
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

　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手続き、
譲渡したときは名義変更手続きが
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
以降に手続きをされても全額課税
となり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、車体に取り付ける必要があり
ます。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、
担当機関へ詳細を電話で確認
の上、手続きをしてください。
※3月の年度末になると窓口が混
み合うことが予想されます。
①125cc以下の原動機付自転
車・小型特殊自動車（農耕車
を含む）⇒市民税課
②125ccを超え250cc以下の軽
二輪車、250cc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）
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
1190-10　050-3816-1779）

※②③については、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（有料）。

投票所変更
選挙管理委員会事務局

382-9001　 384-3302

　平成31年4月に執行される統

一地方選挙では、投票所を変更

しますのでご注意ください。

○平野町・国府町新町の方
　(旧)国府公民館（国府第1投
票区)⇒(新)平野町民会館
（国府第3投票区）
○旧若松第２投票区の方
　(旧)浜田公会堂⇒(新)若松
公民館

※選挙の告示日以降、各世帯に郵
送される投票所入場整理券にも
記載しますのでご確認ください。

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　3月18日㈪13時15分
～15時15分
ところ　市役所本館12階　
1201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

組織変更
人事課　382-9037　 382-2219

上下水道総務課　368-1696　 368-1688

　4月1日㈪から次のように変更します。
◆健康福祉部
　地域福祉の推進と高齢者福祉の推進に関連する事業および取組
を担当課に集約し、その充実、強化を図ります。それに合わせて所
管する業務を表すグループなどの名称を変更します。

※事務室の配置に変更はありません。

◆上下水道局
　お客さまサービスの向上を目指し、業務ワンストップ化と事務の効率
化を図るため、給排水設備に関する業務および合併処理浄化槽設
置費補助に関する業務を営業課に集約します。それに合わせて組織
を編成し、所管する業務を表すグループ名称に変更します。

※水道料金・下水道使用料についての問い合わせ窓口として、別館１階に
「お客様センター」を設置します。

電　話 電子メール ホームページファクス
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変更前 変更後
営業課
・料金グループ
・下水道普及グループ
給排水課
・給水グループ
・排水設備グループ

⇒
営業課
・普及推進グループ
・料金グループ
・給排水グループ

変更前 変更後
健康福祉政策課
・総務グループ
・福祉法人監査室
・地域包括ケア推進室

健康福祉政策課
・地域福祉政策グループ
　福祉法人監査室・

長寿社会課
・管理グループ
・長寿社会グループ

長寿社会課
・管理グループ
・高齢者福祉グループ
・地域包括ケアシステム推進室

⇒



市有地と鈴鹿市土地開発公社所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。先着順で申し込みを受付しています。申込資
格や申込方法など詳しくはお問い合わせください。
申込み　直接管財課（市役所本館10階）へ
※郵送による申し込みはできません。

国民年金保険料免除制度
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は、20歳以上60歳
未満の全ての方が加入する制
度です。保険料の納付を続ける
ことで、高齢になったときの老
齢基礎年金や万が一のときの
障害基礎年金、遺族基礎年金
が受け取れます。
　経済的な理由などで保険料
を納付することが困難な場合
は、申請により保険料の納付が
免除・猶予となる「国民年金保
険料免除・猶予制度」をご利用
ください。免除判定は、本人・配
偶者・世帯主の前年所得によ
って審査されます。所得によっ
ては免除の対象とならない場
合もあります。
※平成28年12月31日以降に退職
(失業)した方は、雇用保険の離
職票または受給資格者証の写し
を添付してください。
申込み　保険年金課、地区市
民センター、年金事務所へ
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）へ

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

　国民健康保険料は、7月から
毎月1期ずつ（年金からの天引
き（特別徴収）の場合は、偶数
月ごと）納期があります。納付を
お忘れの場合などは、早急に保
険年金課にご連絡ください。
　国民健康保険は万が一の病
気やけがに備えてお金を出し合
い、安心して治療が受けられる
制度で、国民健康保険料はそ
のための大切な財源です。国
民健康保険料の滞納が増える
と医療費の支払いができなくな
り、保険料率を上げなければな
りません。特別な理由もなく滞
納した世帯は保険証が使えなく
なるほか、さまざまな保険給付
も受けられなくなりますので、納
期限内納付にご協力をお願い
します。
　3月の納期（国民健康保険料
9期）は、4月1日㈪です。平成
30年度国民健康保険料の納
期は、9期で最後となります。

　

臨時職員（保育士）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

対　象　子どもが好きで、笑顔
で温かく接してくれる方(保育
士資格の有無は問いません)

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないこと、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。
勤務時間　月曜日から金曜日ま
での8時30分～17時、7時30
分～10時、16時～18時30分
のいずれか
勤務条件　時給：保育士資格
ありの場合は1,060円、なし
の場合は900円（共に平成
31年度予定）。通勤手当あり
（直線2km以上の場合、日額
100円）、条件により社会保
険、雇用保険への加入あり。
年次有給休暇最大10日

