
　

インターネット公売を
実施します

納税課 　382-9008 　382-7660

　市税の滞納処分として差押
えた物件の公売を、ヤフー(株)
のサービス「インターネット公
売」で行います。「鈴鹿市インタ
ーネット公売ガイドライン」を
必ずお読みになり、同意の上で
参加してください。
※都合により公売を中止すること
もあります。

※詳しくは、市ホームページ(行政ガ
イド→公売・公有地売却→インタ
ーネット公売)をご覧ください。
公売参加申込期間　8月18日
㈭13時～9月2日㈮23時
入札(せり売り)期間　9月9日
㈮13時～12日㈪23時
売却決定日　9月13日㈫10時
買受代金納付期限　9月20日
㈫14時30分
◆下見会
と　き　8月25日㈭ 10時～
11時45分、13時～16時
ところ　市役所本館2階納税課

市営住宅の入居者を

募集します

住宅政策課　382-7616 　382-8188

団 地 所 在 地 構 造 募集戸数 家　　賃
ハ イ ツ 旭 が 丘 中層耐火造4・5階建て

中層耐火造4階建て
中層耐火造4階建て

5戸
7戸
4戸

17,200円～35,200円
10,700円～23,700円
15,100円～32,000円

安 塚 団 地

桜 島 団 地

中旭が丘三・四丁目
安 塚 町 3 1 5 番 地
桜 島 町 五 丁 目

※世帯所得を
　基準に算定

1戸 24,000円～47,100円潮 風 の 街 磯 山 東 磯 山 二 丁 目 中層耐火造3・4階建て

3戸 12,400円～27,400円一 ノ 宮 団 地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て

十 宮 団 地 3戸 14,400円～30,500円十 宮 三 丁 目 中層耐火造4階建て

8戸 19,700円～41,800円高 岡 山 杜 の 郷 高 岡 台 四 丁 目 中層耐火造3階建て

申込み資格　次の要件全てに

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 を全て満たし、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　8月 8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 8 月 8 日 ( 月 ) から住

宅政策課窓口で配布します。

選考方法　応募者多数の場合

は、9月 15 日㈭・16 日㈮（予

定）に公開抽選会で決定し

ます。

入居時期　10 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、申し込みの際に申し出

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。

※詳しくは、市ホームページ(行政ガ
イド→公売・公有地売却→インタ

　8月18日

　9月9日

　9月13日㈫10時
　9月20日

　8月25日㈭ 10時～

課

国民年金保険料の
お支払いは便利な

口座振替をご利用ください
保険年金課　 382-9401　　382-9455

　国民年金保険料の口座振替
納付での当月末振替の早割
は、翌月末振替、毎月現金納付
の保険料より50円割安となり
ます。1年、6カ月(上半期4月～
9月、下半期10月～翌年3月)前
納も、口座振替で納めると現
金前納より安くなります。
申込み　年金手帳（基礎年金
番号が分かる物）、預金通帳、

　通帳届出印をお持ちの上、
金融機関または年金事務所へ

※下半期6カ月前納の手続きは、8月
末までに行ってください。
問合せ　津年金事務所（津市
桜橋3-446-33　059-228-
　9112）

　通帳届出印をお持ちの上、

　津年金事務所（津市

し尿収集を休業します 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　8月13日㈯から15日㈪まで、
し尿収集を休業します。
※収集の依頼は、各地区の担当業
者または鈴鹿市清掃協同組合

