
　新年度当初予算が可決成立しましたので、お知らせします。　新年度当初予算が可決成立しましたので、お知らせします。

　4月に統一地方選挙が実施されることから、
現状の市民サービスを停滞・低下させないよ
うに配慮しながら、義務的・経常的に使われ
る経費と継続して実施している公共施設等
の建設事業費を中心とした骨格的予算とし
て編成しました。

[歳入]  法人市民税では企業収益の動向から
減収を見込んでいますが、個人市民税では納
税義務者数と個人所得の動向から増収を見込
んでおり、市税全体としては、平成30年度よりも
3億円程度の増収になると見込んでいます。
　そのほか、地方消費税交付金も前年度決算
見込み額と消費動向から2億円の増収を見込
んでおり、財政調整基金からの繰入金を除いた
一般財源全体としては、前年度を約3億7,000
万円上回っている状況です。
[歳出]  骨格的予算としたことで、道路整備事
業などのインフラ整備に係る経費が大幅な減額
となりますが、前年度から継続して実施している

老朽化した施設の改修や建替えに係る経費が
必要となるほか、子ども・子育て支援や介護に係
る経費、障がい者の自立支援に係る経費などの
社会保障に関する経費が引き続き高い水準で
推移するものと見込んでいます。

 「鈴鹿市総合計画２０２３」の前期基本計画の
最終年度となる平成31年度では、めざす将来
都市像である「みんなで創り　育み　成長し
　みんなに愛され選ばれるまち すずか」を実現
するため、計画に基づく取り組みについての検
証結果や進捗状況などを踏まえて予算を編成し
ました。また、政策的に実施する事業について
は、骨格的予算として編成する中でも、国や県と
協調した迅速な対応が求められる事業費などを
計上しました。
　予算の規模については、一般会計は総額
６３３億６，７００万円で前年度に比べて１億６，
８００万円、０．３％の減。全会計では、１，０６４億
５，２３２万７千円で前年度に比べて９億９，３９３万
３千円、０．９％の増となりました。

　平成30年度当初予算に比べて、0.3％の減となっています。
これは、平成31年度当初予算において、義務的・経常的な行政
経費と継続事業に係る投資的経費を中心とした骨格的予算と
して編成したことによるものです。

平成30年度  一般会計予算額

平成31年度  一般会計予算額

６３５億３,５００万円

６３３億６,７００万円

平成３１年度当初予算が決まりました平成３１年度当初予算が決まりました

一般会計 ６３３億６，７００万円一般会計 ６３３億６，７００万円
◆予算編成方針

◆当初予算の概要

◆財政状況

平成31年（2019年）
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 235,022

会　計　区　分

一　般　会　計

合　　計

水 道 事 業 会 計

国民健康保険事業

土地取得事業

住宅新築資金等貸付事業

介護保険事業

後期高齢者医療

平成31年度 増減額 増減率

1.0

115,072 0.6

0 0.0

▲ 235 ▲ 8.2

▲ 647 ▲ 1.2

120,832 3.1

687,380 9.6

239,531下水道事業会計 2.1

63,367,000

23,522,772

18,956,130

554,000

2,636

51,595

3,958,411

7,836,594

11,725,961

106,452,327

63,535,000

23,287,750

18,841,058

554,000

2,871

52,242

3,837,579

7,149,214

11,486,430

105,458,394

▲ 168,000 ▲ 0.3

平成30年度

【単位：千円・％】

▲は「減」を表します。

■会計別予算額

特　別　会　計

993,933 0.9

［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計［歳入］合計
633億6,700万円633億6,700万円

市税【45.4％】
287億6,374万5,000円

地方消費税交付金【5.5％】
35億円

国庫支出金【14.3％】
90億8,535万6,000円

県支出金【7.5％】
47億2,295万2,000円

繰入金【4.4％】
27億9,277万7,000円

諸収入【4.1％】
25億8,890万5,000円

市債【8.0％】
50億7,840万円

その他【5.9％】
37億3,486万5,000円

地方交付税【4.9％】
31億円

■市税
　平成30年度より2億8,449
万4千円増の287億6,374万5
千円を計上

■地方交付税
　普通交付税を27億円、特別
交付税を4億円計上

■市債
　臨時財政対策債の15億5,000
万円を含め、50億7,840万円を
計上

■繰入金
　財政調整基金（※1）から16億
5,000万円（前年度25億円）、地
方債減債基金（※2）から4億円（前
年度3億1,576万7千円）を計上

一般会計の歳入

※1 財政調整基金…地方公共団体における年度間の財源の不均衡を
調整するために設けられる基金のこと。

※ 構成については、歳入・歳出とも表示単位未満四捨五入のため、
　 積み上げと合計が不一致の場合があります。

※2 地方債減債基金…地方債の償還とその信用の維持のために設けら
れる基金のこと。公債費（地方公共団体が借り入れた地方債の元利
償還金と一時借入金利子の合計額）は、地方公共団体の歳入の減少
などに関係なく支出されなければならない義務的な経費であるため、
この償還を行うために資金を積み立てる目的で設置しています。

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、
株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交
付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、
地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、
分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産
収入、寄附金、繰越金

○「その他」に含まれる歳入

主な歳入
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　暮らし・仕事・子育てなど、
移住・定住に関するお問い合
わせや情報収集を容易に行
うことができる窓口機能を持
たせたポータルサイト「鈴鹿
市移住・定住ポータルサイト」
を開設しました。鈴鹿暮らし
の魅力も掲載していますので
ぜひご覧ください。
　開設に伴い、空き家バンク
の物件情報を市ホームペー
ジから当サイトに移設しまし
た。当サイト内でメルマガ登
録していただくと、物件最新
情報などを随時メールでお
届けしますので、ぜひ登録し
てください。
問合せ　鈴鹿市移住・定住
ポータルサイト（　http://
　www.city.suzuka.lg.jp/
　iju/）

　児童扶養手当は、離婚や
死亡などにより、父または母
と生計を同じくしていない児
童が育成される家庭の生活
の安定と自立を助け、児童
の福祉の増進を図ることを
目的に、父または母もしくは
養育者に手当を支給するも
のです。所得制限・支給要件

がありますので、詳しくは子
ども政策課へお問い合わせ
ください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいを有する児童は、
手続きにより20歳未満まで支
給延長があります。

支給額　全国消費者物価指
数変動のため2019年4月
分から改定されました。今
回改定後の手当額は、
2019年8月期払い（4～7
月分）に反映されます。
○児童一人の場合　全額支
給4万2,910円、一部支給
1万120円～4万2,900円
○2人目の加算額　全額支
給1万140円、一部支給
5,070円～1万130円
○3人目以降の一人あたり
加算額　全額支給6,080
円、一部支給3 ,040円～
6,070円

※金額は月額です。また所得に応
じて決まります。

　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
や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に販売

することを主な目的とするもの、
および市が主催または共催す
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
け付けます。

※要領・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。

※申請に際しては、事前にもの
づくり産業支援センターにご
相談ください。

対　象　スポーツ、文化、ボ
ランティアまたは地域活動
を行う4人以上の団体
補償期間　

○一般団体：加入日翌日～令
和2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
ターネット加入限定）
申込み
・加入依頼書：スポーツ課、
市内運動施設、地区市民
センターに備え付けの加
入依頼書に必要事項を記
入の上、指定銀行へ
・インターネット：「スポーツ
安全保険」「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　加入内容は、スポー
ツ安全協会三重県支部
（　372-8100）、事故・保
険内容は、東京海上日動東

海スポーツ安全保険コー
ナー（　0120-789-057）

　鈴鹿市の観光と地域経済
の振興を図るため、多くの観
光客や市民が参加し、市の
活性化につながる「市民祭」

を開催する団体に対し、その
経費の一部（最大2 0 0万
円）を補助します。詳しくは市
ホームページまたは地域資
源活用課にある「鈴鹿市市
民祭開催支援補助金交付
要領」、「鈴鹿市市民祭開催
支援補助金募集選定要領」
をご覧ください。
対象事業　平成31年4月1
日から令和2年3月31日ま
でに、市内で市民および市
民活動団体や企業など多
様な構成員によって組織
された観光イベント実行委
員会が開催する、または開
催したイベントで、観光誘
客の効果が高いもの
申込み　5月17日㈮までに、

「鈴鹿市市民祭開催支援
補助金交付要領」の申請
書（第1号様式）に必要事
項を記入の上、必要書類
を添えて、直接地域資源
活用課へ

「鈴鹿市移住・定住ポータル
サイト」開設

住宅政策課　382-7616　 382-8188

鈴鹿市商談会等
出展支援事業補助金
交付対象事業を募集

産業政策課　382-7011　 384-0868
児童扶養手当

子ども政策課　382-7661　 382-9054

スポーツ安全保険
スポーツ課　382-9029　 382-9071
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電　話 電子メール ホームページファクス