※扶養の範囲内での勤務や別の
勤務パターンなどの相談には応
じます。
申込み　子ども育成課へ
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物　件 所在地 地　目 地積(㎡) 用途地域 売却価格(円)
(A1) 磯山二丁目1979番1 宅地 257.51 準工業地域 6,189,000
(A2) 安塚町字野瀬1505番5 宅地 194.84 準工業地域 4,083,000
(A3) 矢橋町字大日645番9 宅地 57.78 準工業地域 1,884,000
(A4) 西条二丁目644番1 原野 119.65 市街化調整区域 190,000
(A5) 寺家四丁目2957番2 雑種地 99.85 第一種住居地域 2,386,000

(A6) 平野町字森山489番4外5筆 公衆用道路
雑種地 計1,689.46 工業地域 16,212,000

(A7) 上野町字壱反通750番1外2筆 公衆用道路
山林・井溝 計1,826.37 市街化調整区域 8,474,000

お 知 ら せ
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市税の口座振替手続きはお早めに
納税課　382-7831　 382-7660

　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。口座振替を希望される方は、早めに手続きをしてください。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。
持ち物　通帳、通帳の届出印、納税通知書（納付書）

平成31年度の市税納期
納税課　382-9008　 382-7660

　納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。納期内納付
にご協力をお願いします。

木造住宅の無料耐震診断
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　今後30年以内に70～80％
の確率で南海トラフ地震が発
生すると予測されており、大き
な揺れが本市を襲うとされてい
ます。過去に発生した大地震に
おいて、家屋の倒壊による圧死
や負傷が多数報告されており、
命を守るためには家屋の耐震
化が重要です。まずは、所有の
住宅の耐震性を知るために耐
震診断を受診しましょう。
対　象　昭和56年5月31日以
前に建てられた（工事着工さ
れた）3階以下の木造住宅
内　容　市が委託する診断者
（専門家）が対象住宅の耐震
診断を行い、結果を診断結
果報告書にまとめ、説明と簡
単な耐震対策、工事概算費
用などをアドバイスします。
費　用　無料
申込み　電話またはファクスで
防災危機管理課へ

障がいによる
各種手当額改定

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　平成31年4月分から､手当
額が改定されます。
　・特別児童扶養手当(1級)
　月額51,700円⇒月額52,200円
　・特別児童扶養手当(2級)
　月額34,430円⇒月額34,770円
　・障害児福祉手当
　月額14,650円⇒月額14,790円
　・特別障害者手当
　月額26,940円⇒月額27,200円
　・経過的福祉手当
　月額14,650円⇒月額14,790円

◆納付書
　納付窓口は銀行などの金融機関、コンビニエンスストア、東海4
県内（三重・愛知・岐阜・静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）、市役所
（納税課および各地区市民センター）です。詳しくは納税通知書
の裏面をご覧ください。
◆口座振替
　納期限の前日までに指定口座の残高を確認してください。市民税・
県民税および固定資産税・都市計画税の口座振替をされている
方で、全期前納をお申し込みの方は、第1期の納期限日に1年分を
一括して振り替えます。

  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

４月 １期　5/7(火)

５月 全期 5/31(金)

６月 １期　7/1(月)

７月 ２期　7/31(水)

８月 ２期　9/2(月)

９月

10月 ３期　10/31(木)

11月

12月 ３期　12/25(水)

１月 ４期　1/31(金)

２月 ４期　3/2(月)

３月



（イベントの検討、パンフレット
の作成、広報活動など）を行い
ます。会議は、月1、2回程度、
市役所の会議室で夜間に開
催します。

※第1回の会議は、5月下旬ごろを
予定しています。
申込み　電話または電子メー
ルで文化振興課へ

　

　健康マイレージの
特典交付申請の期限が
近づいています

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　平成30年度すずか健康マイ
レージは3月25日㈪で終了します。
チャレンジシートの①②の健康目
標に取り組み、必要事項を記載
し、本人または同世帯の家族の方
が期日までに申請してください。
対　象　鈴鹿市に住民登録し
ている40歳以上の方
持ち物　チャレンジシート、ポイ
ント換算を希望する健(検)診
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結果、ポイント引換券
申込み　3月29日㈮17時15分
まで(土・日曜日、祝日を除く)に
直接保健センター（西条
5-118-3）へ

※特典の交付は申請期限内に1人に
つき1回のみです。

2020年鈴鹿市成人式
実行委員会の委員募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成11年4月2日～
平成12年4月1日生まれで市
内在住または本市出身者
内　容　成人式の企画・運営

お 知 ら せ

職　種 採用予定
人　　数

主な業務内容 受験資格

嘱託保育士
幼稚園講師 10人程度 保育所または幼稚園での

保育に関する業務
保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取得の方、
または平成31年3月末までに取得見込みの方

