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　次号の広報すずか3月5日
号とともに「平成30年度版
ごみ収集カレンダー」を、広
報すずか3月20日号とともに
「有害ごみ専用収集袋」を
各世帯へ配布します。
　「家庭ごみの分け方・出し
方」は、昨年度配布したもの
が保存版ですので、引き続き
ご利用ください。

対　象
・法律上の婚姻をしている夫
婦で、少なくとも一方が治療
期間から交付決定日までに
市内に住民登録している方

・医療保険各法の被保険者
等である方

・前年の夫婦の所得額が
730万円未満である方

対象となる治療　日本産婦
人科学会専門医を有する
医療機関で、不育症と診

ごみ収集カレンダー・
有害ごみ専用収集袋配布
廃棄物対策課　 382-7609 　382-2214

不育症の治療費助成
子ども政策課　 382-7661　 382-9054

断された夫婦に対して実施
する保険診療外の検査およ
び治療

※不育症とは、流産や死産を繰り返

し出産に至らないことです。

助成額　対象治療費の 2分の
1（上限 10万円）

小学校給食嘱託調理員募集
教育総務課　382-1214　 383-7878

申込み　治療の終了日が属す
る年度の 3月末日までに申
請してください。1回の妊
娠について不育症治療を開
始した日から出産、流産、
死産などに伴う治療が終了
するまでの治療期間ごとに
申請が必要です。

※1 年度あたりの申請は 1 回のみで、

通算 5 回までです。

対　象　調理師免許、栄養士
免許のいずれかを取得また
は平成 30年 3月末日まで
に取得見込みの方、あるい
は給食調理現場などで 1年
以上勤務経験を有する方
勤務条件　給与は 15万 6,800
円（平成 30年度予定）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。雇用期間は、4月 1
日から平成 31年 3月 31日
までです。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に準じ

ます。

勤務場所　小学校調理室（市
内 18カ所）または学校給食
センター（岡田町）のいず
れか
定　員　3人程度
申込み　2月 20日㈫から 3月
2日㈮まで ( 必着 )（土・日
曜日を除く 8時 30分～ 17
時 15分）に、採用試験申込
書を直接または郵送で教育
総務課（〒513-8701（住所
不要））へ

※採用試験申込書は、直接または郵

送で教育総務課へ請求してくださ

い。郵送で請求する場合は、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 程度の

もの）を必ず同封してください。

◆採用試験
と　き　3月 11日㈰
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生 4-2-50）
内　容　個別面接、実技試験

　オートバイや軽自動車な
どに課税される軽自動車税
は、毎年4月1日現在の所有
者に課税されます。車両を
処分したときは廃車の手続
き、譲渡したときは名義変更
の手続きが必要です。手続
きをしないと、いつまでも課
税されます。普通車とは異な
り月割制度がないため、4月
2日以降に手続きをされて
も、全額課税となりますので
ご注意ください。
　また、トラクターやフォーク
リフトなどの小型特殊自動車
を所有されている場合、標識
の交付を受け、車体に取り付
ける必要がありますので、手
続きをしてください。
　3月末になると、窓口が大
変混み合います。まだ手続を
していない方は、早めに済ま
せてください。
　なお、車両によって手続き
に必要なものや機関が異なり
ますので、次の担当機関へ詳
細を電話で確認の上、手続き
をしてください。
①125 c c以下の原付自転
車・小型特殊自動車（農
耕車を含む）⇒市民税課

②125ccを超え250cc以下
の軽二輪車、250ccを超
える小型二輪車⇒中部
運輸局三重運輸支局（津
市雲出長常町1 1 9 0 - 9
　050-5540-2055）

③軽四輪車⇒軽自動車検
査協会三重事務所（津市

オートバイや軽自動車などの
廃車・名義変更を
お忘れなく

市民税課 　382-9006　 382-7604

雲出長常町1190 -10　
　050-3816-1779）

※②③については、鈴鹿市自家
用自動車協会（矢橋1-21-23
　059-382-1075）で手続
きを代行（有料）しています。

対　象　次のいずれかに該
当し通勤可能な方
・保育士、社会福祉士、幼稚
園・小学校・中学校・高等
学校の教諭となる資格の
いずれかを取得または平成
30年3月末日までに取得
見込みの方
・学校教育法の規定による
大学または大学院で社会
福祉学、心理学、教育学、
社会学、芸術学、体育学の
いずれかを専修する学科ま
たはこれらに相当する課程
を修めて卒業した方