2019年度の国民健康保険料の納期と保険料の率など
保険年金課　 382-9290　 382-9455

がありますので、詳しくは子
ども政策課へお問い合わせ
ください。
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで）を養育して
いるひとり親家庭世帯など

※一定の障がいを有する児童は、
手続きにより20歳未満まで支
給延長があります。

支給額　全国消費者物価指
数変動のため2019年4月
分から改定されました。今
回改定後の手当額は、
2019年8月期払い（4～7
月分）に反映されます。
○児童一人の場合　全額支
給4万2,910円、一部支給
1万120円～4万2,900円
○2人目の加算額　全額支
給1万140円、一部支給
5,070円～1万130円
○3人目以降の一人あたり
加算額　全額支給6,080
円、一部支給3 ,040円～
6,070円

※金額は月額です。また所得に応
じて決まります。

　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
や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に販売

することを主な目的とするもの、
および市が主催または共催す
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
け付けます。

※要領・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。

※申請に際しては、事前にもの
づくり産業支援センターにご
相談ください。

対　象　スポーツ、文化、ボ
ランティアまたは地域活動
を行う4人以上の団体
補償期間　

○一般団体：加入日翌日～令
和2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
ターネット加入限定）
申込み
・加入依頼書：スポーツ課、
市内運動施設、地区市民
センターに備え付けの加
入依頼書に必要事項を記
入の上、指定銀行へ
・インターネット：「スポーツ
安全保険」「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　加入内容は、スポー
ツ安全協会三重県支部
（　372-8100）、事故・保
険内容は、東京海上日動東

海スポーツ安全保険コー
ナー（　0120-789-057）

　鈴鹿市の観光と地域経済
の振興を図るため、多くの観
光客や市民が参加し、市の
活性化につながる「市民祭」

を開催する団体に対し、その
経費の一部（最大2 0 0万
円）を補助します。詳しくは市
ホームページまたは地域資
源活用課にある「鈴鹿市市
民祭開催支援補助金交付
要領」、「鈴鹿市市民祭開催
支援補助金募集選定要領」
をご覧ください。
対象事業　平成31年4月1
日から令和2年3月31日ま
でに、市内で市民および市
民活動団体や企業など多
様な構成員によって組織
された観光イベント実行委
員会が開催する、または開
催したイベントで、観光誘
客の効果が高いもの
申込み　5月17日㈮までに、

「鈴鹿市市民祭開催支援
補助金交付要領」の申請
書（第1号様式）に必要事
項を記入の上、必要書類
を添えて、直接地域資源
活用課へ

市民祭開催支援補助金の
対象イベント募集

地域資源活用課
　382-9020　 382-0304

　2019年7月に賦課される国民健康保険料の納期と保険料の率などは次のとおりです。
保険料の額については、7月に送付される納付通知書でご確認ください。

※賦課される保険料は、医療保険分、高齢支援分、
介護保険分の合計です。

※所得割は表の率に加入者全員の基礎控除後の
総所得金額等の合算額をかけて算出します。

※医療保険分…被保険者の医療費などに使われる
ものです。

※高齢支援分…後期高齢者（75歳以上）の医療費
を支援するものです。

※介護保険分…介護保険第2号被保険者になる
40歳以上65歳未満の方に賦課されるものです。

保険料の率等

医療保険

所得割 7.60%
均等割 加入者１人につき29,400円
平等割 １世帯につき22,800円
賦課限度 61万円

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。 

介護保険

所得割 3.10%
均等割 加入者１人につき15,000円
平等割 １世帯につき7,800円
賦課限度 16万円

高齢支援

所得割 3.10%
均等割 加入者１人につき11,400円
平等割 １世帯につき8,400円
賦課限度 19万円

国民健康保険料
（普通徴収）

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

1期 (7／31)
2期 (9／2)
3期 (9／30)
4期 (10／31) 
5期 (12／2)
6期 (12／25)
7期 (1／31)
8期 (3／2)
9期 (3／31)
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対　象　次の全てに該当す
る方
○昭和20年4月3日から平成
元年4月2日生まれの方（平
成31年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
○平成30年度（平成30年4
月～平成31年3月末日）に
鈴鹿市国民健康保険に継
続して加入していて、その
期間の国民健康保険料の
滞納がない方
○平成31年4月1日におい
て、鈴鹿市国民健康保険
に加入していて、受診時も
継続して加入している方

と　き　7月1日㈪～11月30
日㈯　
ところ　市内の受託医療機関
検査内容　問診、身体計測、
理学的検査（身体診察）、
血圧、心電図、検尿、検便、
血液（腫瘍マーカー｛CEA、
AFP、男性：PSA、女性：
CA125｝を含む）、胸部レン
トゲン、胃検査（胃部レント
ゲンまたは胃カメラ）

※受診場所や検査項目内容など
詳しくは市ホームページをご
覧ください。

定　員　2,000人（応募者
多数の場合は抽選）
負担金　 8,500円
申込み　4月22日㈪から5月
13日㈪までに、直接保険年
金課か地区市民センター
へ。または件名「人間ドック
受診希望」、保険証の記号
番号、郵便番号、住所、氏名

（ふりがな）、生年月日、電話
番号を記入の上、はがき、
封書、ファクスまたは電子
　メールで、保険年金課
（〒513-8701神戸1-18-
　18）へ
※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送し
ます。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方は、人間ドックと
同時期に特定健康診査（申込み
は不要）を実施します。どちらか
を受診することができます。

　障がいがある方に対する
手当は、次のとおりです。詳し
くはご相談ください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

※手当月額は、毎年度見直され
ます。
◆障害児福祉手当
対　象　20歳未満で重度の
障がいの状態にあり、日常
生活において常時特別の
介護を必要とする在宅の方
障がいの程度　身体障害者
手帳1級、療育手帳A1（最
重度）、精神障害者保健福
祉手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安
です。原則手当用診断書（障が
い別）で判定します。

※所得制限があります。特定の施
設に入所中の方や、障がいを
支給事由とする年金などを受
給している方は対象外です。

手当額　月1万4,790円
◆特別障害者手当
対　象　20歳以上で著しく重

度の障がいの状態にあり、日
常生活において常時特別の
介護を必要とする在宅の方
障がいの程度　身体障害者
手帳1級程度、療育手帳
A1（最重度）程度、精神障
害者保健福祉手帳1級程
度の障がいが重複してい
る方、または重複障がいと
同等の障がいのある方

※手帳の等級はあくまでも目安
です。原則、手当用診断書（障
がい別）で判定します。

※所得制限があります。また、特
定の施設に入所中の方や、病
院等に3カ月を超えて継続入
院をしている方は対象外です。

手当額　月2万7,200円
◆特別児童扶養手当
対　象　障がいを支給事由
とする公的年金を受け取る
ことができない20歳未満
の児童を養育している方
障がいの程度　身体障害者
手帳1～3級・4級の一部、療
育手帳A1（最重度）・A2（重
度）・B1（中度）・B2（軽度）の
一部、精神障害者保健福祉
手帳1・2級の一部

※所得制限があります。また、特定
の施設に入所中の児童や、障が
いを支給事由とする年金等を受
給している児童は対象外です。
児童もしくは養育者が国外に居
住している場合も対象外です。

手当額　1級月5万2 , 2 0 0
円、2級月3万4 , 7 7 0円
（児童1人あたり）

雇用期間　雇用した日（5月
中旬予定）～令和2年3月
25日㈬

勤務場所　市内小中学校
業務内容　

支援員：通常学級に在籍する
支援児童生徒のサポート
介助員：特別支援学級におい
て支援を必要とする児童
生徒の介助
雇用条件　時給は900円で、
勤務時間は一日（8時～17
時）の内、5時間45分以内
です。交通費は直線距離
が2km以上の場合、100
円支給します。
申込み　市販の履歴書（写真
貼付）に記入の上、印鑑を
持参し直接学校教育課へ

※来庁前に連絡をしてください。
※勤務条件・経験などを考慮し雇
用します。

　大型連休中は、前日も含め、
津なぎさまちの全ての駐車場
が満車になることが想定されま
す。津なぎさまちへは、公共交
通機関でお越しください。
問合せ　津市交通政策課
　（　059-229-3180　059-
　229-3336　http://www.
　nagisa.city.tsu.mie.jp/）

　緑の募金は、おいしい水や
きれいな空気、地球温暖化の
防止など、多くの恵みを与え
てくれる森林づくりのための、
植樹や育樹の支援などに役
立てられています。将来の世
代に豊かな地球環境を残せ
るよう、（公社）三重県緑化推
進協会と連携して緑の募金
活動を実施しますので、皆さ

んのご協力をお願いします。
募金方法　5月31日㈮まで農
林水産課、各地区市民セン
ターに募金箱を設置します。

※払込取扱票を添付したリーフ
レットも置いてありますので、
そちらもご利用ください。

◆休日窓口
と　き　4月28日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　4月25日㈭・26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。

