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　2003年度に策定した鈴
鹿市一般廃棄物処理基本計
画が2018年度に終了するこ
とに伴い、将来の社会情勢
や生 活 様 式に対 応した、
2019年度から13年間を計
画期間とする鈴鹿市一般廃
棄物処理基本計画の案がま
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　11月26日㈪～12
月27日㈭
閲覧場所　環境政策課、廃棄
物対策課、清掃センター、
不燃物リサイクルセンター、
クリーンセンター、下水道工
務課、総務課、各地区市民
センター、市ホームページ
提出方法　意見提出用紙（同

等の任意用紙も可）に件名
「鈴鹿市一般廃棄物処理基
本計画（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
電子メールで環境政策課・廃
棄物対策課（〒513-8701
（住所不要））または直接各地
区市民センターへ

※提出された意見は、個人が特定
されないように類型ごとにまと
め、市の考え方について、市ホー
ムページなどを通じて公表しま
す。個別の回答はしません。
※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。

　国税、地方税の電子申告な
どを利用する際には電子証明
書が必要です。マイナンバー
（個人番号）制度開始に伴
い、ご利用には署名用電子証
明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要になります。
マイナンバーカードは地方公
共団体情報システム機構が

作成するため、申請から取得
までに1～2カ月程度時間がか
かることが予想されますので、
早めに申請してください。
　なお、電子証明書が搭載さ
れた住民基本台帳カード（住
基カード）は、電子証明書の有
効期限が最長で平成30年12
月末までとなっていますので、
今後利用する際は署名用電子
証明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要になります。
◆マイナンバーカードの申請
　個人番号カード交付申請
書を郵送またはインターネット
で申請してください。詳しくは
通知カード送付時に同封され
ているパンフレットをご覧くだ
さい。現在住民登録されてい
る住所や氏名と個人番号
カード交付申請書の記載内容
に変更がある場合は、新たな
申請書を発行しますので、戸
籍住民課までお越しください。
◆マイナンバーカードの受取
　マイナンバーカードの交付
準備が整った方にお知らせを
郵送しますので、ご本人が本
庁1階戸籍住民課15番窓口
へお越しください。

電子証明書の取得は
お早めに

戸籍住民課 　327-5056　 382-7608

鈴鹿市一般廃棄物処理
基本計画(案)への意見募集
環境政策課 　382-7954 　382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
廃棄物対策課 　382-7609 　382-2214
　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
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対　象　保育士資格・幼稚園
教諭免許をいずれも取得され
た方または平成31年3月末ま
でに取得見込みの方

※全ての職種において、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、永住者または特別
永住者の在留資格が必要です。

業務内容　保育所または幼稚
園での保育に関する業務
募集人数　15人程度
申込み　11月20日㈫～12月
14日㈮（土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分)まで
に、必要事項を記入し最近3
カ月以内に撮影した写真を
貼った申込書、作成した作文、
エントリーシート、保育士証の
写しおよび幼稚園教諭免許状
の写し（新卒者は卒業見込証
明書または免許状取得見込
証明書）を添付して、直接また
は簡易書留で子ども育成課
（〒513-8701（住所不要））へ
※申込書とエントリーシート、作
文用紙は、直接または郵送で
子ども育成課へ請求してくだ
さい。郵送の場合は、封筒の表
に「試験申込書希望」と朱書き
して、返信用封筒（宛先を明記
し 、9 2 円 切 手 を 貼 っ た
12cm×23cm程度のもの）を
必ず同封してください。市ホー
ムページでも入手できます。

※郵送での申し込みの場合、受
験票は郵送で送付しますので、
届かない場合は連絡してくだ
さい。

※提出された書類は返還しません。
◆試験
と　き　12月23日（日・祝）9時
から

ところ　神戸保育所（神戸
4-4-40）
内　容　面接と簡単な実技
※合否については、提出書類を含
め総合的に判断し、12月下旬
（予定）に文書で通知します。

　市内では、今年すでに7人
もの尊い命が交通事故により
失われています（11月4日現
在）。このような中、12月1日
から10日までの10日間、「年
末の交通安全県民運動」が
実施されます。師走に入ると
気ぜわしさから運転に集中で
きなくなり、交通事故を引き
起こすことが危惧されます。
特に夕暮れ時と夜間の歩行
中や、自転車乗用中の交通
事故防止に努めましょう。
　また、忘年会など飲酒す
る機会が増えますが、飲酒
運転は犯罪です。市民の皆
さん一人一人が交通ルール
と交通マナーを守り、交通
事故を防ぎましょう。

　11月30日は年金の日で
す。「ねんきんネット」をご利
用いただくと、いつでもご自
身の年金記録を確認できる
ほか、将来の年金受給見込
額について、ご自身の年金
記 録を基にさまざまなパ
ターンの試算をすることもで
きます。年金記録や将来の
年金受給見込額を確認し、
未来の生活設計について考
えてみましょう。
※「ねんきんネット」について詳し
くは日本年金機構のホーム
ページ（　 http://www.nen

　kin.go.jp/n_net/)をご覧い
ただくか、津年金事務所にお問
い合わせください。
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

　国民健康保険料は、7月
から毎月1期ずつ納期があり
ます（年金天引き（特別徴
収）に該当する方は、偶数月
に年金から直接引かれま
す）。納付をお忘れの場合な
どは、早急に保険年金課へ
ご連絡ください。
　12月の納期（国民健康保
険料6期）は、月末ではなく
12月25日㈫ですのでご注意
ください。
※納期限を過ぎると延滞した期
間に応じた延滞金が加算され
る場合があるほか、20日以内
に督促状が発せられ督促手数
料50円が加算されます。

平成31年度嘱託職員募集
（保育士・幼稚園講師）

子ども育成課
　382-7606　 382-9054

国民健康保険料の納付を
お忘れではないですか
保険年金課 　382-9290　 382-9455

年金の日
保険年金課 　382-9401　 382-9455

年末の交通安全県民運動
交通防犯課　382-9022 　382-7603
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電　話 電子メール ホームページファクス