※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。

※外国籍の方は、永住者か特別永
住者の在留資格が必要です。
業務内容　児童センターでの
児童の健全育成事業など
の企画と運営、児童への
助言指導
勤務条件　給与は15万6,800
円（平成 3 0 年度予定）
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。雇用期間
は、4月1日から平成31年3
月31日までです。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程
に準じます。

※更新する場合があります。
勤務場所　一ノ宮団地児童セ

児童センターの
嘱託職員募集

人権政策課　 382-9011　 382-2214

ンター(一ノ宮町500-48)
定　員　1人程度
申込み　2月20日㈫から3月
5日㈮まで(必着)（土・日曜
日を除く8時30分～17時
15分）に、採用試験申込書
を直接または郵送で人権
政策課（〒513-8701（住
所不要））へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で人権政策課へ請求
してください。郵送で請求す
る場合は、封筒の表に朱書
きで「嘱託職員（児童厚生）
採用試験申込書希望」と明
記して、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
必ず同封してください。市ホーム

ページトピックスでも入手できま

す。福祉学、心理学、教育学、

項に該当しないことが条件です。

ピックスでも入手できます。
※申込書には、対象資格を証明
する書類を必ず添付してくだ
さい。提出された書類はお返し
しません。
◆採用試験
と　き　3月11日㈰10時から
ところ　一ノ宮団地隣保館
（一ノ宮500-47）
内　容　面接、作文



円（平成 3 0 年度予定）
　家庭から出る「もやせるご
み」の約15％は再生可能な
「雑がみ」です。「雑がみ」を
徹底的に分別してごみの減
量にチャレンジします。
対　象　市内在住の2人以上
の世帯
期　間　3月10日㈯～25日㈰
募集数　20世帯程度（応募
者多数の場合は抽選）

雑がみ分別チャレンジ
モニター募集

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

内　容　市から配布する雑
がみ保管袋を使用した雑
がみの分別に取り組み、
データを記録して、アン
ケートに答えていただき
ます。

※終了後、図書カード500円分を
進呈します。

申込み　3月2日㈮までに、

の分別に取り組み、

月2日㈮までに、

直接、電話、ファクスまた
は電子メールで廃棄物対
策課へ

※詳しくは市ホームページトピッ
クスをご覧ください。

◆夜間窓口

納税夜間窓口
納税課 　382-9008 　382-7660

と　き　2月27日㈫・28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 30年度市嘱託職員
（保育士・幼稚園講師・看護師）

募集
子ども育成課　 382-7606 　382-9054

申込み　2 月 20 日㈫から 3月
5日㈪まで（土・日曜日を
除く8時30分～17時15分）
に、直接または簡易書留で
子ども育成課（〒513-8701
（住所不要））へ

※申込書と作文用紙・エントリーシー

トは直接または郵送で子ども育成

課へ請求してください。郵便で請

求する場合は、封筒の表に「試験

申込書希望」と朱書きして、返信

用封筒（宛先を明記し、92 円切

手を貼った 12cm×23cm 程度の

もの）を必ず同封してください。

市ホームページトピックスでも入

手できます。

※所定の用紙に書いた作文、エント

リーシート、申込書に最近 3 カ月

以内に撮影した写真を貼り、必要

事項を記入してください。作成し

た作文・エントリーシートと、保

育士の場合は、保育士証（コピー）

または保育士資格取得見込証明書、

幼稚園講師の場合は、幼稚園教諭

免許状（コピー）または、幼稚園

教諭免許状取得見込証明書、看護

師の場合は看護師免許状（コピー）

または看護師指定校の就業見込証

明書を添付してください。返信用

封筒は必要ありません。

※郵送での申し込みの場合、受験票

は郵送で送付しますので、届かな

い場合はご連絡ください。なお、

提出された書類はお返ししません。

※雇用条件は電話でお問い合わせく

ださい。
　

主な業務内容 受　験　資　格

保育所での保育に
関する業務

職種
採用予定人数

保育士
6人程度

保育士資格を取得の方、または平成30年3月末日までに取得
見込みの方で、通勤可能な方

幼稚園教諭免許状を取得の方、または平成30年3月末日まで
に取得見込みの方で、通勤可能な方

看護師免許状を取得の方、または平成30年3月末日までに取
得見込みの方で、通勤可能な方

幼稚園での保育に
関する業務

幼稚園講師
3人程度

保育所での園児の
健康管理に関する

業務

看護師
１人程度

※全ての職種において、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。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。