嘱託看護師 1人程度
保育所での園児の
健康管理に関する業務

看護師資格を取得の方、または
平成31年3月末までに取得見込みの方

嘱託調理員 1人程度
保育所での
給食調理に関する業務

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方、または平成31年
3月末までに取得見込みの方、あるいは給食調理現場等にて
１年以上の勤務経験を有する方(勤務経歴書を要提出)

平成31年度嘱託職員（保育士・幼稚園講師、看護師、調理員）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

※全ての職種において、平成31年4月1日から勤務でき
ること、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。
申込み　3月5日(火)から15日㈮まで（土・日曜日
を除く8時30分～17時15分)に、最近3カ月以
内に撮影した写真を貼った申込書、必要事項を
記入し所定用紙に作成した作文・エントリーシー
ト、保育士、幼稚園講師の場合は保育士証の写
し、幼稚園教諭免許証の写し、看護師の場合は
看護師免許証の写し、調理員の場合は調理師
免許証もしくは栄養士免許証の写し、または給
食調理現場で1年以上の勤務経験が分かる勤
務経歴書を添付して、直接または簡易書留で子
ども育成課（〒513-8701住所不用）へ（返信用
封筒は必要ありません）。

※新卒者は見込み証明書の写しを添付してください。

※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。郵便で請
求する場合は、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、92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ご連絡ください。

※提出された書類は返還いたしません。　　
◆試験
と　き　3月24日㈰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（看護師と調理員は
面接のみ）

※合否については、提出書類を含め総合的に判断し、3月
下旬（予定）に文書で通知します。



ご覧いただくか、鈴鹿亀山消
費生活センターへ相談してく
ださい。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター(　375-7611　月曜
日～金曜日(祝日除く)、9時～
16時)

勝速日神社
祭礼用山車を修復

文化財課　382-9031　 382-9071

　市指定有形民俗文化財の勝
速日神社祭礼用山車（白子山
中町所有、1803年創建）の車
輪と芯木が、宝くじの受託事業
収入を財源として実施している
コミュニティ助成事業の助成金
により新調されました。車輪と
芯木が著しく磨耗してきたた
め、昨年までは安全面の懸念
から曳行（えいこう）行事を見
送っていましたが、曳き回し（ひ
きまわし）にも耐えられるように
なりました。修復された山車は4
月13日㈯・14日㈰に白子町内
の勝速日神社で行われる春季
禮大祭行事でご覧いただける
予定です。

電　話 電子メール ホームページファクス
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自殺対策強化月間
「守りたい　大切ないのち」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　春は進学や就職、転勤など、
生活環境の変化により、からだ
やこころの調子を崩しやすい時
期です。周囲の人の気づきや声
かけが、「いのち」を守ることに
つながります。あなたの力で救え
る「いのち」があります。
大切な人の「いのち」を守る
ための行動
　・気づき：家族や仲間の変化に
気づいて声をかける
　・傾聴：本人の気持ちを尊重し、
耳を傾ける
　・つなぐ：早めに専門家に相談
するよう促す
　・見守り：温かく寄り添いながら、
じっくりと見守る
問合せ　三重県こころの健康
センター(　059-223-5243
　059-223-5242)

※三重県こころの健康センターで
は、自殺予防・自死遺族電話相談
（毎週月曜日の13時～16時、祝日
の場合は火曜日）、専門面接相談
（予約制）を実施しています。

公共下水道供用
開始区域図の縦覧
営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日㈰から新たに公共
下水道を使用できる区域が決
まりましたので、関係図面を縦
覧します。
対象地区　庄野、牧田、白子、
稲生、玉垣、栄の各一部
と　き　3月14日㈭～28日㈭
(土・日曜日、祝日を除く8時30
分～17時15分）
ところ　上下水道局別館1階
営業課（寺家町1170）

臨時職員(用務員)募集
教育総務課　382-7617　 383-7878

対　象　普通自動車免許を取
得、または5月末日までに取
得見込みの方
業務内容　稲生小学校での用
務・補助業務
雇用期間　6月～2020年3月
（更新する場合あり）
勤務条件　時給880円、交通
費支給（通勤距離が直線2
㎞以上の場合1日100円）、
月～金曜日(祝日除く)
定　員　1人
申込み　3月7日㈭から22日㈮
まで(必着)に、申込書を直接
または郵送で教育総務課(〒
513-8701(住所不要)(土・
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分))へ

※申込書は教育総務課にあります。
詳しくはお問い合わせください。

偽セキュリティ
警告画面にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター

375-7611　 370-2900

　消費者の不安をあおり、ソフ
トを購入させる手口が発生して
います。
事  案　インターネットでホーム
ページを開いた瞬間、警告
音が鳴り出し「ウイルスに感
染している」などの警告画面
が表示され、慌てて画面上
の連絡先に電話をした所、セ
キュリティソフトを契約させら
れた。
　　被害に遭わないために、警
告画面が表示されても慌て
て事業者へ連絡しないよう
にしましょう。ソフトをインスト
ールしてしまった場合は、独
立行政法人情報処理推進
機構(IPA)のホームページを

