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メルモニあんしんメール

「災害」の配信基準が変わります

防災危機管理課

　 382-9968　 382-7603
　地震が発生した際に自動的に
配信されるメールの配信基準
を、「県内震度 5強」から「県
内震度 5弱」に変更しました。

変更後のメルモニあんしんメー
ル「災害」の自動配信基準

　住宅の耐震改修やリフォームな
どに社会的な関心が高まっていま
す。市民が安心して住宅に関する
疑問や悩みなどを大工さんに相談
できる場として、無料で開催します。
と　き　5月30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、境界問題などの、
法律関係の質問には対応できませ
ん。

相談員　組合員（設計士、大工）
問合せ　三重県建設労働組合 鈴
鹿支部（　382-1521）

住宅なんでも相談会を
行います
防災危機管理課

　 382-9968　 382-7603

住宅以外の問題、境界問題などの、

気象注意報・
警報

発表地域 種　別

【警報】
津波、大雨、洪水、大雪、暴風、
暴風雪、波浪、高潮

市内

地震情報

東海地震

発表地域 震　度

４以上市内

５弱以上県内

東海地震に関連する調査情報・注意情報・予知情報

【注意報】 津波
【警　報】 津波・大津波

伊勢・三河湾

 

　6月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　6月3日㈮・13日㈪～
17日㈮・29日㈬　10時から
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、議会だ
より編集会議は傍聴できます。
日程は、市役所の掲示板と市議
会ホームページに掲載します。
変更される場合がありますので、
事前に議事課へご確認ください。

と　き　6月1日㈬10時から
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
内　容　鈴鹿市男女共同参画
実施計画の進捗状況評価

定　員　10人（先着順）
申込み　当日9時45分まで男
女共同参画課で受け付け

と　き　5月31日㈫13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館  1 2階
1 2 0 3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25分まで
会場で傍聴整理券を配布

市議会を
テレビ中継します

議事課　 382-7600　 382-4876

鈴鹿市男女共同参画審議会
を傍聴できます
男女共同参画課

　 381-3113　 381-3119

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

のセクハラなどでお悩みの方
は、人権擁護委員または相談
所へご相談ください。相談は無
料で、秘密は守られます。
◆特設人権相談
と　き　6月1日㈬10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター2階特設
会場（算所2-5-1）

◆人権擁護委員(敬称略)
山尾教雄（江島町）、髙野栄子
（小岐須町）、中尾征郎（小田
町）、藤田秀昭（御薗町）、浅野
正士（下箕田三丁目）、西村則子
（木田町）、益川博光（五祝町）、
嶋かをり（柳町）、神﨑佳代子
（若松北一丁目）、濵野勇夫（加
佐登四丁目）、林義智（高岡
町）、山本陽子（池田町）、熊沢
美知子（自由ヶ丘二丁目）

　居宅で介護を受けている重
度の要介護者・身体障がい者
の家庭を訪問する理美容サー
ビスの出張経費を支援します。
年度ごとに申請が必要です。
対　象　市内に住所があり、市
内の居宅で介護を受けてい
る40歳以上の方のうち、要介
護3から5と認定されている
方、または身体障害者手帳1・
2級を持ち、障がい名が下肢
または体幹機能障害の方
支援額　上限2,000円（1回）
利用可能回数　申請する時期
により異なり、最高4回まで
申込み　長寿社会課または地
区市民センターへ

※要介護認定が要介護3から5
に該当する方は介護保険被保
険者証を、該当しない方は障
害者手帳のコピーを添付して
ください。

訪問理美容サービスの
出張経費を一部支援します
長寿社会課　 382-7935　 382-7607
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より編集会議は傍聴できます。

会ホームページに掲載します。
変更される場合がありますので、
事前に議事課へご確認ください。

　児童扶養手当受給者で、自
立や就労に意欲のある方を対
象に、自立支援プログラム策定
員が個別相談を行い、ハローワ
ークと連携して転職・就業のた
めの支援を行っています。
対　象　児童扶養手当受給者
の方

ところ　子ども政策課
申込み　電話で子ども政策課へ

雇用期間　雇用した日（平成
28年6月末採用予定）～平
成29年3月25日㈯

勤務場所　市内小中学校
内　容　学級での学習支援
雇用条件　時給840円で、一
日の勤務時間は5時間45
分以内です。

申込み　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ので、
市販の履歴書（写真貼付）
に記入・押印の上、直接学
校教育課へ

　人権擁護委員法が施行され
た6月1日を、｢人権擁護委員の
日｣と定め、人権思想の普及・
高揚に努めています。市内で
は、市長が推薦し、法務大臣が
委嘱した人権擁護委員の方
が、人権相談、啓発活動、人権
救済などで活躍されています。
　隣近所のもめごと、家庭内
の問題、いじめや体罰、職場で

