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No.1568

　鈴鹿市犯罪被害者等支援
条例案に対する意見募集
交通防犯課　382-9022　 382-7603
　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

　犯罪被害に遭われた方やそ
の家族・遺族の方（犯罪被害者
等）に対する支援を充実させる
ため、「鈴鹿市犯罪被害者等
支援条例」の制定に向けて検
討を行っています。このたび素
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。
対　象
・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20日㈮～12
月21日㈪（当日消印有効）
閲覧場所　交通防犯課（市役
所本館5階）、総務課（市役
所本館4階）、地区市民セン
ター、市ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市犯罪
被害者等支援条例案への意
見」・住所・氏名・意見を記入
の上、直接、郵送、ファクスま
たは電子メールで交通防犯
課（〒513-8701  住所不要）

　または地区市民センターへ
※提出されたご意見は、個人が特
定されないように類型化してま
とめ、回答とともに市ホームペー
ジなどを通じて公表します。なお、
意見を提出いただいた個人に
対する個別の回答はしません。
※本案に直接関係のないご意見は、
一般的な市への意見として取
り扱います。

　11月25日㈬から12月1日㈫
までは、犯罪被害者週間です。
　犯罪抑止の努力が重ねら
れてきているにも関わらず、
不幸にして犯罪に巻き込まれ
る方が後を絶ちません。犯罪
被害は、いつ誰に起きるか分
からないのが現状です。
　こうした状況の中、あなたや
あなたの大切な人が、もし犯罪
に巻き込まれてしまったら、共
に寄り添い支え合っていけるか
を、この機会に家族で、地域で
考えてみましょう。
◆犯罪被害に遭われた方の
相談窓口
　犯罪被害に遭われたら、

一人で悩まず、下記へご相談
ください。
〇三重県警察本部被害者支
援室（　059-222-0110
（代） 平日 8時30分～17時
15分）
〇（公社）みえ犯罪被害者
総合支援センター（　059-
　221-7830 平日 10時～16
時）
〇みえ性暴力被害者支援セ
ンター・よりこ（寄り添う心）
（　059-253-4115 平日　
10時～16時）
◆犯罪被害者等への見舞金
　県は、三重県犯罪被害者
等支援条例を平成31年4月
1日に施行し、殺人などの故
意の犯罪行為により不慮の
死を遂げた犯罪被害者の遺
族、または重傷病や精神疾患
を負われた犯罪被害者に対
して、経済的負担の軽減を図
るための見舞金を給付してい
ます。
　詳しくは、県くらし・交通安全
課へお問い合わせください。
問合せ　県くらし・交通安全
課（　059-224-2664（平日
8時30分～17時15分））
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　マイナンバー（個人番号）
制度開始に伴い、国税、地
方税の電子申告などを利用
するには、署名用電子証明
書が搭載されたマイナン
バーカードが必要です。なお、
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カ月程度か
かりますので、電子申告を
予定している方は、早めに
ご申請ください。
◆マイナンバーカードの申請
　個人番号カード交付申請書
を使用して、郵送またはイン
ターネットで申請してください。
申請方法については、広報
すずか9月5日号をご覧くだ
さい。
　現在住民登録されている
住所や氏名など個人番号
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（市役所本
館1階15番窓口）または鈴
鹿市マイナンバーカードセ
ンター（鈴鹿ハンター2階）
へお越しください。
◆マイナンバーカードの
　受け取り
　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。ご自身が戸
籍住民課または、鈴鹿市マ
イナンバーカードセンターへ
お越しください。
　なお、受け取りには予約が
必要です。マイナンバーカード

専用コールセンター（　059-
327-5056 平日8時30分～
17時15分）までご予約くだ
さい。

　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）。
納付を忘れた場合などは、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、督促手数
料50円が加算されます。

　11月30日は厚生労働省が
定める「年金の日」です。
　「ねんきんネット」を利用す
れば、自身の年金情報を手軽
に確認できるだけでなく、将
来の年金受給見込額も試算
できます。この機会に未来の
生活設計について考えてみま
しょう。
※「ねんきんネット」は、日本年金
機構ホームページ（　https://
　www.nenkin.go.jp/n_net/）
をご覧ください。
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

　市武道館の床面改修工事

を行います。この改修工事に
伴い、一部の施設の利用がで
きませんので、ご注意ください。
工事期間　12月1日㈫～3月
31日㈬（予定）
利用中止施設　市武道館第
2・3道場

※第1・4道場、研修室、会議室は
利用できます。
問合せ　武道館管理事務所
（　388-0622）

　令和2年度スポーツ振興く
じ（toto・BIG）助成金を活
用して、リニューアルオープン
したAGF鈴鹿体育館の移動
式バスケットゴールを新調し
ました。
問合せ　AGF鈴鹿体育館
（　387-6006）

年金の日
保険年金課 　382-9401　 382-9455

AGF鈴鹿体育館
移動式バスケットゴール
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

市武道館  第2・3道場
改修工事に伴う利用中止
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

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

電子証明書の取得は
お早めに

戸籍住民課　327-5056　 382-7608

いい みらい
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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570万
2,192㎥、一日平均汚水処理水量は3万1,160㎥で、
昨年度の上半期に比べると2.34％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76万
3,668㎥、一日平均汚水処理水量は4,173㎥で、昨
年度の上半期に比べると3.12％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）　4億1,666万円
・浸水対策事業に伴う工事　2億1,535万円
・処理施設などの設備更新に伴う工事（農業
集落排水事業）　47万円

◆水道事業の業務状況
業務の概況   

　給水戸数は8万7,367戸（9月30日現在）です。
また、上半期の総配水量は1,208万9,778㎥、
一日平均配水量は6万6,064㎥で、昨年度の上半
期に比べると0.71％増加しています。

工事請負費の執行状況   

・開発工事に伴う配水管布設工事など　3,566万円
・上水道更新事業に伴う配水池更新工事など
　1億4,822万円
・送水施設等設備改良に伴う更新工事など　
1,417万円