事  案 インターネットでホーム
ページを開いた瞬間、警告
音が鳴り出し「ウイルスに感
染している」などの警告画面
が表示され、慌てて画面上
の連絡先に電話をした所、セ
キュリティソフトを契約させら
れた。

ウィルスに
感染しました



特別日曜窓口
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　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
が多くなることから、本市では3月31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31日は四日市市、桑名市、いなべ市、亀山市、松阪市、津市、東員町、菰
野町の各窓口も開いています。詳しくは各市町へお尋ねください。
◆特別日曜窓口一覧　3月31日（8時30分～17時15分）

下水道事業受益者
変更届の提出

営業課　368-1673　 368-1685

　受益者負担金の納付途中で、
土地の所有者または権利者が
変わり、受益者（納付義務者）を
変更する場合は必ず「受益者変
更届出書」を提出してください。

　

介護相談員募集
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3205　 369-3202

対　象　次の全てに該当する方
　・高齢者福祉に対し、情熱と
理解のある方
　・現在、業務として介護サービ
ス事業に従事していない方
　・鈴鹿市または亀山市に居
住している方
　・月のうち5日～10日程度、介
護施設などを訪問できる方
　・介護相談活動に際し、自家
用車などで移動できる方
　・パソコン操作（文書作成、メ
ール送受信など）ができる方
　・大阪府内で行われる介護
相談員養成研修(6月11日
㈫～14日㈮・8月21日㈬)に
全日程参加できる方

※研修に関する費用は、鈴鹿亀山地
区広域連合が負担します。

活動期間　4月から2021年3
月まで（予定）
活動内容　鈴鹿市・亀山市内
の介護施設などを訪問し、利
用者から介護サービスの疑問
や不安、介護施設などの職員
に直接言いにくいことなどを聞
き、事業所に伝えていただきま
す。また、活動状況を鈴鹿亀
山地区広域連合へ報告して
意見交換を行い、事業所に提
案などを伝えていただきます。
報　酬　活動ごとに規定の額
を支払います。
定　員　1人
申込み　3月28日㈭までに、履
歴書(市販のもの)、応募の動
機（800字程度で記入。様式
は自由）を直接鈴鹿亀山地区
広域連合(神戸1-18-18市役
所西館3階)へ
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※事前に来所日をご連絡ください。
※書類審査および面接を行った上
で決定します（面接は4月中旬を
予定）。

お 知 ら せ

開設窓口 階数 窓口内容

戸籍住民課
　382-9013 1階

住民票の写し（広域交付住民票は除く）・印鑑登
録証明・戸籍関係証明・税証明などの交付、印鑑
登録の手続、転入（個人番号カード・住基カード
を利用する届は除く）・転出・転居・戸籍の届出、
特別永住者証明書の受付、マイナンバーカードの
受取

保険年金課
　382-7605 1階 国民健康保険、国民年金の手続

福祉医療課
　382-2788 1階 後期高齢者医療、福祉医療費（障がい者・一人親・

子ども）助成の手続

子ども政策課
　382-7661 11階 児童手当、児童扶養手当、特定不妊治療費助成、

不育症治療費助成の手続

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

納税課
　382-9008 2階 市税の納付、納付相談、口座振替手続など

市民税課
　382-9006 2階

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・
名義変更などの手続（他市発行ナンバープレート
の手続きは除く）

◆戸籍住民課日曜窓口
　毎週日曜日の9時から12時まで、市役所１階戸籍住民課で日曜
窓口を開設していますので、合わせてご利用ください。
窓口内容　住民票の写し（広域交付住民票は除く）・印鑑登録証
明・戸籍関係証明・所得課税証明（最新年度のみ）などの交付、
印鑑登録の手続、転入（個人番号カード・住基カードを利用する
届は除く）・転出・転居、戸籍の届出、特別永住者証明書の交付
など

※内容によっては、取り扱いできない場合があります。
※所得課税証明以外の税証明、電子証明は取り扱いできません。

予定）。



図書館ボランティアの
新規募集・更新

図書館　382-0347　 382-4000

対　象　15歳以上で、貸出カ
ードの交付を受けた方、また
は受けようとする方
活動期間　2020年3月末まで
内　容　書架整理、配架、破損
資料の補修、読み聞かせ、樹
木管理などの環境美化など
申込み　3月14日㈭まで（休館日

この届出書の提出日以降に納
期がくる負担金は、変更後の受
益者に納付していただくことに
なります。届出がないと受益者
を変更することができず、これま
での受益者に引き続き納付し
ていただくことになります。納期
限が過ぎた負担金については、
さかのぼって受益者を変更する
ことはできませんのでご注意く
ださい。
　　

電　話 電子メール ホームページファクス
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放課後児童クラブの放課後児童支援員などおよび児童募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、小学校に就学しており、保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童を対象に、
放課後から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、下記の放課後児童クラブで放課後児童支援員や補助員および児童の募集を行っています。詳
しくは、直接放課後児童クラブにお問い合わせください。
※放課後児童支援員は保育士などの資格をお持ちの方で、都道府県が行う研修を修了した方が対象です。補助員
に必要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。

