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　12月21日㈬からミニストップで
もコンビニ交付サービスが開始さ
れます。これまでどおり全国のセ
ブン－イレブン、ローソン、ファミ
リーマート、サークルＫ・サンクス
でもサービスの利用ができます。
※マルチコピー機が設置されてい
ない店舗は除きます。

※Aコープ北東北、セイコーマー
ト、イオンリテール、 コミュニ
ティ・ストア、エーコープ鹿児島、
セーブオンでも同日からサー
ビスが開始されます。ただし、
市内にはこのサービスを利用
できる店舗はありません。

◆証明書コンビニ交付サービス
　コンビニなどの店舗内にある

証明書コンビニ交付
サービスがミニストップで

始まります
戸籍住民課　 382-9013　 382-7608

　12月21日㈬からミニストップで
もコンビニ交付サービスが開始さ
れます。これまでどおり全国のセ
ブン－イレブン、ローソン、ファミ
リーマート、サークルＫ・サンクス
でもサービスの利用ができます。
※マルチコピー機が設置されてい

※Aコープ北東北、セイコーマー
ト、イオンリテール、 コミュニ
ティ・ストア、エーコープ鹿児島、
セーブオンでも同日からサー
ビスが開始されます。ただし、
市内にはこのサービスを利用

証明書コンビニ交付サービス
　コンビニなどの店舗内にある

マルチコピー機を利用して、住
民票の写し、印鑑登録証明書、
所得課税証明書を取得できる
サービスです。
※コンビニで交付する住民票の
写しには、市内転居の住所な
どの履歴の記載がありません。
また、世帯あたり複数人員で構
成される住民票を取る場合、1
人につき1枚ずつ印刷されます。
証明書への固有番号やページ
番号が印字され、ホッチキス留
めはされません。

※所得課税証明書は最新年度の
みです。

コンビニ交付サービスのメリット
・いつでも！
　毎日6時30分から23時まで利
用できます(年末年始を除く)

・どこでも！
　全国の店舗で利用できます
(一部除く)

マルチコピー機を利用して、住
民票の写し、印鑑登録証明書、
所得課税証明書を取得できる

※コンビニで交付する住民票の
写しには、市内転居の住所な
どの履歴の記載がありません。
また、世帯あたり複数人員で構
成される住民票を取る場合、1
人につき1枚ずつ印刷されます。
証明書への固有番号やページ
番号が印字され、ホッチキス留

※所得課税証明書は最新年度の

コンビニ交付サービスのメリット

　毎日6時30分から23時まで利

全国の店舗で利用できます

・かんたん！
　ATM感覚で利用でき、申請書
の記入は不要です

・おとく！
　窓口での手数料に比べて
100円安くしています

※このサービスの利用には、マイナ
ンバーカードまたは住民基本台
帳カード(サービス利用登録済の
もの)が必要です。お持ちでない
方は、ぜひこの機会にマイナン
バーカードを取得してください。

　取得方法については、次ページ
「電子証明書の取得はお早めに」
の「◆マイナンバーカードの申
請」をご参照ください。請」をご参照ください。

　交通事故によるけがなどで
保険証を使って治療を受ける
場合は、加入している健康保
険組合への届出が必要です。
鈴鹿市の国民健康保険に加
入中の方は、保険年金課に届
け出てください。
　届出には事故証明書、印
鑑、保険証、運転免許証など
の本人確認書類が必要です。
届出がないまま保険証を使用
した場合、後日保険年金課か
ら連絡させていただく場合が
あります。

対して課税されるほか、事
業用(アパート経営、太陽光発
電設備、飲食店、製造、修理、
販売、サービス業など)の償却
資産に対しても課税されます。
　法人税や所得税の必要経
費に算入している減価償却資
産が申告対象になりますので、
該当する資産をお持ちの方は、
平成29年1月1日現在の資産
の所有状況を1月31日㈫まで
に申告してください。
　なお、12月初旬に平成29年
度用の償却資産申告書を発送
しましたので、申告対象の方で
お手元に申告書が届いていな
い場合はご連絡ください。
※償却資産の所有者に対しては、
地方税法の定めるところにより
申告義務が課せられています。

