
国民健康保険料の
納付は期限内に

保険年金課　382-9290　 382-9455

　平成30年度から、国民健康
保険税を国民健康保険料に変
更しています。納付期限を毎月
広報すずか5日号に掲載します
ので、期限内の納付をお願いし
ます。

日曜日の
マイナンバーカード
受取窓口開設日変更

戸籍住民課　327-5056　 382-7608

　全国的なシステムメンテナン
スのため、通常第4日曜日の受
付窓口を第5日曜日に変更しま
すので、ご注意ください。
と　き　7月29日（第5日曜日）
9時～11時40分

※日曜日は予約枠が埋まりやすい

ので、早めの予約をお願いしま

す。（4週間先まで予約可能）

※平日のマイナンバーカード受け

取りは、月～金曜日（年末年始、

祝日を除く）9時～16時40分

クールシェア
環境政策課　382-7954　 382-2214

　市では、環境省が提唱する
「COOL　CHOICE」に賛同
し、さまざまな啓発活動に取り
組んでいます。その取り組みの
一つとして、市内公共施設で
「クールシェア」を実施します。
　クールシェアとは、夏の暑い日
に涼しい場所をみんなで共有し
ようという取り組みです。例とし
てはエアコンが効いている図書
館で過ごすといったことです。
　皆さんもクールシェアに取り組
んで、暑い夏を乗り切りましょう。

市嘱託職員（事務）募集
人事課　382-9037　 382-2219

対　象　地方公務員法第16条
の欠格条項に該当せず、パ
ソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方（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）
採用時期　9月1日㈯
業務内容　窓口や出先機関な
どでの一般事務業務
定　員　6人程度
申込み　7月2日㈪から13日㈮
まで（土・日曜日を除く8時
30分～17時15分）に、「嘱
託職員採用試験申込書」を
人事課へ
申込書は、直接または郵便で請求し

てください。郵便で請求する場合

は、封筒の表に朱書きで、「嘱託職

員採用試験申込書希望」と記入の

上、返信用封筒（宛先を明記し、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。

また、市ホームページ「人事・職員採

用コーナー」からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　7月28日㈯9時から
ところ　市役所本館12階　会
議室
内　容　事務適性検査（10
分）、事務補助職一般教養試
験（90分）
◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して
面接試験を行います。試験内
容、日時、会場など詳しくは第
一次試験合格者通知の際に指
定します。

アカウミガメの
産卵・足跡を見つけたら

ご連絡を
環境政策課　382-7954　 382-2214

　以前は市内の海岸でもアカウ

ミガメがたくさん産卵していま
したが、海の汚染や乱獲のた
め産卵数は減ってしまいまし
た。近年は保護活動などの影
響で、ウミガメの上陸・産卵が
少しずつ回復してきています。
不定期ではありますが、現在も
上陸や産卵が確認されていま
す。ウミガメ保護のため、海岸
で産卵・足跡を見つけたら静か
にその場から離れ、環境政策
課またはウミガメネットワーク
にご連絡ください。
問合せ　ウミガメネットワーク（　
090-5600-0221（米川）
umigamenetmie@gmail.
com）

夏の交通安全県民運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　7月11日㈬から20日㈮まで
の10日間、夏の交通安全県民
運動が実施されます。運動の
重点は、高齢者と子どもの交
通事故防止、シートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の
徹底、飲酒運転の根絶です。