●令和２年度予算の執行状況(令和2年9月30日現在） ●令和元年度下水道事業損益計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

営業費用
借　方
42億5,902万円
8億8,865万円

100万円
5億1,580万円
56億6,447万円

営業収益
貸　方
24億2,486万円
32億3,961万円

56億6,447万円

営業外費用 営業外収益
特別損失
当年度純利益
計 計

●令和元年度下水道事業貸借対照表（令和2年3月31日現在）●令和元年度決算状況（令和2年3月31日現在）

※下水道事業：公共下水道事業および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
941億3,580万円
18億9,597万円

960億3,177万円

固定負債
貸　方
418億5,162万円
42億  184万円
399億9,720万円
80億1,560万円
19億6,551万円
960億3,177万円

流動資産 流動負債
繰延収益
資本金

計 計
剰余金

●令和元年度水道事業損益計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

営業費用
借　方
33億2,137万円
2億6,552万円

78万円
8億　  76万円
43億8,843万円

営業収益
貸　方
37億4,212万円
6億3,574万円
1,057万円

43億8,843万円

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

●令和元年度水道事業貸借対照表（令和2年3月31日現在）

固定資産
借　方
440億  910万円
42億4,192万円

482億5,102万円

固定負債
貸　方
144億  465万円
17億4,362万円
125億6,324万円
181億2,985万円
14億  966万円
482億5,102万円

流動資産 流動負債

資本金
繰延収益

剰余金
計 計

●令和2年度予算の執行状況(令和2年9月30日現在）

区　分 
47億8,446万円
40億2,911万円
22億3,766万円
43億   233万円

23億5,738万円
15億9,739万円

9,810万円
8億   265万円

予  算  現  額 執  行  額

●令和元年度決算状況（令和2年3月31日現在）   

※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（　https://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/）をご覧ください。

資本的支出
資本的収入
収益的支出
収益的収入

区　分 
48億4,826万円
39億1,904万円
30億8,534万円
44億4,265万円

47億1,983万円
37億3,104万円
17億7,126万円
39億4,659万円

予 算 額 決 算 額

資本的支出
資本的収入
収益的支出
収益的収入

区　分 
60億4,837万円
55億1,812万円
58億7,125万円
78億8,545万円

39億   857万円
22億6,187万円
12億1,704万円
23億5,070万円

予  算  現  額 執  行  額

資本的支出
資本的収入
収益的支出
収益的収入

区　分 
59億9,223万円
54億6,572万円
52億2,958万円
72億　 53万円

58億8,531万円
52億4,008万円
39億2,146万円
57億9,522万円

予 算 額 決 算 額
収益的収入

資本的支出
資本的収入
収益的支出
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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。

　

◆事前相談
と　き　1月4日㈪～2月1日
㈪（土・日曜日、祝日を除く）

ところ　鈴鹿税務署
申込み・問合せ　予約制です。
12月1日㈫から電話などで、
鈴鹿税務署（個人課税第一
部門　382-0353）へ

※予約状況などによっては、希
望の日時に相談できない場合
があります。
◆パソコン・スマートフォン
による確定申告（e-Tax）
　確定申告は、自宅からパソ
コン・スマートフォンで利用で
きるe-Tax（電子申告）が便
利です。感染症対策の観点
からも、より安全で安心です
ので、ぜひご利用ください。
　

　12月4日㈮から10日㈭は
「第7 2回人権週間」です。
近所や家庭内の問題、いじ
めや体罰、職場でのセクハ
ラ、DVなどでお悩みの方は、
人権擁護委員へご相談くだ
さい。相談は無料で秘密は
守られます。

◆特設人権相談
と　き　12月4日㈮10時～
　15時
ところ　鈴鹿ハンター
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止になる場合
があります。
◆人権擁護委員（敬称略）
　市川春美（伊船町）、尾内
敏（庄野羽山四丁目）、神﨑
佳代子（若松北一丁目）、坂
井芳規（岸岡町）、嶋かをり
（柳町）、白藤和也（大池三
丁目）、神悦子（東庄内町）、
髙野栄子（小岐須町）、西村
則子（木田町）、西山哲也
（若松北二丁目）、藤田秀昭
（国府町）、山中秀志（平田
本町）、山本陽子（池田町）

　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、
交通事故の発生が危惧され
ます。特に、夕暮れ時や夜間
の歩行中、自転車乗用中の交
通事故には注意しましょう。
　また、年末にかけて飲酒する
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、交通ルールを守り、

交通事故防止に努めましょう。
運動の重点
・子どもと高齢者の交通事
故防止
・横断歩道における歩行者
優先の徹底
・シートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底
・飲酒運転等の根絶

　CNS（ケーブルネット鈴鹿）
で、5分程度の自宅でできる
簡単な体操の番組を放送し
ています。自宅で体操をする
ことで、フレイル（身体や頭の
働きが低下すること）の予防
ができ、健康維持につながり
ます。ぜひご覧ください。
と　き
○月～金曜日 10時40分から、
15時10分から
○土・日曜日 10時40分から、

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
前に議事課へご確認ください。

※咳や発熱などで体調のすぐれ
ない方は、傍聴をお控えくだ
さい。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止になっ
た吹奏楽コンクールの代替
として、12月にCNSで市立
中学校吹奏楽部の演奏を放
送します。ぜひご覧ください。
※詳しい放送予定は、CNSチャ
ンネルガイドまたは電子番組
表などでご確認ください。

　使用済み家電4品目（エア
コン、テレビ、冷蔵庫・冷凍
庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、
法律に基づき、メーカーへ引
き渡してリサイクルすることが
義務付けられています。
　不用品回収をうたう無許
可業者に家電4品目を引き
渡すと、「不法投棄」「不適