　(　382-3331)へ

平成 29 年度採用市職員を

募集します

人事課　　382-9037　　382-2219
◆平成29年4月1日採用分

職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許等 年齢 学歴

事務1
（身体障がい者）

1人程度
企画、庶務、予
算、経理、調査、
指導等の一般行
政事務

○身体障害者手帳の交付を受けている方
○介護者なしに事務職としての職務の遂
行が可能な方
○活字印刷文による出題に対応できる方

昭和56年4月2日以降
の生まれの方

事務2
20人程度

― 昭和61年4月2日以降
の生まれの方

技術（土木）
5人程度

土木に関する技
術的業務

技術（建築）
1人程度

建築に関する技
術的業務

保健師
3人程度

保健に関する相
談･指導業務

保健師免許を取得の方または平成29年3
月末日までに取得見込みの方

看護師
1人程度 看護業務 看護師免許を取得の方または平成29年3

月末日までに取得見込みの方

昭和51年4月2日以降
の生まれの方

保育士・幼稚園教諭
3人程度 幼児の保育業務

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得の方または平成29年3月末日までに
取得見込みの方

消防
7人程度

火災予防、救急、
救助、消火活動
等の消防業務

日本国籍を有し、青色、赤色および黄色の
色彩識別ができる方

昭和61年4月2日以降
の生まれの方

学校教育法に定める
大学院、大学、短期
大学、修業年限が2年
以上の専修学校専門
課程、高等専門学校、
高等学校、特別支援
学校高等部など高等
学校に準ずる学校を
卒業した方または平成
29年3月末日までに
卒業見込みの方

※技術については上記
の学校においてそれ
ぞれの職種に関する
専門課程・科目を履修
していることが必要に
なります。

※採用予定人数については、今後の

採用計画等の見直しにより変更さ

れることがあります。

※職種区分「消防」以外を受験され

る外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

※すべての職種について地方公務員

法第 16 条の欠格条項に該当しな

いことが条件です。

◆第 1次試験

と　き　9月 18 日㈰ 9 時か

ら

ところ　鈴鹿医療科学大学千

代崎キャンパス (消防以外

の職種 )、消防本部 (消防 )

申込み　8月 5日㈮から 29

日㈪まで (土・日曜日、祝

日を除く 8時 30 分～ 17 時

15 分 ) に、職員採用試験

申込書を、直接または郵送

で人事課へ
※郵送の場合は、8 月 29 日 ( 月 )

17 時 15 分到着分まで有効

申込書の入手方法　人事課へ

直接または郵便で請求する

か、市ホームページ (人事・

職員採用 )で入手してくだ

さい。
※郵便で請求する場合は、封筒の表

に朱書きで「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、82 円切手を貼った

12cm×23cm 程度のもの ) を必

ず同封し、人事課 (〒513-8701

　神戸一丁目 18 番 18 号　人事

課人事研修グループ宛 ) に請求し

てください。

8月13日㈯から15日㈪まで、

※収集の依頼は、各地区の担当業

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

と　き　8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。



平成 28 年度臨時福祉給付金

と低所得の障害・遺族基礎年

金受給者向けの年金生活者等

支援臨時福祉給付金について

　健康福祉政策課　臨時給付金室　

　　382-9886　382-9887

　平成 28 年度分の市民税・

県民税が課税されていない方

（課税されている方の扶養親

族等は除く）などを対象とし

た「平成 28 年度臨時福祉給

付金」と「低所得の障害・遺

族基礎年金受給者向けの年金

生活者等支援臨時福祉給付金

」の申請・支給手続について

は、現在準備中です。今後、

詳しいことが決まり次第広報

すずかやホームページなどで

お知らせします。

◆振り込め詐欺などに注意し

てください

　  給付金の担当者を装った振

り込め詐欺や、個人情報の詐

取が発生する恐れがあります

次の点にご注意ください。

。

制度についての問合せ

厚生労働省専用ダイヤル

（　0570-037-192　平日 9時

～ 18 時）

○市や厚生労働省などが、給

付のために、手数料などの

振り込みを求めることは絶

対にありません。

○市や厚生労働省などが、

ATM（銀行、スーパー、コ

ンビニなどの現金自動預払

機）の操作をお願いするこ

とは、絶対にありません。

○ATM を自分で操作して、他

人からお金を振り込んでも

らうことは絶対にできませ

ん。

○現時点で、市や厚生労働省

などが、住民の皆さんの世

帯構成や銀行口座の番号な

どの個人情報を照会するこ

とは、絶対にありません。

○自宅や職場などに、市や厚

生労働省の職員などをかた

った電話がかかってきたり

、郵便が届いたら、迷わず

健康福祉政策課臨時給付金

室　（　382-9886  382

  -9887）、　鈴鹿警察署      

（　380-0110）、警察相談専

用電話（♯9110）に連絡し

てください。

鈴鹿市地方創生会議を

傍聴できます

行政経営課　382-9005　382-9040

と　き　8月 23 日㈫ 14 時か

ら

ところ　市役所本館 6階庁議

室

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日 13 時 30 分から

13 時 45 分まで、会場で受

け付け

児童扶養手当の加算額が

変わります

子ども政策課　382-7661　382-9054

　平成 28 年 8 月 1 日から「児

童扶養手当法」の一部が改正

され、児童扶養手当の第 2子

の加算額および第 3子以降の

加算額が変更されます。

※第 1 子は従来どおりで、全部支給

は 42,330 円、一部支給は

9,990 円～ 42,320 円 ( 所得に

応じて決定 )