◆試験
と　き　3月 11日㈰ 9時か
ら　　
ところ　市立神戸保育所（神
戸 4-4-40）
内　容
　○作文・エントリーシート
（申込書と共に提出）　　 
○面接と簡単な実技

※合否については総合的に判断し、

3 月下旬（予定）に文書で通知し

ます。

　市が定める実施要件を満
たす介護予防教室を、平成
30年度に実施する事業者
を募集します。詳しくは、2月
20日から市ホームページの
トピックスに掲載する募集
要項をご覧ください。
◆説明会(任意参加)
と　き　2月26日㈪13時か
ら（受付12時30分から）
ところ　市役所本館12階 
1204会議室

※原則1事業所につき1人まで。
参加者多数の場合は立ち席
となる可能性があります。

対　象　次の全てに該当す
る方
・ポルトガル語と日本語の通
訳・翻訳のできる方

・普通自動車免許を取得、
または平成30年3月末日
までに取得見込の方（国
際運転免許は不可）

※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。

※外国籍の方は、永住者か特
別永住者の在留資格が必要
です。
業務内容　市内の公立小中
学校での指導助手業務
（通訳･翻訳など）
勤務条件　給与は月額17万
6 ,500円で、その他各種
手当（期末手当、通勤手当な

外国人教育指導助手
（嘱託職員）募集

教育支援課　 382-9055　 382-9053

毎週・毎月介護予防教室を
実施する事業者募集

健康福祉政策課
　382-9012 　382-7607

　市役所本館12階 

1事業所につき1人まで。

普通自動車免許を取得、

ど）があります。雇用期間
は、4月1日から平成31年
3月31日までです。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

定　員　1人
申込み　2月2 0日㈫から3
月2日㈮まで（必着）（土
･日曜日を除く8時3 0分
～1 7 時 1 5 分）に、採用
試験申込書を直接また
は 郵 送 で 教 育 支 援 課
（〒5 1 3 - 8701（住所不
要））へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で教育支援課へ請求
してください。郵送で請求す
る場合は、封筒の表に朱書き
で「嘱託職員採用試験申込書
希望」と明記して、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)を必ず同封してくだ
さい。
◆採用試験
と　き　3月9日㈮9時～11
時30分

ところ　市役所本館11階
　1102ミーティングルーム
内　容　面接、翻訳筆記試験



　市民の皆さんの自主的
なまちづくり活動を応援す
るため、市民活動団体や地

鈴鹿市まちづくり
応援補助金
応募団体募集

地域協働課　 382-8695 　382-2214

域づくり活動団体の活動
経費の一部を助成してい
ます。本制度は複数のコー
スを設けており、それぞれ
補助限度額や応募条件な
どが異なりますので、詳しく
は2月2 0日㈫以降に公開
する募集要項をご確認くだ
さい。
募集要項設置場所
　地域協働課、ジェフリーす
ずか、ＮＰＯ法人市民ネット
ワークすずかのぶどう

※市ホームページからも入手で
きます。
募集期間　2月20日㈫から
3月3 0日㈮まで（必着）
（平日8時 3 0分～1 7時
15分）に、申請書類を直
接または郵送で地域協働
課（〒513-8701住所不
要）へ

※申請書類は募集要項に添付さ
れています。

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加できる資格に制限が
ありますので、詳しくはお問い
合わせください。
と　き　2月28日㈬ 10時30
分～11時

ところ　三重県津庁舎6階
　大会議室

問合せ　三重地方税管理回
収機構（津市桜橋3丁目
446-34　三重県津庁舎
内　059 -213 -7355
　　http://www.zei-k i
　kou. jp/)

不動産公売
納税課　 382-9205　 382-7660

第 26回鈴鹿市文芸賞受賞
者が決まりました
鈴鹿市文化振興事業団
 　384-7000　 384-7755

　応募作品の中から下記の方
が受賞しましたのでご紹介し
ます。
◆一般の部 （ 敬称略、同賞内順不同）◆一般の部

奨励賞

賞 ジャンル 氏　名 作品名/作品
小説 伊藤久昭 アゲハ
エッセイ 福田かよ子 ある日

詩 矢野陽子 しわぶき
短歌 舟越幸子 地下鉄に乗る
俳句 岡井敬治 豊の秋
川柳 小川はつこ 幸せな人

アフォリズム 麦畑羊一 「したたか」という言葉に　ユーモアという調味料を入れると「ちゃっかり」という言葉になる最
優
秀
賞

小説
エッセイ

詩
短歌
俳句
川柳

アフォリズム

野間信樹 白（しらとり）鳥
樋口祥巳 なまず

堀川孝子 揚げ雲雀
稲垣敏子 春の鈴鹿野
浜西修 流れ星
澁谷さくら ありのまま

さいとうえい 子育てで一番疲れていた時期なのに、思い出すと一番あったかい気持ちになるのは何故だろう優
秀
賞

（敬称略、同賞内順不同）

奨励賞
シナリオ / 大橋隆　小説 / 木村よし子　エッセ

イ / 小川はつこ　アフォリズム / 中山美保　詩

/ 西垣みゆき　短歌 / 城本山、樋口陽介　俳句

/ 仲見たかし、澁谷実　川柳 / 千野力、池口信

乃

◆ジュニアの部（ 敬称略、同賞内順不同）◆ジュニアの部

奨励賞

賞 ジャンル 氏　名 作品名/作品
作文･童話 杉本澪 魔女の塔
詩 植村羽月 クモのきもち

俳句・川柳 岡井和果 打ちこみにあせのしみこむじゅう道着
短歌

作文･童話
詩

俳句・川柳
短歌

畑乃愛 好きだよと言ったら君がふりむいた笑ってごまかす初夏の夕暮れ

最
優
秀
賞

打田卓朗 アナログワールド
吉田桃菜 ちいさな小鳥

湯浅瑛介 なみの音ぼくといっしょにしんこきゅう
加藤真優奈 にじがでたみずたまりにもうつったよおかあさんにもおしえてあげた

優
秀
賞

（敬称略、同賞内順不同）

奨励賞
作文･童話 / 笠井亜希子　詩 / 林﨑絆　

短歌 / 軸屋咲里奈、石田歩暉、水野颯斗、桑原

響矢、箕浦亜弥、アルファロモルガデスエリカ、

清水駿、山田康生、西口明里、栗山千賀子、成

山健太、湯浅瑛介、　田彩乃、塩足琳音、矢田

陸人

俳句・川柳 / 渡邉翔希也、井上沙優、桐生睦世、

柏木晴太、岡井彩喜、畑佐香帆、榮菜月、笠井

亜希子、須藤環、岡奏汰、北川朝陽、平田凪砂

※奨励賞は受賞者の氏名のみ掲載し

ました。作品名・作品は鈴鹿市文

化振興事業団ホームページに掲載

します（3 月中旬ごろの予定）。

◆表彰式
と　き   3 月 10 日㈯ 10時から
ところ　文化会館 さつきプラ
ザ（飯野寺家町 810）
◆作品集
　受賞作品の一部と選評を、
文芸誌「市民文化」に掲載し
ます。3月 10日㈯から１部
200 円で販売しますので、ご
希望の方は直接、鈴鹿市文化
振興事業団事務局（文化会館
内、平日 8時 30分～ 17時
15分）へお越しください。

　本市では、平成2 9年度
から3 0年度にかけておお
むね5年間の農業振興状
況を見通して、農業振興地
域 整 備 計 画 の 見 直しを
行っています。農業振興地
域とは、総合的に農業の振
興を図ることが相当な地域

農業振興地域の
見直しに伴う

用途変更の受付停止
農林水産課　 382-9017 　382-7610

として、都道府県知事が市
町村ごとに指定する地域
です。この農業振興地域内
にある農地のうち、農業上
の用途指定をされた区域
（農用地区域）は、優良農
地として確保するものであ
り、原則的に他の用途での
利用はできませんが、一定
の要件を満たした場合に
限り、三重県知事の同意を
受けて用途変更することが
できます。
　毎年 6月と1 2月の年 2
回、農用地区域の除外・編
入の希望を受け付けてい
ますが、計画の見直しにあ
たり、6月2 6日㈫から計画
の変更が終了する平成31
年3月末（予定）まで、用途
変更（除外・編入）の受け
付けを停止します。現在、
農用地区域からの除外・
編入を検討している方は、
手続き時期にご注意くだ
さい。

公用小型特殊自動車
（フォークリフト等）を
一般競争入札により売却

清掃センター 　372-8707　 372-8717

◆入札
と　き　3 月 5日㈪ 13時 30
分から順次

※受け付けは一度に行います。13

時 20 分までにお集まりください。

ところ　清掃センター 3階　
大会議室（御薗町 3688）

※入札当日は内容説明を行いません

ので、説明書を熟読の上、不明な

点は事前にお問い合わせください。

申込み　2月 21日㈬から 28
日㈬まで（土・日曜日を除
く 9時～ 17時）に申込書
を直接清掃センター 3階事
務所へ

※申込書と説明書は、鈴鹿市清掃セ

ンター 3 階事務所、市ホームペー

ジで入手できます。

◆小型特殊自動車の公開
と　き　2月 21日㈬から 28
日㈬（土・日曜日を除く）
ところ　清掃センター敷地内
（御薗町 3688）

※現地での説明および試乗は行いま

せん。

※入札に参加される方は、売却小型

特殊自動車を実際にご覧になって

お確かめください。

◆売却小型特殊自動車（フォー
クリフト）の概要

物件

（１）

（２）

メーカー

コマツ
フォークリフト①

コマツ
フォークリフト②

稼動時間
(1月10日時点)

2,630h

2,790h

予定価格
(最低売却価格)

16万円

15万円

型式

FG15LC-16

FG10D-15

最大荷重

1,300kg

600kg

最大揚程

3m

3m

◆売却小型特殊自動車（ショ
ベルローダー）の概要

物件

（３）

メーカー

コマツ
ショベルローダー

稼動時間
(1月10日時点)

910h

予定価格
(最低売却価格)

21万円

型式

SG07L-3

最大荷重

700kg

バケット
容量

0.4㎥

◆売却小型特殊自動車（ショベルローダー）の概要

　本市では小規模修繕工
事等の発注にあたり、市内
の小規模事業者の受注機
会を拡大し、市内経済の活
性化を図るために鈴鹿市
小規模修繕工事等契約希
望者の名簿を設けていま
す。平成26年度から29年
度までの名簿の有効期限
は平成30年5月31日㈭で
す。平成3 0年度から平成
33年度も引き続き名簿登
録を希望する方や新規で
登録を希望する方は、申請
手続きを行ってください。
対　象　市内に本社や本店
を有する法人または市内に
住所を有する個人事業主
で、市内で2年以上営業を
行っており、鈴鹿市入札参
加資格者名簿(工事)に現
在登録がない方　
申請方法　2月26日㈪から3
月16日㈮までに申請書に
必要書類を添えて契約検
査課へ

※申請書は市ホームページで入
手できます。

※平成26年度から29年度まで
の名簿に登録されている方に
は、更新申請書類を2月下旬に
郵送します。届き次第内容をご
確認ください。

※手続きを期間内に行わないと、
平成30年6月1日以降の名簿
から抹消されますのでご注意
ください。

平成30～33年度鈴鹿市
小規模修繕工事等契約
希望者の名簿登録受付
契約検査課  　382-9039　 382-9050

http://www.zei-kikou.jp/


催 し 物

※手続きを期間内に行わないと、

対  象　どなたでも
※小学3年生以下は保護者同伴
と  き　 3月24日㈯10時～
　12時または14時～16時
ところ　図書館2階　視聴覚
室
内 容　三重県の木を使って
オリジナルの万年カレン
ダー付きブックエンド(本
立て)を作ります。
定　員　各回25人(保護者
除く。申し込み多数の場合
は抽選)
参加料　無料
申込み　3月4日㈰まで(必着)
　に、往復はがきに次の内
容を記入して図書館へ

〈往信表面〉〒513 - 0802 
飯野寺家町812鈴鹿市立
図書館「三重県の木で万
年カレンダー付きブックエ
ンドを作ろう」係

〈往信裏面〉住所、来場者全
員の氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号 、希望時間（どち
らか１つ）

※制作を希望する方の氏名を
丸で囲んでください。

〈返信表面〉郵便番号、住所、
氏名

三重県の木で
万年カレンダー付き
ブックエンドを作ろう
図書館　 382-0347　 382-4000

図書館2階　視聴覚

重県の木を使って
オリジナルの万年カレン
ダー付きブックエンド(本

　各回25人(保護者
除く。申し込み多数の場合

3月4日㈰まで(必着)
　に、往復はがきに次の内

〈往信表面〉〒513 - 0802 
飯野寺家町812鈴鹿市立
図書館「三重県の木で万
年カレンダー付きブックエ

住所、来場者全
員の氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号 、希望時間（どち

〈返信表面〉郵便番号、住所、

対　象　図書ボランティアの
方、図書の修理に興味が
あり、これから図書ボラン
ティアとして活動してみた
い方

と　き　3月1 2日㈪1 0時
～12時
ところ　図書館2階　視聴
覚室
内　容　簡単な図書の修理
　方法や、図書ボランティア
として活動する際のポイ
ント、ブックコートかけ体
験などが学べる初心者向
けの講座

※ブックコートとは、汚れや破損
を防ぐために図書館の本など
にかかっている透明なフィル
ムのことです。
持ち物　はさみ・定規・ご自
分の文庫本サイズの本1
冊（縦20 cm×横15 cm
までの本）

※布製・ビニール製の本、装丁が
凝っている本などはご遠慮く
ださい。

※ブックコートは一度かけると外
せません。また、ブックコート
材の持ち帰りはできません。

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月26日㈪10時か
ら申込用紙を直接、ファク
スまたは電子メール（件
名「図書修理ボランティ
ア基礎講座申込み」、本
文に参加者氏名（フリガ
ナ）、電話番号記入)で図
書館へ

※申込用紙は図書館にあります。

図書修理ボランティア
基礎講座

図書館　 382-0347 　382-4000
 toshokan@city.suzuka.lg.jp

みられます。骨粗しょう症は
若いころからの生活習慣が
大きく影響します。骨粗しょ
う症予防のために、骨密度
チェックで普段の生活習慣
を見直してみましょう。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と、
平成29年度に保健センター
で骨密度チェックを受けた方
は除きます。

と　き　3月6日㈫9時30分
～11時、13時30分～15時
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

内　容　簡易骨密度測定、ミニ
講話、栄養相談（希望者）

参加料　無料
※かかとで測定しますので、はだし
になれる服装でお越しください。

※混み合いますので、時間に余裕
をもってお越しください。

対　象　市内在住の妊婦（安
定期に入られた方）

と　き　3月1 6日㈮1 3時

マタニティ講座
～安心して赤ちゃんを

産もう～
子ども政策課　 382-7661 　382-9054

　地元の企業に就職を希望
している学生や若手の転職
希望者を対象に合同企業就
職説明会を開催します。
対　象　平成30年3月、平
成31年3月に大学、短期
大学、専門学校などを卒
業予定または卒業後5年
以内の方、概ね40歳未満
の中途採用希望者

と　き　3月3日㈯12時～16
時30分（受付16時まで）

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場（算所2-5-1）

参加企業　25社(予定)
入場料　無料
※服装は自由です。

　骨粗しょう症とは、骨の量
が減りもろくなる病気で、閉
経後の女性や高齢者に多く

合同企業説明会inすずか
産業政策課　 382-8698　 382-0304

骨密度チェック
健康づくり課 　327-5030 　382-4187

ます。骨粗しょう症は
からの生活習慣が
響します。骨粗しょ

う症予防のために、骨密度
チェックで普段の生活習慣

市内在住の20歳以

※骨粗しょう症の治療中の方と、

3月6日㈫9時30分

　保健センター（西条

簡易骨密度測定、ミニ

になれる服装でお越しください。

30分～15時30分
ところ　子育て応援館
　（白子駅前6 -33）
内　容　赤ちゃんの誕生を
楽しみに待つことができる
ように、出産・産後の期待
や不安について意見交流
をしたり、保健師による講
座（赤ちゃんのオムツ交
換、着替えの体験等）を受
けていただきます。
講　師　子育て支援センター
　りんりん保健師
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月26日㈪から3月
5日㈪まで（土･日曜日を除
く10時～16時30分）に直
接または電話で子育て応
援館（　387-6125）へ
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妊婦（安

3月1 6日㈮1 3時
　テレビなどで活躍中の心理
カウンセラーを講師に迎え、

女性活躍推進セミナー
「毎日が楽しくなるコツ～
幸せになれる人の考え方～」

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

職場、地域、家庭、そして学校
でも自分らしく前向きに楽し
く生きるコツについてお話し
いただきます。
と　き　3月24日㈯13時30
分～15時（開場13時予定）

ところ　男女共同参画セン
ター  ホール（神戸2-15-
　18）
講　師　羽林由鶴さん
定　員　10 0人（先着順。
予約優先）

入場料　無料　
託　児　要予約。6カ月～未
就学児、無料、先着 1 0
人。3月16日㈮締め切り

申込み　直接、電話、ファク
スまたは電子メールで男女
共同参画課へ

　「まなびーの」では学習
支援ボランティアが丁寧に
指導し、児童が学習方法や
学習習慣を身に付けて、勉
強に対する苦手意識を克
服することを目標としてい
ます。
対　象　経済的な理由によ
り学習塾に通えない市内
在住のひとり親家庭の小
学4年生から中学3年生

平成30年度ひとり親家庭
学習支援事業

「まなびーの」参加者募集
子ども政策課　 382-7661 　382-9054

はねばやし ゆ　ず

分～15時（開場13時予定）

10 0人（先着順。

までの学生で、次の要件
を全て満たす方。
・児童扶養手当受給世帯で
あること
・現在、学習塾・家庭教師・
通信教育などを利用してい
ないこと
・三重県または本市が実施
する他の学習支援を受け
ていないこと
期　間　4月～平成31年3月
（計50回程度）
ところ　子育て応援館（白
子駅前 6-33）

定　員　小学4年生～6年
生10人、中学1年生～中
学2年生10人、中学3年
生10人

受講料  無料
申込み　2月20日㈫から3月
9日㈮まで(消印有効)に、
ひとり親家庭等学習支援
登録書に必要事項を記入
の上、児童扶養手当の証
書の写しを同封して郵送
で鈴鹿市母子寡婦福祉会
(〒513－0052　下箕田
3-9-18　北野好美　080-

　2633-9381)へ
※登録書は、子ども政策課窓
口と市ホームページで入手
できます。

※受講者決定後、説明会を開
催します。

現在、学習塾・家庭教師・

9日㈮まで(消印有効)に、

　

　消防本部、消防団、防火
協会などの消防関係機関が
それぞれ自身の持っている
特技などを披露し、市民の
皆さんに楽しみながら防火、
防災について知り、触れ、学
んでいただくイベントです。
と　き　3月3日㈯1 0時～
15時

ところ　消防本部(飯野寺家
町217-1)

※駐車場はJA鈴鹿、MGM鈴
鹿店、鈴鹿市労働福祉会館
の駐車場の一部を借りてい
ます の で 、係 員 の 指 示 に
従って駐車してください（消
防庁舎に一般駐車場はあり
ません）。
内　容　消防 火・な・壇！！で
写真撮影（衣装の持込み
可）、ちびっこレスキュー、
消防訓練披露など

火の夢フェスタ
予防課　 382-9158 　383-1447

と　き　3月10日㈯・11日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
内　容　多種多様なレーシ
ングマシンが2018年シー
ズンの幕開けを彩ります。
入場料　このページ下部に

モータースポーツ
ファン感謝デー

地域資源活用課　382-9020 　382-0304

入場料　「広報すずか」2月
20日号 10ページ下部に掲
載の入場券を持参すれば無
料（ 別途駐車料金が必要）。
新アトラクション「DUEL 
GP」も楽しめるお得なモー
トピアパスポートもありま
す。詳しくは鈴鹿サーキッ
トホームページ（　http://w
   ww.suzukacircuit.jp/）をご
覧ください。
ださい。
◆鈴鹿F1日本グランプリ
　地域活性化協議会ブース
内　容　協議会の取り組み
の紹介、本市と三重県・周
辺市町（桑名市・四日市市・
亀山市・津市・菰野町）の
観光・物産のPR、ご当地
キャラ登場など

※詳しくは同協議会ホームページ
（　http://suzuka21.com/）
　をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ
　友の会ブース
内　容　レーシングマシン展
示・搭乗、キッズモータース
ポーツ教室など
問合せ　NPO法人「鈴鹿
モータースポーツ友の
会」事務局(中野　080-

　4537-2005) 
※詳しくは鈴鹿モータースポーツ
　友の会ホームページ（　 http:
　//www.suzuka-msa.jp/）を
ご覧ください。

入
場
券

http://www.suzukacircuit.jp/
http://suzuka21.com/
http://www.suzuka-msa.jp/


をご覧く

辺市町（桑名市・四日市市・

http://suzuka21.com/）

　集中力と判断力が求め
られるサーキット走 行は
「脳や神経の働きを活性
化させるようだ」という声
をよく聞きます。鈴鹿モー
タースポーツ友の会では、
このようなモータースポー
ツのチカラに着目し、50歳
以上の市民を対象とした
走行会を鈴鹿サーキット南
コース（小型の中低速コー
ス）で行います。プロのレー
シングドライバーのアドバ
イスを受けながら、ご自身
のクルマでサーキットを思
う存分走り、ドライビングテ
クニックや交通安全などを
モータースポーツから楽し
く学ぶことができます。
対　象　年齢50歳以上の
鈴鹿市民で、当日有効な
運転免許保持者

と　き　3月20日㈫9時～17
時30分（予定）

ところ　鈴鹿サーキット国際
南コース
講　師　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん、水
谷竜也さんなど地元出身・
在住のレーシングドライ
バー（予定）
定　員　40人（先着順）
車両規定　車検整備された

鈴鹿サーキット
市民走行会

「脳内活性in サーキット」
地域資源活用課　382-9020 　382-0304

入
場
券

タースポーツ友の会では、

谷竜也さんなど地元出身・

ナンバー付きのクルマで
あれば、軽自動車から商
用車、ミニバンでも可（ト
ラックやオープンカーなど
は不可）。
参加料　3,500円（傷害保
険料500円込　昼食各自
負担）
主　催　NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会
協　力　鈴鹿市、鈴鹿サー
キット
申込み・問合せ　2月20日㈫
から3月10日㈯までに電
話または電 子メールで
NPO法人鈴鹿モーター
スポーツ友の会(中野　
080-4537-2005（9時～
18時）　smsa@mecha.
　ne.jp　http://www.su
　zuka-msa. jp/ )へ

　お茶を飲みながら日ごろ
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、あなたの話
をお聴きします。気軽にお越
しください。
と　き　3月9日㈮、4月13日
㈮、5月11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　080-51

「脳内活性in サーキット」

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

　33-3771）へ
※1人の相談時間は1時間が目
安です。

と　き　3月10日㈯～6月10
日㈰10時30分から、13時
30分から、15時から

ところ　文化会館プラネタ
リウム（飯野寺家町810）
内　容
○星座解説　春の星座を探
す目印となる「春の大曲
線」や「春の大三角」の解
説と、天を担ぐといわれる
アトラスと勇者ヘラクレス
のギリシャ神話
○GOODNIGHT　GO
　LDILOCKS（グッドナイ
ト ゴルディロックス）～太陽
系外惑星の世界～
　生命が存在するために最
適な場所は「ゴルディロック
ス・ゾーン」と呼ばれます。
「ゴルディロックス」とは、イ
ギリスの有名な童話に登場
する女の子の名前に由来
します。私たち人類にとって
最適な環境の星は、地球
以外にあるでしょうか？最
新の太陽系外惑星探査か
ら、その謎に迫ります。

※3月10日㈯・11日㈰の13時
30分からの上映は特別番組
のため中止します。

プラネタリウム
春の新番組

文化会館　 382-8111　 382-8580

リウム（飯野寺家町810）

ス・ゾーン」と呼ばれます。

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センターの窓口へ

※オーダーメイド講習も可能です。
※会員に加入されると特典があり
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。
◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月4日㈬8時40分
～16時20分
受講料　6,264円（教材費
込）
申込み　3月5日㈪から
◆自由研削砥石特別教育
と　き　4月5日㈭・6日㈮の
どちらか1日　8時40分～
16時20分
受講料　6,696円（教材費
込）
申込み　3月5日㈪から
◆職長・安全衛生責任者教育
と　き　4月11日㈬・12日㈭
8時30分～17時
受講料　1万5,020円（教材
費込）
申込み　3月14日㈬から
◆玉掛技能講習
と　き　
学科：4月16日㈪・17日㈫8時
45分～17時
実技：4月18日㈬～20日㈮の
間で1日を選択　8時45分
～17時
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　3月16日㈮から
◆4月の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：4月10日㈫8時～17時

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

30分　　 
実技：Ⅰコース　4月11日㈬～
13㈮8時～17時15分、Ⅱ
コース　4月17日㈫～19日
㈭8時～17時15分 

受講料　2万8,000円（教材
費込）

申込み　3月12日㈪から

申込み　2月22日㈭から先
着順で受付。直接水泳場
窓口(御薗町1669)または
ホームページで
◆ベビービクス&ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんとその保護者

と　き　3月14日㈬ 11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMIさん
定　員　各30人
参加料　各1,200円
◆親子アイシング
対　象　親子（小学3年生以
上は1人でも参加可）

と　き　3月22日㈭13時30
分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　人気キャラクターを
作ります。

講　師　向井ひとみさん
定　員　10組
参加料　1組1,500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

http://www.suzuka-msa.jp/

