
全国瞬時警報システム
（Jアラート）全国一斉
情報伝達試験

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用して、国から送られ
てくる緊急情報を、防災スピー
カーやコミュニティFM放送など
の情報伝達手段を用いて、市民
の皆さんに伝える放送試験を行
います。
対象設備　市内93カ所の防災
スピーカー、地区市民センター、
公民館、各小中学校などの館
内放送、ラジオ（鈴鹿ヴォイス
FM 78.3MHz）
と　き　5月15日㈬、8月28日
㈬、12月4日㈬、令和2年2月
19日㈬11時ごろから約1分間
程度
放送内容　チャイムの後に、｢こ
れは、Ｊアラートのテストです。｣
と3回放送されます。

※本試験では、緊急速報メールの
配信はありません。

※気象状況や災害の発生などによ
り、試験を中止する場合があり
ます。

※緊急防災ラジオをお持ちの方
は、防災ラジオが自動起動し最
大音量で放送されますので、事
前に電源（乾電池）の確認をお
願いします。

災害時の情報収集のため
のアマチュア無線局募集
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　本市と災害時応援協定を締
結している「災害ボランティア
アマチュア無線鈴鹿」では、災
害時にボランティアとして、各自
の周辺情報を、市役所のアマ
チュア無線局へ送信するアマ
チュア無線の会員を募集してい
ます。関心のある方は会合へ参

加してください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方
と　き　5月12日㈰9時から
ところ　河川防災センター2階
会議室（庄野町981-1）
問合せ　災害ボランティアアマチ
ュア無線鈴鹿（棚瀬　382-
　1511　　afm@mecha.ne.
　jp）

白江土地区画整理事業の換地処分に伴う町名地番変更
市街地整備課　382-9047　 382-7615

お 知 ら せ
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換地処分に伴う住所変更の対象者専用窓口開設
戸籍住民課　327-5056　 382-7608

　白江土地区画整理事業の換
地処分に伴い、町名地番が変更
される方の「通知カード・マイナン
バーカード・住民基本台帳カード」
の記載事項を変更する専用窓口

を開設します。
　変更の対象となる方には、専
用窓口の案内を送付しますの
で、日時、必要なもの、注意事項
を確認の上、ご来庁ください。

　白江土地区画整理事業の換
地処分に伴い、施行地区内の白
子町の一部および江島町の一
部の町名地番が換地処分公告
日の翌日（6月1日予定）から変更
されます。

　これにより、施行地区内にお
住まいの方の住所や事業所の
所在地などが変更となります。
※変更の対象となる方には、5月中旬
ごろに変更後の町名地番の通知
が届きますので、ご確認ください。

しろ え
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※申込書・募集要項は、考古博物館へ
直接または郵便（82円切手を貼っ
た返送用封筒を同封のこと）で請求
してください。鈴鹿市ホームページ
「トピックス」からも入手できます。
◆採用試験
と　き　5月18日㈯10時から
ところ　考古博物館
内　容　筆記・実技試験　面
接

バイクであいたいパレード
2019の参加者を募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　7月27日㈯14時～19時
（予定）
※パレードは18時15分スタート予定
です。(受付14時から)
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードは、鈴鹿ハンター駐車場
から鈴鹿サーキットまで行います。

※パレードコースや周辺道路は、18
時ごろから交通規制を行います。
パレード中は、道路の横断はでき
ません。
内　容　鈴鹿8時間耐久ロード
レース前夜祭として、交通安
全啓発車両を配備し、全国各
地から集まったバイクが、鈴
鹿サーキットの8耐前夜祭会
場に向けて日本最大級の交
通安全パレードを行います。
申込み　5月9日㈭～19日㈰まで
に、鈴鹿商工会議所青年部
（　http://www.suzuka-
　yeg.com/）へ
※応募多数の場合は、抽選を行います。
問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部（　382-3222）

が総務省および経済産業省に
より実施されます。5月中旬から
従業者4人以上の対象事業所
に調査員が伺い調査票を配布
しますので、指定の期日までに
インターネットでご回答いただく
か、記入いただいた調査票を調
査員にご提出ください。
※国や県が行う統計調査は、顔写
真入りの「調査員証」を持った調
査員が訪問し、調査実施者や連
絡先を記載した書類をお渡しし
て行います。電話や電子メール
で、直接調査の回答をお尋ねす
ることはありません。