交通事故で保険証を
使う場合は届出が必要です
保険年金課　 382-7605　 382-9455

償却資産の申告を
資産税課　 382-9007　 382-7604

険組合への届出が必要です。

の本人確認書類が必要です。

電設備、飲食店、製造、修理、

資産に対しても課税されます。

産が申告対象になりますので、
該当する資産をお持ちの方は、

※償却資産の所有者に対しては、

　国税、地方税の電子申告な
どを利用する際には、電子証
明書が必要です。マイナン
バー(個人番号)制度開始に
伴い、利用には署名用電子証
明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要となります。
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カ月程度かかること
が予想されますので、早めに
申請してください。
　なお、マイナンバーカードを
まだ取得しておらず、電子証
明書が搭載された住民基本
台帳カード(住基カード)をお
持ちの方は、電子証明書の有
効期限内であれば利用できま
すが、現在は住基カードへの
電子証明書の発行・更新は終
了しています。今後のご利用
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を
取得していただく必要がありま
す。今一度、ご自身の電子証
明書の有効期限をご確認くだ
さい。また、有効期限内であっ
ても、住所や氏名が変更した
場合は失効しますので、ご注
意ください。
◆マイナンバーカードの申請
　個人番号カード交付申請書
にて、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
など詳しくは、通知カード送付
時に同封されているパンフレッ
トをご覧ください。
※現在住民登録されている住所
や氏名と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、その申請書は使用でき

電子証明書の取得は
お早めに

戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

バーカードが必要となります。

ませんので、戸籍住民課へお
越しください。

とき・ところ 診察時間はいず
れも10時～12時

○1月1日(日・祝)
　東山動物病院(江島本町
22-1　388-4688)

　鈴鹿動物病院 (三日市町
1880-12　384-1212)

○1月2日(月・休)
　森動物病院(算所5-12-11
　378-3952)

　 北 川 動 物 病 院 ( 須 賀 町
782-8　384-1299)

○1月3日㈫
　はら動物病院(亀山市北町
5-1　0595-84-1010)

　自由ヶ丘どうぶつ病院(下大
久保町2669 - 3　374 -
4828)

※正月診療代金として3,240円
(税込)が加算されます。

年始に受診できる
動物病院のご案内

環境政策課　 382-9014　 382-2214



　犬や猫などのペットによる
鳴き声やふん害などの苦情が
多く寄せられています。飼い主
はマナーをよく守り、近隣の迷
惑にならないよう十分注意し
ましょう。
○犬を屋外で飼育する時や
散歩の時などは、リードや
鎖でつなぎましょう。放し飼
いは県の条例で禁止されて
います。

○犬の放し飼い、ペットの失
踪、犬や猫の適正飼養、野
犬の目撃などに関する相談
は、県鈴鹿保健所衛生指導

ペットのしつけと飼い主の
マナーを守りましょう

環境政策課　 382-9014　 382-2214

課(　382-8674)へ
○ペットが散歩中にふんをし
たら必ず飼主が後始末をし
ましょう。また、鳴き声や無
駄吠えなどで近隣住民の
迷惑にならないように注意
しましょう。
○生後91日以上の犬は、生
涯1回の登録と毎年1回の
狂犬病予防注射が義務付
けられています。登録は環
境政策課または市内の動
物病院でできます。

※狂犬病予防注射を行ってい
ても登録がされていないケ
ースも見受けられますのでご
注意ください。

○犬が死んだり、犬の飼い主
が変わったときは、環境政
策課へ届け出てください。
また、飼い主の転出などで
犬を飼う場所が変わったと
きは、転出先の市町村に届

策課へ届け出てください。

け出てください。
○猫を外で飼うことで、飼い
主の知らないところで近隣
住民に迷惑を掛けているこ
とがあります。また、交通事
故や感染症の危険もありま
す。屋内で飼育することに
より、これらの危険から猫を
守ることができます。猫は
立体的な動きができる環境
であれば運動不足になら
ず、広い生活空間を必要と
しないと言われています。
○飼い主のいない猫に対し
て、安易な置き餌をするこ
とで、ふんや餌の食べ残し
などが放置され、近隣の住
環境に悪影響を及ぼす可
能性があります。無責任な
方法による餌やりは避けま
しょう。
○犬や猫は一度にたくさんの
子を産みます。増え過ぎて
飼えなくなることもありま
す。不妊・去勢手術を検討
しましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒をみるのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなった
ら、まず、新しい飼い主を探
しましょう。どうしても新しい
飼い主が見つからない場合
は、県鈴鹿保健所衛生指
導課へご相談ください。