学校区 放課後児童クラブ名 所在地 電話番号
放課後

児童支援員
等募集

児童募集

国府 ゆいまぁる 国府町2598-1 370 - 0605 ○
庄野 コスモス 庄野東2-5-35 379 - 0811 ○

ひかりっ子 平田東町10-13 375 - 2468 ○
つくし 岡田町699 367 - 3606 ○

白子 たんぽぽ 白子2-7-38 388 - 2774 ○
旭が丘 かけはし 中旭が丘3-13-25 386 - 2939 ○
桜島 ももたろう1組・2組 桜島町3-10-1 387 - 0371 ○
愛宕 あおぞら第1・第2 北江島町43-8 368 - 1223 ○
稲生 鈴鹿わかすぎこどもクラブ 稲生西2-4-3 367 - 7075 ○

ひこうきぐも 阿古曽町25-6 367 - 3367 ○
日の本クラブ飯野 阿古曽町31-6 379 - 3517 ○ ○

明生 みらくる 住吉1-4-29 367 - 1711 ○
河曲 かわたろう 河田町1341 383 - 3070 ○
一ノ宮 スマイル 高岡町2665-2 369 - 2780 ○ ○
長太 遊由 長太新町2-10-13 385 - 5331 ○
若松 はまゆう 若松中1-6-11 385 - 3415 ○
玉垣 玉垣レインボー 東玉垣町523-1 373 - 4734 ○

かんたろう学童保育所 神戸8-9-15 383 - 1519 ○
平成の寺小屋　神戸みらい塾 神戸2-20-8 382 - 3708 ○

天名 ピース天名 御薗町2500 080 - 9495 -4497 ○ ○
郡山 サンキッズ・サンキッズⅡ 郡山町729 372 - 2084 ○
鈴西 しいの実 花川町1541-35 374 - 5511 ○

椿 ひまわり 山本町1255-4
小山組集会所内 371 - 2300 ○

庄内 学童たけっこクラブ 東庄内町2458-1 371 - 2317 ○ ○

牧田

飯野

神戸

を除く）に貸出カードまたは本人
確認書類（運転免許証・保険
証・学生証など）を持って直接
図書館へ

※報酬や旅費の支給はありません。
※鈴鹿市まちづくり活動補償制度に
加入します。詳しくはお問い合わせく
ださい。　



添いの方一人は無料（証明できる
ものを窓口でご提示ください）

※三重県民の日を記念して4月13
日(土)、国際博物館の日を記念
して5月18日(土)は無料です。
◆関連イベント
○発掘担当者による展示解説
と　き　4月13日㈯13時30分
から
○スライド説明会
　発掘調査の様子や発掘品に
ついて説明
と　き　5月18日㈯14時から、
6月15日㈯14時から

※いずれも参加料は無料です。
※参加者は速報展、常設展の観覧
料が無料になります。

伊勢型紙教室生徒募集
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　伝統産業会館で、伝統工芸士
を講師とした伊勢型紙教室の生
徒を募集します。
と　き　4月14日㈰から毎月第
2・第4日曜日13時～16時
ところ　伝統産業会館　研修
室（寺家3-10-1）
内　容　型紙の彫刻・図案作
成・型染めなど
定　員　30人（先着順）
参加料　年1万円（初回一括納
付。別途材料費）
申込み　3月17日㈰10時から
電話で伝統産業会館(　
386-7511）へ

～15時の全6回
ところ　三重県視覚障害者支
援センター(津市桜橋2-131）
定　員　20人
受講料　無料（別途テキスト代、
点字器代が必要）
申込み・問合せ　4月23日(火)
までに、申込書類を三重県視覚
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
※申込書類は三重県視覚障害者支援
センターへお問い合わせいただく
か、同ホームページで入手できます。

速報展
「発掘された鈴鹿2018」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　2018年1月から12月に市内で
行った発掘調査の最新の成果を
お伝えします。
と　き　3月9日㈯～6月16日㈰
※月曜日、第3火曜日(祝日・休日の場
合は開館)、祝日の翌日（日曜日・祝
日・休日の場合は開館）は休館日
です。
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）
観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円（常設展共通）

※20人以上の団体は50円引き
※未就学児、70歳以上の方、障害者
手帳などをお持ちの方とその付き
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お 知 ら せ

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　3月31日㈰8時30分
～17時15分
◆夜間窓口
と　き　3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、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。

点訳奉仕者初級養成講習会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　点訳技術を習得し、点訳図書
の製作などに携わることで、視覚
障がい者福祉の増進を図る点訳
奉仕者を養成する講習会です。
対　象　次の全てに該当する方
　・視覚障がい者の福祉に理解
と熱意のある方
　・県内在住の18歳以上で講習
会の全日程に参加できる方
　・2019年6月から10月の土曜
日に開催する10日間の点訳
奉仕者中級養成講習会に参
加可能な方
と　き　5月18日㈯・25日㈯、
6月1日㈯10時～12時と13時6月1日㈯10時～12時と