鈴鹿市男女共同参画審議会

小中学校の支援員を
募集します

学校教育課　 382-7618　 382-9054

人権擁護委員の日に
特設相談所を開きます
人権政策課　 382-9011　 382-2214

ひとり親家庭の父・母の
就業支援を行っています
子ども政策課　 382-7661　 382-9054



推進標語「危険物　決めろ無
事故の　ストライク」

　6月5日から11日までは危険
物安全週間です。これから気
温の高くなる夏季にかけて、危
険物による事故が発生しやす
い時季になります。これは、ガソ
リン、灯油、塗料などの石油類
から可燃性ガスが発生するか
らです。私たちが日常生活にお
いて使用している危険物には、
ガソリンや灯油などの燃料や
ペンキやシンナーなどの塗料
があります。危険物の安易な取
り扱いや、火気の近くなど危険
な場所での保管や使用は大事
故につながります。危険物の事
故を防ぐため、次のことに気を
付けましょう。
危険物取り扱いの注意点
・たばこやコンロなど火気の近
くでは取り扱わない。
・換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓を
する。

・ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管する。

ガソリン・灯油などの
取り扱いに

気を付けてください
予防課　 382-9157　 383-1447

いて使用している危険物には、

換気のよい場所で使用し、

・直射日光のあたる場所や、高
温になる場所で保管しない。

・ガソリン、灯油などを必要以
上に保管しない。

　オオキンケイギクとは、5月か
ら7月にかけて道端や空地など
で花を咲かせる植物です。花
びらの先端がぎざぎざしてお
り、花びらと花の中央部は鮮や
かな黄色をしています。しかし、
繁殖力が非常に強く在来種を
駆逐してしまうため、特定外来
生物に指定されています。
　このため、オオキンケイギク
は基本的に生きたままの運搬
が禁止されています。家に持
ち帰ったり、育てたりすること
は違法行為となりますので絶
対にしないでください。また自
宅の庭先や畑のふちなどで
見つけたら、根から引き抜い
てください。

オオキンケイギクに
ご注意ください

環境政策課　 382-7954　 382-2214

かな黄色をしています。しかし、

※オオキンケイギクの詳しい特徴
などは市ホームページ（ごみ・
環境→鈴鹿の自然）をご参照く
ださい。

　たばこは肺がんをはじめ多く
の病気の危険因子であること
から、5月31日を｢世界禁煙デ
ー｣、5月31日から6月6日まで
を｢禁煙週間｣として対策を進
めています。たばこには50種
類以上の発ガン性物質が含ま
れており、国内でたばこが原因
で亡くなる人は年間12～13万
人、年間死亡者の約1割を占
めています。また受動喫煙（他
人のたばこの煙を吸いこむこ
と）が原因で亡くなる人は約
6,800人と言われています。
　喫煙はご自身の健康を害する
だけではなく、大切な家族や周囲
の人の健康にも影響を及ぼしま
す。世界禁煙デーをきっかけに禁
煙にチャレンジしてみませんか。
現在は一定の条件を満たせば、
医療保険の適応で禁煙治療が
できます。詳しくは、健康づくり課
までお問い合わせください。 

禁煙にチャレンジ
してみませんか

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

市有地を一般競争入札
により売却します

◆入札　
と　き　6月 13 日㈪　（1）10 時、
（2）10 時 30 分　
ところ　市役所本館 10 階 1004
入札室

申込み　5月 23 日㈪から 6月 8
日㈬まで（土・日曜日を除く）
の 8時 30 分から 17 時 15 分ま
でに、直接住宅政策課へ　

※郵送による申し込みはできません。　

※入札参加資格など詳しくはお問い合わ

せください。

◆現地説明会
と　き　5月 30 日㈪　（1）10 時
から、（2）10 時 30 分から　

住宅政策課　 382-7616　 382-8188

物件番号 登記地積 実測面積 用途地域 売却最低価格地　目所在地  

(1) 2,352.11㎡ 2,352.11㎡
第一種中高層  
住居専用地域 7,137万2,000円宅　地

東玉垣町字井龍田2657番130
東玉垣町字乙戸部2800番102
２筆合計  

(2) 1,713.63㎡ 1,713.63㎡
第一種中高層  
住居専用地域 5,136万5,000円宅　地東玉垣町字乙戸部2800番2  

と　き　5月30日㈪　（1）10時から、（2）10時30分から　ところ　各入札物件所在地

　国民健康保険（国保）に加
入または脱退するときは、届出
が必要です。
◆国保に加入する場合
　該当した日から14日以内に
必ず届出してください。
・会社などの健康保険の資格
がなくなったとき