※ペットを捨てることは法律で
禁止されており、100万円以
下の罰金に処せられる規定
があります。
下の罰金に処せられる規定
があります。

年末年始は C-BUS 運行

ルートを一部変更します

都市計画課　 382-9024　 384-3938

　年末年始は、椿まわりのルー

トを一部変更します。椿大神

社周辺は大変混雑しますので、

参詣には C-BUS が便利です。

ぜひご利用ください。また、

参詣の際には車に十分気を付

けてください。
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※西部C-BUS乗換え可能バス停(長

沢、伊船町東)での乗換え待ち時間

は、最大30分です。

※南部C-BUSは、1月1日（日・祝）

から3日(火)まで、土日祝日ダイヤ

で運行します。

※年末年始はダイヤの遅れが予想さ

れますので、ご了承ください。詳

しくは、三重交通中勢営業所

   (　 059-233-3501)へ

　建物に重大な消防法令違反
が認められた場合、利用される
方自身が安全の判断をするため
に、その建物の名称などをホー
ムページなどで公表する制度で
す。公表の対象は、火災が発生
した場合に避難などが困難であ
り、人命に多大な被害を出すお
それがある不特定多数の人が利
用する飲食店、物品販売店、福
祉施設などで、自動火災報知設
備等が設置されていないなどの
特定違反をしているものです。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・市内に納税義務を有する方
・本条例や方針に利害関係を
有する方

募集期間　1月6日㈮まで(当日
消印有効)

閲覧場所　消防本部予防課、
消防署、総務課（市役所）、
地区市民センター、市ホーム
ページ

提出方法　件名「鈴鹿市火
災予防条例改正(案)への意
見」、住所、氏名、意見を記
入の上、直接またはファク
ス、電子メール、郵送で予防
課(〒513-0802飯野寺家
町217-1)へ

※寄せられた意見は個人が特定
でき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
ジなどで公表します。個別には
回答しません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

鈴鹿市火災予防条例改正(案)
への意見募集

予防課　 382-9157　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　消防本部予防課、
消防署、総務課（市役所）、

　交通事故のない社会の実
現を目指して、交通安全対策
基本法第26条第1項の規定
に基づき、鈴鹿市交通安全対
策会議で「鈴鹿市交通安全
計画(平成28年度～平成32
年度)」を策定しました。
　この計画は、鈴鹿市総合計
画2023と第10次三重県交
通安全計画を踏まえつつ、本
市における交通安全対策全
般にわたる総合的かつ長期
的な施策の大綱を定めていま
す。詳しくはお問い合わせい
ただくか、市ホームページ(行
政ガイド→計画・財政・施策
→計画→各種計画)をご覧く
ださい。

　自転車等の安全で快適な利
用環境の確保と自転車等の適
切な利用の促進を図るため、利
用マナーの啓発や放置自転車
等の撤去などこれまでの施策を
強化し、また、自転車駐車場の整
備を行うことで、安全で快適に利
用できる駐車環境を目指し、住
みよいまちづくりを実現すること
を目的として、鈴鹿市自転車駐
車場整備方針を策定しました。
詳しくはお問い合わせいただく
か、市ホームページ(行政ガイド
→計画・財政・施策→計画→各
種計画)をご覧ください。

　1月31日㈫をもって、「臨時
福祉給付金」と「低所得の障

平成28年度臨時福祉給付金の
申請受付を間もなく終了

臨時給付金室　 382-9886　 382-9887

鈴鹿市交通安全計画を策定
交通防犯課　 382-9022　 382-7603

鈴鹿市自転車駐車場
整備方針を策定

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

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」の申請受付を終了
します。この申請期限を過ぎる
と申請を受け付けられません
ので、ご注意ください。
　なお、支給対象と思われる
方には、9月末に申請書類を
送付しています。申請書を紛
失された場合や申請方法など
について不明な点があれば、
臨時給付金室までお問い合わ
せください。