　労働基準法が改正され、4月
から使用者(雇用主)は、法定の
年次有給休暇日数が10日以上
の全ての労働者に対し、毎年5
日間、年次有給休暇を確実に
取得させることが必要となりま
した。詳しくは厚生労働省ホー
ムページの「年5日の年次有給
休暇の確実な取得　わかりや
すい解説」や「年次有給休暇
取得促進特設サイト」をご覧く
ださい。なお、時間単位の年次
有給休暇の取得分について
は、確実な取得が必要な5日間
から差し引くことはできません。
問合せ　津労働基準監督署
（　059-227-1282）

入場料　無料
◆弾き語りコンサート
と　き　5月5日㈰11時から、
14時30分から
演奏者　青井カズノリさん
◆オカリナコンサート
と　き　5月12日㈰10時30
分から、13時30分から
演奏者　ピア・ドル（樋口尚美
さん、大道奈緒美さんほか）

と　き　5月4日㈯～6日（月・
振休）9時～16時（最終日は
15時まで）

ところ　伝統産業会館 研修
室（寺家3-10-1）
入場料　無料
内　容　有名な浮世絵師作
の役者絵巻と、そこに登場
する文様にまつわる型紙と
関連する着物を展示
主　催　NPO法人歴史と文
化のある匠の見える里の会
（　https://www.face
　book.com/TAKUMIN
　OMIERUSATO/）
問合せ　事務局　後藤泰成
（　386-0046）

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者を募集
保険年金課　382-9401　 382-9455
 　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

障害児福祉手当・
特別障害者手当・
特別児童扶養手当

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

小中学校の
支援員・介助員を募集
学校教育課　382-7618　 382-9054
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電　話 電子メール ホームページファクス

（ふりがな）、生年月日、電話
番号を記入の上、はがき、
封書、ファクスまたは電子
　メールで、保険年金課
（〒513-8701神戸1-18-
　18）へ
※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送し
ます。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方は、人間ドックと
同時期に特定健康診査（申込み
は不要）を実施します。どちらか
を受診することができます。

　障がいがある方に対する
手当は、次のとおりです。詳し
くはご相談ください。
※既に受給認定されている方は
申請不要です。

※手当月額は、毎年度見直され
ます。
◆障害児福祉手当
対　象　20歳未満で重度の
障がいの状態にあり、日常
生活において常時特別の
介護を必要とする在宅の方
障がいの程度　身体障害者
手帳1級、療育手帳A1（最
重度）、精神障害者保健福
祉手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安
です。原則手当用診断書（障が
い別）で判定します。

※所得制限があります。特定の施
設に入所中の方や、障がいを
支給事由とする年金などを受
給している方は対象外です。

手当額　月1万4,790円
◆特別障害者手当
対　象　20歳以上で著しく重

度の障がいの状態にあり、日
常生活において常時特別の
介護を必要とする在宅の方
障がいの程度　身体障害者
手帳1級程度、療育手帳
A1（最重度）程度、精神障
害者保健福祉手帳1級程
度の障がいが重複してい
る方、または重複障がいと
同等の障がいのある方

※手帳の等級はあくまでも目安
です。原則、手当用診断書（障
がい別）で判定します。

※所得制限があります。また、特
定の施設に入所中の方や、病
院等に3カ月を超えて継続入
院をしている方は対象外です。

手当額　月2万7,200円
◆特別児童扶養手当
対　象　障がいを支給事由
とする公的年金を受け取る
ことができない20歳未満
の児童を養育している方
障がいの程度　身体障害者
手帳1～3級・4級の一部、療
育手帳A1（最重度）・A2（重
度）・B1（中度）・B2（軽度）の
一部、精神障害者保健福祉
手帳1・2級の一部

※所得制限があります。また、特定
の施設に入所中の児童や、障が
いを支給事由とする年金等を受
給している児童は対象外です。
児童もしくは養育者が国外に居
住している場合も対象外です。

手当額　1級月5万2 , 2 0 0
円、2級月3万4 , 7 7 0円
（児童1人あたり）

雇用期間　雇用した日（5月
中旬予定）～令和2年3月
25日㈬

勤務場所　市内小中学校
業務内容　

支援員：通常学級に在籍する
支援児童生徒のサポート
介助員：特別支援学級におい
て支援を必要とする児童
生徒の介助
雇用条件　時給は900円で、
勤務時間は一日（8時～17
時）の内、5時間45分以内
です。交通費は直線距離
が2km以上の場合、100
円支給します。
申込み　市販の履歴書（写真
貼付）に記入の上、印鑑を
持参し直接学校教育課へ

※来庁前に連絡をしてください。
※勤務条件・経験などを考慮し雇
用します。

　大型連休中は、前日も含め、
津なぎさまちの全ての駐車場
が満車になることが想定されま
す。津なぎさまちへは、公共交
通機関でお越しください。
問合せ　津市交通政策課
　（　059-229-3180　059-
　229-3336　http://www.
　nagisa.city.tsu.mie.jp/）

　緑の募金は、おいしい水や
きれいな空気、地球温暖化の
防止など、多くの恵みを与え
てくれる森林づくりのための、
植樹や育樹の支援などに役
立てられています。将来の世
代に豊かな地球環境を残せ
るよう、（公社）三重県緑化推
進協会と連携して緑の募金
活動を実施しますので、皆さ

んのご協力をお願いします。
募金方法　5月31日㈮まで農
林水産課、各地区市民セン
ターに募金箱を設置します。

※払込取扱票を添付したリーフ
レットも置いてありますので、
そちらもご利用ください。

◆休日窓口
と　き　4月28日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　4月25日㈭・26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。

　労働基準法が改正され、4月
から使用者(雇用主)は、法定の
年次有給休暇日数が10日以上
の全ての労働者に対し、毎年5
日間、年次有給休暇を確実に
取得させることが必要となりま
した。詳しくは厚生労働省ホー
ムページの「年5日の年次有給
休暇の確実な取得　わかりや
すい解説」や「年次有給休暇
取得促進特設サイト」をご覧く
ださい。なお、時間単位の年次
有給休暇の取得分について
は、確実な取得が必要な5日間
から差し引くことはできません。
問合せ　津労働基準監督署
（　059-227-1282）

入場料　無料
◆弾き語りコンサート
と　き　5月5日㈰11時から、
14時30分から
演奏者　青井カズノリさん
◆オカリナコンサート
と　き　5月12日㈰10時30
分から、13時30分から
演奏者　ピア・ドル（樋口尚美
さん、大道奈緒美さんほか）

と　き　5月4日㈯～6日（月・
振休）9時～16時（最終日は
15時まで）

ところ　伝統産業会館 研修
室（寺家3-10-1）
入場料　無料
内　容　有名な浮世絵師作
の役者絵巻と、そこに登場
する文様にまつわる型紙と
関連する着物を展示
主　催　NPO法人歴史と文
化のある匠の見える里の会
（　https://www.face
　book.com/TAKUMIN
　OMIERUSATO/）
問合せ　事務局　後藤泰成
（　386-0046）

津なぎさまちを
ご利用予定の皆さんへ
都市計画課　382-9024　 384-3938

緑の募金にご協力を
農林水産課　382-9017　 382-7610

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

計画的に年次有給休暇取得を
産業政策課　382-8698　 382-0304

催 し 物

考古博物館コンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

浮世絵にみる伊勢型紙展
～江戸のおしゃれ事情～

地域資源活用課
　 382-9016　 382-0304
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※「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。

　大型連休に日替わりで体
験講座を開催します。人気の
勾玉作りは限定色のピンクも
登場します。
と　き　4月2 7日㈯～5月
6日（月・振休）

ところ　考古博物館　
内　容　
○期間中毎日開催
・勾玉作り体験（300円）
・土笛作り体験（200円）
申込み　9時～10時、13時～
14時（随時受付）
・火おこし体験（150円）
申込み　10時～11時30分、14
時～15時30分（随時受付）
○日替わり体験講座（開始
時間）
　4月27日：あかねの草木染め
（500円）9時30分から、13
時30分から（各回先着10
人・小雨決行）
　4月28日：折り紙体験（100
円）10時から、13時30分か
ら（随時受付）
　4月29日：くちなしの草木染
め（500円）9時30分から、
13時30分から（各回先着10
人・小雨決行）
　4月30日：ネイチャーゲームと
ネイチャークラフト（300円）

9時30分～、13時30分～
（各回先着30人）
　5月1日：アート体験（500
円）9時30分から、13時
30分～（随時受付）
　5月2日：博物館キーホルダー
（200円）9時30分から、13
時30分から（随時受付）
　5月3日：竹細工遊び（100
円）9時30分から、13時
30分から（随時受付）
　5月4日：角かご作り（500円）
9時30分から、13時30分
から（各回先着10人）　　
5月6日：弓矢体験（100円） 
9時30分から、13時30分か
ら（随時受付・雨天中止）
申込み　講座開始30分前から
※日替わり体験の受付・実施時間は、
日によって違うのでご注意ください。