嘱託職員(学芸員)募集
文化財課　374-1994　 374-0986

対　象　次の全てに該当する方
　・大学において考古学・人類学
または歴史学を専攻し、埋蔵
文化財の調査についての知
識・経験を有する方（調査参
加経歴書を要提出）
　・普通自動車免許を取得また
は令和元年5月末日までに取
得見込みの方
　・学芸員の資格を有すること
　・パソコン操作（入力・検索等）
ができる方
　・地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しないこと
業務内容　埋蔵文化財の発
掘調査・室内整理および報
告書作成に関する業務
勤務条件　月額17万8,000円
で、その他各種手当（期末手
当、通勤手当など）があります。
また、社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
よります。
申込み　5月5日㈰から5月15日
㈬までに、「職員採用試験申込
書」を考古博物館(〒513-
0013　国分町224)へ

嘱託職員（相談支援員）募集
保護課　382-7640　 382-7607

対　象　次の全てに該当する方
　・社会福祉士資格を取得して
いる方
　・福祉関係の職場で1年以上
の実務経験がある方
　・地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しない方　　
　・パソコン操作（入力、検索な
ど）ができる方
業務内容　生活困窮者からの
各種生活相談業務、適正な
助言および指導業務
定　員　1人
勤務条件　月額19万2,400円
で、その他各種手当（期末手
当、通勤手当など）があります。
また、社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
よります。
申込み　5月7日㈫から17日㈮
(土・日曜日を除く8時30分か
ら17時15分)までに、嘱託職
員採用試験申込書と受験票
に必要事項を記入の上、直
接または郵送で、保護課(〒
513-8701住所不要)へ

※嘱託職員採用試験申込書は、直接ま
たは郵送で保護課へ請求してくださ
い。郵送の場合は、封筒の表に朱書き
で「嘱託職員採用試験申込書希望」と
記入の上、返信用封筒（宛先を記入　
し、92円切手を貼った12cm×23cm
程度）を同封してください。
◆採用試験
内　容　個別面接試験　
※日時は応相談

工業統計調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　工業の実態を明らかにする
ため、製造業を営む事業所に
ついて、6月1日現在における事
業所名や従業者数などの調査



受講料　無料（テキスト代は自
己負担）
申込み・問合せ　5月8日㈬か
ら6月10日㈪(必着)までに、
三重県社会福祉協議会（三重
県福祉人材センター　介護
職員初任者研修担当　059-
　227-5160）へ

シニア生き生き
チャレンジ教室

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　現役シニアの高い就労意欲
と経験・技能を生かして、介護
現場への就労やボランティア活
動につなげるための研修を行い
ます。
対　象　県内在住のおおむね
60歳以上のシニア世代の方
で、地域でのボランティア活動
や介護職場への就労、介護を
学ぶ意欲をお持ちの方
と　き　6月5日㈬、12日㈬、
20日㈭、26日㈬10時～16時
（26日のみ10時～12時）

※体験学習は希望する2日間です。
ところ　四日市市三浜文化会
館（四日市市海山道町
1-1532-1）
定　員　30人
受講料　無料
申込み・問合せ　5月29日㈬ま
でに、電話で三重県社会福祉
協議会(三重県福祉人材セン
ター　059-227-5160)へ

補助金　交付対象経費の2分
の1以内(50万円以上最大
220万円以内)
申込み　5月7日㈫から6月14
日㈮17時15分(必着)までに、
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

※申請後は、支援事業検討会議で
研究開発事業の内容を説明、意
見聴取後、交付の可否を決定し
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。

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　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
修を行います。
対　象　県内に住民登録して
いる働いていない方でおおむ
ね70歳未満の方、研修修了
後に福祉・介護職場で働ける
方
と　き　6月19日㈬～8月16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）

　

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　市議会本会議をケーブルネッ
ト鈴鹿122chで生放送します。
と　き　5月15日㈬10時から、
16日㈭13時から（それぞれ当
日の会議終了まで）

