械などを学ぶ
・電気設備技術科：電気工事、
シーケンス制御などを学ぶ
受講料　無料
申込み　12月6日㈭までに、職
業訓練見学会(ガイダンス)
（毎週木曜実施）に参加して
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（飯野寺家町810）
料　理　ローストチキン、サウ
ピカンサラダ、アホス・ア・グ
レーガ(味ご飯)
講　師　タカダ　カズコさん（サ
ンパウロ州ビラッキ市出身）
定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）
参加料　賛助会員1,000円、
一般1,500円
申込み　11月29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）へ     
※受講案内は11月30日㈮から順次
発送予定です。

クリスマスリース作り
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　鈴鹿青少年の森公園の自然
素材を使って、自分だけのオリ
ジナルクリスマスリースを作成
します。四季を身近に感じられ
るリース作りを家族やグループ
で体験してください。
と　き　11月23日（金・祝）10時
～12時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
内　第1炊飯場
講　師　藤由弘子さん　　　
定　員　15人（先着順、小学
生は保護者同伴）
参加料　300円
服　装　動きやすい服装（汚
れてもいい服装）

※飲み物は各自ご用意ください。
※用具は貸し出します。
申込み　電話で、鈴鹿青少年
の森　受付事務所へ

※出演者など詳しくはホームページ
(　 http://www.s-bunka.

　n e t / )をご覧ください。
◆ランチタイムコンサート
と　き　11月13日㈫12時～
12時40分
ところ　鈴鹿ハンター　サブ
コート（算所2-5-1）
出演者　気軽にクラシックとミュ
ージカル（阿部浩子、吉田治
代）、LILYS

秋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
と　き　11月23日(金・祝)12
時30分～16時
ところ　武道館　第2道場(江
島台2-6-1　　388-0622)
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、中部ブロック優勝者の
デモ

※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種目ま
でです。資格はD級以下です。参
加希望の方は当日受付へ。
参加料　前売 1,000円、当日
1,200円
主　催　鈴鹿市ダンススポー
ツ連盟（SDSF）
問合せ　実行委員長　( 川瀬弘
　386-3169　090-6619-
　3760)
※女性は皮製ヒールカバーを必ず
着用し入場してください。

国際理解料理講座
ブラジルのクリスマス料理
鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

と　き　12月9日㈰10時～14
時
ところ　文化会館　調理室

鈴鹿市長杯争奪
市民将棋大会

文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　小学生以上
と　き　11月25日㈰10時～16
時30分（受付9時15分から）
ところ　文化会館 さつきプラ
ザ（飯野寺家町810）
内　容　クラスに分かれ対戦
  　Aクラス(三段以上、段・級位
を問わず希望者)
  　Bクラス(二段、初段)　
  　Cクラス(1級～3級程度)
  　Dクラス(4級～7級程度)
  　Eクラス(8級～)　
※クラスが分からない方は、当日受
付で決めさせていただきます。

※澤田真吾六段による指導対局も
予定しています（参加者に限る）。

定　員　120人(先着順)
参加料　一般1,500円、学生・
その他1,200円（弁当・お茶
代を含む）
問合せ　日本将棋連盟鈴鹿市
神戸支部（松岡　382-3429
（金・土・日曜日、祝日13時30
分～21時)）

鈴鹿の街音楽祭2018
～音楽でみんなつながろう～

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　合唱、声楽、吹奏楽、ジャズ、
ポップス、ロックなどいろんなジャ
ンルの音楽が一度に楽しめる音
楽祭です。
と　き　11月18日㈰12時30
分から(開場12時）

※オープニングは11時45分から。
※市内飲食店によるマルシェを11
時から市民ロビーで行います。

ところ　文化会館（飯野寺家
町810）
入場料　無料
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　がんは、現在日本人の2人に1人が罹患する
と推計され、国民の生命と健康にとって重大な
問題で、平成18年にがん対策基本法を成立さ
せ国をあげてがん対策に取り組んでいます。
　近年、医療の進歩により、がんに罹患しても
仕事を持ちながら通院している方は32.5万人
と推計されています。そうした方 を々支えていく
には、家庭や職場など周囲の人が、がんに関す
る正しい知識を持って、がん患者の方が自分ら
しく働くことのできる環境や住み慣れた家庭や
地域での生活を維持しながら療養できる環境
をつくっていくことが大切です。
　同時に、がんの死亡率低下に向け罹患者を

減らすことに繋がる1次予防（喫煙、食事、飲酒、
感染など生活習慣の見直し）、がんに罹った場
合にも早期発見・早期治療に繋がる2次予防
（がん検診）の普及啓発と学校等での継続的
ながん教育なども重要です。
　本市では、生活習慣の見直しに繋がる「健康
マイレージ事業」や胃・肺・大腸・前立腺・乳・子
宮のがん検診、胃がんのリスク評価ABC検診を
実施しています。思春期世代と若年成人世代
（ＡＹＡ世代）の方を含めぜひ検診を受けましょう。
　また、がん患者と家族の方などのおしゃべりサ
ロンも開催しています。みんなでがん患者を支え
る社会の仕組みを考えていきましょう。

がんにかかっても自分らしく生きる
健 康 づ く り 課　 382-2252 　 382-4187　 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

新年特別イベント 初泳ぎ
三重交通グループスポーツの杜鈴鹿　

372-2250　 372-2260

対　象　連続して100m以上
泳げる方（小学6年生以下は
保護者同伴）
と　き　1月2日㈬9時30分
から
内　容　1人またはチームで2
時間19分間泳ぎます。休憩
やチーム内での交代は自由
です。
定　員　200人(先着順)
参加料　1人1,500円
申込み　11月17日㈯から直接
またはファクスで水泳場窓口
へ。ホームページからも可。

※11時以降に来場された方にぜん
ざいを振る舞います（無くなり
次第終了）。

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　11月12日㈪から直接
水泳場窓口またはホームペ
ージで

◆リズミックス・エクササイズ
　対　象　一般成人
と　き　12月10日㈪、11日㈫
11時～12時
ところ　水泳場会議室　　　
内　容　音楽に合わせてスト
レッチ、有酸素トレーニング、
体幹トレーニングなどを行い
ます。
講　師　向井泉さん
定　員　各20人（先着順）
参加料　各850円

ウインターアドベンチャー
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

対　象　小学4年生～中学2
年生
と　き　12月8日㈯～9日㈰1
泊2日
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター、その周辺
内　容　自然体験活動、野外
炊飯、キャンドルファイヤーな
ど
定　員　42人（応募多数の場
合は抽選）

参加料　3,500円（宿泊費・食
費・材料費・保険代を含む）
申込み　11月5日㈪から25日
㈰まで(必着)に、センター所
定の用紙に記入し、直接、郵
送またはファクスで県立鈴鹿
青少年センター(〒513-
0825住吉町南谷口)へ

※詳しくはお問い合わせいただく
か、ホームページ、チラシをご覧
ください。

○国民健康保険料…5期
【納期限は11月30日㈮です】

の11月 納税 納付・

電　話 電子メール ホームページファクス
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