正処理」「不適正な管理」に
より、環境汚染につながる可
能性があります。また、回収
後に高額請求される場合も
あります。
　使用済み家電4品目を廃
棄処分する際は、購入した小
売店または市の許可を受け
ている業者（㈱鈴友　382-
1 1 5 5　3 8 2 - 4 8 7 2）へ
お問い合わせください。

　住宅なんでも相談会は、地
震の発生などに備え、住宅に
関する疑問や悩みなどを大
工さんに安心して相談してい
ただける場です。予約不要
で、相談料は無料ですので、
気軽にご相談ください。
と　き　11月24日㈫10時
～14時
ところ　市役所本館1階　
市民ロビー
内　容　耐震、介護改修、リ
フォーム、新築など住宅に
関すること

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

「まいにちやろにぃ～
フレイル予防」

簡単体操番組放送中
長寿社会課 　382-9886　 382-7607

年末の交通安全県民運動
交通防犯課 　382-9022　 382-7603

所得税および復興特別
所得税の申告相談

市民税課　 382-9446　 382-7604

人権擁護委員にご相談を
人権政策課　 382-9011　 382-2214

お うちいちか わ はる  み

さとし

か　よ　 こ さか

かんざき

い　よし　き

たか  の  えい  こ

のり  こ にし や ま て つ や

にしむら

しらふじ かず　や

しま

じん  えつ  こ

ふじ  た  ひであき

やま なか ひで　し

やまもとよう  こ
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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

◆特設人権相談
と　き　12月4日㈮10時～
　15時
ところ　鈴鹿ハンター
※新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止になる場合
があります。
◆人権擁護委員（敬称略）
　市川春美（伊船町）、尾内
敏（庄野羽山四丁目）、神﨑
佳代子（若松北一丁目）、坂
井芳規（岸岡町）、嶋かをり
（柳町）、白藤和也（大池三
丁目）、神悦子（東庄内町）、
髙野栄子（小岐須町）、西村
則子（木田町）、西山哲也
（若松北二丁目）、藤田秀昭
（国府町）、山中秀志（平田
本町）、山本陽子（池田町）

　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、
交通事故の発生が危惧され
ます。特に、夕暮れ時や夜間
の歩行中、自転車乗用中の交
通事故には注意しましょう。
　また、年末にかけて飲酒する
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、交通ルールを守り、

交通事故防止に努めましょう。
運動の重点
・子どもと高齢者の交通事
故防止
・横断歩道における歩行者
優先の徹底
・シートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底
・飲酒運転等の根絶

　CNS（ケーブルネット鈴鹿）
で、5分程度の自宅でできる
簡単な体操の番組を放送し
ています。自宅で体操をする
ことで、フレイル（身体や頭の
働きが低下すること）の予防
ができ、健康維持につながり
ます。ぜひご覧ください。
と　き
○月～金曜日 10時40分から、
15時10分から
○土・日曜日 10時40分から、

12時25分から
※特別番組などにより放送時間
を変更する場合があります。

※鈴鹿市公式YouTubeでも
配信しています。番組を見逃し
た方や繰り返し見たい方は、

　YouTubeをご覧ください。なお、
動画は下記の二次元コードま
たは、「まいにちやろにぃ 鈴鹿」
で検索できます。

　12月定例議会の本会議な
どをケーブルネット鈴鹿112ch
で生放送します。
と　き　11月25日㈬、12月3
日㈭・4日㈮・7日㈪～9日
㈬・22日㈫全日程とも10
時から当日の会議終了まで

※日程は、市役所の掲示板と市
議会ホームページでお知らせ
します。

※本会議や常任委員会、特別委
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
前に議事課へご確認ください。

※咳や発熱などで体調のすぐれ
ない方は、傍聴をお控えくだ
さい。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止になっ
た吹奏楽コンクールの代替
として、12月にCNSで市立
中学校吹奏楽部の演奏を放
送します。ぜひご覧ください。
※詳しい放送予定は、CNSチャ
ンネルガイドまたは電子番組
表などでご確認ください。

　使用済み家電4品目（エア
コン、テレビ、冷蔵庫・冷凍
庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、
法律に基づき、メーカーへ引
き渡してリサイクルすることが
義務付けられています。
　不用品回収をうたう無許
可業者に家電4品目を引き
渡すと、「不法投棄」「不適

正処理」「不適正な管理」に
より、環境汚染につながる可
能性があります。また、回収
後に高額請求される場合も
あります。
　使用済み家電4品目を廃
棄処分する際は、購入した小
売店または市の許可を受け
ている業者（㈱鈴友　382-
1 1 5 5　3 8 2 - 4 8 7 2）へ
お問い合わせください。

　住宅なんでも相談会は、地
震の発生などに備え、住宅に
関する疑問や悩みなどを大
工さんに安心して相談してい
ただける場です。予約不要
で、相談料は無料ですので、
気軽にご相談ください。
と　き　11月24日㈫10時
～14時
ところ　市役所本館1階　
市民ロビー
内　容　耐震、介護改修、リ
フォーム、新築など住宅に
関すること

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

市議会テレビ中継
議事課 　382-7600　 382-4876

住宅なんでも相談会
防災危機管理課 　382-9968　 382-7603

市立中学校吹奏楽部の演奏は
ケーブルテレビで

教育指導課 　382-9028 　383-7878

使用済み家電4品目の
正しい処分方法

廃棄物対策課　382-7609 　382-2214

鈴鹿市公式
YouTube
二次元コード▶
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　給与所得者の個人住民税
（個人市民税と個人県民税）
は、法令により、事業主が給
与から特別徴収（天引き）し
て、給与所得者に代わって
市に納入することが定めら
れています。
　平成26年度からは、県内
全市町で法定要件に該当す
る事業主の皆さんに、個人
住民税の特別徴収の実施が
徹底されています。
　対象は、パート・アルバイト・
期限付雇用の従業員を含む
全ての従業員の方です。新た
に就職や転職された従業員
の方も、届出により特別徴収
に切り替えることができます。
ただし、次の理由に該当する
場合に限り、普通徴収（個人
納付）とすることができます
ので、給与支払報告書を提
出する際に、個人住民税普
通徴収への切替理由書を併
せて提出してください。
普通徴収できる場合
・乙欄適用で他事業所で特
別徴収されている