※5月5日はコンサート開催のた
め日替わり体験はありません
（毎日開催の体験はあります。）
※日替わり体験の随時受付の講
座は、座席数に限りがあります。

※小学校低学年以下のお子様は保
護者の方と一緒にご参加ください。

※詳しくは、チラシや考古博物館
ホームページをご覧ください。

　昨年11月10・11日に開催さ
れた、白子まちかど博物館運
営委員会「第10回匠の里フォ
トコンテスト」の入賞・入選作品
15点と、過去の第1～9回入賞
作品44点の展示をします。
と　き　5月7日㈫～13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
ところ　市役所 1階市民
ギャラリー

と　き　4月27日㈯17時～
19時30分ごろ

ところ　イオンモール鈴鹿　
西大駐車場（庄野羽山4-
　1-2）
内　容　熱気球の係留飛行
（搭乗体験）

定　員　150人程度(先着順)
料　金　中学生以上1,000
円、小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料（要保護者同乗）

※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。

主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すず
か熱気球市民クラブ
申込み　当日16時30分から
会場内設置テントで整理
券を配布します。
当日の問合せ
　　090-6468-2012（16時
30分～19時30分）

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・4水曜日 
各日13時～17時

ところ　市役所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））

 

　日本赤十字社三重県支部
では、赤十字の理念と使命に
基づき、災害や不慮の事故、
急病に際しての応急手当や健
康で安全な生活を送るため
に、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
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
◆水上安全法短期講習
と　き　6月2日㈰10時～12時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿
受講料　100円
◆水上安全法救助員養成講習Ⅰ
と　き　6月29日㈯・30日
㈰、7月6日㈯・7日㈰9時～
17時(全4日)

ところ　県消防学校
受講料　2,200円

　「海のみえる岸岡山緑地」
と「鈴鹿川河川緑地」には、
バーベキューのできる施設が
あります。豊かな自然の中で、
ご家族や気の合う仲間と
バーベキューしませんか。
申込み
○海のみえる岸岡山緑地　
使用希望日の前日まで（当
日申込不可）に、玉垣地区
市民センター（北玉垣町
980　382-0130　平日
8時30分から17時15分ま
で）へ
○鈴鹿川河川緑地　
　個人：予約不要 団体：使用
料がかかる場合がありま
す。詳しくは鈴鹿市河川防
災センター（庄野町981-1
　370-8099　平日8時
30分から17時まで）へ

催 し 物 「匠の里フォトコンテスト」
入賞・入選作品展示

地域資源活用課
　382-9020　 382-0304

バルーンキャラバンin
イオンモール鈴鹿

地域資源活用課
　382-9020　 382-0304

大型連休は考古博物館へ
考古博物館　 374-1994　 374-0986

グランプリ「伝統に触れる」　岡田智子さん
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告

広

料

有

※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

9時30分～、13時30分～
（各回先着30人）
　5月1日：アート体験（500
円）9時30分から、13時
30分～（随時受付）
　5月2日：博物館キーホルダー
（200円）9時30分から、13
時30分から（随時受付）
　5月3日：竹細工遊び（100
円）9時30分から、13時
30分から（随時受付）
　5月4日：角かご作り（500円）
9時30分から、13時30分
から（各回先着10人）　　
5月6日：弓矢体験（100円） 
9時30分から、13時30分か
ら（随時受付・雨天中止）
申込み　講座開始30分前から
※日替わり体験の受付・実施時間は、
日によって違うのでご注意ください。

※5月5日はコンサート開催のた
め日替わり体験はありません
（毎日開催の体験はあります。）
※日替わり体験の随時受付の講
座は、座席数に限りがあります。

※小学校低学年以下のお子様は保
護者の方と一緒にご参加ください。

※詳しくは、チラシや考古博物館
ホームページをご覧ください。

　昨年11月10・11日に開催さ
れた、白子まちかど博物館運
営委員会「第10回匠の里フォ
トコンテスト」の入賞・入選作品
15点と、過去の第1～9回入賞
作品44点の展示をします。
と　き　5月7日㈫～13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
ところ　市役所 1階市民
ギャラリー

と　き　4月27日㈯17時～
19時30分ごろ

ところ　イオンモール鈴鹿　
西大駐車場（庄野羽山4-
　1-2）
内　容　熱気球の係留飛行
（搭乗体験）

定　員　150人程度(先着順)
料　金　中学生以上1,000
円、小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料（要保護者同乗）

※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。

主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すず
か熱気球市民クラブ
申込み　当日16時30分から
会場内設置テントで整理
券を配布します。
当日の問合せ
　　090-6468-2012（16時
30分～19時30分）

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・4水曜日 
各日13時～17時

ところ　市役所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））

 

　日本赤十字社三重県支部
では、赤十字の理念と使命に
基づき、災害や不慮の事故、
急病に際しての応急手当や健
康で安全な生活を送るため
に、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
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

◆水上安全法短期講習
と　き　6月2日㈰10時～12時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿
受講料　100円
◆水上安全法救助員養成講習Ⅰ
と　き　6月29日㈯・30日
㈰、7月6日㈯・7日㈰9時～
17時(全4日)

ところ　県消防学校
受講料　2,200円

　「海のみえる岸岡山緑地」
と「鈴鹿川河川緑地」には、
バーベキューのできる施設が
あります。豊かな自然の中で、
ご家族や気の合う仲間と
バーベキューしませんか。
申込み
○海のみえる岸岡山緑地　
使用希望日の前日まで（当
日申込不可）に、玉垣地区
市民センター（北玉垣町
980　382-0130　平日
8時30分から17時15分ま
で）へ
○鈴鹿川河川緑地　
　個人：予約不要 団体：使用
料がかかる場合がありま
す。詳しくは鈴鹿市河川防
災センター（庄野町981-1
　370-8099　平日8時
30分から17時まで）へ

赤十字講習会
健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課　 382-8698　 382-0304

バーベキュー施設を
利用しよう
市街地整備課

　382-9025　 382-7615
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と　き　5月1 8日㈯9時～
10時30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南、千代
崎海水浴場、原永第二集
会所前、愛宕小学校（出
発地）

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は
準備します。

主　催　若松地域づくり協議
会、愛宕地域づくり協議会
設立準備委員会

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　希望講座名、参加者
氏名（フリガナ）、性別、生年
月日、郵便番号・住所、日中
の連絡先、電子メールアドレ
スを記入の上、郵送・電子
メール・ファクスまたは直接、
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
◆親子でイングリッシュ
（前期）
と　き　5月11日㈯、18日
㈯、25日㈯、6月8日㈯、
15日㈯、29日㈯、7月6日
㈯、13日㈯、20日㈯、27
日㈯9時30分～10時20
分（0歳～3歳クラス）、10
時30分～11時20分（3歳
～5歳クラス）

内　容　ネイティブによる乳
幼児とパパ・ママのための
楽しい英語教室
講　師　デイヴィッド・エィガ
ン先生
受講料　全10講座
　1万2,000円
定　員　各15組
◆英会話講座（前期）
対　象　

初級クラス：久しぶりに英語
に触れ、一から楽しく勉強
したい方
中級クラス：日常会話からも
う少し発展させたい方
と　き　5月11日㈯、18日
㈯、25日㈯、6月8日㈯、15
日㈯、29日㈯、7月13日
㈯、20日㈯、27日㈯、8月3
日㈯10時30分～12時（初
級クラス）、12時45分～
14時15分（中級クラス）
講　師　黒崎純子先生
受講料　全10講座 
　2万円（別途テキスト代）
定　員　各10人
◆シニアのための音楽療法
対　象　65歳以上
と　き　5月18日㈯、7月6
日㈯、10月5日㈯、12月
14日㈯10時～11時15分
内　容　音楽で健康づくり～
脳の活性化で認知症予防
に取り組みましょう！～
講　師　鵜飼久美子先生
受講料　1回　500円
定　員　各30人

対　象　未就園児と保護者
と　き　5月20日㈪～7月22
日㈪、10月14日㈪～12月
16日㈪毎週月曜10時～
12時

※リトミック開催日は無料開放
なし

ところ　鈴鹿大学 プレイ
ルーム
内　容　保育者たまごのおに
いさん・おねえさんと一緒
に遊ぼう
参加料　無料
◆親子でリトミック
と　き　5月13日㈪、6月10
日㈪、7月8日㈪、10月7日
㈪、11月18日㈪10時15
分～11時
参加料　1組500円
定　員　1回15組
申込み　各回の1ヶ月前か
ら。詳細は鈴鹿大学ホー
ムページで。
問合せ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
　短期大学部（　372-39
　00　372-3903　hiro
　ba@suzuka- jc .ac . jp
　　ht tp : / /www.suzu
　ka- j c .ac . jp )