・他の市町村から転入したと
き（会社などの健康保険に
加入していない場合）

・国保の加入者に子どもが生
まれたとき
・生活保護を受けなくなった
とき
○もし届出が遅れたら
　加入者の保険税は、届出を
した日ではなく、国保の資格を
取得した日まで遡ってかかりま
す。また、届出日以前の期間に
かかった医療費は全額自己負
担となる場合がありますのでご
注意ください
◆国保を脱退する場合
・会社などの健康保険に加入
したとき
・他の市町村へ転出したとき
・加入者が死亡したとき
・生活保護を受けるようにな
ったとき
○ご注意ください
　他の健康保険に加入した
後、鈴鹿市国保の保険証を使
って医療機関を受診した場合
には、市が医療機関へ支払っ
た医療費を返還していただく場
合があります。

会社の健康保険を
脱退・加入したときなどは
必ず国民健康保険の

手続きを
保険年金課　 382-7605　 382-9455

　国民健康保険（国保）は、住
所地（住民登録地）の市町村
で加入するのが原則です。しか
し、加入者が福祉施設、養護
老人ホーム、特別養護老人ホ
ーム、介護保険施設などへの
入所や長期入院などの事情に
より住所を他の市町村へ移す
場合は、届出により今までの国
保を継続することになります。
　この制度を｢住所地特例｣とい
います。これは、福祉施設などが
集中する市町村の国保財政を
圧迫させないための取り扱いで
す。転出手続きをされるときに、
保険年金課にご相談ください。

　下記の方に「国民健康保険
のための平成28年度所得申告
書」を5月23日㈪に発送します
ので、必要事項を記入の上6月
8日㈬までに保険年金課に提出
してください。適正な課税を行う
ために必要な書類ですので必
ず提出をお願いします。
対　象
・国民健康保険に加入中で、
確定申告書、市・県民税申
告書の提出がなく、給与や
公的年金の支払者から支払
報告書が提出されていない
など、前年中の所得が不明
な方

※所得がない方も提出をお願い
します。

※すでに確定申告書、市・県民税

施設入所のために
転出される方は

国民健康保険住所地特例の
ご相談を

保険年金課　 382-7605　 382-9455

国民健康保険のための
平成28年度所得申告書を
提出してください

保険年金課　 382-7605　 382-9455

申告書を提出した方に届いた
場合は、行き違いのため提出し
ていただく必要はありません。

　国民健康保険税を指定の口
座から振替で納付されている世
帯で、口座名義人の方が国民
健康保険からその他の社会保
険に変更になった場合などに、
口座名義人の変更または廃止
の手続きがされていないと、引
き続き、同口座から振替となりま
すので、ご注意ください。

国民健康保険住所地特例の

国民健康保険税の
口座振替をご利用の方へ
保険年金課　 382-7605　 382-9455

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/kankyou/gairai/index.html


す。転出手続きをされるときに、

国民健康保険に加入中で、

　65歳未満の方で解雇などの
会社都合により離職され、雇用
保険の失業等給付を受給して
いる方または受給していた方で、
雇用保険受給資格者証の離職
理由が以下の数字の場合は、申
告することで国民健康保険税が
軽減される場合があります。
　申告手続きについては保険
年金課に、雇用保険受給資格
者証については公共職業安定
所（ハローワーク鈴鹿　382-
8609）へお問い合わせください。
離職理由コード
　11、12、21、22、23、31、
32、33、34

申告に必要なもの
　雇用保険受給資格者証

非自発的理由により
離職された方で現在国民健康
保険に加入している方へ
保険年金課　 382-7605　 382-9455

◆休日窓口
と　き　5月29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。

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660

玄関からお越しください。

所と企業が対象になります。調
査書類が届きましたら、インター
ネットまたは紙の調査票でご回
答ください。
　回答いただいた内容は、統計
法に定められている利用目的以
外に使用することはありません。
　調査結果は、国および地方
公共団体における行政施策の
立案や、小・中学校の社会科
の副読本の参考資料など教育
分野における利用、さらには、
新規店舗の出店計画のための
基礎資料など民間における利
用など、社会経済全体はもとよ
り、身近な諸施策にも活用され
ています。
　調査へのご理解・ご回答を
よろしくお願いします。

　3月31日から、公共下水道を
使用できる区域が広がりまし
た。今回供用開始になる区域
は、牧田、白子、稲生、玉垣、若
松、栄の各一部で、合計約31
ヘクタ－ルです。
　これにより、既に供用してい
る区域と合わせて約1,979ヘ
クタ－ルの区域で公共下水道
が使用できるようになりました。