※従来から手当を受けている人は現

況届を行っていただくことで 8 月

分以降の支給額を決定します。

※8 月分から加算額が増額されます

が、8 月から 11 月分は 12 月に

支払われます。

◆加算額への物価スライド

制の導入

  物価スライド制とは、物の

価格の変動を表した「全国消

費者物価指数」に合わせて、

支給額を変える仕組みです。

第 1子分の手当額には、すで

にこの物価スライド制が導入

されていますが、第 2子以降

の加算額は平成 29 年 4 月か

ら導入されます。

有 料 広 告

※「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

第 2 子

第 3 子以降

（1 人につき）

変更前
全部支給 一部支給

変更後

一律 5,000 円 10,000 円 5,000 円～ 9,990 円（所得に応じて決定）

一律 3,000 円 6,000 円 3,000 円～ 5,990 円（所得に応じて決定

変更内容



児童扶養手当の現況届

手続きが始まります

子ども政策課　382-7661　382-9054

　児童扶養手当の受給資格者

（母子家庭の母、父子家庭の

父など）は、8月 31 日㈬ま

でに子ども政策課で現況届の

手続きをしてください。手続

きをしないと、8月以降の資

格について更新ができません

（2年間手続きをしなかった

場合、資格を喪失します）。
※日曜窓口を開設する予定です。平

日の来庁が困難な方はご利用くだ

さい。詳しい日程などは、順次郵

送している案内「児童扶養手当現

況届について」に記載しますので

ご覧ください。

※住所や氏名、家族構成などに変更

があった場合は、戸籍住民課での

手続きとは別に、子ども政策課へ

の届出が必要です。この届出をし

ていないと、現況届の案内が届き

ません。また、手当の支払いを差

し止めることがありますので、該

当される方は至急子ども政策課へ

ご連絡ください。

稲刈り後の稲わらなどは

早期に処理してください

農林水産課　382-9017　382-7610

河川雨水対策課

382-7614　382-7612

　本市のノリの生産は、県内

有数の生産量を誇ります。10

月初めから、沿岸部ではノリ

の種付けが始まり、冬の風物

詩である伊勢湾の黒ノリ養殖

のシーズンになります。

　一方、田んぼでは、まもな

く稲台風が接近しやすい時期

でもあります。稲刈り後の稲

わらをそのままにしておく

と、台風などで大雨が降った

ときに、側溝や水路に詰まっ

て浸水被害を拡大させる原因

となるとともに、河川を経由

して海へ大量に流れ込むこと

があります。草やゴミも同様

です。

　海でこれがノリ網に付着す

るとノリの生育が悪くなり、

品質が悪化します。取り除く

には、手作業しか方法があり

ませんので、生産者は大変困

ります。ノリの生産者以外の

漁業者も、漁港内に流れこん

でしまうと漁に出られないた

め、回収作業に追われてしま

います。

　このため稲わらは早期にす

き込みをしていただきますよ

うにお願いします。

国際交流などを行う団体の

活動を支援します

鈴鹿国際交流協会

　383-0724　383-0639

　協会賛助会員などが実施す

る国際交流、国際親善、多文

化共生などを目的とする活動

に、1団体 10 万円を上限に

支援します。
※賛助会員にはいつでも加入でき

ます。年会費は、企業・団体 1 万円、

個人 2,000 円です。

対　象　団体・企業賛助会員、

個人賛助会員 5人以上で構

成する団体、協会にボラン

ティア登録している方 5人

以上で構成する団体

対象事業　今年度に実施予定

で、参加の機会が市民に開

かれている事業。詳細は事

業支援補助金交付要綱に基

づきます。

募集数　3団体以内

申込み　8月 30 日㈫までに、

事業計画書と収支予算書

を、直接鈴鹿国際交流協会

へ

原爆の日と終戦記念日に

黙とうを

人権政策課　382-9011　382-2214

健康福祉政策課

382-9012　382-7607

　8 月 6 日㈯に広島市で、8