と　き　5月28日㈫13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）
内　容　裁判員裁判法廷や
検察庁の取調室などの見
学、裁判官・検察官・弁護
士などによる刑事手続に
関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月10日㈮まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ
○往信宛名面
　〒514 - 8 5 1 2津市中央
3-12　津地方検察庁検
察広報官
○往信文面 「裁判所・検察
庁・弁護士会　共同見学
会」参加希望、代表者氏
名（ふりがな）、代表者住
所・電話番号、同行者（2
人まで）氏名（ふりがな）、
本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面　抽選結果
送付先の郵便番号、住
所、氏名
○返信文面　何も記載しな
いでください
問合せ　津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日
を除く9時～17時　059-
　228-4165）

対　象　身長145cm以上の
アーチェリーに興味のある方

と　き　5月19日㈰、6月16日
㈰、7月28日㈰、8月4日㈰、
9月22日㈰10時～12時

ところ　三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会からの公認指導員
定　員　各10人(先着順)
参加料　1回500円
申込み・問合せ　電子メール
で三重県アーチェリー協会
事務局(森下拓郎　taku
　maru.archery@gmail.
　com)へ
※体験中に生じた事故への補償
は、主催者が加入する保険の
範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与いたし
ます。

※運動のできる服装でご参加く
ださい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

対　象　ハローワークへ求
職申し込みをした再就職
希望者

訓練期間　6カ月
内　容　

・溶接技術科：各種溶接の
技術のほか、フォークリフ
ト運転技能を学ぶ
・住宅リフォーム技術科：木
造住宅の施工、プランニ
ング、建築CAD図面の
作成などを学ぶ
・電気施工技術科（企業実
習付コース）：電気工事・
エアコン取付などを学ぶ
受講料　無料
申込み・問合せ　ポリテクセ
ンター三重（四日市市西
日野町4691　320-26
　45　h t t p : / /www3 .
　jeed.or. jp/mie/poly/
　kyushoku/ i ndex . h t
　ml）へ
※受講希望者は5月9日㈭まで
の職業訓練ガイダンス（毎週
木曜午前実施）に必ず参加し
てください。

※追加募集についてはホーム
ページに掲載します。

※訓練期間中、託児サービス(無
料)が利用できます。事前に相
談してください。

催 し 物 あそび広場 すずちゃん
総合政策課　 382-9038　 382-9040

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期
大学部公開講座

総合政策課 　382-9038　 382-9040

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

市民対話課 　382-9004　 382-7660

若松海岸清掃ボランティア
若松地区市民センター
　 385-0200　 385-4752
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内　容　ネイティブによる乳
幼児とパパ・ママのための
楽しい英語教室
講　師　デイヴィッド・エィガ
ン先生
受講料　全10講座
　1万2,000円
定　員　各15組
◆英会話講座（前期）
対　象　

初級クラス：久しぶりに英語
に触れ、一から楽しく勉強
したい方
中級クラス：日常会話からも
う少し発展させたい方
と　き　5月11日㈯、18日
㈯、25日㈯、6月8日㈯、15
日㈯、29日㈯、7月13日
㈯、20日㈯、27日㈯、8月3
日㈯10時30分～12時（初
級クラス）、12時45分～
14時15分（中級クラス）
講　師　黒崎純子先生
受講料　全10講座 
　2万円（別途テキスト代）
定　員　各10人
◆シニアのための音楽療法
対　象　65歳以上
と　き　5月18日㈯、7月6
日㈯、10月5日㈯、12月
14日㈯10時～11時15分
内　容　音楽で健康づくり～
脳の活性化で認知症予防
に取り組みましょう！～
講　師　鵜飼久美子先生
受講料　1回　500円
定　員　各30人

対　象　未就園児と保護者
と　き　5月20日㈪～7月22
日㈪、10月14日㈪～12月
16日㈪毎週月曜10時～
12時

※リトミック開催日は無料開放
なし

ところ　鈴鹿大学 プレイ
ルーム
内　容　保育者たまごのおに
いさん・おねえさんと一緒
に遊ぼう
参加料　無料
◆親子でリトミック
と　き　5月13日㈪、6月10
日㈪、7月8日㈪、10月7日
㈪、11月18日㈪10時15
分～11時
参加料　1組500円
定　員　1回15組
申込み　各回の1ヶ月前か
ら。詳細は鈴鹿大学ホー
ムページで。
問合せ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
　短期大学部（　372-39
　00　372-3903　hiro
　ba@suzuka- jc .ac . jp
　　ht tp : / /www.suzu
　ka- j c .ac . jp )

と　き　5月28日㈫13時30
分～16時30分（集合13時
15分）

ところ　津地方検察庁（津
市中央3-12）
内　容　裁判員裁判法廷や
検察庁の取調室などの見
学、裁判官・検察官・弁護
士などによる刑事手続に
関する説明
定　員　30人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　5月10日㈮まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、津地方
検察庁検察広報官へ
○往信宛名面
　〒514 - 8 5 1 2津市中央
3-12　津地方検察庁検
察広報官
○往信文面 「裁判所・検察
庁・弁護士会　共同見学
会」参加希望、代表者氏
名（ふりがな）、代表者住
所・電話番号、同行者（2
人まで）氏名（ふりがな）、
本行事を知ったきっかけ
○返信宛名面　抽選結果
送付先の郵便番号、住
所、氏名
○返信文面　何も記載しな
いでください
問合せ　津地方検察庁検察
広報官（土・日曜日、祝日
を除く9時～17時　059-
　228-4165）

対　象　身長145cm以上の
アーチェリーに興味のある方

と　き　5月19日㈰、6月16日
㈰、7月28日㈰、8月4日㈰、
9月22日㈰10時～12時

ところ　三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　多目的広場
内　容　基本的技能の習得
講　師　三重県アーチェリー
協会からの公認指導員
定　員　各10人(先着順)
参加料　1回500円
申込み・問合せ　電子メール
で三重県アーチェリー協会
事務局(森下拓郎　taku
　maru.archery@gmail.
　com)へ
※体験中に生じた事故への補償
は、主催者が加入する保険の
範囲内に限ります。

※弓具は初心者用を貸与いたし
ます。

※運動のできる服装でご参加く
ださい。

※雨天時は、中止または延期し
ます。

対　象　ハローワークへ求
職申し込みをした再就職
希望者

訓練期間　6カ月
内　容　

・溶接技術科：各種溶接の
技術のほか、フォークリフ
ト運転技能を学ぶ
・住宅リフォーム技術科：木
造住宅の施工、プランニ
ング、建築CAD図面の
作成などを学ぶ
・電気施工技術科（企業実
習付コース）：電気工事・
エアコン取付などを学ぶ
受講料　無料
申込み・問合せ　ポリテクセ
ンター三重（四日市市西
日野町4691　320-26
　45　h t t p : / /www3 .
　jeed.or. jp/mie/poly/
　kyushoku/ i ndex . h t
　ml）へ
※受講希望者は5月9日㈭まで
の職業訓練ガイダンス（毎週
木曜午前実施）に必ず参加し
てください。

※追加募集についてはホーム
ページに掲載します。

※訓練期間中、託児サービス(無
料)が利用できます。事前に相
談してください。

アーチェリー教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511　 372-2260

ポリテクセンター三重　
6月開講職業訓練
受講者募集

産業政策課 　382-8698　 382-0304
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　65歳以上の方が参加できる介護予防教室（毎週・毎月・健康ひろば）を開催しています。
「介護」を必要としない健康で元気な暮らしを送るために、「予防」を取り入れましょう。
対　象　鈴鹿市民で65歳以上の方と、その方を支援する方　
参加料　無料（材料費等一部有料のものもあります）
申込み・問合せ　各事業所へ（満席・キャンセル待ちの場合あり。）
※内容などは変更になる場合があります。　
※原則定員は先着順で、事前申込みが必要です。
※生活機能が低下されている方は､一部教室において送迎を利用して
　いただけます。

介護予防教室
長寿社会課  　382-9886  　382-7607　　健康づくり課  　327-5030  　382-4187　　

1 23人 ×

×

・エクササイズ
・ストレッチ
・筋力アップトレーニング
・タスクステップ

主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）
毎週水・金曜日
10時30分から
毎週金曜日
13時30分から