上下水道事業の業務状況
経理課　 368-1664　 368-1688　河川雨水対策課　 382-7614 　382-7612

◆下水道事業の業務状況
業務の概況
・公共下水道事業　上半期の総処理水量は
552万7,499㎥、一日平均汚水処理水量は3
万20 5㎥で、昨年度の上半期に比べると
6.94％増加しています。 
・農業集落排水事業　上半期の総処理水量は

74万9,008㎥、一日平均汚水処理水量は
4,093㎥で、昨年度の上半期に比べると
2.14％増加しています。 
工事請負費の執行状況
・汚水処理普及促進事業に伴う工事（公共下
水道事業）　5億7,923万円  
・浸水対策事業に伴う工事　1億2,468万円

◆水道事業の業務状況
業務の概況   

　給水戸数は9月30日現在8万5,571戸です。
また、上半期の総配水量は1,228万7,317㎥、
一日平均配水量は6万7,144㎥で、昨年度の上
半期に比べると0.87％減少しています。  

工事請負費の執行状況   

　・配水管布設・移設工事など　5,181万円 
　・第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など
　　2億5,405万円   
  ・配水管布設替工事など　2,517万円 

●平成30年度予算の執行状況(平成30年9月30日現在） ●平成29年度下水道事業損益計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）

営業費用
借　方
41億　143万円
10億3,921万円

54万円
4億7,104万円
56億1,222万円

営業収益
貸　方
19億7,211万円
36億1,002万円

3,009万円

56億1,222万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

●平成29年度下水道事業貸借対照表（平成30年3月31日現在）

区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

61億3,137万円
56億  522万円
56億2,862万円
76億4,661万円資本的支出

40億3,807万円
22億2,374万円
10億4,785万円
20億　 29万円

予  算  現  額 執  行  額

●平成29年度決算状況（平成30年3月31日現在）

区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

59億5,480万円
54億7,787万円
59億9,143万円
78億  608万円資本的支出

57億8,446万円
52億1,900万円
42億5,111万円
59億  932万円

予  算  額 決  算  額

※下水道事業：公共下水道事業と農業集落排水事業をいいます。
　収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出
   資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

固定資産
借　方
935億8,307万円
18億    22万円

953億8,329万円

固定負債
貸　方
433億1,789万円
39億7,101万円
402億8,058万円
60億   832万円
18億  549万円
953億8,329万円

流動資産 流動負債
繰延収益
資本金

計 計
剰余金

●平成29年度水道事業損益計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日まで）

営業費用
借　方
33億9,554万円
3億  873万円

613万円
3億7,780万円
40億8,820万円

営業収益
貸　方
34億3,830万円
6億2,326万円
2,664万円

40億8,820万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

●平成29年度水道事業貸借対照表（平成30年3月31日現在）

固定資産
借　方
431億2,764万円
37億7,246万円

469億 10万円

固定負債
貸　方
143億9,493万円
19億1,089万円
127億5,568万円
171億8,843万円
6億5,017万円

469億 10万円

流動資産 流動負債

資本金
繰延収益

剰余金
計 計

●平成30年度予算の執行状況 (平成30年9月30日現在）　　　　　　　　　   

区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

48億1,650万円
41億9,712万円
21億5,176万円
33億5,477万円資本的支出

22億9,180万円
16億8,503万円
1億1,348万円
9億3,671万円

予  算  現  額 執  行  額

●平成29年度決算状況（平成30年3月31日現在）

区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

42億9,585万円
40億9,256万円
23億6,858万円
38億1,707万円資本的支出

43億6,954万円
38億7,573万円
17億4,160万円
30億4,991万円

予  算  額 決  算  額

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
   資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

※詳しくは上下水道局のホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/）をご覧ください。
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　神戸地区で、夏の風物詩と
して行われている神戸石取
祭に使用される神戸北新町
の祭車が、（一財）自治総合セ
ンターが行うコミュニティ助成
事業（宝くじの収益をもとにし
た事業）を受けて修繕されま
した。地域住民の親睦、連帯
と青少年育成のシンボルとし
て、120年目になる来年夏の
石取祭で披露されます。

　ガーデニング感覚で四季
の花や野菜を育て、土に親し
むことができる「ふれあい農
園」の利用者を募集していま
す。利用希望者は開園者へ
お問い合わせください。
○美濃部農園
ところ　庄野共進1-3517-5
募集区画数　1区画（28㎡）
利用料　1区画2,000円～
（年間）
開園者　美濃部信子（庄野町
20-22　378-3001）

　12月定例議会の本会議を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで
生放送します。
と　き　11月26日㈪、12月
5日㈬～7日㈮・10日㈪・11
日㈫・21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。

※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
前に議事課へご連絡ください。

　「深谷公園」には、ソフトボ
ール・サッカー・グラウンドゴ
ルフなどができる多目的広場
があります。豊かな自然を実
感しながら楽しめますので、
ぜひご利用ください。
※野球はできません。
※土・日曜日、祝日、振替休日に
利用される場合は、国府地区
市民センター（国府町3294番
地　378-0522　平日8時30
分～17時15分）で申し込み手
続きをしてください。

　青々としていた松の葉が
急に全て枯れてしまったら、
「マツ材線虫病」が疑われま

す。マツ材線虫病とは、セン
チュウという微細な生物によ
って引き起こされる松の伝
染病です。枯れた松は、セン
チュウを運ぶカミキリムシの
温床となるため、なるべく早
く取り除くことが重要です。
カミキリムシの移動範囲は半
径1 km以上と言われてお
り、たった1本の松の感染か
ら松林全体に広がる可能性
があります。市内でもこれま
でに、鼓ヶ浦海岸などで多く
の松が枯れてしまいました。
海岸の松林は潮風を和らげ
る役割を果たし、皆さんの生
活の役に立っています。大切
な松林を守るため、私有地
の枯れ松の早期処分にご協
力をお願いします。
※海岸堤防沿いの地域で枯れ
松を伐採する方を対象に、
「みえ森と緑の県民税」を活
用した補助金を設けています。
予算には限りがありますので、
詳しくは農林水産課へお問い
合わせください。