月 9日㈫に長崎市で、原爆死

没者の冥福と世界恒久平和を

願う式典が行われます。

　また、8月 15 日㈪には本

武道館で、先の大戦において

亡くなられた方々を追悼し平

和を祈念するため、全国戦没

者追悼式が行われます。

　それぞれの式典の中で、1

分間の黙とうが捧げられるの

に合わせ、皆さんも恒久平和

の実現を願い、ご一緒に黙と

ういただきますようお願いし

ます。

と　き

○広島市　8月 6日㈯ 8時 15

分から

○長崎市　8月 9日㈫ 11 時 2

分から

○全国戦没者追悼式　8月 15

日㈪ 12 時から

有 料 広 告

〒513-0818〒513-0818

エネルギーのベストミックスで
皆様に安心で快適なくらしをお届けします。
エネルギーのベストミックスで
皆様に安心で快適なくらしをお届けします。

http://www.asahigas.co.j phttp://www.asahigas.co.j p

鈴鹿市安塚町1350-194
TEL 059-382-2811
鈴鹿市安塚町1350-194
TEL 059-382-2811



鈴鹿シティマラソン
スポーツ課　382-9029 　382-9071

と　き　12月18日㈰ 8時15分
から(雨天決行)
ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコース
内　容　10km、5.6km、2km、
2kmジョギング、競技用車いす
5.6km、生活用車いす1.5km

※今回は第70回全国お茶まつり
との同時開催です。
参加料　1,000円～3,500円
（種目によって異なります）
定　員　7,500人(10km2,500
人、5.6km2,500人、2km2,500
人、車いす種目は定員なし、
先着順)　 
申込み
○インターネット　8月15日㈪か
ら9月30日㈮までの間に次の
ホームページで
・鈴鹿シティマラソン公式ホーム
ページ(　http://suzukacity-
　m.com)
・ランネット(　http://runnet.
　jp/)
○郵便振替　8月1日㈪から12
日㈮までに電話で専用郵便
振替用紙をエントリーセンター
（（株）ファインシステム　079-
　420-6663　土・日曜日、祝日を
除く9時30分～17時30分)に
依頼し、専用郵便振替用紙が
届いたら、8月15日㈪から31日㈬
までに郵便局で申し込みと参
加料の振り込みをしてください。
◆大会当日の運営スタッフ募集
対　象　中学生以上
※中学生は保護者同伴
内　容　受付、選手誘導、給水
など(7時ごろ～12時ごろ)
申込み　8月31日㈬までにスポ
ーツ課へ

体育協会スポーツ教室
鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

申込み　8月7日㈰から25日㈭ま
での9時から20時まで（ただし
22日㈪は休館日）に参加料と
保険料を添えて、ウオーキング
教室とスロージョギング教室
はAGF鈴鹿体育館（市立体育
館 江島台1-1-1）またはAGF
鈴鹿陸上競技場（石垣池公園
管理事務所 桜島町7-1-3）
へ、弓道教室となぎなた教室
は武道館（江島台2-6-1）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会
◆ウオーキング教室
対　象　50歳以上の方
と　き　9月6日～12月13日の
火曜日（全14回）9時30分～
11時30分
ところ　AGF鈴鹿陸上競技場
（雨天時はAGF鈴鹿体育館）
※第1回と第14回は鈴鹿回生病院
定　員　50人(先着順)
参加料　6,000円(保険料と血
液検査代を含む)
◆スロージョギング教室
対　象　50歳以上の方
と　き　9月2日～12月16日の
金曜日 (全14回)9時30分～11
時30分
ところ　AGF鈴鹿陸上競技場
(雨天時はAGF鈴鹿体育館)

※第1回と第14回は鈴鹿回生病院
定　員　50人(先着順)
参加料　6,000円(保険料と血
液検査代を含む)
◆弓道教室
対　象　一般男女
と　き　9月7日～11月30日の
水曜日(全12回)9時30分～11
時30分
ところ　武道館
定　員　30人(先着順)
参加料　3,000円(別途保険料
800円)