株式会社アクトス
　0572-21-2292
※受付期間
　9/17～9/27（抽選）

アクトスWill_G鈴鹿
（庄野羽山四丁目20-4）

2 30人
①音楽会（音楽に合わせた
唱歌、各種体操）

②運動クラブ（リハビリマシ
ンによる機能訓練など）

毎週火曜日
14時から

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
　374-4660
※内容①、②を当日選択

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
（深溝町2956）

3 15人

30人

問合せ
（国府地区周辺）

問合せ
（深溝町周辺）

問合せ
（飯野地 区周辺）

問合せ
（柳地 区周辺）

・スクエアステップ
・コグニサイズ
・マシントレーニング
・だんだんダンス

毎週木曜日
13時30分から

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
　389-6071

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
（国府町4670-1）

かなしょうず園
　383-09554

・健康体操
・口腔ケアの指導
・コグニサイズ
・栄養管理調理

第1～4金曜日
13時30分から

かなしょうず園
（地子町814-30）

20人

20人

5

・運動器機能向上訓練
・コグニサイズ
・筋力強化
・マシントレーニング

毎週月・水･金曜日
13時から

玉垣あんしん館
　384-8805

通所介護事業所
フレンドクラブ
（柳町1519-3）

第1～4
月･水･土曜日
14時15分から

玉垣あんしん館
（南玉垣町5520）6 15人

・ストレッチ
・筋力向上運動
・音楽療法
・ヨガ

通所介護事業所
フレンドクラブ
　383-3838

7

①25
 　人
②15
　 人

①問合せ
②×

・ストレッチ
・スポーツウェルネス吹矢
・筋肉トレーニング
・柔軟体操

アクティすずか
文化センター
　388-1500

アクティすずか
文化センター
（江島本町30-1）

8

9
・しっかり貯筋体操
・デュアルエクササイズ
・コグニサイズ
・合唱

①毎週火曜日13
　時から
②毎月第3火曜日
　10時から

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
　387-6889
②は事前申込不要

①伊勢マリンホームデイサ ー
　ビスセンター（南若松町1）
②イオン白子店  3階
（白子駅前9-20）

×

×

×

50人
・３Ｂ体操
・リトミック
・スクエアステップ
・栄養改善実習

毎週火曜日
10時から

毎週木曜日
13時10分から

ＮＰＯ法人きずな
　386-0013
※事前申込不要

江島六丁目集会所
（東江島町18-23）

20人10
・グループワーク
・音楽体操
・口腔体操
・脳トレーニング

毎週金曜日
13時30分から

第一興商三重支店
　354-3021

京田集会所
（東磯山四丁目4-19）

問合せ20人11
・太極拳指導
・栄養教室
・体操指導
・脳トレーニング

第1～4金曜日
13時15分から

在宅介護支援センター
ルーエハイム
　372-3811

在宅介護支援センター
ルーエハイム
（長法寺町763）

〈毎週介護予防教室〉
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〈保健センターで行う介護予防教室「健康ひろば」〉
※詳しい日程や内容は、毎月広報20日号の健康館や6月5日号同時配布冊子「がん検診と保健事業のご案内」
をご覧ください。

※日常生活圏域と行政区
鈴鹿西部圏域：庄野、加佐登、牧田、石薬師、井田川、久間田、椿、深伊沢、鈴峰、庄内
鈴鹿北部圏域：飯野①（注1）、河曲、一ノ宮、箕田、玉垣①（注2）、神戸
鈴鹿中部圏域：国府、飯野②（注3）、玉垣②（注4）、若松②（注5）
鈴鹿南部圏域：白子、稲生、若松①（注6）、栄、天名、合川
（注1）飯野①…西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目　（注4）玉垣②…玉垣①以外
（注2）玉垣①…矢橋町、矢橋一～三丁目　　　　　　　（注5）若松②…若松①以外
（注3）飯野②…飯野①以外   　　　　　　　　 　　  （注6）若松①…南若松町　

1

主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

1 20人 ×

×

×

・音楽療法
・体操（転倒予防、認知
症予防）

14時から
※詳細は問合せ

パークヒルズ高塚
　375-5525

①加佐登会館
（加佐登三丁目14-3）
②加佐登公民館
（高塚町1068-1）

2 問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

・スクエアステップ
・体操
・調理実習

※詳細は問合せ

※詳細は問合せ

鈴鹿農業協同組合
生活福祉課
　384-1123

①鈴鹿さつき温泉
（津賀町850-2）
②ＪＡ鈴鹿各支店

主な内容ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

30人
程度 ×

・筋力向上運動
・栄養改善実習
・口腔機能向上
・スクエアステップ
・体力測定

7月～2月で
毎月1回程度
10時から

鈴鹿市保健センター
（西条五丁目118-3）

健康づくり課　
成人保健グループ
　327-5030

3 30人

20人

・体操
・運動療法
・音楽療法
・調理実習

毎月第３日曜日
10時から

デイサービスセンター
うの花
　373-1000

鈴鹿けやき苑
（石薬師町452-68）

鈴鹿けやき苑
　373-2223

4
・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話

①毎月第3水曜日
　13時15分から
②偶数月第4火曜日
14時から

①デイサービスセンターうの花
（石薬師町1096）
②久間田公民館
（下大久保町797-1）

15人
問合せ

（椿・深伊沢・鈴峰・
　庄内地区周辺）

問合せ
（若松・箕田・長太・
玉垣地区周辺）

5
・運動
・ストレッチ
・手遊び
・脳トレ

①毎月第2･第4水曜
日13時30分から

②詳細は問合せ

デイサービスセンター
ルーエハイム椿
　371-3211

①小岐須公民館
（小岐須町483-3）
②椿公民館
（山本町747-2）

メディカルステイ鈴鹿の華
（高岡町2686）6 15人

・スクエアステップ
・体操
・講義(認知症、口腔ケア)
・音楽療法

毎月第3火曜日
13時から
※詳細は問合せ

メディカルステイ鈴鹿の華
　384-8739

7
・運動
・講話
・脳トレ

問合せ8 ①音楽療法
②うたごえ喫茶

ＮＰＯ法人
みんなＤｅうきうき歌謡団
　090-7048-8120

箕田公民館など
（中箕田町1131-1）

10時から
※詳細は問合せ

グループホームくすのき園
　385-3100

グループホームくすのき園
（上箕田町2638-8） 20人

問合せ
（鈴鹿南部圏域

 周辺）
35人9

・スクエアステップ
・講話
・栄養実習
・レクリエーション

毎月第1・第3・第5
金曜日13時30分
から

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
　387-2020

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
（中旭が丘一丁目11-8）

※詳細は問合せ 20人 問合せ
（稲生地区周辺）10 ・運動機能向上（体操等）

・認知症予防
玉田クリニック　
メディカルホームあおぞら
　389-6660

稲生公民館
（稲生塩屋3丁目2-34）

〈毎月介護予防教室〉
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　鈴鹿青少年の森では、北
勢中央公園、亀山サンシャイ
ンパークと合同企画イベント
を開催します。
　公園受付事務所で記入用
紙をもらって、公園内の隠れ
たキーワードを探し、完成さ
せてください。また、他の公
園のキーワードも記入し応募
すれば、抽選で素敵なプレゼ
ントが当たります。ぜひ、参加
をお待ちしております。
と　き　4月29日㈪～6月30
日㈰
ところ　鈴鹿青少年の森公園
定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　鈴鹿青少年
の森 受付事務所（　378-
　2946 10時～17時）
◆抽選で当たります
　キーワードを完成させると
粗品を進呈します。また、2つ
の公園のキーワードを集めた
方は3都市公園で使用できる
「わくわくチケットセット」が20
人に当たります。さらに、3つの
公園、全てのキーワードを集
めた方は、抽選で鈴鹿サー
キットホテル S－PLAZA ナ
チュラルビュッフェ「そら・たべ
よ」ほかで、使用できるペア御
食事券（4,000円分）が3人に
当たります。

と　き　6月5日㈬9時～12
時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園（受付事務所集合）
内　容　「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
講　師　鈴木利昭さん（鈴鹿
市民歩こう会 日本ウオーキ
ング協会公認主任指導員）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
服　装　ウオーキングができ
る服装

※できるだけヒモ靴を使用してく
ださい。

※飲み物は各自ご用意ください。
申込み　鈴鹿青少年の森 受
付事務所（　378-2946）

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

※会員に加入されると特典があり
ます。
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月12㈬8時40分
～16時20分
受講料　8,100円（教材費込）
申込み　5月9日㈭から

◆職長・安全衛生責任者
　能力向上教育
対　象　職長・安全衛生責任
者教育を受講後、概ね5年
経過した方

と　き　6月14日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,510円（教材費込）
申込み　5月10日㈮から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月17日㈪・18
日㈫8時40分～17時、実技：
6月19日㈬・20日㈭・21日㈮
から選択8時40分～17時
受講料　1万2,420円（教材
費込）
申込み　5月15日㈬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：6月4日㈫8時
～17時30分（2コース共
通）、実科：Ⅰコース6月5日
㈬～7日㈮Ⅱコース6月11
日㈫～13日㈭8時～17時
15分
受講料　2万8,000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。
と　き　6月24日㈪10時～
15時　
受講料　4,320円（教材費込）
申込み　5月16日㈭から受け
付け

　4月24日㈬から直接水泳
場窓口またはホームページ
で（先着順）
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんとお母さん

と　き　5月15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
講　師　NAOMIさん　
定　員　各30組
参加料　1,300円
◆バラードエクササイズ
対　象　一般女性
と　き　5月16日㈭・23日㈭
14時15分～15時15分

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　初めての方でも大
丈夫。ゆっくりな動作でバ
ラードを踊ってみましょう。
講　師　村中圭子さん
定　員　各20人