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、全員協議会、各派代表
者会議、広報広聴会議および議
会だより編集会議は傍聴するこ
とができます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。

※日程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
に議事課へご確認ください。

鈴鹿市モノづくり
元気企業支援事業補助金
交付対象事業の募集

産業政策課　382-7011　 384-0868

　地域産業の基盤を支える市内
の中小製造業者などの技術力の
向上を図り、次世代産業の活性
化を目指すため、技術開発に要
する経費の一部を補助します。
対　象　市内に本社または主たる
事業所がある事業者などが行う新
商品や新技術の研究開発で、大学
や高専などの高等教育機関や研究
機関などと共同で行う事業開発や
その指導を受けて行う事業

18
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その指導を受けて行う事業

告
広
料
有

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有
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市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込資格　次の全てに該当する方
　1.市内に在住または勤務している方
　2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
　3.現に住宅に困っている方
　4.市税の滞納がない方
　5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方
　6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満たし、60歳以上
の方がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1と3から6をすべて
満たし、1級から4級までの身体障がい者がいる世
帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、住宅政策課ま
でお問い合わせください。

申込み　5月7日㈫から31日㈮まで（土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時15分）に、所定の
申込書類に必要書類を添えて、直接住宅政策
課へ

※申込書類は5月7日㈫から住宅政策課窓口で配布し
ます。　

※応募者多数の場合は、6月14日㈮・17日㈪（予定）に
公開抽選会で決定します。
入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けら
れる世帯がありますので、申込みの際に申し出てく
ださい。

※募集戸数、内容については、状況により変更する場
合があります。

団  地 所 在 地 構  造 募集 
戸数 家  賃 

ハイツ旭が丘  中旭が丘三・四丁目  中層耐火造4・5階建て 6戸  16,700円～40,000円 

桜島団地  桜島町五丁目  中層耐火造4階建て  3戸  14,700円～29,800円 

十宮団地  十宮三丁目  中層耐火造4・5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  13,700円～27,400円 

◆一般世帯　3～5階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）

十宮団地  十宮三丁目  中層耐火造4階建て  2戸  14,400円～30,400円 
◆身体障がい者世帯  1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  13,700円～27,000円 

◆高齢者世帯  1階（単身者可）

桜島団地  桜島町五丁目  中層耐火造4階建て  1戸  14,700円～28,900円 

◆高齢者世帯  2階（単身者不可）

潮風の街磯山  東磯山二丁目  2戸  23,600円～47,600円 中層耐火造3・4階建て
◆世帯区分なし3～4階（単身者不可）

高岡山杜の郷  高岡台四丁目  6戸  20,000円～41,800円 中層耐火造3階建て
◆世帯区分なし　1～3階（一定の要件を満たす場合は単身者可）

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。



期間中（7月上旬～８月下旬）の
土・日曜日、祝日にライフセーバ
ー（有資格者）として活動いただ
ける方を募集します。
　資格取得に係る経費の一部を
（一社）鈴鹿市観光協会が負担し
ます。
対　象　高校生を除く18歳以上
で、400mを9分以内、50mを
40秒以内、潜行20m以上、立
ち泳ぎ5分以上の泳力がある方
講習日程
　・6月1日㈯9時～17時
　一次救命処置講習会(常滑
市内の公共施設)
　・6月2日㈰10時～16時
　ウォーターセーフティ講習会
(碧南市内の公共施設)
　・6月15日㈯、16日㈰、29日㈯、
30日㈰9時～17時ベーシック
サーフライフセービング講習
会(知多郡南知多町　内海海
岸、千鳥ヶ浜海水浴場)

定　員　2人
※応募者多数の場合は、市内在住、在
勤、在学の方を優先します。
申込み・問合せ　5月17日㈮18
時(月曜日を除く)までに、申込
書に必要事項を記入の上、直接
または郵送で(一社)鈴鹿市観光
協会（〒510-0241　鈴鹿市白
子駅前17-12　380-5595）へ