人、車いす種目は定員なし、

い。

◆なぎなた教室
対　象　小学生以上
と　き　9月7日～11月30日の
水曜日(全12回)19時～21時
ところ　武道館
定　員　30人(先着順)
参加料　中学生以下2,500円、
高校生以上3,000円(別途保
険料1,850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

申込み　8月9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
◆運動と英語のジーウィ教室
対　象　①年長～小学2年生、
②3歳～年中
と　き　8月23日㈫･24日㈬
または8月29日㈪･30日㈫ 
①9時～10時、②10時～11時
定　員　①各15人、②各10人
参加料　2,500円(全2回)
◆飾り巻き寿司教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　8月18日㈭ 10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円(材料費込)
◆アイシング教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　8月24日㈬ 10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円(材料費込)
◆はじめてみよう貯筋教室
対　象　一般成人
と　き　9月7日・14日・28日、
10月5月・12日・26日、11月
2日・9日(いずれも水曜日)11
時～12時
定　員　20人
参加料　5,200円（8回分）
◆いきいき水中ウォーク教室
対　象　一般成人
と　き　9月1日・8日・15日・29
日、10月6日・13日・20日・27
日（いずれも木曜日）13時～
14時
定　員　30人
参加料　4,800円（8回分）
◆パワーヨガ教室
対　象　一般成人
と　き　9月2日・16日、10月7
日・21日、11月4日・18日（いず
れも金曜日）10時～11時
定　員　10人
参加料　4,800円（6回分）

リオオリンピックがもっと
面白くなるパネル展

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

と　き　8月5日㈮～21日㈰ 
ところ　鈴鹿ハンター2階ふくろう
の森ギャラリー（算所2-5-1）
参加料　無料
内　容　日系人とリオオリンピ
ックパネル展、市内出身のリ
オオリンピック出場選手の紹
介、サンバ衣装展示、ブラジ
ルの紹介など

ストレス対処講座
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　認知・行動療法を活用したス
トレス対処法を学び、こころの
健康づくりに役立てましょう。
と　き　9月24日㈯14時～16時
(開場13時15分)
ところ　三重県人権センター多
目的ホール (津市一身田大古
曽693-1)
内　容　講演会「不安と上手に
向き合う心理学」
講　師　髙橋良斉さん（信貴山
病院ハートランドしぎさん認
知・行動療法センター長)

日（いずれも木曜日）13時～

日系人とリオオリンピ

定　員　300人
参加料　無料
申込み　9月14日㈬までに、氏
名、電話番号を、ファクス・
電話で三重県こころの健康
センター(　059-223-5243
059-223-5242)へ

こころの健康セミナー
こころと眠りの深～い関係
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　「寝つきが悪い」「夜中に目が
さめる」などよく眠れない状態
が続くと、うつ病などの心の病
気につながり、健康上の問題や
生活への支障が生じてくること
があります。睡眠について見直
してみませんか。
対　象　市内在住の方
と　き　9月4日㈰14時～15時
30分（開場13時30分）
ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール（南玉垣町6600）
内　容　講演会とDVD「こころ
の声を聴かせてください」視聴
講　師　鈴木竜世さん（さらク
リニック院長）　
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月1日㈭までに、直接
または電話で健康づくり課
（西条5-118-3）へ

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

　一人で悩まずに、同じ病気の方
とお互いに悩みを語り合ってみま
せんか。
対　象　がん患者、がん患者の
家族の方 
と　き　8月23日㈫13時30分
～15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

9月14日㈬までに、氏
名、電話番号を、ファクス・
電話で三重県こころの健康

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）



電話で三重県こころの健康
059-223-5243

「寝つきが悪い」「夜中に目が
さめる」などよく眠れない状態
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東洋医学で癒しの1日
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　東洋医学のストレス解消法や
病気を予防する養生法を紹介す
るとともに体験していただきます。
と　き　9月4日㈰ 10時から
(受付開始9時20分)
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART100年
記念ホール（岸岡町1001-1）
内　容　午前の部：講演「膝痛
のおはなし」「高血圧との付き
合い方」「秋の健康薬膳弁当解
説」、午後の部：体験コーナー
「美顔」「疲労改善」「体質チェッ
クと体質にあわせた薬膳茶」
参加料　健康薬膳弁当は
1,080円（先着100人）、「美
顔」「疲労改善」は500円（当
日先着各25人）
主催・問合せ　鈴鹿医療科学
大学（　383-8991）
共　催　日本薬膳学会
申込み　弁当は8月26日㈮ま
でに電話で同大学へ