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。



ひとり親家庭等学習支援
ボランティア事業

「まなびーの」参加者募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　「まなびーの」では学習支援
ボランティアが丁寧に指導し、児
童が学習方法や学習習慣を身
に付けて、勉強に対する苦手意
識を克服することを目標として
います。
対　象　経済的な理由により
学習塾に通えない市内在住
のひとり親家庭の小学4年生
から中学3年生までの学生で、
次の要件を全て満たす方。
　・児童扶養手当受給世帯であ
ること
　・現在、学習塾・家庭教師・通
信教育などを利用していな
いこと
　・三重県または本市が実施する
他の学習支援を受けていな
いこと
期　間　4月～2020年3月（計
50回程度）
ところ　子育て応援館（白子
駅前 6-33）
定　員　小学4年生～中学3
年生30人
受講料  無料
申込み　3月20日㈬まで(消印
有効)に、ひとり親家庭等学習
支援登録書に必要事項を記
入の上、児童扶養手当証書の
写しを同封して郵送で鈴鹿市

母子寡婦福祉会(〒513-0052
下箕田3-9-18　北野好美　
　　080-2633-9381)へ

※登録書は、子ども政策課窓口と
市ホームページで入手できます。

※受講者決定後、3月23日（土）15
時から説明会を開催します。

手づくり手帳講座
図書館　382-0347　　382-4000

対　象　中学生以上
と　き　3月25日㈪10時～12
時
ところ　図書館本館2階　視
聴覚室（飯野寺家町812）
講　師　田中稔さん（1級製本
技能士）
内　容　自分で製本した手帳
に自分好みの図柄を表紙に
して仕上げます。手作業をと
おして本の仕組みや本を大
切に扱うことを学びます。
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　手帳の表紙にするため
の包装紙または布（A4サイズ
1～3枚）、はさみ、手拭タオル
申込み　3月9日(土)9時から氏
名、年齢、電話番号を直接、
電話またはファクスで図書館
へ

※託児はありません。
※申込用紙は図書館本館窓口、ま
たは図書館ホームページで入手
できます。

伊勢型紙教室作品展
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　3月23日㈯9時～16
時・24日(日)9時～15時30分
ところ　伝統産業会館　研修
室（寺家3-10-1）
内　容　型紙教室の生徒の力
作を発表・展示します。
問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

春休み江島分館
こどもシアター

図書館　382-0347　 382-4000

対　象　幼児、小学生
と　き　3月23日㈯10時～11
時30分、13時30分～15時
ところ　図書館江島分館2階
ギャラリー（中江島町3-27）
内　容　子ども向けアニメーシ
ョン映画を上映
定　員　各100人（出入り自由）
参加料　無料
問合せ　図書館江島分館
　（　387-0665）
※満員時は、入場をお断りさせてい
ただく場合があります。

電　話 電子メール ホームページファクス
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※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



のみ)
　・型地紙の展示
入場料　無料
主　催　重要無形文化財保持
団体　伊勢型紙技術保存会
問合せ　伊勢型紙資料館(　
368-0240)

　

鈴鹿市芸術文化協会祭
文化振興課　　382-7619　 382-9071

　市内で文化活動を行う団体や
個人の活動の成果を発表します。
美術作品の展示やコンサート、舞
踊など、多彩な催しが行われます。
と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　文化会館(飯野寺家
町810)
入場料　無料（お茶会は有料。
詳しくは水谷（　382-3047）
へ）
問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会事務局(　383-2400)
◆展示
とき・ところ・内容
○美術部門（日本画・洋画・彫
刻・美術工芸・写真・書道）
　16日㈯9時～17時・17日㈰9
時～16時　第1・2・3研修室
○文学部門（短歌・川柳・俳句・
連句・詩・小説評論）
　16日㈯・17日㈰ 9時～16時
美術工芸室
○生活文化部門
　・いけばな展　16日㈯・17日
㈰10時～16時　さつきプラ
ザ
　・お茶会　17日㈰9時30分～
15時　茶室（むつみ会表千
家）・和室(表千家鈴鹿会)
◆舞台発表
ところ　けやきホール
とき・内容
○演劇舞踊部門　「ダンス・日
本舞踊」
　16日㈯10時～16時30分
○音楽部門　コンサート「春風
に寄せて」
　17日㈰13時30分～16時
（開場13時）
　第1部・声楽　第2部・白子ウ
インドシンフォニカ

伊勢型紙「わざ」継承展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　3月21日（木・祝）～24
日㈰9時～17時（24日は15時
まで）
ところ　文化会館さつきプラザ
内　容　
　・伝承者、研修者、研修生が彫
刻した伊勢型紙と生地見本
染めの展示
　・保存会員が彫刻した型紙で
染めた訪問着の展示
　・伝承者と研修者による彫刻４
技法と糸入れの実演（毎日
実施）
　・東京染小紋伝統工芸士によ
る型染め実演(23日と24日
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「Suzuka POPコンテスト」大賞発表
図書館　382-0347　 382-4000