参加料　各950円
◆アイシング教室
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）　　　　　　　

と　き　5月22日㈬10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
内　容　焼いたクッキーの表
面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,600円

催 し 物

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

いきいきウオーキング教室
鈴鹿青少年の森

　378-2946 　370-4706県営公園合同イベント
「キーワードを探せ」

鈴鹿青少年の森
　 378-2946　 370-4706
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　4月1日から鈴鹿市手話言語条例が施行されました。
このコーナーでは、手話に対する理解と普及を図るため、
皆さんに手話に関する情報を発信していきます。

手と手でこころをつなぐ

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607
　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

と　き　6月5日㈬9時～12
時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園（受付事務所集合）
内　容　「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
講　師　鈴木利昭さん（鈴鹿
市民歩こう会 日本ウオーキ
ング協会公認主任指導員）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
服　装　ウオーキングができ
る服装

※できるだけヒモ靴を使用してく
ださい。

※飲み物は各自ご用意ください。
申込み　鈴鹿青少年の森 受
付事務所（　378-2946）

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

※会員に加入されると特典があり
ます。
◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　6月12㈬8時40分
～16時20分
受講料　8,100円（教材費込）
申込み　5月9日㈭から

◆職長・安全衛生責任者
　能力向上教育
対　象　職長・安全衛生責任
者教育を受講後、概ね5年
経過した方

と　き　6月14日㈮8時40分
～16時20分
受講料　8,510円（教材費込）
申込み　5月10日㈮から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：6月17日㈪・18
日㈫8時40分～17時、実技：
6月19日㈬・20日㈭・21日㈮
から選択8時40分～17時
受講料　1万2,420円（教材
費込）
申込み　5月15日㈬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：6月4日㈫8時
～17時30分（2コース共
通）、実科：Ⅰコース6月5日
㈬～7日㈮Ⅱコース6月11
日㈫～13日㈭8時～17時
15分
受講料　2万8,000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。
と　き　6月24日㈪10時～
15時　
受講料　4,320円（教材費込）
申込み　5月16日㈭から受け
付け

　4月24日㈬から直接水泳
場窓口またはホームページ
で（先着順）
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんとお母さん

と　き　5月15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
講　師　NAOMIさん　
定　員　各30組
参加料　1,300円
◆バラードエクササイズ
対　象　一般女性
と　き　5月16日㈭・23日㈭
14時15分～15時15分

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　初めての方でも大
丈夫。ゆっくりな動作でバ
ラードを踊ってみましょう。
講　師　村中圭子さん
定　員　各20人

参加料　各950円
◆アイシング教室
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）　　　　　　　

と　き　5月22日㈬10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
内　容　焼いたクッキーの表
面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,600円

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

左手の甲に右手を軽くあて、上にあげます。

勝利した関取が賞金を
もらう際の、手刀を切る
仕草から生まれた手話

手で鈴を作り、鳴らすように
振ります。

指文字で「か」を表しています。 指文字で「し」を表しています。

【鈴鹿市】

【ありがとう】

※指文字とは５０音を手指で表現したものです。

鈴 鹿 市

2019・4・20 15



乳　児　乳児期（4カ月・10カ月）に県内の協力医療機関で、公費負担で受けられます。ただし、「母子保健のしおり」
　　　　冊子中の健康診査票（4カ月・10カ月）が必要です。健康診査票がないときは、健康づくり課に問い合わせ
　　　てください。個別通知はありません。健診を受けるときは、医療機関に予約が必要です。
幼　児　１歳６カ月、３歳６カ月児の健診を行います。対象の方に個別に通知します。受診日の変更希望は、
　　　健康づくり課（保健センター内）へご連絡ください。
妊　婦　健診費用の助成を受けるためには、母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果票）の交付を受けましょう。
　　　県外医療機関で受診された方は、後日公費助成の手続きが必要です。申請期間は県外で最初に受診
　　　した日から１年以内です。

相　談

保健
センター 不要５月２４日㈮

９時３０分～１１時
（育児相談・栄養相談・
助産師によるおっぱ
い相談・身体計測・
消防署の講話）

と　　き ところ 備　　考申込み相　　談
すくすく広場 持ち物：母子健康手帳（相談希望者）

※おっぱい相談は希望者多数の場合、ご希望に沿えな
いことがありますのでご了承ください。
※消防署の講話は、10時からと10時45分からの
　二部制です。

健康診査健康診査

健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118番地の3

＜ファクス・はがきでの申込方法＞①希望する検診名、②希望する検診日（午前・午後も記入）、③氏名（ふりがな）、
④生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入し、健康づくり課「がん検診担当」へ。
※申し込み後に健康づくり課からはがきによる通知はありません。申し込まれた日時にお越しください。ただし、
　希望日が申し込み多数により抽選になった場合は、落選した方に5月中旬ごろはがきで別日を案内します。

※6月3日㈪・24日㈪は検査時のみ、お子さんの一時預かりを行います（予約不要）。

集団検診集団検診
○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし検診部位について治療中・経過観察中の方は除きます。
　持病のある方は主治医にご相談ください。また、同じ種類の検診は、年度内に1回しか受けられません。
○市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は無料です（乳がん検診、子宮がん検診のHPV検査は除く）。
○検診当日の受付時間は午前が9時から11時まで、午後が13時から15時までです。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

申し込みは5月7日㈫まで（先着順ではありません。）に市ホームページ「がん検診」の
ページでインターネット予約、または健康づくり課（専用ダイヤル　327-5030、
　382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性
※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルを持参してください。

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳房
内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施
行されている方は受診できません。　※バスタオルを持参してください。

乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

保健センター

保健センター

1,500円

2,000円

胃がん
（バリウム）
40歳以上

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できま
せん。また、問診の結果、受診できない場合があります。

※検診前日21時以降と当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治
医にご確認ください）。

6月9日㈰　午前

6月3日㈪・9日㈰・19日㈬・24日㈪　午前・午後

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。　
※性経験がない方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は、集団検診は受診できません。受診
を希望される方は医療機関へご相談ください。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成12年4月1日以
前で、40歳の誕生日前日までの方）には、同時に実施します。

子宮頸がん
（細胞診）

20歳以上の女性

保健センター 1,000円6月3日㈪・9日㈰・24日㈪　午前・午後
6月19日㈬　午後

6月3日㈪・9日㈰・24日㈪　午前・午後

保健センター 1,000円
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こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

　生後2・３カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問します。対象の方には、

訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介や子育て情報誌

の提供などで、費用は無料です。なお、生後28日以内の方には、助産師の新生児訪問を行っています。希望

される方は予約が必要ですので、健康づくり課へご連絡ください。

対　象　平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれの方　

期　間　令和2年3月31日まで　※接種の推奨時期は夏ごろまでです。体調の良い時に接種を受けましょう。

ところ　実施医療機関

※詳しくは、市ホームページ（生活ガイド→生活便利帳→保健と健康→子どもの定期予防接種）の

　「子どもの予防接種・実施機関一覧」をご覧ください。

※実施医療機関一覧表の定期接種の乳幼児・小中学生欄に、○もしくは△がある医療機関へ

　お問合せください。

費　用　無料（１回に限ります）　持ち物　予防接種予診票・母子健康手帳・健康保険証

※予診票がない方は、健康づくり課または地区市民センターへ母子健康手帳を持ってお越しください。

※外国籍の方は、母子健康手帳と対象児の在留カードを持って、健康づくり課へお越しください。

予防接種予防接種

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）第2期　

　予防接種の予診票の交付や乳児健診の受診票の交換・交付が必要な方は、保健センター（平日８時３０分

～１７時１５分）までお越しください。詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

転入の方（乳幼児、小・中学生の保護者の方）へのお知らせ転入の方（乳幼児、小・中学生の保護者の方）へのお知らせ

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ定 員 費 用申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料

※動きやすい服装でお越しください。

無料
保健

センター

パパママじじばば
コース

妊娠中の方とその家族
１０組

5月1４日㈫
１３時３０分～１５時45分

助産師による産後の生活、
育児準備、今と昔の子育

ての変化などの講話

４月２３日㈫から
(先着順)

無料
保健

センター

マタニティ歯科
コース

妊娠中の方
３０人

5月３０日㈭
１０時～１１時３０分

妊娠期と赤ちゃんの
お口の健康について

４月25日㈭から
(先着順)

材料費
200円

保健
センター

マタニティクッキング
コース

妊娠中の方とその家族、
妊娠をお考えの方

20人
６月２１日㈮

１０時～１3時
妊娠中や産後の話、

プチ調理実習

４月２３日㈫から
６月１３日㈭まで

(先着順)

保健
センター

プレパパ・ママコース

妊娠５カ月～妊娠８カ月の
方とその夫で初参加の方

午前・午後
各１５組

5月1２日㈰
９時３０分～１１時４５分、
１３時３０分～１５時４５分

助産師による講話、赤ち
ゃん人形でお世話体験、

パパの妊婦体験など 

４月２３日㈫から
(先着順)