※伐採した松はその場に放置せず、
速やかに焼却施設に持ち込ん
で処分してください。

◆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。

　10月28日に行われたパン
グランプリの結果は次のとお
りでした。

　12月4日㈫から10日㈪まで
は「第70回人権週間」です。
近所や家庭内のもめごと、い
じめや体罰、職場でのセクハ
ラ、DVなどでお悩みの方は

気軽にご相談ください。相談
無料で秘密は守られます。
◆人権擁護委員（敬称略）
藤田秀昭(国府町)、髙野栄
子(小岐須町)、山本陽子(池
田町)、嶋かをり(柳町)、神﨑
佳代子(若松北一丁目)、濵
野勇夫(加佐登四丁目)、熊
沢美知子(自由ヶ丘二丁目)、
西村則子(木田町)、白藤和
也(大池三丁目)、尾内敏(庄
野羽山四丁目)、市川春美
(伊船町)、西山哲也(若松北
二丁目)
◆特設人権相談所
と　き　12月4日㈫10時～
15時　

ところ　鈴鹿ハンター
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-41
　93　 059-213-3319）

　（仮称）鈴鹿PAスマート
IC周辺土地区画整理組合
設立準備会では、山本町お
よび大久保町地内で「（仮
称）鈴鹿PAスマートIC周辺
土地区画整理事業」を計画
しています。事業の実施にあ
たり、三重県環境影響評価
条例の規定に基づき簡易的
環境影響評価書を取りまと
めましたので、皆さんに知っ
ていただくために説明会を開
催します。
と　き　12月1日㈯14時～
15時30分（受付13時30
分から）

ところ　椿公民館(山本町
747-2)
定　員　60人程度

　「瓦を学ぶ2」と題し、天王
遺跡から出土した瓦を観察し
ながら、専門家が研究するポ
イントなどを一緒に学びます。
と　き　12月16日㈰13時
30分から

ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
講　師　当館学芸員
聴講料　無料
※入門講座参加の方は、常設展
の観覧料が無料になります。

　次代を担う中学生に人権
尊重の重要性について理解
を深め、豊かな人権感覚を身
につけてもらうことを目的とし
て、昭和56年度から「全国中
学生人権作文コンテスト」を
実施しています。今年度の三
重県内における最優秀賞、優
秀賞受賞者に対する表彰式
を開催します。
と　き　12月2日㈰12時30
分～15時30分（開場12時）

ところ　津リージョンプラザ
お城ホール（津市西丸之内
23-1）
内　容　セントヨゼフ女子学
園中学校・高校ハンドベル
部コンサート、表彰式、白子
高校吹奏楽部コンサート
入場料　無料
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-41
　93　 059-213-3319）

神戸北新町自治会所有の
祭車修繕

地域協働課 　382-8695　 382-2214

ふれあい農園の利用者募集
農林水産課 　382-9017　 382-7610

市議会テレビ中継
議事課 　382-7600　 382-4876

枯れ松の早期処分に
ご協力を

農林水産課 　382-9017　 382-7610

「深谷公園」多目的広場
市街地整備課　

382-9025　 382-7615
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　12月定例議会の本会議を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで
生放送します。
と　き　11月26日㈪、12月
5日㈬～7日㈮・10日㈪・11
日㈫・21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。

※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
前に議事課へご連絡ください。

　「深谷公園」には、ソフトボ
ール・サッカー・グラウンドゴ
ルフなどができる多目的広場
があります。豊かな自然を実
感しながら楽しめますので、
ぜひご利用ください。
※野球はできません。
※土・日曜日、祝日、振替休日に
利用される場合は、国府地区
市民センター（国府町3294番
地　378-0522　平日8時30
分～17時15分）で申し込み手
続きをしてください。

　青々としていた松の葉が
急に全て枯れてしまったら、
「マツ材線虫病」が疑われま

す。マツ材線虫病とは、セン
チュウという微細な生物によ
って引き起こされる松の伝
染病です。枯れた松は、セン
チュウを運ぶカミキリムシの
温床となるため、なるべく早
く取り除くことが重要です。
カミキリムシの移動範囲は半
径1 km以上と言われてお
り、たった1本の松の感染か
ら松林全体に広がる可能性
があります。市内でもこれま
でに、鼓ヶ浦海岸などで多く
の松が枯れてしまいました。
海岸の松林は潮風を和らげ
る役割を果たし、皆さんの生
活の役に立っています。大切
な松林を守るため、私有地
の枯れ松の早期処分にご協
力をお願いします。
※海岸堤防沿いの地域で枯れ
松を伐採する方を対象に、
「みえ森と緑の県民税」を活
用した補助金を設けています。
予算には限りがありますので、
詳しくは農林水産課へお問い
合わせください。

※伐採した松はその場に放置せず、
速やかに焼却施設に持ち込ん
で処分してください。

◆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。

　10月28日に行われたパン
グランプリの結果は次のとお
りでした。

　12月4日㈫から10日㈪まで
は「第70回人権週間」です。
近所や家庭内のもめごと、い
じめや体罰、職場でのセクハ
ラ、DVなどでお悩みの方は

気軽にご相談ください。相談
無料で秘密は守られます。
◆人権擁護委員（敬称略）
藤田秀昭(国府町)、髙野栄
子(小岐須町)、山本陽子(池
田町)、嶋かをり(柳町)、神﨑
佳代子(若松北一丁目)、濵
野勇夫(加佐登四丁目)、熊
沢美知子(自由ヶ丘二丁目)、
西村則子(木田町)、白藤和
也(大池三丁目)、尾内敏(庄
野羽山四丁目)、市川春美
(伊船町)、西山哲也(若松北
二丁目)
◆特設人権相談所
と　き　12月4日㈫10時～
15時　

ところ　鈴鹿ハンター
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-41
　93　 059-213-3319）

　（仮称）鈴鹿PAスマート
IC周辺土地区画整理組合
設立準備会では、山本町お
よび大久保町地内で「（仮
称）鈴鹿PAスマートIC周辺
土地区画整理事業」を計画
しています。事業の実施にあ
たり、三重県環境影響評価
条例の規定に基づき簡易的
環境影響評価書を取りまと
めましたので、皆さんに知っ
ていただくために説明会を開
催します。
と　き　12月1日㈯14時～
15時30分（受付13時30
分から）