・給与が支給されない月が
ある

・事業専従者のみ（全従業
員が事業専従者のみの場
合に限る）

・退職予定者（5月末までに
退職予定の者）である
◆電子納税の活用を
　地方税共通納税システム
が全国的に開始されたこと
により、個人住民税（特別徴
収分）などを地方公共団体

へ電子納税することができ
るようになりましたので、ご活
用ください。
　なお、利用については、地
方税共同機構が実施する
eLTAX（エルタックス）への
届出が必要になります。詳し
くは、地方税共同機構ホーム
ページ（　https://www.
eltax.lta.go.jp/）をご覧く
ださい。

　小・中学校の講師・養護助
教諭・事務職員・学校栄養職
員について、登録者を随時募
集しています。
※登録者の中から必要に応じて、
勤務条件・経験などを考慮し雇
用します。

申込み　市販の履歴書（写真
貼付）・資格免許（教育職
員免許状・栄養士など）を
直接学校教育課へ

縦覧期間　12月8日㈫～22
日㈫（土・日曜日を除く8時
30分～17時15分）
縦覧場所　都市計画課（市
役所本館9階）
内　容　鈴鹿都市計画下水
道の変更（鈴鹿市決定）

※縦覧期間内であれば、市へ意
見書の提出ができます。

◆夜間窓口
と　き　11月27日㈮・30日
㈪17時15分～20時

◆休日窓口
と　き　11月29日㈰9時～
12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。

　障がい者差別をなくし
「ともに生きる社会」の実現
に向けて、ぬくたいフェスタを
開催します。
と　き　12月2日㈬～5日㈯
9時～17時

ところ　一ノ宮団地隣保館・
児童センター遊戯室（一ノ
宮町500-47）
内　容　関係団体の取り組
みの展示

※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、イベントは実施
しません。
主　催　障がい者差別をな
くす強調週間実行委員会

　18回目のジェフリーふぇす
たは、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、男女共
同参画センターホームページ
上で開催します。
と　き　12月5日㈯から
内　容　アーカイブとしての
ふぇすた記録集や登録団
体活動紹介など

と　き　12月13日㈰（雨天
決行）10時～12時、13時
30分～15時30分

ところ　鈴鹿青少年の森公
園 第2炊飯場（住吉町南
谷口 受付事務所集合）
内　容　寄せ植え鉢づくり
※一人1個を製作します。
定　員　各35人（先着順）
参加料　1,000円（材料費・
保険料含む）　
申込み　1 1月2 9日㈰9時
から、直接受付事務所へ

※電話、ファクス、電子メールでは
申し込みできません。

※マスクの着用をお願いします。

　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ので、
気軽にお越しください。
と　き　12月11日㈮、1月8
日㈮、2月12日㈮13時～
16時（出入り自由）

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
参加料　無料
※一人の相談時間は1時間が目
安です。

申込み・問合せ　事前に電話
でハーティ友手（宮﨑　080-
　5133-3771）へ
※新型コロナウイルス感染症
対策のため、受付で住所・氏
名・連絡先の記入をお願いし
ます。

※匿名希望の方は、電話でご相
談ください。

※悪天候や感染症の影響など
により、中止する場合があり
ますので、事前にご確認くだ
さい。

　学校へ行きづらいと感じ
ているお子さんに対して、家
族としてどのように接したり
支えたりしていけるかを一
緒に考える保護者の交流会
です。
　12月7日㈪は、県の臨床心
理士の方をお招きして、お話
を伺う予定ですので、気軽に
お申し込みください。
※鈴鹿市適応指導教室のス
タッフがコーディネーターを

催 し 物

　新型コロナウイルス感
染症の影響により、中止
や延期する場合があり
ます。中止
などは、市
ホームペー
ジでお知ら
せします。

ぬくたいフェスタ2020
一ノ宮団地隣保館

　382-6328　 382-6328

務めます。
対　象　市内小・中学校児
童・生徒の保護者

と　き　12月7日㈪、1月20
日㈬、2月18日㈭、3月12
日㈮14時～15時30分
ところ　市役所西館1階 けや
き教室
定　員　10人程度
参加料　無料
申込み　直接または電話で
教育支援課へ

対　象　子どもとその家族
と　き　12月12日㈯10時
～15時30分
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33）
内　容　子ども食堂、大学生
とのアトラクションやゲーム
など

※子ども食堂は、食事の提供の
ほか、地域の場を活用して、子
どもの居場所をつくり、子ども
たちを見守る事業です。
定　員　約50人（先着順）
参加料　大人（高校生以上）
300円、中学生100円、小学
生以下無料
主　催　鈴鹿市母子寡婦福
祉会
申込み　12月5日㈯までに、
北野（　385-4832、
　　090-2633-9381）へ

事業主の皆さんへ
個人住民税の特別徴収を
市民税課 　382-9446　 382-7604

講師・養護助教諭など
登録者募集

学校教育課 　382-7618　 382-9054

都市計画の変更案が
縦覧できます 

都市計画課 　382-9063　 384-3938

納税の夜間・休日窓口
納税課 　382-9008　 382-7660
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へ電子納税することができ
るようになりましたので、ご活
用ください。
　なお、利用については、地
方税共同機構が実施する
eLTAX（エルタックス）への
届出が必要になります。詳し
くは、地方税共同機構ホーム
ページ（　https://www.
eltax.lta.go.jp/）をご覧く
ださい。

　小・中学校の講師・養護助
教諭・事務職員・学校栄養職
員について、登録者を随時募
集しています。
※登録者の中から必要に応じて、
勤務条件・経験などを考慮し雇
用します。