鈴鹿市交通安全計画を策定



→計画→各種計画)をご覧く

車場整備方針を策定しました。
詳しくはお問い合わせいただく

　就業の促進を図ることを目
的とし、就職の際に有利な資
格を取得しようとするひとり親
家庭の父・母を支援する制度
があります。
　申請には事前に相談が必
要ですので、早めに子ども政
策課へご相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金
　対象講座を受講するために
本人が支払った費用の一部
を、受講修了後に支給します。
※すでに講座の受講を開始して
いる場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金
　看護師などの経済的自立に
効果的な資格を取得するため
養成機関で修業する場合、修
業期間中の生活負担を軽減
するために、訓練促進費を支
給します
対象資格　看護師、介護福
祉士、保育士、理学療法
士、作業療法士、歯科衛生
士、診療放射線技師、栄養
士、准看護師、美容師、社
会福祉士、製菓衛生士、調
理師

ひとり親家庭の父・母の就職
のための資格取得支援

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

給付金の支給額　市民税非
課税世帯は月額10万円、
市民税課税世帯は月額7万
500円

※扶養義務者の所得により、児
童扶養手当を受給できない方
でも、この制度を利用できる場
合があります。詳しくは子ども
政策課へ

　

対　象　昭和56年4月2日以
降の生まれで、調理師免許
を取得している方または平
成29年3月末日までに取得
見込みの方

※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。

※地方公務員法第16条欠格条項
に該当しないことが条件です。

採用日　平成29年4月1日
職　種　労務(調理員)
業務内容　学校、保育所など
での給食調理業務など
定　員　2人程度
※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。
申込み 12月20日㈫から1
月 1 2日㈭まで ( 土・日曜
日、祝日、年末年始を除く)
の8時3 0分から17時1 5
分まで(必着)に、申込書を
直接または郵送で人事課
(〒513-8701神戸1-18-
18)へ

※申込書は、直接または郵便で
人事課へ請求してください。
郵便の場合は、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

人事課　 382-9037　 382-2219

市職員(調理員)を募集

課税世帯は月額10万円、

人事課へ請求してください。

のもの)を必ず同封してくだ
さい。また、市ホームページ
「職員採用」からも入手でき
ます。
◆第1次試験
と　き　1月22日㈰9時から
ところ　市役所本館12階
内　容　教養試験、現業適性
検査、適性検査

　公立幼稚園、小中学校の
下記の職種について、登録者
を常時募集しています。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
用しますので、市販の履歴書
に記入・写真貼付の上、資格
免許(教育職員免許状などを
取得している場合)と印鑑を
持って学校教育課へお越しく
ださい。
職　種　講師、養護助教諭、
事務補助員、学校栄養補助
員、介助員、看護師

　市民会館は、ホールとロ
ビーの吊り天井耐震改修工
事のため、平成29年2月から
12月まで休館の予定で、この
期間分の受付は中止していま
すが、工事終了予定後である
平成30年1月分からの受付を
再開します。
受付再開日時
　平成29年1月4日㈬9時から
使用開始日
　平成30年1月8日(月・祝)

市民会館の
使用申込受付を再開

市民会館　 382-0654　 382-3109

幼稚園・小中学校の職員
(講師・介助員・看護師など)

を募集
学校教育課　 382-7618　 382-9054

　講師、養護助教諭、

と　き　1月18日㈬13時30
分～16時30分

※1人45分程度
ところ　鈴鹿商工会議所2
階第一応接室(飯野寺家町
816)

内　容　特許、実用新案、商
標、意匠などに関する権利
取得までの流れ、事前調査
の方法、必要な書類など

相談料　無料
申込み・問合せ 鈴鹿商工会
議所中小企業相談所 (　
382-3222)

　国民年金基金とは、自営業
の方やフリーランスで働く方が
国民年金に上乗せする公的な
個人年金です。自分の収入に
合わせて設計することができ、
将来受け取る年金を増やすこ
とができます。掛け金の全額が
社会保険料控除の対象になり
ます。詳しくは下記へお問い合
わせください。
※市役所では手続きできません
のでご注意ください。