国民健康保険

「限度額適用認定証」

「限度額適用・標準負担額

減額認定証」の申請

保険年金課　382-7605　 382-9455

　現在発行している認定証の

有効期限は7月31日㈫です。8

月以降も限度額適用認定証の

交付を希望される方は、新たに

申請が必要となりますのでご

注意ください。

　また、8月以降は70歳以上

75歳未満の、所得区分が現役

並み所得者Ⅰ・Ⅱの方も限度額

適用認定証が必要となります。

申請をしないと、各区分の限

度額における現物給付を受け

ることができなくなるのでご注

意ください。

申　請　7月5日㈭から

申請場所　保険年金課、地区

市民センター

◆70歳未満の方　

対象の認定証　限度額適用認

定証（住民税課税世帯）、限

度額適用・標準負担額減額認

定証（住民税非課税世帯）

◆70歳以上75歳未満の方

対象の認定証　限度額適用認

定証（現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ

世帯）、限度額適用・標準負

担額減額認定証（住民税非

課税世帯）

※所得区分については、保険年金

課へお問い合わせください。

※申請には、本人確認できるもの

と個人番号（マイナンバー）が確

認できる書類が必要です。

※70歳未満の方の場合、国民健

康保険料(税)に未納があると交

付できません。

※地区市民センターで申請の場合

は郵送します。

国民健康保険脱退の

届出をお忘れなく

保険年金課　382-7605　 382-9455

　社会保険、国民健康保険組

合などの保険に加入した場合、

鈴鹿市国民健康保険脱退の届

出が必要です。脱退の届出が

ないと、医療機関の診療報酬

請求に混乱が生じるほか、納

付する必要のない保険料がい

つまでも課されます。

持ち物　本人確認書類、個人

番号（マイナンバー）の分かる

もの、国民健康保険の被保

険者証（全員分）、新しい職

場の健康保険証（全員分）



国民健康保険
「高額療養費制度」の改正
保険年金課　382-7605　382-9455

平成 30年 8月受診分から、70
歳以上 75歳未満の方の自己負担
限度額が変更になります。

現役並み所得者Ⅲ

現役並み所得者Ⅱ

現役並み所得者Ⅰ

一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

所得区分

自己負担限度額（月額）

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人ごと）

3回目まで 4回目以降

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円57,600円

24,600円

15,000円

18,000円
（年間上限144,000）

8,000円

得区分について
　・現役並み所得者Ⅲ…世帯内の
70歳以上の国保被保険者の
うち、住民税の課税所得が
690 万円以上の人がいる世帯

　・現役並み所得者Ⅱ…世帯内の
70歳以上の国保被保険者の
うち、住民税の課税所得が
380 万円以上の人がいる世帯

　・現役並み所得者Ⅰ…世帯内の
70歳以上の国保被保険者の
うち、住民税の課税所得が
145 万円以上の人がいる世帯

　・一般…「現役並み所得者Ⅰ～
Ⅲ」・「低所得者Ⅰ・Ⅱ」以外
の世帯

　・低所得者Ⅱ…世帯主および世
帯の国保加入者全員（70歳
未満の人を含む）が住民税非
課税の世帯（低所得Ⅰの世帯
を除く）

　・低所得者Ⅰ…世帯主および世
帯の国保加入者全員（70歳
未満の人を含む）が住民税非
課税で、かつ所得が 0円の世
帯（年金の所得は、控除額を
80万円として計算）

市立小中学校図書館
支援員募集

教育指導課　382-9028　 383-7878

対　象　市内在住の方で、次の

いずれかの資格をお持ちの方

・ 図書館司書、図書館司書補、司  

書教諭

期間　9月3日㈪～平成31年3

月15日㈮

勤務条件　時給1,150円（交通

費含む）で、勤務時間は9時

から16時までの実働6時間

（途中昼休憩1時間）。

申込み　7月31日㈫までに市販

の履歴書に記入・押印し、資格

を証明できるもの（コピー可）を

添付の上、直接教育指導課へ

経済的な理由で国民年金
保険料の納付が困難な
場合の免除・猶予制度

保険年金課 　382-9401　 382-9455

　本人・配偶者・世帯主の前年

度の所得に応じて、国民年金保

険料免除・猶予制度が利用でき

ます。

申　請　平成30年度分は7月

2日㈪から申請可。原則、毎年

手続きが必要(平成29年度

免除申請で継続審査の承認

を受けた方は除く）。

※所得によっては対象にならない場

合もあります。

申込み　年金手帳、身分証明

書、印鑑を持って保険年金課、

地区市民センター、年金事務

所へ

※本人・配偶者・世帯主の中に平成

28年12月31日以降に失業(退職)

した方がいる場合は、雇用保険

の離職票または受給資格者証の

写しをお持ちください。失業によ

る特例により、免除または猶予が

図書館司書、図書館司書補、司  

書、印鑑を持って保険年金課、

承認されやすくなる場合がありま

す。詳しくはお問い合せください。

問合せ　津年金事務所(　

059-228-9112)

がん検診
無料クーポン券を送付
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　がん検診無料クーポン券を、6

月中旬ごろに対象の方へ紫色の

封筒で送付しました。このクーポ

ン券で、個別検診（市内の指定

医療機関で実施）または集団検

診（保健センターなどで実施。毎

月広報すずか健康館掲載）が無

料で受けられます。

対　象　市内に住民登録があ

り、平成29年度に次の年齢に

なった方

　・　胃がん検診　40歳、45歳、50

歳、55歳、60歳

　・　乳がん検診　40歳女性

　・　子宮頸部がん検診　20歳女

性

※対象の方でクーポン券が届いて

いない方はお問い合せください。

介護保険負担限度額
認定申請の受付
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3201　 369-3202

　介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）、介護老人保健

施設、介護医療院、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活

介護、短期入所サービス（ショー

トステイ）利用時の自己負担費用

のうち、食費、居住費（滞在費）

について、申請により負担が軽

減されます。

対　象　次の全てに該当する方

　・　本人、配偶者および世帯全員が

市町村民税非課税であること。

　・　預貯金などが、配偶者がいな

い方は1,000万円以下、配偶

者がいる方は合計額が2,000

のうち、食費、居住費（滞在費）

。

万円以下であること。

対象となる預貯金などの具体的な例

現金、預貯金（普通、定期）、

有価証券（株式、国債、地方

債、社債など）、投資信託、金

や銀など、購入先の口座残高

によって時価評価額が容易

に把握できる貴金属

※負債（借入金、住宅ローンなど）

は、預貯金などから差し引いて

計算します。

※生命保険、自動車などは対象外

です。

※虚偽の申告により不正に支給を

受けた場合は、介護保険法第22

条第1項の規定に基づき、支給さ

れた額の返還および加算金を求

めることがあります。

認定有効期間　申請月の1日

から翌年7月31日まで

内　容　次の区分に応じて軽

減の内容が分かれます。

①生活保護受給者または老齢

福祉年金受給者

②本人の合計所得金額と課税

年金収入額および非課税年

金収入額（遺族年金や障害

年金など）の合計金額が80

万円以下の方

③上記の①②に該当しない方

申込み　7月2日㈪から介護保

険負担限度額認定申請書兼

同意書（鈴鹿亀山地区広域

連合ホームページで入手可）､

認定を受ける本人の印鑑・直

近2カ月以内の残高が確認で

きる通帳など（生活保護受給

者は不要)の写し(配偶者がい

る方はその方の通帳と印鑑も)

を持って鈴鹿亀山地区広域

連合（市役所西館3階）へ

◆更新手続きはお早めに

現在交付されている「介護

保険負担限度額認定証」の有

効期限は、7月31日㈫までです。

8月1日㈬以降も継続して認定

を受けようとする方は、8月31日

㈮までに手続きしてください。

◆市町村民税課税層における

食費・居住費の特例減額措置

　　介護保険負担限度額認定

に該当しない方で、施設に入

所したことにより、残された世

帯員の生計が困難になる場

合には、特例減額措置制度

があります。

認定を受ける主な条件

　・　属する世帯の構成員の数が2

人以上であること。

　・　世帯の年間収入から施設の利

用者負担の見込額を除いた額

が80万円以下であること。

　・　世帯全員の合計預貯金などが

450万円以下であること　など

平成31年鈴鹿市成人式
文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　平成10年4月2日～平

成11年4月1日生まれで、市

内在住または市内出身者

と　き　平成31年1月13日㈰

13時～14時15分（開場12時)

ところ　市民会館

※対象の方へ個々の通知はしません

ので、ご自由にお越しください。



放課後児童クラブの放課後
児童支援員など・児童募集
子ども政策課　382-7661　382-9054

　放課後児童クラブは、保護者が
仕事などで昼間家庭にいない小学
生を対象に、放課後から 18時ご
ろまで、保護者に代わって児童を
お預かりする場です。
　現在、次の放課後児童クラブで、
放課後児童支援員や補助員および
児童の募集を行っています。詳し
くは、直接放課後児童クラブへお
問い合わせください。
※放課後児童支援員は保育士などの
資格をお持ちの方で、都道府県が
行う研修を修了した方が対象です。
補助員に必要な資格はありません。
※掲載時点で募集を締め切っている
場合もあります。

放課後児童クラブ名 学校区 所在地 電話番号

放課後
児童支
援員等
募集

児童
募集

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 庄野 庄野東二丁目5-35 ☎379-0811 ○

竹野の森放課後児童クラブ 清和 竹野町305-2 ☎090-6098-3215 ○

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 白子 白子二丁目7-38 ☎388-2774 ○

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ
東旭が丘四丁目
9-19

☎368-2033 ○

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子 白子町2006-1 ☎386-2611 ○

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　かけはし 中旭が丘三丁目
13-25

☎386-2939 ○

桜島学童保育ももたろう　１組・２組 桜島 桜島町三丁目10-1 ☎387-0371 ○

○愛宕小学校区放課後児童クラブ　あおぞら　第１・第２ 愛宕 北江島町43-8 ☎368-1223

○鈴鹿わかすぎこどもクラブ 稲生 稲生西二丁目4-3 ☎367-7075

○飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 阿古曽町25-6 ☎367-3367

○放課後児童クラブ　日の本クラブ飯野 阿古曽町31-6 ☎379-3517

○明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目4-29 ☎367-1711

○河曲地区学童クラブ　かわたろう 河曲 河田町1341 ☎383-3070

○一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 一ノ宮 高岡町2665-2 ☎369-2780

○箕田学童保育所 箕田
南堀江一丁目
14-19

☎395-1003

○玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 玉垣 東玉垣町523-1 ☎373-4734 ○

神戸小学校区かんたろう学童保育所 神戸 神戸八丁目9-15 ☎383-1519 ○

天名小学校区放課後児童クラブ　ピース天名 天名 御薗町2500 ☎080-9495-4497 ○

○

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 椿
山本町1255-4
小山組集会所内

☎371-2300 ○

庄内小学校区放課後児童クラブ　学童たけっこクラブ 庄内 東庄内町2458-1
　☎371-2317
（庄内青い鳥保育園）

○

旭が丘

飯野

　架空請求詐欺にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

架空請求詐欺と思われるは

がきや電子メールが届いたとい

う相談が多く寄せられています。

　

　このようなはがきや電子メール

が届いても決して連絡せず、不安

を感じたら消費生活センターへ

相談してください。

事　例 「消費料金に関する

訴訟最終告知のお知らせ」、

「登録料金の未納が発生して

います。本日ご連絡なき場合、

法的手続きに移行します」

一次試験 9月17日(月・祝)(

津市予定)

◆一般曹候補生

対　象 18歳以上27歳未満

の方

申込み 7月1日㈰～9月8日㈯

一次試験 9月21日㈮～23日

(日･祝)(四日市市予定)

◆自衛官候補生

対　象 18歳以上27歳未満

の方

申込み 随時

試　験 受け付け時にお知ら

せします。（津市予定）

第 27回
鈴鹿市文芸賞作品募集
鈴鹿市文化振興事業団
384-7000　 384-7755　
http://www.s-bunka.net

対　　象　市内在住・在勤・在学
または市内の文化団体などに所
属している方

※前回（第 26 回）の一般の部で最

優秀賞を受賞した方は、今回同じ

ジャンルには応募できません。

※ジュニアの部は、中学生以下に限

ります。

出品料　一般の部は 1作品につ
き 1,000 円、ジュニアの部は無
料　
募集期間　11 月 2日（金）まで

ジャンル 応募規格 賞

作文・童話等 400字詰め原稿用紙
で本文20枚以内 最優秀賞

優秀賞

奨励賞

４人以内〔賞状と図書カード〕

４人以内〔賞状と図書カード〕

若干名〔賞状と図書カード〕

詩 １編
短歌 ３首まで
俳句・川柳 ３句まで

募集期間　11月2日（金）まで

ジャンル 応募規格 賞
 

　
　

文

小説・評論等
400字詰め原稿
用紙で本文50枚
以内

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

１人以内〔賞状と賞金５万円〕

１人以内〔賞状と賞金２万円〕

若干名〔賞状と図書カード〕

エッセイ
400字詰め原稿
用紙で本文20枚
以内

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

１人以内〔賞状と賞金2万円〕

１人以内〔賞状と賞金５千円〕

若干名〔賞状と図書カード〕
 

アフォリズム
（警句）

１句80字以内
１人５句以内

（タイトル不要）

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

１人以内〔賞状と賞金1万円〕

１人以内〔賞状と賞金５千円〕

若干名〔賞状と図書カード〕

 

短
詩
型
文
学

詩（漢詩含む）

短歌

俳句

川柳

１編

１作品10首

１作品10句

１作品10句

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

４人以内〔賞状と賞金３万円〕

４人以内〔賞状と賞金１万円〕

若干名〔賞状と図書カード〕

 

◆一般の部

◆ジュニア（小中学生）の部

※自筆またはパソコンを使用した
作品で未発表のもので、日本語
で書かれたものに限る。
※一般部門「小説・評論等」「エッ
セイ」でパソコンを使用した作
品の場合は、データ（CD-R）
を併せて提出してください。
（USB メモリー、メール添付は
不可）。また、必ず原稿用紙設
定を行った作品を提出してくだ
さい。
※詳しくはお問い合わせいただく
か、文化振興事業団ホームペー
ジをご覧ください

第 51回
鈴鹿市美術展の作品募集

鈴鹿市文化振興事業団
384-7000　 384-7755　
http://www.s-bunka.net

対　象　市内に在住・在勤・在学
する高校生以上の年齢の方
部門・規定
部門・規定

部　門 規　　　　　　　　　　定

日本画 10号以上60号以内で額縁付
（ただし、60号は縦描きのみ）

アクリル付額縁は不可

洋　画 20号以上80号以内で額縁付
ポスターなどはパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

 

彫　刻 　手動可能なもので
　縦・横とも２m以内、高さ2.5m以内

 
著しく破損しやすい作品は不可

美術工芸

 
 

・立体作品 50cm四方立方以内
　（①1辺1m以内②125,000cm ）
・平面作品 縦2m、横1.2m以内とし展示でき
　　　　　　　　　　る形態のもの(額縁など)

 アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

写　真
　白黒またはカラー、半切以上全紙まで
・パネルの規格　木製73cm×61cm以内
・組写真　　　 パネルの規格と同じ

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

書　道

・額装または枠張り
　仕上がり寸法は半切以上12平方尺以内
　縦210cm（7尺）、横182cm（6尺）以内
・折帳、巻子
　縦45cm以内×横300cm以内

 
 

 

作品は全て表装
楷書以外は所定の様式（ハガキ大）の釈文を添付
アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
軸装の出品は不可
高校生作品は臨書可(全紙判可)

※自作の未発表作品で、1 部門 1 人

1 点のみ（複数部門への出品は可）

※共同作品・コラボ作品は不可。

※どの部門に出品するかは、出品者

の意向を尊重します。

※ガラス付き額縁は不可。日本画・

洋画・美術工芸の額装作品は、必

要最低限のつり金具だけをつけて

ください。

※乾燥していない作品は出品できま

せん。

出品料　1作品につき 1,000 円
（高校生無料）。作品搬入時にお
持ちください。
◆出品手続き
①申込み　10月 9日㈫から 17
日㈬まで ( 土・日曜日を除く 9
時～ 17時）（必着）に、申込
書に必要事項を記入の上、直接
または郵送で鈴鹿市文化振興事
業団事務所（文化会館内）へ
　※申込書は切り離さずに提出して

ください。

　※10 月 9 日 ( 火 )・15 日 ( 月 )・

16 日 ( 火 ) は休館日のため、第 1

駐車場東側入口のインターホンで

お知らせください。

②作品の搬入　10 月 20 日㈯ 9
時 30分から 16時、または 10
月 21日 ( 日 )9 時から 12時ま
でに文化会館へ
◆公開審査
と　き　10月 23日㈫ 10時から
ところ　文化会館（飯野寺家町
810）
◆展覧会
と　き　10月 31日㈬～ 11月 4
日㈰ 9時～ 17時（最終日は
16時展覧会終了）
ところ　文化会館（飯野寺家町
810）
内　容　入賞、入選作品と会員、
審査員から出品された作品の展
示
入場料　無料
◆ギャラリートーク
と　き　11月 4日㈰ 14時 15
分～ 16時 ( 予定 )
ところ　文化会館（飯野寺家町
810）

※詳しくは、文化振興事業団ホーム

ページをご覧いただくか、公民館

などに備え付けの「第 51 回鈴鹿

市美術展作品募集のご案内」をご

覧ください。

相談時間 9時～16時（祝日・

祭日を除く月～金曜日）

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ 自衛隊三重地方協

力本部四日市地域事務所

（　351-1723）､自衛官募

集コールセンター（　0120-

　063-792（年中無休12時～

20時)）

◆航空学生

対　象 海上：高卒(見込みを

含む)23歳未満の方、航空：

高卒（見込みを含む）21歳

未満の方

申込み 7月1日㈰～9月7日

㈮



沖縄などに旅行を
される方へ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　沖縄・奄美・トカラ・小笠原には、

さつまいもなどに被害を与える害

虫が、また、沖縄・奄美の一部で

はみかん類に被害を与える病気

が発生しています。これらの病害

虫のまん延を防止するために、一

部の植物は植物防疫法により未

発生地域への持ち出しが規制さ

れています。該当の地域へ旅行

される方はご注意ください。

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　368-1674　 368-1685

　下水道の普及により、水路から

汚れた水がなくなり、蚊やハエな

どの発生を防いで伝染病が予防

されるなど、清潔で快適な生活

環境が確保されます。

　また、家庭や工場から流され

た汚水は処理場で処理される

ので、海や川がきれいになりま

す。公共下水道への接続に関

しては、以下の点にご注意くだ

さい。

○「排水設備」は供用開始後

1年以内に設置していただか

なければなりません。また、く

み取り便所は、3年以内に水

洗便所に改造し、公共ますに

接続してください。

○排水設備工事が適正に施工

されるよう、工事店を指定し

ています。｢鈴鹿市排水設備

指定工事店｣でないと工事は

できません。

※契約するときは、あとでトラブル

が生じないように工事の内容・

支払方法などを十分検討し、納

得のいく内容で契約しましょう。

　沖縄・奄美・トカラ・小笠原には、

○公共下水道への接続切り替

え工事を行っていただく費用

に対する｢融資あっせん制度

｣がありますので、指定工事

店にお問い合わせください。

※上下水道局では、下水道への接

続を普及促進するため戸別訪問

をしています。訪問者は、「身分

証明」を携帯しています。不審な

点があれば確認してください。

◆下水道は大切に使ってくだ

さい

○油を下水道に流すと施設を

傷めたり、環境に負荷がかか

ります。油のついた食器など

は、キッチンペーパーなどで

ふき取ってから洗い、油を含

んだスープ類は、浮いた油を

除いてから流してください。

○事業所・飲食店の方は、「除

害施設」を通してから、下水

道に流してください。除害施

設は油や残飯でいっぱいにな

っていると十分な能力を発揮

することができないだけでなく、

そのままにしておくと、悪臭の

原因にもなりますので、適時

点検してください。

中小企業退職金共済制度
産業政策課　382-8698　 382-0304

　この制度は、中小企業で働く

従業員（パートも含む）のための

外部積立型の国の退職金制度

で、次のメリットがあります。

○新規に加入する事業主に対

して1年間掛金の一部を国と

市が助成します。

○掛金は法人企業の場合は損

金として、個人企業の場合は

必要経費として全額非課税

となり、手数料もかかりません。

※資本金または出資金が1億円を

超える法人の法人事業税には、

外形標準課税が適用されます。

することができないだけでなく、

となり、手数料もかかりません。

○社外積立で管理が簡単です。

従業員ごとの納付状況や退

職金試算額を事業主にお知

らせします。

問合せ　中小企業退職金共済

事業本部（　03-6907-1234）、

　中退共名古屋コーナー（　

052-856-8151）

治療と仕事の両立支援
産業政策課　382-8698　 382-0304

　病気の治療と仕事の両立支

援は「働き方改革」の一環とし

て重要です。両立支援の相談

内容や窓口を掲載したリーフレ

ットなど、詳しくは三重労働局ホ

ームページ(トップ→各種法令・

制度・手続き→安全衛生関係

→治療と仕事の両立支援)をご

覧ください。

問合せ 三重県地域両立支援

推進チーム事務局(三重労

働局労働基準部健康安全

課（ 059-226-2107））

県営住宅7月定期募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

ところ 北勢ブロック：桑名市、

川越町、四日市市、鈴鹿市、

亀山市

申込み 7月3日㈫から31日㈫

まで(消印有効)に、鈴鹿亀山

不動産事業協同組合にある

申込用紙に必要事項を記入

し、郵送で同組合へ

問合せ　鈴鹿亀山不動産事業

協同組合（〒510-0253寺家町

1085-1　373-6802）

鈴鹿の街音楽祭2018
出演者募集

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

対　象　次の全てに該当する方

　・　生演奏による出演であること

　・　1人から8人程度の編成で、

本番前日または当日のリハー

サルに必ず参加できること

と　き　11月18日㈰

ところ　文化会館（飯野寺家

町810）

申込み　7月25日㈬までに、応

募用紙、デモ音源2曲（CDま

たはDVD）、写真（普通版　

横・データ可）1枚を鈴鹿市

文化振興事業団へ　

※審査後、郵送で結果報告。

※デモ音源は演奏スタイルでの録

音で、通常のデッキで再生でき

るものに限る（mp3・mp4・

WAVなどデータ形式は不可）。

平成31年度地域密着型
サービス事業者説明会

鈴鹿亀山地区広域連合

369-3205　 369-3202

対　象　鈴鹿・亀山市内で地

域密着型サービス事業を計

画している法人

と　き　7月24日㈫11時から

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

内　容　定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、看護小規

模多機能型居宅介護に関す

る施設整備について

※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連合

ホームページ（　http://www.

　suzukakameyama-kouiki.jp/）

　をご覧ください。

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

と　き　8月8日㈬10時から

ところ　男女共同参画センター

内　容　平成29年度鈴鹿市

男女共同参画基本計画の進

捗状況評価

定　員　10人(先着順)

申込み　当日9時45分までに

男女共同参画課へ

納税の休日窓口・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　7月29日㈰9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　7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。

http://www.suzukakameyama-kouiki.jp/


鈴鹿市国民健康保険
特定健康診査開始

保険年金課　382-9401　 382-9455

　特定健康診査は、高血圧や

糖尿病などの生活習慣病、特に

メタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群）の予防に着目した健

康診査です。対象の方に受診券

を送付しています。同封の一覧

表にある医療機関などで、11月

30日まで受診できます。

対　象　鈴鹿市国民健康保険

加入者で、次の全てに該当

する方

○昭和18年9月1日～昭和54

年3月31日生まれの方

○平成30年9月上旬までに届

出をして加入した方

○受診時に鈴鹿市国民健康保

険に加入している方

※健康診査実施期間中に75歳に

なる方は、誕生日前日までが有

効期間です。

※5月中旬から9月上旬までに届出

をして加入した方には、加入時期

に応じて8月中旬から10月中旬

までに受診券を送付します。

※鈴鹿市国民健康保険以外の方

や資格を喪失した方は、加入し

ている医療保険者（保険証に記

載）にご確認ください。

持ち物　特定健康診査受診

券、質問票、自己負担金（受診

券に記載）、鈴鹿市国民健康

保険被保険者証（短期被保

険者証、資格証明書を含む）

夏休み親子計量教室
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象 小学5・6年生とその保

護者（2人1組）で、市が指

定する店舗および市役所ま

での交通手段を確保できる

方

と　き　8月9日㈭10時30分～

15時

ところ　市役所別館第3　2階

会議室

内　容

　・　市内の店舗に行き、正味量

や内容記載または量り売りで

販売されている商品を購入

して、その商品の実量をはか

り、表示内容との差を検査し

ます。

　・　計量（はかること）について

専門家がわかりやすく説明し

ます。

定　員　8組16人（先着順）

参加料 無料（昼食付）

※購入代金（予算3,000円）は教室終

了後に支払いますので、レシートを

必ずお持ちください。3,000円を

超えた額、重さのはかれない商品

の代金は各自負担となります。

申込み　7月25日㈬までに直

接産業政策課へ

532

子ども防災サミット
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

対　象　小学1年生以上
と　き　8月4日㈯・5日㈰1泊
2日

ところ　社会福祉センター(神
戸地子町383-1)、県消防学
校（石薬師町452）

定　員　50人（先着順）
参加料　学生1,000円、一般
3,000円

申込み　7月20日㈮までに、
電話または電子メールで災害
ボランティアネットワーク鈴鹿
（伊藤　 cc-ito@mecha.
　ne.jp　090-3481-9135）へ

バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　「鈴鹿バルーンフェスティバ
ル2018」のPRや、熱気球に親
しんでもらうために熱気球の
仕組みを知ることができる熱
気球教室や熱気球の係留飛
行（搭乗体験）を行います。
と　き　7月21日㈯17時から
20時ごろ

ところ　イオンモール鈴鹿　西
大駐車場（庄野羽山4-1-2）

内　容　熱気球教室、熱気球
の係留飛行（搭乗体験）

定　員　各80人(先着順)
料　金　中学生以上1,000円、
小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき2人

まで無料（要保護者同乗）

申込み　当日16時30分から
と17時30分から会場内設
置テントで整理券を配布し
ます。

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会

　7月20日㈮までに、

　中学生以上1,000円、

 （　090-6468-2012　16時
30分～20時ごろ）

※当日の天候や風の状況により、

中止する場合があります。

小学生のための
読み聞かせ会

図書館　382-0347　 382-4000

　小学生向けの本の読み聞か
せと、夏休みの読書や読書感
想文におすすめの本を紹介し
ます。
対　象 小学生(親子で参加可)
とき・ところ　7月22日㈰江島

分館2階ギャラリー（中江島
町3-27）、29日㈰図書館本
館2階視聴覚室（飯野寺家
町812）いずれも10時～11時
（低学年・中学年向け）、13
時30分～14時30分（中学
年・高学年向け）

参加料　無料
主　催　グランま～ま

折り紙で作ってみよう
図書館　382-0347　 382-4000

  折り紙で犬や猫を作り、図書
館本館ロビーの壁面に飾りま
す。持ち帰ることもできます。
対　象　未就学児・小学生と

その保護者
と　き　7月21日㈯～23日㈪9

時30分～16時30分
ところ　図書館本館　1階　

ロビー（飯野寺家町812）
参加料　無料
主　催　すずか子ども読書サ

ポートぶっくりん
◆読書ノートの配布

　夏休み期間中に読んだ本の
タイトルや簡単な感想を9冊分
書き込める「読書ノート」を配
布します。
※3冊読むごとに図書館カウンタ

ーにお持ちいただくと、オリジ

ナルのキャラクターカードをお

渡しします（全6種類）。

開館20周年記念特別展
「三重のはにわ大集合！」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　県内から出土した人や馬、家
などさまざまな形をした埴輪
が博物館に勢ぞろいします。
と　き　7月14日㈯～9月30
日㈰

ところ 考古博物館　特別
展示室（国分町224）

観覧料　一般・学生：特別展・
常設展セット300円、特別展
もしくは常設展のみ200円。
小中学生：特別展無料、常設
展のみ100円

※未就学児、70歳以上の方、障がい

者手帳などをお持ちの方とその付

き添いの方1人は無料。

※毎週月曜日・第3火曜日は休館日

（7月16日(月・祝)・8月12日

（日）、9月17日(月・祝)・24日(月・

振休)は開館）

◆関連講演会

　「埴輪の語りを読む‐三重県の

スペシャルな埴輪から‐」

と　き　7月14日㈯14時から
ところ 考古博物館　講堂（国
分町224）

講　師 穂積裕昌さん（三重
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
※講演会参加の方は、常設展と特別

展の観覧料が無料になります。



遺跡発掘体験
考古博物館　374-1994　 374-0986

対　象　小・中学生(小学校3
年生以下は保護者同伴)

と　き　7月29日㈰9時から、
13時30分から

※雨天などの場合は8月5日㈰に

延期

ところ　磐城山遺跡(木田町)

定　員　各20人 (先着順)　 

参加料　無料

申込み　7月9日㈪から13日㈮

までに、電話で考古博物館

へ(受付時間9時～17時)

※持ち物・注意事項などは申し込

み後に案内します。

博物館「なるほど探検隊」
スタンプラリー

考古博物館　374-1994　 374-0986

　考古・天文・偉人・歴史・文化な

ど専門的な分野を学習しながら

市内の7施設を巡り、スタンプを

集め「なるほどクイズ」に挑戦して

いただきます。

対　象　小・中学生(未就学児

の方は保護者同伴なら可)

と　き　7月14日㈯～9月30日

㈰

ところ　考古博物館、文化会

館プラネタリウム、佐佐木信

綱記念館、大黒屋光太夫記

念館、庄野宿資料館、伊勢

型紙資料館、稲生民俗資料

館の7施設

記念品　スタンプ5個：5館目

施設のオリジナル缶バッジ。

スタンプ7個とクイズ全問正

解：認定証と達成記念品

※スタンプラリー台紙は各施設また

は考古博物館ホームページから

入手できます。

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方

※中学生以下は保護者同伴

と　き　7月28日㈯19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　月、木星、土星、地球

に大接近する火星を望遠鏡

で観察します。
定　員　150人（先着順）

参加料　無料

申込み　当日18時30分からプ

ラネタリウムギャラリーで受

け付け

※雨天時は中止します。当日16時

30分に判断しますので、文化会

館へお問い合わせください。

親子体操　わんぱく教室 
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学1年生～4年生と

保護者

と　き　7月26日㈭・30日㈪、

8月6日㈪9時30分～11時、

8月7日㈫・10日㈮・20日

㈪・21日㈫・24日㈮13時30

分～15時(全8回）

ところ　武道館　第1道場（江

島台2-6-1

定　員　20組

参加料　1組5,600円（保険料

込。子ども1人増えるごとに

＋2,300円）

申込み　7月7日㈯から18日㈬

まで（7月9日㈪を除く9時～

20時）に、参加料を添えて

直接武道館へ

問合せ　鈴鹿市体育協会（桜

島町7-1-1　399-7120）武

道館（　388-0622）

すずか健康マイレージ
対象講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆健康力アップ教室

　～知る！わかる！できる！

　高コレステロール予防～

対　象　20歳～64歳の市民で

生活習慣病予防に関心のあ

る方

と　き

　運動編：8月17日㈮10時～12時

　栄養編：9月21日㈮10時～12

時30分　

博物館「なるほど探検隊」

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　生活習慣病予防の講

話、運動体験、調理実習

定　員　30人（先着順）

費　用　運動編　無料、栄養

編　500円（食材費）

申込み　7月9日（月）8時30分か

ら電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治

医に確認の上、お申し込みくだ

さい。

※2回とも参加できる方を優先し

ます。

鈴鹿市民大学文芸学科
鈴鹿市文化振興事業団

384-7000　 384-7755

ところ　文化会館2階　第1研

修室（飯野寺家町810）

定　員　各70人（先着順）

申込み　電話、はがき、ファク

ス、電子メールなどで、受講

希望日・住所・氏名・電話番

号を記載の上、鈴鹿市文化

振興事業団(〒513-0802　

飯野寺家町810)へ

◆あなたの歩みと視点

　～エッセイとアフォリズム～

と　き　7月11日㈬13時30分

～15時30分

講　師　河原徳子さん、衣斐

弘行さん

受講料　1,000円（税込）

◆夏休み特別企画 ジュニア講座

対　象　小学1年生～中学3年生

と　き　7月28日㈯13時～15時

内　容　作文、詩、短歌、俳

句、川柳などの先生から話を

聞き、創作します。

講　師　福嶋礼子さん、佐藤

貴宜さん、達知和子さん、山

中悦子さん、青砥たかこさん

受講料　無料

親子でワクワククッキング
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学生と保護者
とき・内容　7月23日㈪五平も
ち、8月8日㈬くるくるサンド
イッチ　9時30分～13時（全
2回）