申込み　市販の履歴書（写真
貼付）・資格免許（教育職
員免許状・栄養士など）を
直接学校教育課へ

縦覧期間　12月8日㈫～22
日㈫（土・日曜日を除く8時
30分～17時15分）
縦覧場所　都市計画課（市
役所本館9階）
内　容　鈴鹿都市計画下水
道の変更（鈴鹿市決定）

※縦覧期間内であれば、市へ意
見書の提出ができます。

◆夜間窓口
と　き　11月27日㈮・30日
㈪17時15分～20時

◆休日窓口
と　き　11月29日㈰9時～
12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。

　障がい者差別をなくし
「ともに生きる社会」の実現
に向けて、ぬくたいフェスタを
開催します。
と　き　12月2日㈬～5日㈯
9時～17時

ところ　一ノ宮団地隣保館・
児童センター遊戯室（一ノ
宮町500-47）
内　容　関係団体の取り組
みの展示

※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、イベントは実施
しません。
主　催　障がい者差別をな
くす強調週間実行委員会

　18回目のジェフリーふぇす
たは、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、男女共
同参画センターホームページ
上で開催します。
と　き　12月5日㈯から
内　容　アーカイブとしての
ふぇすた記録集や登録団
体活動紹介など

と　き　12月13日㈰（雨天
決行）10時～12時、13時
30分～15時30分

ところ　鈴鹿青少年の森公
園 第2炊飯場（住吉町南
谷口 受付事務所集合）
内　容　寄せ植え鉢づくり
※一人1個を製作します。
定　員　各35人（先着順）
参加料　1,000円（材料費・
保険料含む）　
申込み　1 1月2 9日㈰9時
から、直接受付事務所へ

※電話、ファクス、電子メールでは
申し込みできません。

※マスクの着用をお願いします。

　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ので、
気軽にお越しください。
と　き　12月11日㈮、1月8
日㈮、2月12日㈮13時～
16時（出入り自由）

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
参加料　無料
※一人の相談時間は1時間が目
安です。

申込み・問合せ　事前に電話
でハーティ友手（宮﨑　080-
　5133-3771）へ
※新型コロナウイルス感染症
対策のため、受付で住所・氏
名・連絡先の記入をお願いし
ます。

※匿名希望の方は、電話でご相
談ください。

※悪天候や感染症の影響など
により、中止する場合があり
ますので、事前にご確認くだ
さい。

　学校へ行きづらいと感じ
ているお子さんに対して、家
族としてどのように接したり
支えたりしていけるかを一
緒に考える保護者の交流会
です。
　12月7日㈪は、県の臨床心
理士の方をお招きして、お話
を伺う予定ですので、気軽に
お申し込みください。
※鈴鹿市適応指導教室のス
タッフがコーディネーターを

ジェフリーふぇすた2020
オンライン

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

鈴鹿青少年の森
「迎春」寄せ植え講座

鈴鹿青少年の森
　378-2946　 370-4706

学校へ行きづらい
児童・生徒の保護者の交流会

「ほっとさろん」
教育支援課　 382-9055　 382-9053

務めます。
対　象　市内小・中学校児
童・生徒の保護者

と　き　12月7日㈪、1月20
日㈬、2月18日㈭、3月12
日㈮14時～15時30分
ところ　市役所西館1階 けや
き教室
定　員　10人程度
参加料　無料
申込み　直接または電話で
教育支援課へ

対　象　子どもとその家族
と　き　12月12日㈯10時
～15時30分
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33）
内　容　子ども食堂、大学生
とのアトラクションやゲーム
など

※子ども食堂は、食事の提供の
ほか、地域の場を活用して、子
どもの居場所をつくり、子ども
たちを見守る事業です。
定　員　約50人（先着順）
参加料　大人（高校生以上）
300円、中学生100円、小学
生以下無料
主　催　鈴鹿市母子寡婦福
祉会
申込み　12月5日㈯までに、
北野（　385-4832、
　　090-2633-9381）へ

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

男女共同参画センター
ホームページ二次元コード 子ども食堂とクリスマス会

参加者募集
子ども政策課　 382-7661　 382-9054
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　子育ての悩みを持つ保護
者同士で、思いを出し合った
り情報交換を行ったりします。
また、心理士による相談もあ
りますので、気軽にご参加く
ださい。
対　象　子ども（0歳～18
歳）の子育ての悩みを持つ
保護者

と　き　12月21日㈪、3月8
日㈪9時30分～11時30分
ところ　市役所本館5階
　502会議室
託　児　必要な場合は、事前
に子ども家庭支援課へ

と　き　12月5日㈯・6日㈰
10時～17時、7日㈪10時
～13時
ところ　イオンモール鈴鹿2階 
イオンホール
内　容　市立幼稚園10園・
市立小学校30校の子ども
たちの個性を生かした絵画、
彫刻、デザインなどの美術
作品を展示します。
入場料　無料
※入場を制限する場合があり
ます。

※マスクの着用をお願いします。

　H o n d a鈴鹿硬式野球
部の現役選手やOB選手
の指導のもと、ティーボー
ルなどを使って親子で野球

の基本を楽しく学びます。
子どもたちの運動能力の向
上や、スポーツを楽しむ心
を育てます。
対　象　小学1・2年生の男
女と保護者　

と　き　12月13日㈰～2月
14日㈰10時～12時（全8
回）

※予備日2月21日㈰
ところ　Hondaアクティブ
ランド　室内野球練習場
定　員　親子50組（先着順）
参加料　1組 3,000円（保険
料含む）

※子どもが2人以上参加する場
合は、1人当たり2,700円が必
要です。

主　催　NPO法人鈴鹿市
スポーツ協会
申込み・問合せ　11月24㈫
から12月8日㈫までに、参
加料を添えて直接鈴鹿市
スポーツ協 会（ 桜 島 町
7-1 - 1、土・日曜日を除く
9時～17時 399-7120）
へ