問合せ　三重県国民年金基
金(　0120-291-284)

と　き　12月26日㈪・27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

今にゆとり、老後にゆとり
国民年金基金

保険年金課　 382-9401　 382-9455

知的財産に関する相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

(講師・介助員・看護師など)

納税課　 382-9008　 382-7660

納税の夜間窓口を開設



　人権尊重都市宣言に基づい
た明るく住みよい社会の実現
を目指して開催します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰
10時～16時

ところ 文化会館
◆講演会
と　き　21日㈯13時30分～
15時20分(13時開場)

内　容　
・小中学生による人権作文の
朗読

・講演会「世界からのメッセージ
～平和と命の大切さ～」講師：
渡部陽一さん(戦場カメラマン)

定　員 500人(要整理券)
※手話通訳、パソコン要約筆記、
託児あり

◆家族みんなで音楽とふれ
あおう

対　象　小学生以下の子ども
とその家族

催 し 物

じんけんフェスタinすずか
人権政策課　 382-9011　 382-2214

～平和と命の大切さ～」講師：

と　き　21日㈯10時～10時
45分、11時15分～12時

出演者　♪あそびうたユニット
♪ザ・ふんころがし

定　員 各120人(要整理券)

◆人権ふれあい劇場
対　象　小学生以上（目安）
と　き　22日㈰10時～11時
40分、14時～15時40分

内　容 映画「インサイド・ヘッ
ド」上映
※ディズニー・ピクサーアニメ、日
本語吹替版

定　員 各500人(要整理券)
※託児あり
◆人権を考える市民のつどい
と　き 21日㈯11時ごろ、
1 2時 3 0分ごろ、2 2日㈰
12時ごろ、13時30分ごろ
(各30分間)

内　容 クラウン(道化師)ならで
はの楽しい時間をお届けします。
出演者　チムチムサービス

21日㈯11時ごろ、

はの楽しい時間をお届けします。

◆パネル展示
と　き　21日㈯・22日㈰10
時～16時

内　容　小中学生人権ポス
ター代表作品、人権に関す
る各種展示

※整理券、託児など詳しくはお
問い合わせいただくか、市
ホームページトピックスをご覧
ください。

　女性があらゆる分野で活躍
するための一つとして、就労の
分野について多方面からサ
ポートするセミナーを開催しま
す。自分に合ったメニューで参
加できます。
とき・内容

①1月20日㈮10時～12時
・キャリアセミナー～なりたい
自分をめざすための準備～
・メークアップ＆パーソナルカ
ラー～好印象メイク術、似合
う色の選び方～
②1月28日㈯10時～12時
・コミュニケーションＵＰセミ
ナー～また会いたいと思わ
れる人になる～

・パーソナルカラー～元気に可
愛く見せるビタミンカラー～

女性のための就労
サポートセミナー

男女共同参画課
　 381-3113 　 381-3119

 　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

③2月9日㈭10時～12時
・仕事の探し方～これまでの
自分を振り返る。実はすでに
身についていることがある～
・実践！就活準備～応募書類
の書き方、面接対策～

ところ　男女共同参画センター
(神戸2-15-18)

講　師　㈱O-GOE
定　員　各先着30人
参加料　無料
託　児　各先着10人、6カ月～
未就学児、無料

申込み　12月21日㈬9時か
ら、希望する講座番号(複
数可)、氏名、電話番号を、
直接または電話、ファクス、
電子メールで男女共同参
画課へ。託児を希望される
場合は、併せてお申し込み
ください。

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

※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

　物語や星座解説などを上映
しています。
投映時間　10時30分から、
13時30分から、15時から
（各1時間程度）
※休館日は、月曜日、第3火曜日(祝
日のときはその翌日)、年末年始
(12月28日～1月4日)です。