※資料や申込書は、電話で請求して
いただくか、(一社)鈴鹿市観光協
会のホームページで入手できます。

夏休み「プール開放」
指導者と監視者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

　夏季休業中の小学校プール
開放における指導者および監
視者を募集します。
と　き　7月下旬～8月初旬（1
週間程度）

ところ　市内小学校のプール
内　容　

指導者：プール内および周囲の
巡回、子どもへの注意喚起など
監視者：プールの四隅での監視、
子どもへの注意喚起など

※ 学校や消防署などが開催する「救
急法講習会」への参加が必要です。
問合せ　5月24日㈮までに、電話
または電子メールでスポーツ課へ

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月26日㈰9時～16時
30分

◆夜間窓口
と　き　5月30日㈭・31日㈮17
時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南玄
関からお越しください。

三重県建具作品展示会
産業政策課　382-7011　 384-0868

と　き　5月18日㈯、19日㈰10
時～17時
ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1-20）
内　容　木製建具の良さをより
一層理解していただくために、
伝統工芸である組子細工の作
品、障子、ガラス戸、ふすまなど
を展示します。伝統工芸の組
子細工は三重ブランドです。

※木工教室も行います。
入場料　無料
問合せ　三重県建具工業協同組
合(　059-235-0388　10時～15
時　水曜・日曜日休み）、鈴鹿地
域職業訓練センター(　387-1900
　5月17日から19日のみ）

　

トイなおす
（おもちゃ病院）の開設
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共にお
持ち込みください。当日都合の悪い
方は、事前に廃棄物対策課までお
持ち込みいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課まで
取りにきていただきます。
※保管期間は1年間です。
と　き　5月19日㈰10時～13時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室

※テレビゲーム・キッズコンピューター、
ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用電動
バイク、楽器（電子ピアノ・笛・ハーモ
ニカなど）などは修理できません。

鈴鹿市まちづくり
応援補助金公開審査会
地域協働課　382-8695　 382-2214

　市民の皆さんの自主的なまち
づくり活動を推進するために応援
補助金公開審査会を開催します。
団体への補助金額は、本審査会
の審査結果に基づき決定します。
※当日の来場者は、ギャラリー投票
に参加することができます。
と　き　6月1日㈯13時から
ところ　市役所本館12階1203
大会議室
申込み　不要

ライフセーバーの
資格取得を目指す方を募集
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　愛知県ライフセービング協会
が実施する講習会に参加し、ラ
イフセーバーとして必要な資格
を取得の上、市内海水浴場開設
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　・7月13日㈯：
　夏の星座、七夕さまと天の川
　・8月10日㈯：
　夏の星座、流れ星を見よう
　・9月7日㈯：
　初秋の星座、中秋の名月
　・10月5日㈯：
　秋の星座、めぐる惑星たち
◆太陽高度測定器工作と観測
対　象　小学校3年生～6年
生の児童とその保護者

※全ての日程に参加できる方
※児童のみの参加はできません。
と　き　6月16日㈰9時～12時
30分、7月15日(月・祝)、8月4
日㈰9時30分～12時30分
ところ　文化会館
内　容　太陽の高度測定器を組
み立て、実際に文化会館屋上で
太陽の高さを測定します。

定　員　20組（1組4人まで、先
着順）
参加料　650円（材料費、初回
受講時支払い）
申込み　5月25日㈯10時から、
文化会館へ

※申し込み時に持ち物などの詳細を
お知らせします。

親子でボールあそび教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

対　象　未就園児
と　き　5月30日㈭、6月6日
㈭10時～10時45分
ところ　体育館　　　　
内　容　いろいろなボールを
使って楽しくあそびます。　
講　師　山舗恵美子
定　員　15組(先着順)
参加料　1,800円
申込み　5月9日㈭から直接水
泳場窓口またはホームページ
へ

のさわやかな香りと「かぶせ茶」
の旨みをお楽しみください。
と　き　5月12日㈰ 10時～17時
ところ　イオンタウン鈴鹿(庄野
羽山4-20-1)　ユニクロ前広場