　医科学の知識を持った専
門家が、基礎知識や実践を
交えて指導します。
対　象　50歳以上
◆冬季ウオーキング
と　き　1月12日～3月9日
各火曜日9時30分～11時
30分（全8回）
◆冬季スロ－ジョギング
と　き　1月8日～2月26日
各金曜日9時30分～11時
30分（全8回）

ところ　AGF鈴鹿陸上競
　技場

講　師　深間内誠さん、北
村綱為さん（鈴鹿回生病
院スポーツ医学センター・
健康運動実践指導士）
参加料　2,000円（保険料
含む）
定　員　各20人
申込み　11月24日㈫から12
月11日㈮までに、参加料
を添えて直接鈴鹿市ス
ポ ー ツ 協 会（ 桜 島 町
7-1-1、土・日曜日を除く9
時～17時　399-7120）
へ

と　き　12月10日㈭9時30
分～10時30分

ところ　農村環境改善セン
ター 多目的ホール（岸田町
1549-12）
内　容　植え付けのポイント、
誰でもすてきな寄せ植えを
作れるコツなど
講　師　桐生ふぁーむ（国分
町1454）
定　員　20人（先着順）
参加料　1,500円（材料費・
保険料含む）
持ち物　ゴム手袋・エプロン・
直径30センチ程度の鉢が
入りそうな持ち帰り用袋ま
たは箱など
申込み　11月24日㈫から
12月4日㈮までに参加料
を添えて、直接鈴鹿市ス
ポーツ協会（土・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　NPO法人鈴鹿市
スポーツ協会事務局
　（　399-7120）

申込み　11月25日㈬から12月11日㈮まで
に、参加料と保険料を添えてAGF鈴鹿体
育館、市武道館（9時～20時）または鈴鹿
市スポーツ協会（土・日曜日を除く9時～
17時）へ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温
やマスク着用の有無などの確認を行います。

※卓球教室は、水曜日または金曜日のどちらか一方
しか申し込みできません。

※申込者が定員を超えた場合は、前期当該教室
に参加されていない市内在住の方を優先とし、
それ以外の方で抽選します。

※申込者が定員を大幅に下回る場合は、教室を

中止することがあります。
※子どもを連れた参加は、ご遠慮ください。
※女性健康教室は、健康エアロビクス教室に名称を
変更し、1時間の教室になりました。
保険料　一律800円
※令和2年度前期教室参加者は、保険料は不要
です。

※複数の教室に参加しても保険料は800円です。
問合せ
　AGF鈴鹿体育館・鈴鹿市立テニスコート
（　387-6006）、市武道館（　388-0622）、
　鈴鹿市スポーツ協会（　399-7120（石垣池
公園管理事務所内））

催 し 物

ウオーキング・
スロージョギング冬季教室
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

市立幼稚園・小学校
美術作品展

教育指導課　 382-9028　 383-7878

子育てトーク
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

親子野球スクール
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

ふか  ま   うちまこと

つね ゆき

寄せ植え教室
スポーツ課　 382-9029　 382-9071
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の基本を楽しく学びます。
子どもたちの運動能力の向
上や、スポーツを楽しむ心
を育てます。
対　象　小学1・2年生の男
女と保護者　

と　き　12月13日㈰～2月
14日㈰10時～12時（全8
回）

※予備日2月21日㈰
ところ　Hondaアクティブ
ランド　室内野球練習場
定　員　親子50組（先着順）
参加料　1組 3,000円（保険
料含む）

※子どもが2人以上参加する場
合は、1人当たり2,700円が必
要です。

主　催　NPO法人鈴鹿市
スポーツ協会
申込み・問合せ　11月24㈫
から12月8日㈫までに、参
加料を添えて直接鈴鹿市
スポーツ協 会（ 桜 島 町
7-1 - 1、土・日曜日を除く
9時～17時 399-7120）
へ

　医科学の知識を持った専
門家が、基礎知識や実践を
交えて指導します。
対　象　50歳以上
◆冬季ウオーキング
と　き　1月12日～3月9日
各火曜日9時30分～11時
30分（全8回）
◆冬季スロ－ジョギング
と　き　1月8日～2月26日
各金曜日9時30分～11時
30分（全8回）

ところ　AGF鈴鹿陸上競
　技場

講　師　深間内誠さん、北
村綱為さん（鈴鹿回生病
院スポーツ医学センター・
健康運動実践指導士）
参加料　2,000円（保険料
含む）
定　員　各20人
申込み　11月24日㈫から12
月11日㈮までに、参加料
を添えて直接鈴鹿市ス
ポ ー ツ 協 会（ 桜 島 町
7-1-1、土・日曜日を除く9
時～17時　399-7120）
へ

と　き　12月10日㈭9時30
分～10時30分

ところ　農村環境改善セン
ター 多目的ホール（岸田町
1549-12）
内　容　植え付けのポイント、
誰でもすてきな寄せ植えを
作れるコツなど
講　師　桐生ふぁーむ（国分
町1454）
定　員　20人（先着順）
参加料　1,500円（材料費・
保険料含む）
持ち物　ゴム手袋・エプロン・
直径30センチ程度の鉢が
入りそうな持ち帰り用袋ま
たは箱など
申込み　11月24日㈫から
12月4日㈮までに参加料
を添えて、直接鈴鹿市ス
ポーツ協会（土・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　NPO法人鈴鹿市
スポーツ協会事務局
　（　399-7120）

申込み　11月25日㈬から12月11日㈮まで
に、参加料と保険料を添えてAGF鈴鹿体
育館、市武道館（9時～20時）または鈴鹿
市スポーツ協会（土・日曜日を除く9時～
17時）へ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温
やマスク着用の有無などの確認を行います。