司法書士による無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　8月26日㈮18時～21
時 （最終受付は20時30分）
ところ　男女共同参画センタ
ー （神戸2-15-18）
内　容　相続・不動産・会社・
法人登記、借金、成年後見な
どに関する相談
定　員　50人（先着順）
相談料　無料
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会鈴
亀支部（寺尾　380-0743）

F1日本グランプリ観戦会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　モータースポーツを通した文
化・社会貢献活動を展開する
NPO法人鈴鹿モータースポーツ
友の会では、F1日本グランプリの
観戦会を1泊2日で開催します。レ
ーシングドライバーの福山英朗さ
んをツアーリーダーに、合宿形式
で「F1と鈴鹿」を楽しむ企画です。
対　象　鈴鹿モータースポーツ
友の会会員

※当日入会もできます。
と　き　10月8日㈯～9日㈰
定　員　30人(先着順)
参加料　3万9,800円(非会員は
別途入会・年会費計3,000円)

※参加料には、観戦指定席(C席)、夕
食宴会、朝食、温泉使用料、宿泊料
(合宿スタイル)、駐車場、送迎バス 
（予選日のみ)が含まれています。
申込み　9月10日㈯までに電子
メールまたは電話で鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
（中野　smsa@mecha.ne.
　jp　　080-4537-2005)へ

「鈴鹿バルーンフェスティバル2015
フォト・スケッチコンテスト」入賞者

作品展示
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　昨年11月に開催された鈴鹿バ
ルーンフェスティバル実行委員会
主催の「鈴鹿バルーンフェスティ
バル2015フォト・スケッチコンテス
ト」の入賞作品を展示します。
と　き　8月9日㈫～23日㈫平日9
時～19時、土・日曜日9時～17時

※最終日は15時まで
※金曜日は休館日
ところ　図書館本館1階市民
ロビー

※鈴鹿バルーンフェスティバル
2016は、9月17日㈯～19日(月・
祝)に開催します。

伊勢型紙 板締め展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　8月25日㈭～28日㈰ 10
時～16時（最終日は15時まで）

ところ　伊勢型紙資料館(白子
本町21-30）

で「F1と鈴鹿」を楽しむ企画です。

※できるだけ公共交通機関をご
利用ください。
内　容
○板締め（板木）、伊勢型紙復刻
作品、伊勢型紙復刻作品によ
る試験染め、古代型紙、小紋
染着物の展示
○伊勢型紙彫刻の実演公開
（27日・28日13時～15時）
○伊勢型紙彫刻体験
入場料　無料　
主　催　伊勢型紙技術保存会
問合せ　伊勢型紙資料館（　368-
　0240）

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを取り

もどせ！」(第5回)
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755

と　き　9月14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　児童文学の書き方、警
句(アフォリズム)と評伝の書き方

講　師　河原徳子さん、衣斐
弘行さん
定　員　70人（先着順）
受講料　１，000円
申込み　受講日「9月14日」、住
所、氏名、電話番号を記載の上、
電話・はがき・ファクスで鈴鹿市
文化振興事業団（〒513-0802
飯野寺家町810）へ

学校給食フェスタ2016
学校教育課　382-1214　 382-9054

　学校給食のことがよく分か
るイベントです。
と　き　8月18日㈭10時～15時
ところ　文化会館さつきプラザ
内  容　展示コーナー（学校給
食の歴史、学校給食Ｑ＆Ａ、み
えの郷土食、世界の給食）、体
験コーナー（食材キーホルダ
ーづくり、豆つかみゲーム、魚
つりゲーム、食育クイズ）ほか
申込み　不要
問合せ　三重県学校給食会
　（　059-225-0949）

高齢者のための剪定技能講習
鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

対　象　鈴鹿市シルバー人材セ

所、氏名、電話番号を記載の上、

ンターで就業を希望される60
歳以上の方
と　き　9月7日㈬・8日㈭ 9時～
16時
ところ　同センター（神戸1-17-
　5）、高岡配水池(高岡町
1838-1)
定　員　20人(希望者多数の場
合は調整します)
受講料　無料
申込み　8月5日㈮から25日㈭ま
でに電話で同センターへ