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

※収穫時期によっては「かぶせ茶」が
「煎茶」になります。

天体観望会と太陽観測会
文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムで解説の後、
屋上に上がり天体望遠鏡で観
察します。
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者の同伴が
必要です。
と　き　5月18日㈯19時から
ところ　文化会館(飯野寺家
町810)　プラネタリウム
内　容　春の星座、二重星ミ
ザールの解説
定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受
け付けします。

※雨天時は中止します。曇天時は当
日16時30分に電話で確認の上、
お越しください。
◆天体観望会年間計画
とき・内容　19時～20時30分
　・6月15日㈯：
　初夏の星座、月への挑戦

三重県内男女共同参画
連携映画祭2019

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　もっと「男女共同参画」を身近
に感じていただくため、県内の男
女共同参画センターと市町が連
携し、「映画祭」を開催します。
◆本市上映映画「日日是好日」
と　き　6月22日㈯13時30分～
15時20分（13時開場予定）
ところ　文化会館(飯野寺家町
810)　けやきホール
内　容　真面目でおっちょこちょ
いな典子（黒木華）が、いとこの
美智子（多部未華子）とともに、
「タダモノじゃない」と噂の先生
（樹木希林）のもとで“お茶”
を習うことになったが…。人生
の居場所が見つからない一人の
女性が、茶道教室に通いつづけ
ることで大切なものに気づき変
わっていくストーリーです。

定　員　500人
入場料　500円　
託　児　無料　6カ月～未就
学児、先着10人。申込みは6
月14日㈮17時までに男女共
同参画課へ
申込み　チケット購入は、5月10
日㈮9時30分から男女共同参
画センターまたは鈴鹿市観光
協会（白子駅前17-12）で

鈴鹿新茶まつり
農林水産課　382-9017　 382-7610

　全国でも有数の茶どころ「す
ずか」で生産された「かぶせ茶」の
振る舞いと販売を行います。新茶

電　話 電子メール ホームページファクス
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鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　6月2日㈰8時30分か
ら（雨天時は、6月9日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容
　・チャレンジコース（50㎞）
ロードレース用自転車に限
る。ヘルメット着用

　・サイクリングコース（38㎞）
ヘルメットまたは帽子着用
　・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で
昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれも2,000円（小
学生以下1,200円）

※昼食、イモ掘り費用、保険料を含
みます。
申込み　5月31日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、参加
料を添えて鈴鹿ハンター1階総
合インフォメーション、辻岡サイク
ル（中旭が丘2-7-40）、モリサイ
クル（国府町2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江島町10-3）へ

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

着衣泳体験講座
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　372-2250　 372-2260

対　象　小学生以上で健康な方
※小学1・2年生は保護者(見学のみ
可)の同伴が必要です。
と　き　6月2日㈰10時～12時
（受付9時30分）
ところ　三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　水泳場25mプール

ファミリー・サポート・
センター事業の提供会員

養成講座
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育
てを助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織です。今回、一時的にお子さ
んを預かったり、学校・保育所・
幼稚園などの送り迎えをする提
供会員になっていただくための
養成講座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの
運営業務は、市がNPO法人こども
サポート鈴鹿へ委託しています。
対　象　市内に在住の方（資
格・年齢は問いません。）
とき・内容　
○6月11日㈫10時～12時　子ど
もの権利　提供会員の役割
と心得、13時～14時30分　
気になる子どもの支援　
○6月12日㈬9時30分～12時
　子どもの遊びと生活、13時～
15時30分　子どもの栄養
○6月13日㈭9時30分～12時
　子どもの病気、13時～16時　
幼児の安全と対応　
○6月19日㈬9時40分～12時10
分　子どもの発達とこころ、
13時～16時　小児看護
○6月20日㈭9時30分～10時30
分　子育て支援事業の必要
性、10時30分～11時30分

　登録について、12時30分～13
時30分　社会的養護につい
て、13時30分～15時30分

　事業を円滑に進めるために
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　

内　容　突然訪れる水難事故
に対して、自らが服のまま水
に落ちた場合の対処法と、
水に落ちた人を安全に救助
する方法を体験します。
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水着、スイミング
キャップ、ゴーグル、タオル、
着衣泳用具(長袖、長ズボン
で洗たく済みのもの)
申込み　5月7日㈫から直接水泳
場窓口またはホームページへ