　100通を越える応募作品の中から各部門の大賞を決定しました。応募
いただいたポップは、おすすめ本と一緒に図書館本館に展示しています
ので、ぜひ見に来ていただき、おすすめ本を読んでみてください。
大　賞

　・小学生の部　前嶋来実さん「魔女パールと幸運の8つの宝石」
　・ティーンズの部　西山和果さん「わたしのせいじゃない　せきにんについて」
　・一般の部　岸根一恵さん「もものかんづめ」
◆作品展示
と　き　3月6日㈬～4月1日㈪
ところ　図書館本館1階　閲覧室



保険料　中学生以下800円、64歳以下1,850円、65歳以上1,200円　
※複数の教室に参加しても保険料は変わりません（ウォーキング・スロージョギング教室は除く）。
※ウォーキング・スロージョギング教室は、参加料に含まれています。※弓道・なぎなた教室の保険料は、一律800円です。
申込み　3月6日(水)から20日(水)まで（9時～20時）に参加料と保険料を添えて、各開催会場または鈴鹿
市体育協会（9時～17時（3月9日㈯、日曜日を除く））へ

※市武道館は3月11日(月)は休館日です。 ※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。
※平成30年度後期当該教室に参加されていない市内在住の方を優先します。
※申込者が定員を超えた場合は公開抽選を行います。
※申込者が定員を大幅に下回る場合は、教室を中止させていただく場合もあります。
※なぎなた教室の参加料は、高校生以上3,000円、小中学生2,500円です。
※ウォーキング・スロージョギング教室の参加料には、血液検査代が含まれています。
問合せ　市立西部体育館(　371-1476)、市立テニスコート(　387-6006)、市武道館(　388-0622)、
鈴鹿市体育協会(　399-7120桜島町7丁目1-1（石垣池公園管理事務所内）)

2019年度前期スポーツ教室の参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

電　話 電子メール ホームページファクス
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教室名 対象 期間 曜日 時間 ところ 回数 定員
（人）

参加料
（円）

ソフトバレーボール

バレーボール

卓球

バドミントン

女性健康

テニス

シニアテニス

弓道

ヨガ（午前）

ヨガ（午後）

簡単エアロビック

太極拳

リフレッシュ体操

社交ダンス

柔道

剣道

ウォーキング

スロージョギング

一般

一般女性

一般

一般

一般女性

65歳以下

55歳以上

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

50歳以上

50歳以上

小・中学生

小・中学生

50歳以上

50歳以上

4月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～8月

4月～9月

4月～6月

4月～9月

4月～9月

4月～9月

5月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～9月

4月～8月

4月～8月

月

火

水

木

金

水

金

火

水

水

水

木

金

金

土

土

火

金

12

15

15

15

15

12

15

12

12

12

12

12

12

15

15

15

20

20

14

14

50

50

40

40

50

45

30

30

70

70

70

70

70

30

50

30

50

50

50

50

3,000

3,500

3,500

3,500

3,500

3,000

3,500

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,500

3,500

3,500

5,500

5,500

6,000

6,000

9時 30分～11時

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

9時～11時

9時～11時

19時～21時

9時30分～10時30分

10時45分～11時45分

10時～11時30分

13時～14時30分

9時30分～10時30分

9時30分～11時

13時～14時30分

10時30分～11時30分

18時30分～21時

19時～21時

9時30分～11時30分

9時30分～11時30分

西部体育館

市立テニスコート

武道館

ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場

小学生以上 5月～8月 水 19時～21時なぎなた

やさしいヨガ 4月～9月 火

3,000
（2,500）12 30



　
              

すずかのぶどう
「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　すずかのぶどう内(白
子駅前9-20　イオン白子店
3階)
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）

佐佐木信綱顕彰歌会
優秀作品展

文化財課　382-9031　 382-9071

　佐佐木信綱顕彰歌会に寄せら
れた短歌の中から、入選作品を展
示します。また、顕彰活動にご協力
いただいているボランティアの方々
の活躍も合わせてご紹介します。
と　き　3月18日㈪13時～24
日㈰12時（平日8時30分～17
時15分、土曜日10時～17時、
日曜日9時～12時）
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー
問合せ　佐佐木信綱顕彰会
（　･　059-374-3140）

と　き　4月3日㈬～5日㈮9時
～16時30分(5日は15時10
分まで)
ところ　市役所別館第3　2階
ものづくり産業支援センター
会議室
内　容　現場で役立つものづく
りの心得と基礎知識について
の講義、グループ活動など
定　員　24人(先着順)
参加料　無料
申込み　3月13日㈬までにもの
づくり産業支援センターへ