※修理、点検などで投映を休む
場合があるので、事前に電話
などでご確認ください。

プラネタリウム冬の新番組
文化会館　 382-8111　 382-8580

数可)、氏名、電話番号を、
直接または電話、ファクス、

　10時30分から、

定　員 180人
◆リラックマのプラネタリウム
　見上げる星空に広がる星と
星を結んで描く星座。太陽の
周りを回る惑星たちの世界。
遠くにあるように見えて、本当
はすぐそばにある星の世界。リ
ラックマたちと一緒に旅をしま
せんか。
と　き 1 2月2 7日㈫～3月
5日㈰

◆冬の星座解説　
　一段と寒さが身に染みるこ
の季節は、星空が冴えわたり
ます。何より有名な星座は「オ
リオン座」。そしてすぐ東には
冬の天の川が流れています。
そんな冬の星座についてお話
します。
と　き　3月5日㈰まで



周りを回る惑星たちの世界。

冬の天の川が流れています。

ところ　考古博物館展示ホール
(国分町224)

入場料　無料
◆ウクレレクリスマスコンサート
と　き　12月25日㈰10時30
分から、14時から

演奏者　ウクレレでもしよまい会
◆新春ハーモニカミニコン
サート懐かしの歌

と　き　1月15日㈰13時から
演奏者 樋口勝さん(ハーモニ
カフレンド)、中村健さん(日
本ハーモニカ芸術協会師範
三重支部長)ほか

※展示ホールではミニコンサー
トを開催できます。詳しくは考
古博物館ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせく
ださい。

　石器をこよなく愛する文化
財課職員が熱く講演します。
と　き　1月14日㈯14時から
ところ 考古博物館講堂(国
分町224)

※参加者は無料で常設展を観覧
できます。

博物館入門講座
「縄文時代の石器の動き」

考古博物館
　 374-1994　 374-0986

考古博物館
展示ホールコンサート

考古博物館
　 374-1994　 374-0986

防火管理講習
(甲種新規・乙種)

予防課　 382-9157　 383-1447

　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、勤務し、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。
と　き　
○甲種新規　2月16日㈭9時
～15時50分、17日㈮9時～
15時30分 の2日間

○乙種　2月16日㈭9時～15
時50分　　　

ところ　消防本部4階多目的
室(飯野寺家町217-1)

定　員　甲種新規・乙種合わ
せて80人(先着順)

参加料　3,650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、デジタル写真可)を
貼付の上、次の期間中に直
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
事業所で鈴鹿市防火協会
員を含む)

  1月16日㈪～27日㈮平日8時
30分～17時15分

○上記以外の方
  1月23日㈪～27日㈮平日8時
30分～17時15分

※申込用紙は予防課と市ホー
ムページトピックスで入手で
きます。

※電話による予約はできません。

創業支援セミナー
産業政策課　 382-8698　 382-0304
 　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

創業に関する個別相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

　学校、病院、工場、事業場、

途・規模・収容人員に応じて、

※電話による予約はできません。

対　象　創業・起業に興味の
ある方

と　き　1月15日㈰13時30
分～16時30分(開場13時)

ところ　市役所別館第3　2階
会議室

内　容　起業マインドの醸成、
顧客づくりの把握方法、企
画書づくりと作成のポイント

講　師　玉井正則さん(㈱日本
能率協会コンサルティング)

定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み 電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
込時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者には日
本政策金融公庫融資担当者に
よる個別相談会を行います。

　創業・起業準備を進める中
で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている
方を対象に個別相談会を開
催します。
と　き　1月15日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

相談員　玉井正則さん(㈱日本

創業・起業準備を進める中
で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている
方を対象に個別相談会を開

　1月15日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか
　市役所別館第3　2

玉井正則さん(㈱日本

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

起業マインドの醸成、

能率協会コンサルティング)
定　員　2人(先着順)
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

申込み　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、鈴
鹿地域職業訓練センター窓
口(鈴鹿ハイツ1-20)へ

◆酸素欠乏・硫化水素危険作
業特別教育

と　き　1月24日㈫ 8時40分
～15時50分
受講料 5,400円(別途教材
費1,296円)

◆粉じん作業特別教育
と　き　1月26日㈭9時50分
～15時50分
受講料　5,400円(別途教材
費648円)

◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　2月9日㈭・10日㈮
　8時45分～17時
受講料　8,640円(別途教材
費1,645円)