　総務省と経済産業省は、平
成28年6月1日現在で、｢平成
28年経済センサス 活動調査｣
を実施します。全国全ての事業

経済センサス
活動調査を行います

総合政策課　 382-7676　  382-9040

公共下水道の使用できる
区域を拡大しました
営業課　 368-1673　 368-1685

合併処理浄化槽設置費の
補助申請を受け付けています

上下水道総務課　 368-1696　 368-1688

対象地域　次の区域を除いた地
域

・下水道事業計画区域　・農業
集落排水事業採択区域　・大
型合併処理浄化槽の処理区域

対象浄化槽
○10 人槽以下　国庫補助の対
象となるもので、生物化学的
酸素要求量（BOD）除去率
90％以上、放流水の BOD が日
間平均値 20mg/ℓ以下のもの

○11 人槽以上 50 人槽以下　高
度処理型合併処理浄化槽で、
下記のいずれかの要件を満た
すもの

・放流水の総窒素濃度が 20 ㎎ /
ℓ以下または総リン濃度が
1mg/ℓ以下のもの

・BOD 除去率が 97％以上で放流
水の BOD が日間平均値 5㎎ /
ℓ以下のもの

対象建築物　補助金申請後に工
事着工し、平成 28 年度中に
工事が完了するもので、以下
の要件に該当するもの

・専ら居住の用に供する住宅（建
売住宅、賃貸を目的とする建
築物などを除く）

・延べ床面積の 2分の 1以上を
居住の用に供する建築物

・鈴鹿市自治会集会所建築等補
助金交付要綱（平成 7年鈴鹿
市告示第 102 号）第 2条第 1
号の集会所（10 人槽以下に
限る）

(1)　既設の単独処理浄化
槽またはくみ取り便槽から
合併処理浄化槽に転換す
る場合（建築確認を要する
住宅の建替え、増築、改築
に伴い転換する場合を除
く）の合併処理浄化槽設置
費用

5人槽

5人槽

6～7人槽

6～7人槽
8～10人槽
11～50人槽
（高度処理型）

(3) （1）の場合における当該単独処理浄化
槽の撤去費用

8～10人槽

11～50人槽
（高度処理型）

25万5,000円
31万8,000円

42万円

12万7,000円
15万9,000円

9万円

(4) （1）の場合における配管費用 6万円

21万円

(2) （1）の場合を除く場合
における合併処理浄化槽
設置費用

区　分 補助金額農業集落排水事業採択区

10人槽以下　国庫補助の対象となるもので、生物化学
除去率90％以上、放流水の

11人槽以上50人槽以下　高度処理型合併処理浄化

放流水の総窒素濃度が20㎎/ℓ以下または総リン

BOD除去率が97％以上で放流水のBODが日間

　補助金申請後に工事着工し、平成28
年度中に工事が完了するもので、以下の要件に該 ※それぞれの費用に相当する額 (1,000

円未満の端数があるときは、これを
切り捨てた額 ) が補助金額を超えない
場合は、当該額とします。

申込み　上下水道総務課に備え
付けの申請書に必要事項を記
入の上、同課へ

※この事業は、予算の範囲内で実施し、
予算額に達した時点で終了します。



　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
連携して映画祭を開催します。
◆本市の上映映画｢きみはい
い子｣

と　き　6月26日㈰13時30
分～15時40分（13時開場）

ところ　文化会館けやきホ
ール

内　容　学級崩壊に直面する
新米教師、虐待の連鎖を断
ち切れずに娘に手を上げる
母親、認知症の兆しに怯え
る独居老人、それぞれがそ
れぞれの局面で悩みなが
ら、人と人とのつながりに光
を見出し、小さな一歩を踏み
出していきます。かつて子ど
もだった全ての人に贈る、再
生と希望の物語です。

出　演　高良健吾、尾野真千
子 ほか

催 し 物

三重県内男女共同参画
連携映画祭2016

男女共同参画課
　 381-3113　 381-3119

格･年齢は問いません)
とき・内容
○6月8日㈬10時～12時「提
供会員の役割と心得」、13
時～15時30分「子どもの発
達とこころ｣

○6月9日㈭9時30分～12時
「子どもの病気」、13時～
15時30分「子どもの栄養」

○6月10日㈮9時30分～12時
3 0 分「幼児の安全と対
応」、13時30分～16時「子
どもの遊びと生活」
○6月16日㈭9時30分～12時
30分「小児看護」、13時30
分～16時「気になる子ども
の支援」

○6月17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～14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 ホール（神戸2-15-18）

講　師　医師、臨床心理士ほか
定　員　30人
託　児　5カ月以上、5人まで
午前午後各200円

受講料　無料(別途テキスト代
2,000円)

申込み　電話またはファクス
で、鈴鹿市ファミリー･サポー
ト･センター(　 381-1171)
へ

ファミリー･サポート･センター

分～15時40分（13時開場）

定　員　500人
入場料　一人500円
託　児　1歳～未就学児、先
着10人程度、無料

申込み　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）または鈴
鹿市観光協会（白子駅前
17-12）でチケットを購入し
てください。託児は、6月17日
㈮までに男女共同参画セン
ターへ
◆本市以外の上映内容
　お問い合わせいただくか、男
女共同参画センターホーム
ページをご覧ください。