※未成年者が参加する場合は、保
護者が申し込み手続きを行って
ください。

※詳細は、後日案内を郵送します。

読み聞かせボランティア
育成講座

図書館　382-0347　 382-4000

　　toshokan@city.suzuka.lg.jp 

対　象　読み聞かせボランティ
アの方、読み聞かせに興味が
あり、これからボランティアと
して活動してみたい方
と　き　5月22日㈬・23日㈭
10時～12時　

※両日とも内容は同じです。
ところ　図書館　2階視聴覚室
講　師　木村由美子さん(JPIC
　読書アドバイザー)
定　員　各30人(先着順)　
申込み　5月8日㈬10時から、
申込書に氏名(フリガナ)、電
話番号、参加希望日(どちら
か1日のみ）、活動を行ってい
る学校など（活動している方
のみ）を記入してファクス、
電子メールまたは直接図書
館へ

※個人での申込みのみ受け付けし
ます。

※申込書は図書館または図書館ホ
ームページで入手できます。
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参加が必要です。
訓練期間　6カ月
内　容
　・テクニカルオペレーション科：
CADによる機械製図とNC
工作機械による加工を学び
正社員を目指します。
　・電気設備技術科：一般住宅
等の電気工事、ビル・工場の
電気設備を学び正社員を目
指します。
受講料　無料
託　児　訓練期間中、託児サ
ービス(無料)が利用できま
す。（事前相談が必要）
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　059-320-2645　　
　http://www3.jeed.or.
　jp/mie/poly/kyushoku/
　index.html)

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

　同じ病気の方のお話を聞い
たり、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。 
対　象　がん患者・がん患者の
家族の方
と　き　5月24日㈮13時30分
～15時30分
ところ　保健センター　健康
教育室
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

ポリテクセンター三重
職業訓練受講者募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

  7月に開講する職業訓練受講
者を募集します。
対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者

※施設見学会（毎週木曜実施）への

受講料　無料（ただし、テキスト
代2,000円必要）
託　児　5カ月以上　5人まで
（午前午後　各200円）
申込み　鈴鹿市ファミリー・サ
ポート・センター(　・　381-
1171)

あそびの日2019
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　誰でも参加できます
と　き　5月26日㈰9時～12
時　(雨天中止) 

ところ　江島総合スポーツ公園
内　容　遊べるクラフト、グラウ
ンドゴルフ、輪投げ、ストラック
アウトなど
参加料　一人200円(保険料
ほか)　
※当日受け付けします。
主　催　（公財）日本レクリエー
ション協会
問合せ　あそびの日鈴鹿市会
場実行委員会(　386-2032)

　近年、少子高齢化や人口減少、一人ひとりの
ライフスタイルの多様化など、私たちを取り巻
く社会はますます複雑になってきています。
今後、労働力人口の減少などから、自治体の
財政状況が悪化し、まちづくりのすべてを行
政が行うことが難しくなることが予想されま
す。そこで注目されるようになったのが「地域
力」です。現在地域で取り組まれているさまざ
まな活動を含め、住民自らが地域に必要なこ
とを考え、地域の力で住みよい地域づくりに取
り組むことが大切になっているのです。
　本市では、現在市内全域で「地域づくり協
議会」の設立に取り組み、地域と行政との協
働の地域づくりを進めています。その際、重要

な柱は「安全・安心」「福祉」「子育て」と言われ
ていますが、具体的に見てみると、「一人暮ら
しの高齢者の日常的な生活をいかに支援して
いくか」「地域の未来を託せる子どもたちを育
てるために、地域でどんな取り組みを進める
か」などの課題が考えられます。このような課
題の解決に向けて大切にしていかなければな
らないことは、「地域住民一人ひとりの人権が
守られる」ということです。
　いつまでも笑顔で過ごせる地域をつくるた
めに、人権を守りながらこれからも力を合わせ
て「地域づくり」に取り組んでいきたいと考え
ています。

の5 月 納付
軽自動車税…全期

【納期限は5月31日(金)です】

電　話 電子メール ホームページファクス
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地域づくりに人権の視点を
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