鈴鹿市に住民登録のある方が対象です。申し込みは、電話で健康づくり課へ

聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。教　室教　室

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 申込みと 　 　 き

不要
ふれあいセンター

ふれあいホール

市民健康講座
（医師による講演会と

質疑応答）

5月16日㈭
13時15分～14時30分

太田覚史 医師（循環器内科）
「エコノミークラス症候群～身近な

ところでおこる！血栓症って？～」

無料
保健

センター

離乳食コース
平成３０年１１月～平成３１年
１月生まれの乳児をもつ方

30組
５月１０日㈮

１０時～１１時３０分

離乳食の進め方について
（５～８カ月頃の離乳食）、

栄養相談

４月２２日㈪から
(先着順)
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マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

環境政策課　 382-7954　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

 里山保全活動の参加者を募集します

　市では、環境保全の取り組みの一環として里山保全活動を実施しており、
市民の皆さんが活躍しています。平成31年度に活動いただける参加者を募集
しますので、ぜひ応募してください。一緒に里山の保全に取り組みましょう。

平成31年度の活動予定平成31年度の活動予定

平成30年度の里山保全活動の様子平成30年度の里山保全活動の様子

　深谷公園（八野町）の放置された状態になってい
る林を、多様な生き物が生息する里山林へと再生し、
保全するための活動を行います。
　この活動によって、人の生活と自然環境が密接に
関わっていることへの理解や、絶滅危惧種のササ
ユリなどの希少な植物の再生と生息につなげます。

5月18日㈯
　植生調査体験
6月15日㈯
　竹の駆除体験
12月7日㈯
　間伐・下草刈り体験
令和2年1月18日㈯
　間伐・下草刈り体験
令和2年2月29日㈯
　間伐材利用方法の体験

第１回
講義、作業体験、苗づくり

第２回
作業体験、箸づくり

第３回
作業体験、しいたけ菌打ち

・里山保全と資源の再利用を実感できた。
・竹で箸づくりができて楽しかった。
・講義で里山保全活動の歴史を知ることが
　できた。

・自然の大切さを教えていただいた。
・初歩的な講義がわかりやすかった。
・どんぐりの育て方がわかった。

平成31年度里山保全活動参加申込み

電話、ファクスまたは電子メールで環境政策課へ

　里山の自然は、地域の人が暮らしに活用
することで保たれてきました。私たちが無関
心になったことで里山は放置され、今、開発
によって失われつつあります。里山に入って
活動しながら、現代にあった新たな持続的
な活用方法を一緒に考えましょう。

どんな活動をするの？どんな活動をするの？

参加者の声（一部抜粋）

講師 寺田卓二さん講師 寺田卓二さん
環境教育ネクストステップ研究会環境教育ネクストステップ研究会

ササユリササユリ活動の様子活動の様子

ふかだに

18 2019・4・20



ス
ポ
ー
ツ

388-0622●市武道館

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

●西部体育館 371-1476

第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・
ヨガ・体操など

5
May

 9:00～21:00
18:00～21:00
13:00～21:00
13:00～17:00
9:00～17:00
9:00～12:00

1・6・20・23日
12・19・26日  
2～5日
14・15・18・28日
7・9・16・21・25・29・30日
10・17・24日

 9:00～21:00

13:00～21:00
13:00～17:00
9:00～17:00
18:00～21:00

1～5・7・9・10・14～18・20・21・23～25・
28・30・31日
8日
22日
29日
6・11・12・19・26日

2・3・5・6・9・10・12・16・17・19・20・
23・24・26・30・31日  
7・14・21・28日
1・8・15・22・29日
4・11・18・25日

9:00～21:00

9:00～17:00
13:00～21:00
13:00～17:00

9:00～21:001～12・14～26・28～31日

◎印は予約制です。

こころの健康相談 9日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

天皇の即位の日

国民の休日 

憲法記念日

みどりの日

振替休日

こどもの日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

休館日　13日㈪、27日㈪

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン） 休館日 5月13日㈪

バスケットボール

卓　　　球

9：00～21：00

13：00～21：00

18：00～21：00
9：00～21：00

13：00～21：00

18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
13：00～17：00

13：00～21：00

18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
13：00～21：00
18：00～21：00

1・2・6～8・11・31日
9・10・13～17・20～25・
27～30日
3～5・12・19・26日
1・2・6～8日
9・11・13～16・20～23・25・
27～30日
4・5・12・19・26日
1・2・6～8・11日
31日
10・17・24日
9・13～16・20～23・25・
27～30日
4・5・12・19・26日
31日
11日
10・17・24日
3日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

5月

・
7
日

・
金
曜
日

休館日

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士） 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 10・24・31日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 20日

28日
10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

子ども教育相談

月～金曜日
女性相談
家庭児童相談

発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 8・22日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所本館2階
（市民対話課）

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援課）

市役所西館1階（子ども家庭支援課）

子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

◎総合相談 17日 10：00～15：00

一ノ宮市民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-22149日

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。
（行政相談のみ予約不要）
※弁護士・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

※司法書士の予約は、4月22日㈪から受け付けします。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

●開館時間　本館　9時～19時（土・日曜日、祝日は9時～17時）　　　　　　江島分館　9時～17時

●江島分館こどもシアター　25日㈯10時～11時30分　2階ギャラリー【幼児・小学生対象】

●おはなし会
（絵本などの読み聞かせ）

382-0347

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

387-0665

庄内公 民 館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長 太公民館
箕田公 民 館

22日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴 峰 公民 館
加佐登公民館
合川公 民 館
天名公 民 館
稲生 公民館

神戸公 民 館
清 和公 民 館   
飯 野 公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣 公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公 民 館
郡山公 民 館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

15日㈬
29日㈬

13日㈪
27日㈪

16日㈭
30日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松 公民館

本館（1階おはなしのへや）12日、18日14時30分～15時　9日10時30分～10時50分　25日10時30分～11時
江島分館（2階ギャラリー）11日11時～11時45分

椿 公 民 館
深伊沢公民館
井田川公民館
国府 公 民 館  
住 吉 公 民 館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

5月

5月

23日㈭

AGF鈴鹿体育館(正・副）は、大規模改修工事により
休館しています。ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
※開館は、2020年を予定しています。

20日㈪

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。
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さまざまな媒体で情報を発信しています

※スマホの場合は2次元コードを読み取って、パソコンの場合は市ホームページからアクセスしてください。

ツイッターツイッター 広報すずかスマホ版メルモニ

件　数/6件、うち建物2件（15件、8件増） 出動数/746件（2,392件、6件減）

人口/199,948人（286人減） 男性/100,008人（100人減） 女性/99,940人（186人減） 世帯数/86,156世帯（300世帯増）

事故数/541件、うち人身事故35件（1,523件、73件減） 死者数/0人（1人、2人減） 傷者数/37人（138人、92人減）

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分
16時30分

月・水・金曜日

8時03分
17時30分

火・木曜日

8時03分
13時30分

土・日曜日

月・水・金・日曜日・・・9時50分、20時（10分間）
火・木・土曜日・・・12時50分、20時（10分間）

『ベルディ便り』

再生紙を使用しています。この冊子は
資源ごみの「新聞」に分別してください。

※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

78.3MHz

学校給食人気メニューのレシピを紹介します
ふきとたけのこの煮物

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

　ふきやたけのこは、春

が旬の山菜です。ふきは

ほろ苦い味が特徴で、苦

手な子もいますが、給食

では旬の味を知り、季節

を感じてもらえるように

提供しています。おうち

でもぜひ、春の味覚を感

じてください。

鶏肉 　75ｇ
ニンジン　 50ｇ
ふき（水煮）    100ｇ
たけのこ（水煮） 100ｇ
干ししいたけ    2.5ｇ
厚揚げ　 150ｇ

酒　　 15ml
砂糖　　 8ｇ
みりん　 6ｇ
しょうゆ 30ｇ
だし汁　 300ml

〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉 〈作り方〉〈作り方〉
①ニンジン、たけのこはいちょう切りに

、鶏肉、厚揚げは

　一口大に、ふきは食べやすい長さに
切る。干ししいた

けは戻してせん切りにする。

②鍋に鶏肉を入れ、酒をふって炒める
。だし汁を入れて

　ニンジン、ふき、たけのこ、しいたけ
を加えて、ひと煮

立ちしたら砂糖、みりんを入れて弱火で
少し煮る。

③厚揚げを加えて、煮立ってきたらし
ょうゆを加えて

味がしみるまで煮る。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉
①ニンジン、たけのこはいちょう切りに

、鶏肉、厚揚げ

5月1日㈬～15日㈬…5歳児健診（集団適応健診）

かつおのみそがらめかつおのみそがらめ

昆布あえ昆布あえ

ふきとたけのこの煮物ふきとたけのこの煮物