　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（有償ボランティ
ア）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、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

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

有 料 広 告

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。

※「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。※「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。
※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課

（　382-9036）へ

　今回はノハナショウブをご覧
いただく予定です。
と　き　6月4日㈯　集合9時
30分　開始10時（少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町 5 6 3・西條町
675-1など）

※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受け付けをし、
駐車案内図を配布します。現地
付近の道路は駐車厳禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻まで
に直接植物群落に来てください。

定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　5月20日㈮から電話
で文化財課へ　

※1グループ3人まで申込み可

　鈴鹿抹茶を使用した創作ス
イーツコンテストの優秀作品
を、フレンチ料理人の小早川陽
青さんなどの審査員が試食審
査を行い、各賞が発表されま
す。金賞決定の瞬間をぜひ見

第2回金生水沼沢植物群落
観察会

文化財課　 382-9031　 382-9071

鈴鹿抹茶スイーツ
コンテストの公開審査と

各賞発表
地域資源活用課

　 382-9016　 382-0304

よう

せい

30分　開始10時（少雨決行）

センター駐車場で受け付けをし、

　長靴、水筒、タオル、

に来てください。
と　き　6月5日㈰13時から
ところ　イオンモール鈴鹿 1
階中央コート

問合せ　鈴鹿抹茶ブランド化
研究会（　370-0878）

　そばを手打ちして日本の味、
こし、香りを楽しみましょう。
と　き　6月18日㈯、7月16
日㈯、8月20日㈯9時30分～
12時30分

ところ　農村環境改善センター 
料理実習室（岸田町1549-12）

定　員　12人
受講料　5,400円（3回分、材
料費込）

申込み　5月24日㈫から6月12
日㈰までの9時～20時に、受
講料を添えて直接AGF鈴鹿
体育館（市立体育館）または
農村環境改善センターへ

　講師に的場凜さんをお迎え
します。太鼓に触れ、格好良く
太鼓を打ち鳴らし、ダイエット、
アンチエイジング、そしてストレ
スを解消しましょう。
と　き　6月9日・23日、7月14

第2回金生水沼沢植物群落

そば打ち教室
鈴鹿市体育協会

　 387-6006　 387-6008

和太鼓教室
鈴鹿市体育協会

　 387-6006　 387-6008

　そばを手打ちして日本の味、

農村環境改善センター 
料理実習室（岸田町1549-12）

太鼓を打ち鳴らし、ダイエット、

日・28日、8月11日・25日　各
木曜日　18時30分～20時

ところ　農村環境改善センター 
多目的ホール（岸田町1549-12）

定　員　10人
受講料　5,000円（6回分、保
険料含む）

申込み　5月24日㈫から6月6日
㈪までの9時～20時に、受講
料を添えて直接AGF鈴鹿体
育館（市立体育館）または農
村環境改善センターへ

対　象　小学3年生～小学6
年生とその保護者

※全ての日程に参加できる方
※児童のみでの参加はできません。
と　き　6月5日㈰9時～12時
30分、7月24日㈰、8月20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　材料費1台650円
（初回受講時支払い）
申込み　5月28日㈯9時から
文化会館で受け付け

※申込時に持ち物など詳細をお
知らせします。

組み立て工作と
太陽観測教室

文化会館 　382-8111 　382-8580

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ



　新しい鈴鹿の商品開発に取
り組んでいる生産者・事業者を
対象に、高速道路の売店に適
した商品作りについて講演会
を開催します。
と　き　5月25日㈬14時30分
～16時30分

ところ　市役所別館第3　2
階北会議室

内　容　講演会「『川下』から
『川上』を考える地域の商
品づくり～鈴鹿PAで消費者
に求められる商品を考える
～」
講　師　齋藤純さん（消費者
の動向を知るアドバイザー）

申込み　㈱観光販売システム
ズ（宇佐見　052-589-0160

　　 0 5 2 - 5 6 1 - 5 1 0 8 　
jimukyoku@kanko-pro.

　co.jp）
※応募多数の場合は先着順

対　象　高校生以上(未成年
者は保護者の同意が必要)

※プラネタリウムドームの大き
さの都合上、演奏者は5人程
度まで

ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容　7月9日㈯の「七夕さ
ま」と、12月23日（金・祝）の
「クリスマス」の各特別投映
において、それぞれ13時30
分からと15時30分からの2
回、番組投映に合わせて演

催 し 物

メイドインＳＵＺＵＫＡ
応援事業講演会
地域資源活用課

　 382-9016　 382-0304

音楽プラネタリウムの
演奏者募集

文化会館　 382-8111　 382-8580

奏していただきます。各回
60分間のうち、演奏時間は
30分間程度です。

申込み　6月7日㈫15時まで
（必着）に、演奏希望曲のうち
1曲を録音したCD（1枚）と
結果連絡用のはがきを添え
て、応募用紙に必要事項を記
入の上、直接文化会館へ