※卓球教室は、水曜日または金曜日のどちらか一方
しか申し込みできません。

※申込者が定員を超えた場合は、前期当該教室
に参加されていない市内在住の方を優先とし、
それ以外の方で抽選します。

※申込者が定員を大幅に下回る場合は、教室を

中止することがあります。
※子どもを連れた参加は、ご遠慮ください。
※女性健康教室は、健康エアロビクス教室に名称を
変更し、1時間の教室になりました。
保険料　一律800円
※令和2年度前期教室参加者は、保険料は不要
です。

※複数の教室に参加しても保険料は800円です。
問合せ
　AGF鈴鹿体育館・鈴鹿市立テニスコート
（　387-6006）、市武道館（　388-0622）、
　鈴鹿市スポーツ協会（　399-7120（石垣池
公園管理事務所内））

後期スポーツ教室
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

教室名 対 象 時 間 参加料（円）会 場期 間 曜日 回数 定員（人）

ソフト
バレーボール 一般男女 9時30分～11時 1,200

AGF鈴鹿 
体育館

市立
テニスコート

市武道館

1月～3月

月

簡単エアロ
ビクス 一般男女 9時30分～10時30分水

健康エアロ
ビクス 一般男女 9時30分～10時30分金

リフレッシュ 
体操 50歳以上 13時～14時30分金

5 50

やさしいヨガ 一般男女
9時30分～10時30分

10時45分～11時45分

9時30分～11時30分

2,000
火

卓球（水曜日） 一般男女 水

15時30分～17時30分ハンドボール 小学生 水

9時30分～11時30分バレーボール 一般女性 木

9時30分～11時30分バドミントン 一般男女 木

9時30分～11時30分卓球（金曜日） 一般男女 金

10時30分～11時30分社交ダンス 50歳以上 金

9時～11時テニス 一般男女 水

9時～11時シニアテニス 55歳以上 金

19時～21時柔 道 小・中学生 土

19時～21時剣 道 小・中学生 土

9時～10時25分

10時35分～12時
太極拳 一般男女 木

8 50

2,0008 50

1,5006 40

2,0008 30

2,50010 40

2,50010 40

2,50010
20

20

2,50010 30

2,50010 30

10時45分～12時15分ヨガ（午前） 一般男女 水

13時～14時30分ヨガ（午後） 一般男女 水

2,0008 70

2,0008 70

2,70010 30

2,0008 45

2,0008 30

2,70010 30

2,0008 100

2,50010 100

2,50010 50
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　市では、新型コロナウイル
ス感染症の影響による緊急
雇用対策事業として、緊急雇
用サポート事業を実施してい
ます。この事業の一環として、
市内企業と求職者のマッチン
グを図るイベントやオンライン
セミナーを開催しますので、
ぜひご参加ください。
問合せ　株式会社名大社
（　052-220-3588）
◆鈴鹿お仕事フェア
　正社員、パート、アルバイトな
ど、市内での勤務が可能な企
業が集まった合同企業説明会
です。参加無料、履歴書不要、
服装自由、入退場自由です
ので、気軽にご参加ください。
対　象　市内で仕事を探して
いる全ての求職者（新卒学
生、転職希望者、外国人など）

と　き　12月6日㈰13時～
17時

ところ　市役所本館12階
　1203会議室
内　容　合同企業説明会、
就職セミナー、お仕事相談会
出展企業情報　鈴鹿市お仕
事情報サイト「鈴鹿deはた
らこっ！」で

※求人情報やセミナー情報も掲
載しています。

※求人情報掲載企業も随時募集
しています。
◆女性向け就職セミナー
　「オンラインで学ぶ～ブラ
　 ンクの不安を吹き飛ばす
　 方法とは～」
　結婚・出産・育児・介護など
のライフイベントにより生じる
ブランク。これらのブランク

による女性の就職に対する
不安をやわらげます。
と　き　12月2日㈬10時30
分～11時
講　師　大山佳子さん（オ
フィスパティ）　
受講料　無料
申込み　鈴鹿市お仕事情報
　サイト「鈴鹿 d eはたら
こっ！」で
◆企業向け採用オンライン
セミナー 「採用担当者向
けセミナー～準備編～」
　先行きが不透明な中、採用
活動にためらいを感じている
企業が増えています。人手
不足で苦労していた企業に
とっては、今が採用のチャンス
です。採用に向けて、準備す
べきことをお伝えします。
と　き　12月2日㈬13時
　30分～14時
受講料　無料
講　師　大山佳子さん
申込み　電話で株式会社名
大社へ

※オンラインセミナーに参加する
には、事前に「Zoom」のイン
ストールが必要です。

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－窓口で
※規模を縮小して実施してい
ます。

※市では、新型コロナウイルス
感染症による雇用情勢の悪化
に伴い、鈴鹿市スキルアップ
応援事業を実施しています。
対象の方は無料で次の訓練
が受けられますので、ご活用
ください。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

◆アーク溶接特別教育
と　き　1月12日㈫～14日㈭
8時30分～17時
受講料　9,900円（教材費
込）
申込み　12月9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　6,380円（教材費
込）
申込み　12月16日㈬から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：1月18日㈪・
19日㈫、実技：1月20日㈬
～22日㈮の中で1日を選択
8時40分～17時
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　12月17日㈭から
◆クレーン運転業務特別教育
　（5t未満）
と　き　学科：1月26日㈫
8時40分～17時、実技：
1月27日㈬・28日㈭のどち
らか1日を選択 8時40分～
17時
受講料　1万505円（教材費
込）

申込み　12月18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：1月19日㈫
8時～17時30分、実技：Ⅰ
コース1月20日㈬～22日
㈮、Ⅱコース1月26日㈫～
28日㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　12月1日㈫から