◆タイヤ空気充てん業務特
別教育

と　き　2月16日㈭・17日㈮
　8時40分～16時20分
受講料　8,640円(別途教材
費3,240円)費3,240円)

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

対　象　おおむね60歳以上で
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)
申込み　12月21日㈬から1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、Windows8.1
のパソコンでWord2013の操
作を学びます。
と　き　1月31日㈫～2月3日㈮
9時30分～12時

受講料　3,000円(別途テキ

場合は、中止することがあります。

スト代1,000円)
◆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、実践、フ
リーソ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　1月31日㈫～2月3日
㈮13時30分～16時

受講料　3,000円(別途テキス
ト代2,000円)
◆エクセル初級講座
　パソコンで文字入力ができ
る方を対象に、Windows8.1
のパソコンでExcel2013の操
作を学びます。
と　き　2月7日㈫～10日㈮
　9時30分～12時

迎春 花の即売会
農林水産課　 382-9017　 382-7610

受講料　3,000円(別途テキス
ト代1,000円)

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた迎春
向きの寄せ植えや洋ランなど
を、生産者が即売します。産地
だからこそできる、ハウスから
直送の新鮮な花を、生産者価
格で提供します。
と　き　12月29日㈭10時～
20時、30日㈮10時～19時

ところ　イオンモール鈴鹿中
央コート

問合せ 鈴鹿花き温室組合
(高井　080-6968-9483)

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/index.html


スポーツ課　 382-9029　 382-9071

事場(算所2-5-1)
入場料　無料
主　催　第16回鈴鹿川流域
の環境展実行委員会(やす
らぎくんネット)
問合せ NPO法人すずかの
ぶどう(   387 -0767

　budou@mecha.ne.jp)
・

　11月20日号裏表紙のす
ずかデータバンク「火災」
で、1月から10月の累計と
その前年との比較として
「29件、増減なし」と記載
しましたが、正しくは「3 0
件、1件増」です。訂正して
おわびします。

訂正とおわび

クラス(お子さんを連れて
参加できます)

と　き　1月1 3日・2 7日、2
月10日・24日、3月17日・
2 4日の金曜日① 9時 4 5
分～10時4 5分、②11時
～12時
定　員　各10人
参加料　5,100円(6回分)

　鈴鹿川の生き物展示や自然
素材を使った工作など誰でも
楽しんで参加できるブースを
各種出展します。
と　き　1月14日㈯・15日㈰
10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター2階大催

鈴鹿川流域環境展
環境政策課　 382-7954　 382-2214

定　員　20人
参加料 5,100円(6回分
◆パワーヨガ教室
対　象　一般成人　
と　き 1月6日・20日、2月3
日・17日、3月3日・10日の金
曜日10時～11時

定　員　10人
参加料 5,100円(6回分)
◆ママのためのベリーダンス
対　象　一般女性(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　1月10日・24日、2月
7日・21日、3月7日・21日の
火曜日14時10分～15時

定　員　10人
参加料 5,100円(6回分)
◆バレトン教室
対　象　①一般女性、②ママ

消防出初式

消防総務課　 382-0500 　383-1447

　消防出初式は、消防の年頭

行事として消防職員、団員の

旺盛な士気と消防車両・装備

などの消防力を広く市民の皆

さんに披露し、消防への協力

と理解を一層得るために開催

します。厳粛な式典や見応え

のある訓練など、お子さんか

ら大人まで楽しめます。十分

な防寒対策をして、ご家族で

お越しください。

と　き　1月 9日 (月･祝 )10

時から　　　　　

ところ　鈴鹿サーキット国際

レーシングコース

内　容　　　　　　　　　　

・ 一般のお子さんも参加でき

るふれあい行進

　※参加希望者は 9 時 50 分までに

お越しください。

　※先着 300 人 ( お子さん限定 ) に

行進参加記念品をプレゼント。

・ 式典 (視閲や表彰など )