※応募用紙は文化会館にあります。
※申込書・CDは返却しません。ま
た、応募多数の場合は、書類と
CDの内容で選考します。

　6月は「環境月間」です。昨
年度から国が取り組んでいる
「COOL CHOICE」の一環
として、環境に関するイベント
を開催します。
と　き　6月5日㈰10時～15
時

ところ　鈴鹿ハンター1階サ
ブコート（算所2-5-1）
内　容　エコ工作や環境クイ
ズなど、子ども向けの体験型
環境学習

参加料　無料
◆緑のカーテン育成用ゴーヤ
とアサガオの種と苗の無料
配布

と　き　6月5日㈰11時から
ところ　鈴鹿ハンター1階　
サブコート

定　員　300人(先着順、1人
5つまで、苗は育成状況によ
り配布できる数が減る場合
があります)

 日本語支援活動をしていて、

環境月間イベント
環境政策課　 382-7954　 382-2214

日本語ボランティア
スキルアップ講座
(公財)鈴鹿国際交流協会
　 383-0724　 383-0639
　 sifa@mecha.ne.jp

※応募用紙は文化会館にあります。

 日本語支援活動をしていて、

助詞の違いをうまく説明できな
い、日本語能力試験の勉強の
教え方が難しい、教材は何を選
んだらいいか知りたいなどの悩
みを持つ事はありませんか。学
習者の気持ちを汲みながら教
える方法を一緒に考えましょう。
対　象　在住外国人に日本語
を教えている方

と　き　6月18日㈯・25日㈯、
7月2日㈯13時30分～16時
40分 

ところ　鈴鹿大学講義棟
　（郡山町663-222）
講　師　舟橋宏代さん（鈴鹿
大学教授）、桟敷まゆみさん
（鈴鹿大学講師）
定　員　20人（先着順）
受講料　1,000円
共　催　鈴鹿大学
申込み　6月10日㈮までに、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号を記入の上、はがき・ファ
クス・電子メールで鈴鹿国際
交流協会（〒513-0801神
戸1-18-18）へ

　浴衣きつけの漫画冊子を使っ
て、簡単に浴衣を着るポイントを
指導します。夏のきものの正装
や、お太鼓結びもセットして簡単
に着られる方法も伝えます。
対　象　どなたでも
と　き　6月25日㈯13時30
分～16時（受付13時から）

ところ　鈴鹿大学第一会議室
（郡山町663-222）
定　員　60人
受講料　無料
持ち物　浴衣、帯、タオル3枚（お
持ちの方は小紋のきもの、なご

クールジャパン！
きもの体験講座
(公財)鈴鹿国際交流協会
　 383-0724　 383-0639

や帯、長じゅばん、足袋なども）
申込み　6月20日㈪までに、小
林豊子きもの学院若松教室
分校（橋本　090-3302-

　6868 　059-385-5333）へ
※この事業は(公財)鈴鹿国際交
流協会の補助事業です。

※中国語の通訳があります。

　速報展で展示中の間瀬口
遺跡、磐城山遺跡、宮ノ前遺
跡の発掘調査の成果をスライ
ドで説明します。
と　き　6月12日㈰14時から
ところ　考古博物館（国分町
224）

聴講料　無料　
※説明会参加者は、常設展と速
報展が無料で観覧できます。

　鈴鹿亀山消費生活センター
では設立10周年を記念して、高
齢者に対する振込詐欺・悪質商
法の被害防止に関する啓発演
劇を実施します。この演劇を希
望される団体などは、消費生活
センターにお申し込みください。
対　象　鈴鹿市・亀山市内
の、20人以上の参加者が見
込める行事を主催する自治
会、老人会、高齢者を支援
する団体など

と　き　8月20日㈯から10月
23日㈰までの土・日曜日の
昼間

内　容　｢劇団花さつき｣によ
る演劇4本、振込詐欺防止

スライド説明会
｢間瀬口遺跡・磐城山遺跡・

宮ノ前遺跡｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

高齢者被害防止のための
啓発演劇

鈴鹿亀山消費生活センター
　 370-0777　 370-2900

音頭、気を付けるポイントの
紹介と悪質商法の講話(計
45分～60分程度)