ところ　椿公民館(山本町
747-2)
定　員　60人程度

　「瓦を学ぶ2」と題し、天王
遺跡から出土した瓦を観察し
ながら、専門家が研究するポ
イントなどを一緒に学びます。
と　き　12月16日㈰13時
30分から

ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
講　師　当館学芸員
聴講料　無料
※入門講座参加の方は、常設展
の観覧料が無料になります。

　次代を担う中学生に人権
尊重の重要性について理解
を深め、豊かな人権感覚を身
につけてもらうことを目的とし
て、昭和56年度から「全国中
学生人権作文コンテスト」を
実施しています。今年度の三
重県内における最優秀賞、優
秀賞受賞者に対する表彰式
を開催します。
と　き　12月2日㈰12時30
分～15時30分（開場12時）

ところ　津リージョンプラザ
お城ホール（津市西丸之内
23-1）
内　容　セントヨゼフ女子学
園中学校・高校ハンドベル
部コンサート、表彰式、白子
高校吹奏楽部コンサート
入場料　無料
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-41
　93　 059-213-3319）

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

鈴鹿パンマルシェ
「鈴鹿の愛されパン
グランプリ」結果

地域資源活用課
　382-9016　 382-0304

催 し 物

博物館入門講座
「瓦を学ぶ2」

考古博物館 　374-1994 　374-0986

三重県中学生人権作文
コンテスト表彰式

人権政策課 　382-9011 　382-2214

ふじ　た　ひで　あき たか　の　えい

やま　もと　よう　こ

しま かん ざき

か　  よ　   こ はま

の　いさ　 お くま

ざわ　み　 ち　 こ

にし　むら　のり　こ しら　ふじ　かず

お　うち　さとしや

こ

にし　やま　てつ　や

いち  かわ  はる　み

人権擁護委員にご相談を
人権政策課 　382-9011　 382-2214

簡易的環境影響評価書に
係る説明会

産業政策課 　382-9045　 382-0304
グランプリ
自家製天然酵母パン  I inside

２位　milk

３位　ホットオーブンローザリー
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いのちつむ

　人権尊重都市宣言に基づ
いた明るく住みよい社会の実
現を目指して開催します。
と　き　1月26日㈯・27日㈰
10時～16時
ところ　文化会館(飯野寺家
町810)
◆講演会
と　き　26日㈯13時30分～
15時20分（開場13時）
内　容
・小中学生人権作文の朗読
・講演会「あなたが輝く言葉
とメロディー～トークと朗読
＋音楽の時間～」講演・朗
読：紺野美沙子さん　演奏：
中村由利子さん(ピアノ)
定　員　500人（先着順、要
整理券）
申込み　12月7日㈮から直接、
はがき、ファクスまたは電子
メールで人権政策課へ
託　児　先着10人、無料
　1月18日㈮までに人権政
策課へ

※窓口配布は平日8時30分～17
時15分まで(土・日曜日、祝日、
12月29日㈯から1月3日㈭まで
を除く)。電子メール、はがき、ファ
クスの場合は講演会整理券希望、

郵便番号、住所、氏名、電話番号、
枚数を記入してください。

※1回の申し込みで4枚まで。1枚
で1人のみ入場できます。

※手話通訳、パソコン要約筆記
があります。

◆音楽でふれあおう
対　象　小学生以下の子ど
もとその家族
と　き　26日㈯10時30分～
11時30分（開場10時15分）
内　容　オリジナルのパネル
シアターや歌遊びなど
出演者　♪あそびうたユニッ
ト♪ザ・ふんころがし
定　員　150人（先着順、要
整理券）
申込み　1月10日㈭から直
接人権政策課へ
◆人権を考える市民のつどい
と　き　27日㈰13時30分～
15時（開場13時）
内　容　「命想い(ぬちうむ
い)～紡ぐ生命の尊さを～」
沖縄の昔と今、そして命の
大切さを感じていただくた
めに、創作エイサー「琉球
國祭り太鼓」を始め、悠久
の歴史と平和への祈りから

生まれた沖縄の唄や三線
をお楽しみください。
定　員　500人（先着順）
申込み　当日12時から、文化
会館けやきホール前で整
理券を配布します。

※1回の申し込みで4枚まで。1枚
で1人のみ入場できます。
◆パネル展示
と　き　26日㈯・27日㈰10
時～16時
内　容　小中学生人権ポス
ター代表作品、人権に関す
る各種展示

※26日㈯は認知機能チェックコー
ナー、バルーンアート、㈱AGF
鈴鹿によるコーヒーのふるまい、
27日㈰は人権教育センターの役
割と活動の紹介、盲導犬と触れ
合えるコーナーなどがあります。

と　き　12月5日㈬13時30
分～15時

ところ　図書館本館2階　
　視聴覚室（飯野寺家町812）
内　容　災害時に役立つ整
理、収納術、大掃除に役立
つ衣類やキッチン周りの収
納のコツ、質問コーナー
（質問は事前募集）
講　師　小林雅子さん（イン
テリアコーディネーターク

ラブ三重）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月26日㈪10時
から、氏名（フリガナ）、電
話番号、質問（ある方の
み）を、電話、ファクスまた
は直接図書館本館へ

※託児はありません。

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業
をお考えの方
と　き　12月16日㈰14時～
15時

ところ　市役所別館第3
　2階会議室　
内　容　「起業したい人必見！
副業からのローリスクハイリ
ターン起業」
講　師　渡邉智浩さん（㈱タ
スクールＰｌｕｓ代表取締役）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

　福祉・介護職場の人材不足
を改善するため、働いていない

方を対象に介護職員初任者研
修を実施し、資格取得後、県内
の福祉・介護職場への就労につ
なげていくことを目的とします。
対　象　県内に住民登録し
ている働いていない方で、
概ね70歳未満の方

と　き　12月18日㈫～3月5
日㈫
ところ　三重県社会福祉会
館（津市桜橋2-131）
定　員　39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（別途テキスト
代6,000円）
申込み・問合せ　12月5日㈬
まで（必着）に、三重県社
会福祉協議会（福祉人材
課　059-227-5160）へ