消費税軽減税率・転嫁対策
営業力がついてくるセミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　8月29日㈪14時～15時
30分
ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール(飯野寺家町816)
内　容　
　・個人営業からチーム営業に転
換すれば業績は確実に上がる
　・普通の営業人員を一流営業
マンに変えるポイント
　・営業情報の共有化で全体を
伸ばす　ほか
講　師　腰高康雄さん(ジャイロ

ンターで就業を希望される60

　9月7日㈬・8日㈭ 9時～

　5）、高岡配水池(高岡町

総合コンサルティング(株)コン
サルタント)
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所
申込み　8月22日㈪までに、電話
で鈴鹿商工会議所（　で鈴鹿商工会議所 (  382-

3222) へ

　8月5日㈮から25日㈭ま

　8月29日㈪14時～15時

鈴鹿商工会議所4階

個人営業からチーム営業に転

普通の営業人員を一流営業

営業情報の共有化で全体を

　腰高康雄さん(ジャイロ

マイカー無料点検
交通防犯課　382-9022　 382-7603

対　象　自家用乗用自動車、軽
自動車(軽貨物を含む)

※事業用、普通貨物車以上、レンタカ
ー、8ナンバー車、特殊車は除きます。
と　き　9月3日㈯ 10時～16時
※雨天の場合中止あり。
ところ　イオンモール鈴鹿東駐
車場の北側
内　容　日常点検と粗品の進呈
受付台数　100台(先着順)
参加料　無料
主催・問合せ　鈴鹿自動車整
備組合(　382-1075)

の8 月 納税
○市民税・県民税…2期
○国民健康保険税…2期
【納期限は8月31日㈬です】



住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために

鈴鹿市地域包括ケアシステム

健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

382-9012　    382-7607

認知症支援福祉

有償サービス

「オレンジサポートかりん」

が始まりました

　認知症で認知機能が低下し

てくると、ゴミ出しの日を忘

れたり、一人で外出するのが

不安になったり、自宅で生活

することやご近所付き合いを

維持していくことが徐々に難

しくなってきたりします。

　「誰もが安心して暮らすこ

とができるまちづくり」を実

現することを目的に、7月 19

日から、認知症の方やその介

護者の方の「ちょっとした困

りごと」を協力会員が有償で

サポートする「オレンジサポ

ートかりん」サービスを実施

しています。

　サービスの内容は、朝のゴ

ミ出し・病院や地域のイベン

トの付き添い・話し相手など

で、利用料金はサービス内容

や利用時間によって異なりま

す。「オレンジサポートかり

ん」に関するお問い合わせは

、鈴鹿市社会福祉協議会

（　382-5971）まで。
※協力会員とは、「認知症支援ボラン

ティア養成講座」の修了生です。

「人としてやさしさ

          あふれる社会を」

人 権 政 策 課

382-9011　 382-2214 

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

教 育 支 援 課

382-9055　 382-9053 

kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

　「人権」について考えると

き、人は誰もがかけがえのな

い大切な存在であることがベ

ースになります。だからこそ

、人へのやさしさ、それを実

現させる夢や理想というもの

を大事にしたいものです。

　ところで、今年はビートル

ズが来日して 50 年になるそ

うです。その当時、社会現象

になるほどの大騒ぎになった

ことを、最近のテレビ番組で

紹介していました。当時の記

者会見の中で「名誉と財力の

ほかに欲しいものは？」とい

う問いに、メンバーが即座に

「平和」と答え、会場に笑い

が漏れていました。

　現在なら、なるほどと思う

発言であっても、当時の社会

では、ロックバンドが何を言

っているんだという風潮があ

ったのでしょう。戦争状態で

はないという意味で「平和」

を彼らが使ったのではなく、

人としてやさしさあふれる社

会を思ったのでしょう。その

心は、いつの時代であっても

普遍のものではないでしょう

か。

　「子ども」「女性」「外国人」

など個々の人権問題に取り組

むとともに、「人権」をキー

ワードにして、根底にある共

通なものを見抜き、私たちの

生活の中で取り組みながら、

人としてやさしさあふれる社

会を築き上げたいものです。