募集団体数　4団体
申込み　6月30日㈭まで（土・
日曜日を除く8時30分～17
時15分）に、電話で鈴鹿亀
山消費生活センターへ

※会場の手配は主催者側でお願
いします。

※舞台出入口、コンセント位置な
どの条件があります。

※劇団との日程調整や会場の都
合によっては、ご希望に沿えな
い場合があります。

※応募多数の場合は抽選で決定
します。

と　き　6月8日㈬13時30分
～15時30分

ところ　文化会館2階第1研
修室

内　容　講座「詩の書き方、
俳句の作り方～名句の紹介
と鑑賞を中心に～」
講　師　津坂治男さん、山中
悦子さん

定　員　70人(先着順)
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講日「6月8日」、住
所、氏名、電話番号を記入
の上、電話・はがき・ファクス
で (公財)鈴鹿市文化振興
事業団(〒513-0802飯野
寺家町810)へ

　お茶を飲みながら日頃のスト
レスや悩み事をゆっくり話しま

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

｢間瀬口遺跡・磐城山遺跡・

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを
取りもどせ！」(第2回)
(公財)鈴鹿市文化振興事業団
　 384-7000　 384-7755

　6月30日㈭まで（土・

せんか。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。お気軽にお越しください。
※一人の相談時間は1時間が目
安です。

と　き　6月29日㈬、7月15日
㈮、8月9日㈫13時～16時
（出入自由）
ところ　保健センター2階会議
室（西条5-118-3）

参加料　無料
申込み・問合せ　電話でハーテ
ィ友手（宮崎　080-5133-
　3771）へ



◆刈払機取扱作業安全衛生教育
と　き　7月1日㈮8時40分～
16時20分

受講料　5,400円(別途教材
費2,571円)

◆JW＿Cad入門
と　き　7月4日㈪・6日㈬・8日
㈮9時～16時　

受講料　1万2,636円(別途教
材費3,456円)

◆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：7月5日㈫8時～
17時10分、実技：Ⅰコース7月6
日㈬～8日㈮、Ⅱコース7月12日
㈫～14日㈭8時～17時15分

受講料　2万8,000円(教材費
込)

申込み　6月1日(水)から受け
付け

◆小型移動式クレーン運転技
能講習

と　き　学科：8月23日㈫・24
日㈬9時～17時15分、実技：
8月25日㈭または26日㈮8
時30分～18時

※津の日本クレーン協会で行い
ます。
受講料　2万3,145円（教材
費込）

※玉掛技能講習修了者は2万
2,145円(教材費込)　

申込み　6月10日㈮から受け
付け

付け

を置かなければなりません。また、

置かなければなりません。なお、

講習を受講する必要があります。

で鈴鹿市防火協会員を含む)
　6月13日㈪～6月24日㈮　
平日8時30分～17時15分

○上記以外の方
　6月20日㈪～6月24日㈮　
平日8時30分～17時15分

※申込用紙は予防課窓口と市ホ
ームページトピックスから入手
できます。

※電話による予約はできません。

申込み　記載のないものは受講
開始日の1カ月前から受け付
け。事前に電話でお問い合わ
せの上、同センター窓口（鈴鹿
ハイツ1-20）へ

◆玉掛技能講習
と　き　
①学科：6月20日㈪・21日㈫8時
45分～17時、実技：6月22日
㈬・23日㈭・24日㈮の中で選
択受講　8時45分～17時

②学科：7月11日㈪・12日㈫8時
45分～17時、実技：7月13日
㈬・14日㈭・15日㈮の中で選
択受講　8時45分～17時

受講料　1万800円(別途教材
費1,645円)

◆Word2013中級
　文章の編集・応用、図形描写
機能の活用、差し込み印刷、フ
ォーム利用などを学びます。
と　き　6月27日㈪～30日㈭
9時～12時　

受講料　5,616円(別途教材
費2,160円)

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

　学校、病院、工場、事業場、イ
ベントホール、百貨店など多くの
人が出入り、勤務または居住す
る建物には、建物の用途・規模・
収容人員に応じて、防火管理者
を置かなければなりません。また、
大規模・高層の建物には、建物
の用途に応じて、防災管理者を
置かなければなりません。なお、
大規模な建物の甲種防火管理
者と防災管理者は5年ごとに再
講習を受講する必要があります。
と　き　
○防火管理甲種新規　7月5日
㈫・6日㈬　9時～16時15分

○防火管理乙種　7月5日㈫
9時～16時15分

○防災管理新規　7月7日㈭
9時～15時5分

○防火・防災管理再講習　7月
8日㈮　13時～16時30分

ところ　消防本部 4階多目的
室(飯野寺家町217-1)

定　員　防火管理甲種新規・
乙種合わせて80人、防災管
理新規40人、防火・防災管
理再講習40人(先着順)

参加料　防火管理甲種新規・
乙種は3,650円、防災管理新
規は2,100円、防火・防災再
講習は1,950円（テキスト代）

申込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、裏面に氏
名 を 記 載した 写 真 ( 縦
4.5cm・横3.5cm、正面上
三分身)を貼付の上、下記期
間中に直接予防課へ