申込み　11月24日㈫から直
接水泳場窓口またはホーム
ページで

◆カラダ改善ヨガ教室体験会
対　象　18歳以上の方
と　き　12月15日㈫19時

30分～20時30分
ところ　水泳場 スタジオ
内　容　身体の機能を最大限
に引き出し、健康なカラダ
を目指しましょう。
講　師　藤原ルミさん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
◆フィットネスヨガ教室
　体験会
対　象　18歳以上の方
と　き　12月17日㈭11時
～12時
ところ　水泳場 スタジオ
内　容　ヨガの要素を取り入
れた呼吸を意識しながら
行うエクササイズです。
講　師　村中圭子さん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
◆はじめての新体操教室
　体験会
対　象　年中～年長の女の子

催 し 物

緊急雇用サポート事業
産業政策課　 382-8698　 382-0304

鈴鹿地域職業訓練センター
1月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905

と　き　12月18日㈮15時
30分～16時15分

ところ　水泳場 スタジオ
内　容　新体操を通して、柔
軟性やリズム感を養います。
講　師　山舗恵美子さん
定　員　8人（先着順）
参加料　無料
◆キッズアスレチック教室
　体験会
対　象　年中～小学1年生
と　き　12月14日㈪16時
～17時、15日㈫16時15分
～17時15分

※どちらか1日のみ
ところ　水泳場 スタジオ
内　容　鉄棒、跳び箱、マット
運動、ボール遊びに挑戦し
て、カラダを動かす楽しさ
を体感します。
講　師　山舗恵美子さん
定　員　各8人（先着順）
参加料　無料

「鈴鹿de
 はたらこっ！」
二次元コード▶

LINE公式
「鈴鹿市
 お仕事ナビ」
二次元コード▶

市ホームページ
「鈴鹿市スキル
 アップ応援事業」
 二次元コード▶
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市ホームページ
「ふれあい農園一覧」
二次元コード▶

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。

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
　https://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

自分で野菜を作ってみたいのですが、
畑がありません。誰か貸してくれる人

を紹介してもらえないでしょうか。

市では、農業者以外の方に健康増
進、生きがいづくり、お子さんへの体

験学習や農業への関心を深めてもらうこ
とを目的として「ふれあい農園」を設けて
います。これは農地所有者から区画割さ
れた農地を借りて、自家用の野菜や花を
栽培するもので、現在15農園279区画が
開設されています。利用を希望される方
は、各開園者へお申し込みください。
※「ふれあい農園」を開設したい農地所有者
の方は、農林水産課へご連絡ください。

ふれあい農園について

農林水産課　　382-9017　　382-7610
　norin@city.suzuka.lg.jp

による女性の就職に対する
不安をやわらげます。
と　き　12月2日㈬10時30
分～11時
講　師　大山佳子さん（オ
フィスパティ）　
受講料　無料
申込み　鈴鹿市お仕事情報
　サイト「鈴鹿 d eはたら
こっ！」で
◆企業向け採用オンライン
セミナー 「採用担当者向
けセミナー～準備編～」
　先行きが不透明な中、採用
活動にためらいを感じている
企業が増えています。人手
不足で苦労していた企業に
とっては、今が採用のチャンス
です。採用に向けて、準備す
べきことをお伝えします。
と　き　12月2日㈬13時
　30分～14時
受講料　無料
講　師　大山佳子さん
申込み　電話で株式会社名
大社へ

※オンラインセミナーに参加する
には、事前に「Zoom」のイン
ストールが必要です。

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－窓口で
※規模を縮小して実施してい
ます。

※市では、新型コロナウイルス
感染症による雇用情勢の悪化
に伴い、鈴鹿市スキルアップ
応援事業を実施しています。
対象の方は無料で次の訓練
が受けられますので、ご活用
ください。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

◆アーク溶接特別教育
と　き　1月12日㈫～14日㈭
8時30分～17時
受講料　9,900円（教材費
込）
申込み　12月9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　6,380円（教材費
込）
申込み　12月16日㈬から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：1月18日㈪・
19日㈫、実技：1月20日㈬
～22日㈮の中で1日を選択
8時40分～17時
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　12月17日㈭から
◆クレーン運転業務特別教育
　（5t未満）
と　き　学科：1月26日㈫
8時40分～17時、実技：
1月27日㈬・28日㈭のどち
らか1日を選択 8時40分～
17時
受講料　1万505円（教材費
込）

申込み　12月18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：1月19日㈫
8時～17時30分、実技：Ⅰ
コース1月20日㈬～22日
㈮、Ⅱコース1月26日㈫～
28日㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　12月1日㈫から

申込み　11月24日㈫から直
接水泳場窓口またはホーム
ページで

◆カラダ改善ヨガ教室体験会
対　象　18歳以上の方
と　き　12月15日㈫19時

30分～20時30分
ところ　水泳場 スタジオ
内　容　身体の機能を最大限
に引き出し、健康なカラダ
を目指しましょう。
講　師　藤原ルミさん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
◆フィットネスヨガ教室
　体験会
対　象　18歳以上の方
と　き　12月17日㈭11時
～12時
ところ　水泳場 スタジオ
内　容　ヨガの要素を取り入
れた呼吸を意識しながら
行うエクササイズです。
講　師　村中圭子さん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
◆はじめての新体操教室
　体験会
対　象　年中～年長の女の子

スポーツの杜鈴鹿短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

と　き　12月18日㈮15時
30分～16時15分

ところ　水泳場 スタジオ
内　容　新体操を通して、柔
軟性やリズム感を養います。
講　師　山舗恵美子さん
定　員　8人（先着順）
参加料　無料
◆キッズアスレチック教室
　体験会
対　象　年中～小学1年生
と　き　12月14日㈪16時
～17時、15日㈫16時15分
～17時15分

※どちらか1日のみ
ところ　水泳場 スタジオ
内　容　鉄棒、跳び箱、マット
運動、ボール遊びに挑戦し
て、カラダを動かす楽しさ
を体感します。
講　師　山舗恵美子さん
定　員　各8人（先着順）
参加料　無料

2020・11・20 11