・ 和太鼓 凛さん (鈴鹿と・き・

め・きカルチャー大使 )と

天栄中学校吹奏楽部による

合同演奏

・ 防災ヘリコプターも出動す

る救助訓練

・ フィナーレを飾る消防団に

よる一斉放水

・ 消防ひろば (式終了後に消

防車両展示や放水体験）

　※放水体験は人数制限あり。

　テニスコートの年末年始の
休業日の一部を特別営業日と
し、無料で開放します。
と　き　12月28日㈬～30日
㈮、1月2日(月・休)～4日㈬9時
から、11時から、13時から、
15時から(各2時間)

ところ　市立テニスコート(江
島台1-1-1)

申込み 当日5分前(9時から
は10分前)から先着順で受
け付け

※続けて利用する場合は、再度お
並びください。

テニスコート年末年始
無料開放
AGF鈴鹿体育館

　 387-6006　 387-6008

から、11時から、13時から、

　卓球、バドミントン、フリース
ロー、プラズマカー、昔遊びな
どいろいろな遊びを家族や友
人と楽しめます。
と　き　1月2日(月・休)10時～
16時

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿体育館アリーナ
(御薗町1669)

入場料　高校生以下100円、
一般200円

持ち物　上履きシューズ、ラ
ケット(有料貸出あり)
申込み 12月20日㈫から直
接または電話で同体育館へ

※先着順です。空きがあれば当日
申込もできます。

みんなで初打ち
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　 372-8850　 372-3722

高校生以下100円、

申込み 12月20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
◆水中ウォーキング教室
対　象　一般成人
と　き　1月10日・17日・24
日、2月7日・14日、3月7日・
14日の火曜日13時～14時

定　員　20人
参加料 4,200円(7回分)　
◆これから始めるカラダ引き
締め教室

対　象　一般成人
と　き　1月11日・25日、2月1
日・8日、3月1日・8日の水曜
日11時～12時

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

鈴鹿市内駅伝競走大会

と　き　1月 29 日㈰ 9時 10

分スタート

ところ　近鉄鈴鹿市駅前を出

発し、ゴールの AGF 鈴鹿陸

上競技場まで、市内一般道

路を走ります。　

内　容　一般の部、中学生の

部

参加料　1 チーム 4,000 円（ス

ポーツ保険を含む）

主　催　鈴鹿市体育協会、鈴

鹿市陸上競技協会

申込み　1月 13 日㈮ 18 時ま

で（必着）に、申込書に必

要事項を記入の上、電子メー

ルで協会（ 　suzuka@mierk

  .jp）へ

※申込書は鈴鹿市陸上競技協会の

ホームページ　（　http://suzuk

    ark.sakura.ne.jp/）から入手で

きます。

問合せ　白子中学校 (梅崎　  

386-0336）

◆監督会議

と　き　1月 26 日㈭ 18 時 30

分から

ところ　鈴鹿工業高等専門学

校会議室 B

1チーム4,000円（スポーツ保険を含む）
AGF鈴鹿

http://suzukark.sakura.ne.jp/


考えよう障害者差別解消法

障がい福祉課　 

382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

障がいの種類やサポートできる

ことなどについて

お知らせしています。

知的障がい者へのサポート

　主な特徴は、「ことばを使う」

「記憶する」「抽象的なことを

考える」などに少し時間がか

かることがあります。また、

仕事の手順をすぐ覚えること

や、人とのやりとりにすばや

く対応することが困難な場合

があります。障がいの現れ方

は人それぞれで個人差があり

ますが、周囲の理解や支援に

よって、一歩一歩成長してい

ける可能性を持っています。

他にもこんなことに

困っています

○複雑な話や抽象的な話を理

解しにくい傾向もあります。

○漢字の読み書きや計算が苦

手な方もいます。

○人に尋ねたり、自分の意見

を言うのが苦手な方もいま

す。

○ひとつの行動に固執したり、

同じ質問を繰り返す方もい

ます。

サポートのポイント

○内容が理解できるように、

ゆっくり、丁寧に、簡単な

言葉で話し掛けましょう。

○説明をする時は、ひらがな

やふりがなを使い、絵や図

なども使って、具体的に表

現しましょう。

○状況の変化に対応できず「飛

び跳ねる」などのパニック

行動が起こることがありま

す。そのような時は、落ち

着ける場所に誘導しましょ

う。