○市内在住または市内の事業所
に勤務する方(市外の事業所

催 し 物

防火管理講習
(甲種新規・再講習・乙種)
防災管理講習(新規・再講習)
予防課　 382-9157　 383-1447

　講座「詩の書き方、

　東洋医学には、ストレス解消
法や病気を予防する養生法が
あります。それらを紹介すると
ともに体験していただきます。
と　き　6月5日㈰10時から
（受付9時20分から）
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念
館(岸岡町1001-1）

内　容　午前の部：｢肩の痛
み」と｢糖尿病｣についての
講演、午後の部：美顔・疲労
改善・薬膳茶の体験、昼食
は｢健康薬膳弁当｣をご賞
味ください。

定　員　200人（健康薬膳弁
当は100食）

参加料　無料
※健康薬膳弁当は1,080円(税込) 
※美顔・疲労改善体験は500円
（材料費）
主　催　鈴鹿医療科学大学
共　催　日本薬膳学会　
申込み　健康薬膳弁当は5月
27日㈮までに同大学（　383-

　8991）へ
問合せ　 同 大 学（ 浦田　
383-9208内線9406）

東洋医学で癒しの1日
健康づくり課　 382-2252　 382-4187



対　象　おおむね60歳以上で

高齢者向けパソコン講座
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター
　 382-6092　 382-6093

市内在住の方
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(市役所別館第3)

定　員　各15人(先着順)
受講料　3,000円(別途テキス
ト代1,000円)
申込み　5月20日㈮から6月
20日㈪までに同センターへ

※パソコンは同センターで準備し
ます。

※各講座とも参加者が5人以下の
場合は、中止することがあります。

◆ワード初級講座
　パソコンで文字入力ができ
る方を対象に、Windows10
のパソコンでWord2013の操
作を学びます。
と　き　7月5日㈫～8日㈮
　9時30分～12時
◆デジタルカメラ・パソコン
初級講座

　パソコン初級程度の操作技
術を習得された方を対象に、デ
ジタルカメラの操作、パソコン
への取り込み・保存、フリーソ

場合は、中止することがあります。

フトを使っての画像加工（レタ
ッチ）を学びます。
※フォトショップエレメンツ12を
使用

と　き　7月5日㈫～8日㈮　
13時30分～16時

◆Excel初級講座
　パソコンで文字入力ができ
る方を対象に、Windows10
のパソコンでExcel2013の操
作を学びます。
と　き　7月12日㈫～15日㈮
　13時30分～16時

申込み　5月23日㈪から先着
順受け付け。水泳場窓口
（御薗町1669）またはホー
ムページで
◆はじめてみよう水泳(夜)
　まずはお試し感覚で水泳を
始めませんか。
対　象　一般成人

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

と　き　6月13日・20日・27日
各月曜日　20時～21時

定　員　10人
参加料　2,850円（3回分）
◆ちびっこ運動遊び教室
　遊びの中で体を動かす楽し
さを学びます。
対　象　①2～３歳　②4歳～
年長

と　き　6月8日・15日・22日・
29日、7月13日・２０日　各水
曜日　①15時15分～16時
②16時～17時

定　員　①8人　②15人
参加料　4,800円(6回分)
◆ママのためのベリーダンス教室
　ベリーダンスでウエストをシ
ェイプアップします。
対　象　一般女性(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　6月7日・21日・7月5
日・19日　各火曜日　14時
10分～15時

定　員　15人
参加料　3,400円(4回分)

  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。

ペットの飼い方

環境政策課　　382-9014　　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

家の周りや敷地内で、犬
や猫にフンをされ困って

います。市で何か対策をとって
もらえませんか。

ペットの存在は、日々の
生活に潤いと安らぎをも

たらしてくれます。その一方で、
間違った飼い方をしたためにト
ラブルの元となる事例も少なく
ありません。ペットと人が地域
で共存できるように、飼主の皆
さんにはご近所への気配りをお
願いします。
　犬の散歩時には必ずリードで
つなぎ、フンは持ち帰りましょ
う。また、交通事故や病気、け
がから守るためにも、猫につい
ては屋内飼育に努めましょう。
猫は上下に動く空間と適度な遊
びで十分に室内で飼うことがで
きます。
　市では、広報紙やホームペー
ジを通じ、ペットの飼育につい
てモラル向上を呼びかけていき
ます。近隣に迷惑を掛けている
マナーの悪い飼主に対しては、
県の保健所からも直接、飼い方
の注意などを行っています。飼
主が特定できる場合は、県鈴鹿
保健所 (  382-8674) へ一度相
談してはいかがでしょうか。

市政に対するご意見などは、

市民対話課へ

〒513-8701（住所不要） 

382-9004　　 382-7660

http://www.city.suzuka.lg.

jp/mail/iken/index.html

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