　「COOL CHOICE 賢い
選択」をテーマに、楽しみなが
ら環境問題に関心を深められ
る体験ブースの設置や、水素
で走る燃料電池車の展示、食
品ロスを削減する取り組みの
一環として規格外商品の廉価
販売などを行います。
と　き　12月16日㈰10時～
15時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）

入場料　無料
問合せ　三重県地球温暖化
防止活動推進センター（　0
　59-245-7517　059-24
　5-7518　mccca@mec.
　or.jp）

　市民活動団体や企業、行政
などが協働して行う出会いと交
流のフェスタを開催します。体
験・販売・PRブース、活動内容
を紹介するパネル展示、ふるま
い、ダンスや楽器演奏のステー
ジショーなど、内容盛りだくさん
のフェスタです。
と  き　12月8日㈯10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場（算所2-5-1）
主催・問合せ　すずかの『輪』
実行委員会（NPO法人市
民ネットワークすずかのぶ
どう 〒510-0241白子駅
前9-20　イオン白子店3
階 　 387-0767　bud
　ou@mecha.ne.jp）
※本フェスタは、市が市民活動
支援事業を委託するNPO法
人市民ネットワークすずかの
ぶどうが実行委員会事務局と
なって開催します。

インテリア講座
命を守る整理・収納術
図書館 　382-0347　 382-4000

催 し 物

じんけんフェスタinすずか
人権政策課　 382-9011　 382-2214
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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郵便番号、住所、氏名、電話番号、
枚数を記入してください。

※1回の申し込みで4枚まで。1枚
で1人のみ入場できます。

※手話通訳、パソコン要約筆記
があります。

◆音楽でふれあおう
対　象　小学生以下の子ど
もとその家族
と　き　26日㈯10時30分～
11時30分（開場10時15分）
内　容　オリジナルのパネル
シアターや歌遊びなど
出演者　♪あそびうたユニッ
ト♪ザ・ふんころがし
定　員　150人（先着順、要
整理券）
申込み　1月10日㈭から直
接人権政策課へ
◆人権を考える市民のつどい
と　き　27日㈰13時30分～
15時（開場13時）
内　容　「命想い(ぬちうむ
い)～紡ぐ生命の尊さを～」
沖縄の昔と今、そして命の
大切さを感じていただくた
めに、創作エイサー「琉球
國祭り太鼓」を始め、悠久
の歴史と平和への祈りから

生まれた沖縄の唄や三線
をお楽しみください。
定　員　500人（先着順）
申込み　当日12時から、文化
会館けやきホール前で整
理券を配布します。

※1回の申し込みで4枚まで。1枚
で1人のみ入場できます。
◆パネル展示
と　き　26日㈯・27日㈰10
時～16時
内　容　小中学生人権ポス
ター代表作品、人権に関す
る各種展示

※26日㈯は認知機能チェックコー
ナー、バルーンアート、㈱AGF
鈴鹿によるコーヒーのふるまい、
27日㈰は人権教育センターの役
割と活動の紹介、盲導犬と触れ
合えるコーナーなどがあります。

と　き　12月5日㈬13時30
分～15時

ところ　図書館本館2階　
　視聴覚室（飯野寺家町812）
内　容　災害時に役立つ整
理、収納術、大掃除に役立
つ衣類やキッチン周りの収
納のコツ、質問コーナー
（質問は事前募集）
講　師　小林雅子さん（イン
テリアコーディネーターク

ラブ三重）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月26日㈪10時
から、氏名（フリガナ）、電
話番号、質問（ある方の
み）を、電話、ファクスまた
は直接図書館本館へ

※託児はありません。

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業
をお考えの方
と　き　12月16日㈰14時～
15時

ところ　市役所別館第3
　2階会議室　
内　容　「起業したい人必見！
副業からのローリスクハイリ
ターン起業」
講　師　渡邉智浩さん（㈱タ
スクールＰｌｕｓ代表取締役）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

　福祉・介護職場の人材不足
を改善するため、働いていない

方を対象に介護職員初任者研
修を実施し、資格取得後、県内
の福祉・介護職場への就労につ
なげていくことを目的とします。
対　象　県内に住民登録し
ている働いていない方で、
概ね70歳未満の方

と　き　12月18日㈫～3月5
日㈫
ところ　三重県社会福祉会
館（津市桜橋2-131）
定　員　39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（別途テキスト
代6,000円）
申込み・問合せ　12月5日㈬
まで（必着）に、三重県社
会福祉協議会（福祉人材
課　059-227-5160）へ

　「COOL CHOICE 賢い
選択」をテーマに、楽しみなが
ら環境問題に関心を深められ
る体験ブースの設置や、水素
で走る燃料電池車の展示、食
品ロスを削減する取り組みの
一環として規格外商品の廉価
販売などを行います。
と　き　12月16日㈰10時～
15時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）

入場料　無料
問合せ　三重県地球温暖化
防止活動推進センター（　0
　59-245-7517　059-24
　5-7518　mccca@mec.
　or.jp）

　市民活動団体や企業、行政
などが協働して行う出会いと交
流のフェスタを開催します。体
験・販売・PRブース、活動内容
を紹介するパネル展示、ふるま
い、ダンスや楽器演奏のステー
ジショーなど、内容盛りだくさん
のフェスタです。
と  き　12月8日㈯10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場（算所2-5-1）
主催・問合せ　すずかの『輪』
実行委員会（NPO法人市
民ネットワークすずかのぶ
どう 〒510-0241白子駅
前9-20　イオン白子店3
階 　 387-0767　bud
　ou@mecha.ne.jp）
※本フェスタは、市が市民活動
支援事業を委託するNPO法
人市民ネットワークすずかの
ぶどうが実行委員会事務局と
なって開催します。