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　3月11日㈪から直接
水泳場窓口またはホームペ
ージで
◆親子アイシング教室
対　象　親子(小学3年生以
上は1人でも参加可)
と　き　3月25日㈪13時30
分～15時
ところ　水泳場　会議室
内　容　人気キャラクターを
作ります。　
講　師　向井ひとみさん
定　員　12組（先着順）
参加料　1組1,500円
◆はじめてみよう水泳
対　象　一般成人
と　き　4月15日・22日、5月20
日・27日、6月10日・24日(各月
曜)20時～21時
ところ　水泳場　25mプール
定　員　15人（先着順）
参加料　5,700円(全6回)
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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
訓練センターの窓口へお申し
込みください。

※教材費はテキスト改訂などによ
り価格が変更される場合があり
ます。

※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。
◆職長・安全衛生責任者教育
と　き　4月10日㈬・11日㈭
8時30分～17時
受講料　1万5,020円（教材費込）
申込み　3月12日㈫から受け付け
◆玉掛技能講習
と　き　学科：4月15日㈪・16
日㈫　実技：4月17日㈬・18
日㈭・19日㈮の間で1日を選
択8時40分～17時
受講料　1万2,420円（教材費
込）
申込み　3月14日㈭から受け付け
◆パソコン講座〈Office2016〉
　 初 心 者 の 方を対 象 に
Word、Excel、Power-
Pointの基本操作と各アプリ
ケーション間の連携について
学習します。
と　き　4月22日㈪～26日㈮
9時～12時
受講料　1万3,392円（教材費
込）
申込み　3月18日㈪から受け付け

ものづくり産業支援セン
ター「ベーシック研修」
産業政策課　382-7011　 384-0868

対　象　全3回の研修に参加
できる市内中小製造企業の
新規採用従業員、一般従業
員



ところ　青少年の森公園　第
2炊飯場（受付事務所集合）
定　員　男女各10人（応募者
多数の場合は抽選）

※6人に満たない場合は中止になり
ます。
参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※4月1日から50％、当日は100％
キャンセル料がかかります。
申込み　3月28日㈭までにみえ
出会いサポートセンター（　
355-1322　 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.
　ｄｅａｉ-ｍｉｅ.ｊｐ/）へ
　　　　　　　　　

桜の苗木植え
ボランティア募集

青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　3月20日㈬10時～12
時ごろ（少雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森園内
（受付事務所集合）
内　容　鈴鹿森林組合指導
のもと、園内に桜の苗木を植
えます。
定　員　20人程度
持ち物　軍手、動きやすい服
装（汚れてもよい服装）
申込み　電話またはファクスで
青少年の森へ

春の婚活
BBQパーティin鈴鹿2019

参加者募集
青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　25歳～35歳くらいの
独身男女
と　き　4月7日（日）10時～
14時（雨天決行）

◆スティラミックス
対　象　一般成人

と　き　4月16日、5月7日・21
日、6月4日・18日、7月2日(各
火曜)11時～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　青木さん
定　員　20人（先着順）
参加料　5,100円(全6回)
◆ママのためのベリーエクサ
サイズ
対　象　一般女性(お子さん連
れOK)
と　き　4月16日・23日、5月7
日・21日、6月4日・18日、7月2
日・16日(各火曜)14時10分
～15時
ところ　水泳場　スタジオ
講　師　山田久美子さん
定　員　20人（先着順）
参加料　6,800円(全8回)

電　話 電子メール ホームページファクス
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　本市には約8千人の外国人が生活されており、
各学校には外国籍の児童も多数在籍していま
す。こうしたことから、子どもたちにとって外国人が
身近な存在となっています。最初は見た目の違い
などからとまどうことはあっても、一緒に学校生活
を送る中で、外国のじゃんけんをして遊んだり、あ
いさつのしかたを教えあったりするなど、仲良く活
動する姿もあります。しかしその一方で、文化や習
慣の違いによって子どもたちがつながれないとい
う事実もあります。そこで、互いの違いを認め合
い、共に生きようとする子どもを育てていくために
は、人権教育が大切になってきます。
　学校の人権教育は、学校生活のあらゆる機会
を通じて行われています。これまでも、学級活動
や生活科・総合的な学習の時間などで、自分たち

の身のまわりにある差別や部落問題をはじめと
するさまざまな人権課題について考えてきまし
た。今年度から小学校で教科に位置づけられた
「道徳」の中でも、自尊感情を高める内容を扱っ
たり、いじめや差別について話し合ったりする活
動を取り入れています。また、歴史の出来事やゲ
ストティーチャーから学ぶなど、さまざまな工夫を
取り入れながら、子どもたち一人一人の人権意
識を高めています。
　柔軟な発想を持つ子どもだからこそ、違いや個
性をスムーズに受け入れやすい面もあります。学
校で人権教育を進めることは、「差別のない誰も
が住みよい社会の実現」につながっていきます。
その実現のために、今後もあらゆる機会を通じて
人権教育を進めていきます。

の3 月 納付
国民健康保険料…9期
【納期限は4月1日(月)です】

学校の人権学習
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp