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級研修）の

受講生募集
長寿社会課 　382-7935　 382-7607

みえ環境フェア
環境政策課

　382-7954　 382-2214

創業支援プレセミナー
産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

みんなでつながろう！
すずかの『輪』～市民活動

フェスタ2018～
地域協働課 　382-8695 　382-2214

・
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　お茶を飲みながら日頃の
ストレスや悩み事をゆっくり
話しましょう。聴き方を学ん
だスタッフが、あなたのお話
をお聴きします。気軽にお越
しください。
と　き　12月14日㈮、平成
31年1月11日㈮、2月8日
㈮13時～16時（出入り自
由）

※相談時間は一人1時間程度
ところ　保健センター2階　
会議室（西条5-118-3）
参加料　無料
申込み・問合せ　事前に電話
でハーティ友手（宮崎　080-
　5133-3771）へ

と　き　12月9日㈰10時30
分から、13時30分から（開
場は各30分前）

ところ　考古博物館　展示
ホール（国分町224）
演奏者　ピア・ドル＆琴音
入　場　無料

対　象　市内在住の方
と　き　12月10日㈪9時30
分～12時

ところ　農村環境改善セン
ター（岸田町1549-12）
内　容　干支の置物（小麦
粉粘土などを使って、来年

の干支「いのしし」）を作り
ます。
講　師　山村つづみさん（は
なクラフト）
定　員　20人（先着順）
※最少催行10人から
参加料　1,000円（材料費・
保険料込）
申込み　12月4日㈫までに参
加料を添えて、鈴鹿市体育
協会（桜島町7-1-1（日曜
日を除く9時～17時））また
は農村環境改善センター
（9時～20時）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会（日
曜日を除く　399-7120）、
　農村環境改善センター
（　374-3455）

と　き　12月22日㈯10時～
15時

ところ　鈴鹿市労働福祉会
館1階　大会議室（神戸地
子町388番地）
内　容　正月飾りとして代表
的な門松(ミニ門松)を作り
ます。
定　員　20組（先着順）
参加料　1組1,200円（1対の
材料費）
持ち物　のこぎり、はさみ、作
業手袋(軍手)
主 催　三重コニックス株式
会社（鈴鹿市労働福祉会
館指定管理者）
申込み・問合せ　12月4日㈫
から直接または電話で鈴鹿
市労働福祉会館（　383-

　3360　月曜日、祝日を除
く9時～17時）へ

　安全安心なおいしいものを
たくさん揃えています。
と　き　12月2日㈰7時～
12時

ところ　北勢地方卸売市場
（四日市市河原田町字伊
倉712）
内　容　新鮮な野菜・果実・
鮮魚・魚介類などの販売、
マグロの解体ショー、模擬
競りなど
主　催　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会
問合せ　同市場管理事務所
（　347-8111）

　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、園芸ビギ
ナーの方でも簡単な季節の寄
せ植え教室を開催します。
と　き　12月1日㈯・2日㈰
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート（庄野羽山4-1-2）
◆お正月をテーマにした園
芸教室
申込み　両日とも当日10時

から会場レジで整理券を
販売（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）

と　き　12月16日㈰14時～
16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスB講義棟
2階　3 5 2 3室（岸岡町
1001-1）
講　師　池田秀子さん（（一
社)日本健康食品規格協
会　理事長）
参加料　無料
主催・問合せ　健康食品管
理士会中部支部事務局
（　0575-22-9416その
他内線513　https://si
　tes.google.com/gifu-
　pu.ac.jp/ffc-central）

と　き　12月1日㈯・2日㈰
　9時～16時（2日は15時
まで）
ところ　椿大神社駐車場
　（椿会館前）
内　容　農家自慢の逸品と
お得な『円満・縁結びセッ
ト』（両日各20セット限定）
などの販売、お餅・ご縁鍋
のふるまい（両日各10 0
人、整理券配布）、ねぎ・し
いたけ丸焼きなどのとれた
て屋台、長野産直リンゴ・
浦村牡蠣の直売など

※天候などにより内容が変更に

なる場合があります。
参加料　無料
問合せ　椿の農業と地域を考
える会（矢田　090-2680-
　3536）

対　象　小学生以上で設定
距離を40分以内に走れる
方または歩ける方

と　き　12月23日（日・祝）9時
30分～12時（小雨決行）
集　合　9時30分までに鈴
鹿青少年の森　芝生広場
内　容　ランニングの部（約
4.8km）、ウォーキングの
部（約2.4km）

※受け付けは9時から行います
（競技開始は10時から）。
※各部の1位～3位まで賞状と副
賞をプレゼントします。

※自己申告タイムの差を競いま
す。
定　員　各50人（先着順）
※最少催行人数各部門10人
参加料　各種目300円（保険
料含む）
申込み　11月25日㈰から12
月14日㈮までに、参加種
目、申告タイムを電話で鈴
鹿青少年の森へ

　お子さんに人気のバルー
ンアートや保育園児のハンド
ベル演奏、ホットドリンクワン
コイン募金などを行います。
寒空の下、きれいなイルミネ
ーションを眺めながら、心も
身体も温まるひと時を過ごし

ていただけます。
と　き　12月7日㈮18時30
分点灯～19時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学 
白子キャンパス1号館（南
玉垣町3500-3）
内　容　イルミネーション点
灯、バルーンアート、保育
園児のハンドベル演奏、
ホットドリンクワンコイン募
金など
問合せ　鈴鹿医療科学大学
ボランティアセンター（　38
　3-8991）

対　象　小学4年生以上
と　き　12月2日㈰10時～
15時（受付10時～14時）

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)
内　容　干支のミニ色紙作
り、カレンダー作り
定　員　各100人（先着順）
参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
組合長（坂　382-3441）

催 し 物

干支の置物手作り教室
スポーツ課　 382-9029 　382-9071

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

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

オカリナ・大正琴
コンサート

考古博物館 　374-1994　 374-0986

いちばの朝市
農林水産課 　382-9017　 382-7610

門松づくり教室
産業政策課

　382-8698　 382-0304
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の干支「いのしし」）を作り
ます。
講　師　山村つづみさん（は
なクラフト）
定　員　20人（先着順）
※最少催行10人から
参加料　1,000円（材料費・
保険料込）
申込み　12月4日㈫までに参
加料を添えて、鈴鹿市体育
協会（桜島町7-1-1（日曜
日を除く9時～17時））また
は農村環境改善センター
（9時～20時）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会（日
曜日を除く　399-7120）、
　農村環境改善センター
（　374-3455）

と　き　12月22日㈯10時～
15時

ところ　鈴鹿市労働福祉会
館1階　大会議室（神戸地
子町388番地）
内　容　正月飾りとして代表
的な門松(ミニ門松)を作り
ます。
定　員　20組（先着順）
参加料　1組1,200円（1対の
材料費）
持ち物　のこぎり、はさみ、作
業手袋(軍手)
主 催　三重コニックス株式
会社（鈴鹿市労働福祉会
館指定管理者）
申込み・問合せ　12月4日㈫
から直接または電話で鈴鹿
市労働福祉会館（　383-

　3360　月曜日、祝日を除
く9時～17時）へ

　安全安心なおいしいものを
たくさん揃えています。
と　き　12月2日㈰7時～
12時

ところ　北勢地方卸売市場
（四日市市河原田町字伊
倉712）
内　容　新鮮な野菜・果実・
鮮魚・魚介類などの販売、
マグロの解体ショー、模擬
競りなど
主　催　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会
問合せ　同市場管理事務所
（　347-8111）

　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、園芸ビギ
ナーの方でも簡単な季節の寄
せ植え教室を開催します。
と　き　12月1日㈯・2日㈰
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート（庄野羽山4-1-2）
◆お正月をテーマにした園
芸教室
申込み　両日とも当日10時

から会場レジで整理券を
販売（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）

と　き　12月16日㈰14時～
16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスB講義棟
2階　3 5 2 3室（岸岡町
1001-1）
講　師　池田秀子さん（（一
社)日本健康食品規格協
会　理事長）
参加料　無料
主催・問合せ　健康食品管
理士会中部支部事務局
（　0575-22-9416その
他内線513　https://si
　tes.google.com/gifu-
　pu.ac.jp/ffc-central）

と　き　12月1日㈯・2日㈰
　9時～16時（2日は15時
まで）
ところ　椿大神社駐車場
　（椿会館前）
内　容　農家自慢の逸品と
お得な『円満・縁結びセッ
ト』（両日各20セット限定）
などの販売、お餅・ご縁鍋
のふるまい（両日各10 0
人、整理券配布）、ねぎ・し
いたけ丸焼きなどのとれた
て屋台、長野産直リンゴ・
浦村牡蠣の直売など

※天候などにより内容が変更に

なる場合があります。
参加料　無料
問合せ　椿の農業と地域を考
える会（矢田　090-2680-
　3536）

対　象　小学生以上で設定
距離を40分以内に走れる
方または歩ける方

と　き　12月23日（日・祝）9時
30分～12時（小雨決行）
集　合　9時30分までに鈴
鹿青少年の森　芝生広場
内　容　ランニングの部（約
4.8km）、ウォーキングの
部（約2.4km）

※受け付けは9時から行います
（競技開始は10時から）。
※各部の1位～3位まで賞状と副
賞をプレゼントします。

※自己申告タイムの差を競いま
す。
定　員　各50人（先着順）
※最少催行人数各部門10人
参加料　各種目300円（保険
料含む）
申込み　11月25日㈰から12
月14日㈮までに、参加種
目、申告タイムを電話で鈴
鹿青少年の森へ

　お子さんに人気のバルー
ンアートや保育園児のハンド
ベル演奏、ホットドリンクワン
コイン募金などを行います。
寒空の下、きれいなイルミネ
ーションを眺めながら、心も
身体も温まるひと時を過ごし

ていただけます。
と　き　12月7日㈮18時30
分点灯～19時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学 
白子キャンパス1号館（南
玉垣町3500-3）
内　容　イルミネーション点
灯、バルーンアート、保育
園児のハンドベル演奏、
ホットドリンクワンコイン募
金など
問合せ　鈴鹿医療科学大学
ボランティアセンター（　38
　3-8991）

対　象　小学4年生以上
と　き　12月2日㈰10時～
15時（受付10時～14時）

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)
内　容　干支のミニ色紙作
り、カレンダー作り
定　員　各100人（先着順）
参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
組合長（坂　382-3441）

市民公開講座「食品衛生法
が変わった?! その理由と
市民生活へのインパクト」
健康づくり課　382-2252　 382-4187

鈴鹿青少年の森
「トリムチャレンジ 2018」

鈴鹿青少年の森
　378-2946　 370-4706

椿縁結び市2018
農林水産課 　382-9017　 382-7610

鈴鹿医療科学大学
イルミネーション点灯式
総合政策課　382-9038　 382-9040
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　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－の窓口へ。
※オーダーメイド講習も可能です。
※会員に加入されると特典があり
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。
◆玉掛技能講習
と　き　学科：1月8日㈫・9日
㈬ 実技：1月10日㈭・11日
㈮・15日㈫8時45分～17
時（選択受講）
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　12月5日㈬から
◆アーク溶接特別教育
と　き　1月15㈫～17日㈭8
時30分～17時
受講料　9,720円（教材費
込）
申込み　12月11日㈫から
◆第2種酸素欠乏危険作業
特別教育

と　き　1月21日㈪8時40
分～15時50分
受講料　6,696円（教材費
込）
申込み　12月21日㈮から
◆クレーン運転業務特別教
育(5t未満)

と　き　1月23日㈬・24日㈭
8時45分～17時
受講料　1万285円（教材費
込）
申込み　12月20日㈭から
◆粉じん作業特別教育
と　き　1月29日㈫9時50
分～15時50分
受講料　6,048円（教材費
込）

申込み　12月21㈮から
◆フォークリフト運転技能
講習(31時間講習)
対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方
と　き　学科：1月22日㈫8
時～17時30分 実技Ⅰコー
ス：1月23日㈬～25日㈮ Ⅱ
コース：1月29日㈫～31日
㈭　Ⅲコース：1月26日㈯・
27日㈰、2月2日㈯各日8時
～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　12月3日㈪から

と　き　12月9日㈰10時～
12時（雨天決行）

ところ　青少年の森公園　
第2炊飯場（住吉町南谷口）

※受付事務所に集合
内　容　高さ35㎝から40㎝
ぐらいのものを作ります。
定　員　50人（先着順）
参加料　800円(材料費)
申込み　11月27日㈫9時から
電話で鈴鹿青少年の森へ

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在や活動を知っていただき、

ひとり親家庭の健全な育成と
自立促進を目的に開催します。
対　象　ひとり親家庭（母子・
父子・寡婦）の方

と　き　12月16日㈰10時～
14時

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　子どもの手作りラン
チとゲーム
定　員　約50人
参加料　高校生以上 500円、
　中学生以下無料
持ち物　子どもエプロン、三
角巾
主　催　鈴鹿市母子寡婦福
祉会
申込み　12月10日㈪まで
に、北野（　385-4832、
　090-4855-2261）へ

　　

と　き　12月21日㈮13時
から

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンターおよびその周辺
内　容　ダッチオーブンを
使ってクリスマスにちなん
だ調理（ローストポーク）
定　員　15家族程度（応募
者多数の場合は抽選）
参加料　1,500円
申込み　11月20日㈫から
12月7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

ファクスで県立鈴鹿青少
年センター（〒513-0825
住吉町南谷口）へ

申込み　11月26日㈪から直
接水泳場窓口またはホー
ムページで
◆マタニティヨガ体験会
対　象　妊娠中期～後期の
方で、医師の運動許可を
得た方（お子さん連れ可）

と　き　12月17日㈪13時
30分～14時30分

ところ　スタジオ　　　
講　師　村中圭子さん
定　員　20人
参加料　500円
持ち物　ヨガマットまたはバ
スタオル
◆ベビー＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前ま
での子と保護者　　　　

と　き　12月21日㈮11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　ベビーマッサージで
赤ちゃんとコミュニケーショ
ンを、ママビクスで産後の
身体をシェイプアップさせ
ましょう。
講　師　NAOMIさん
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆スポーツコンパ★クリス
マス
対　象　25才～45才の独身
男女

と　き　12月22日㈯17時
30分～20時30分

ところ　三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　体育館
定　員　男女各25人
参加料　男性3,000円　
　女性2,000円

　C-BUSの「三重交通G 
スポーツの杜 鈴鹿ぐち」と
「スポーツマンハウス鈴鹿」
をつなぐ無料シャトル便を運
行します。
と　き　11月23日（金・祝）～
25日㈰、12月1日㈯・2日㈰

※時刻表など詳しくはホーム
ページ（　http://www.gar

　den.suzuka.mie.jp/topic
　s/9255）をご覧ください。

催 し 物

｢迎春｣寄せ植え講座
鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

ファミリークリスマス
クッキング

県立鈴鹿青少年センター
　378-9811　 378-9809

ひとり親家庭交流会
（クリスマス会）

子ども政策課　382-7661　 382-9054

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905

※イメージ写真
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電　話 電子メール ホームページファクス

おいて公開し、空き家の利活用を希望する
方々へ情報を提供するものです。この制度を
利用するためには申込みが必要になりますの
で、詳しくは住宅政策課までお問い合わせく
ださい。

市政に対するご意見などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　382-7660
　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

誰も住んでいない家を所有しています。
誰かに利用してもらう方法はありませんか。

市内にある空き家の有効活用を目的
として、空き家バンク制度があります。

この制度は、空き家の売却や賃貸を希望す
る所有者などと、空き家の購入や賃借を希
望する利用者の情報を市のホームページに

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けら
れた皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

空き家の利用について

住宅政策課　 382-7616　 382-8188
　 jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp
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講習(31時間講習)
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と　き　学科：1月22日㈫8
時～17時30分 実技Ⅰコー
ス：1月23日㈬～25日㈮ Ⅱ
コース：1月29日㈫～31日
㈭　Ⅲコース：1月26日㈯・
27日㈰、2月2日㈯各日8時
～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　12月3日㈪から

と　き　12月9日㈰10時～
12時（雨天決行）

ところ　青少年の森公園　
第2炊飯場（住吉町南谷口）

※受付事務所に集合
内　容　高さ35㎝から40㎝
ぐらいのものを作ります。
定　員　50人（先着順）
参加料　800円(材料費)
申込み　11月27日㈫9時から
電話で鈴鹿青少年の森へ

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在や活動を知っていただき、

ひとり親家庭の健全な育成と
自立促進を目的に開催します。
対　象　ひとり親家庭（母子・
父子・寡婦）の方

と　き　12月16日㈰10時～
14時
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ター（神戸2-15-18）
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定　員　約50人
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と　き　12月21日㈮13時
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ところ　県立鈴鹿青少年セ
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内　容　ダッチオーブンを
使ってクリスマスにちなん
だ調理（ローストポーク）
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入の上、直接、郵送または
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年センター（〒513-0825
住吉町南谷口）へ
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接水泳場窓口またはホー
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◆マタニティヨガ体験会
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方で、医師の運動許可を
得た方（お子さん連れ可）

と　き　12月17日㈪13時
30分～14時30分

ところ　スタジオ　　　
講　師　村中圭子さん
定　員　20人
参加料　500円
持ち物　ヨガマットまたはバ
スタオル
◆ベビー＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前ま
での子と保護者　　　　

と　き　12月21日㈮11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　ベビーマッサージで
赤ちゃんとコミュニケーショ
ンを、ママビクスで産後の
身体をシェイプアップさせ
ましょう。
講　師　NAOMIさん
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆スポーツコンパ★クリス
マス
対　象　25才～45才の独身
男女

と　き　12月22日㈯17時
30分～20時30分

ところ　三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　体育館
定　員　男女各25人
参加料　男性3,000円　
　女性2,000円

　C-BUSの「三重交通G 
スポーツの杜 鈴鹿ぐち」と
「スポーツマンハウス鈴鹿」
をつなぐ無料シャトル便を運
行します。
と　き　11月23日（金・祝）～
25日㈰、12月1日㈯・2日㈰

※時刻表など詳しくはホーム
ページ（　http://www.gar

　den.suzuka.mie.jp/topic
　s/9255）をご覧ください。

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

スポーツの杜鈴鹿内
無料シャトル便

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2250　 372-2260
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