ところ　農村環境改善センター
料理実習室(岸田町1549-12)

講　師　豊田栄美子さん(アグ

リロマン鈴鹿)
定　員　12組(最少催行8組) 
参加料　1組2,500円(2回分

材料費・保険料込)
持ち物 エプロン、マスク、三

角巾、上靴、ふきん2枚
申込み　7月7日㈯から18日㈬
まで(9時～20時)に、参加料
を添えて直接農村環境改善
センターへ
問合せ　鈴鹿市体育協会（　
399-7120)、農村環境改善
センター(　374-3455)

子ども達のやりたい
やってみようを育てよう
子ども政策課　382-7661　 382-9054

地域企業にご協力いただき、た
くさんのお仕事体験ができます。
と　き　7月31日㈫10時～15時
ところ コンフェット鈴鹿平安

閣（算所町1233-1）
参加料　無料
※材料費が必要な体験もあります。

問合せ　NPO法人shining
（岡田　090-6647-1011)



つどいの広場
トゥインクルユース
ボランティア養成講座
子ども政策課　382-7661　 382-9054

つどいの広場トゥインクルは、子
育て中の家庭の育児支援を目的と
している施設です。0歳から3歳の
乳幼児とその保護者がいつでも親
子で気軽に立ち寄り、ゆったり過
ごすことができます。中学生から
大学生世代の皆さんにボランティ
アに関心を持ち、赤ちゃんとふれ
合ったり生命の大切さを知る機会
として養成講座を行います。
対　象　市内在住または在学
の中学生から大学生世代ま
での方

とき・内容　

　8月18日㈯10時～12時：ボラ
ンティアって？子どもの権利を
考えてみよう、13時～15時：助
産師が送るいのちの授業
　8月19日㈰9時30分～12時：赤
ちゃんと出会ってみよう、13時～
15時：積み木ワークショップ、15
時30分～16時30分：まとめ
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-5-18）

講　師　助産師ほか
定　員　20人（先着順）
受講料　無料
申込み　7月10日㈫から電話ま
たはファクスでNPO法人こど

もサポート鈴鹿｢つどいの広場
トゥインクル｣（桜島町6-20-3
　・　383-1322　土・日曜日、祝
日を除く10時～16時30分）へ

※受講後、ボランティア参加認定

証を発行します。また、トゥイン

クルのボランティアスタッフとし

て登録することができ、夏休み

などに活動していただけます。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象 創業・起業準備を進め
ている方や、実際に創業・起業
したけれども悩みを抱えている
方
と　き　7月29日㈰10時～11
時または11時～12時

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

相談員 杉山正和さん（㈱タス
クールPlus　中小企業診断
士）

定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　創業・起業に興味の
ある方や市内で創業・起業を
お考えの方、実際に創業・起
業に向けて取り組んでいる方、
すでに起業して悩んでいる方

と　き　7月29日㈰13時～16
時15分（開場12時30分）

ところ　市役所別館第3 2階

会議室　

内容・講師

第1部　講演会｢不屈の精神で

開業！実父の廃業にもめげず

真珠卸加工業を立ち上げ｣河

井淳さん(㈱アイ・K代表取締

役社長)　

第2部　セミナー｢夢を現実に！

起業のビジョンと自己分析｣　

高見啓一さん(鈴鹿大学国際

人間科学部准教授、㈱鈴りん

探偵舎代表取締役）

定　員　30人（先着順）

参加料　無料

申込み　電話、ファクス、または

電子メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申し

込み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。

有 料 広 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。
※有料広告に関するお問い合わせは、
情報政策課 (　382-9036) へ

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）

長寿社会課　382-7935　　382-7607

対　象　三重県に住民登録し

ている働いていない方で概

ね70歳未満の方

研修期間　8月7日㈫～10月16

日㈫

ところ　三重県社会福祉会館

（津市桜橋2-131）

定　員　39人（応募者多数の

場合は抽選）

受講料　無料（別途テキスト

代6,000円）

申込み　7月27日㈮まで（必着）

に三重県社会福祉協議会へ

問合せ　三重県社会福祉協議

会（福祉人材課　059-227-

　5160）

こどもフェスティバル
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

と　き　7月28日㈯10時30分

～15時30分

ところ　文化会館（飯野寺家町

810）

内　容　遊びの広場（カプラの

積み木・的当てなど）、書き方

講座、夏休みポスター教室、こ

ども科学教室、ホール探険など

入場料　無料（参加料が必要

なイベントもあります）

※参加料、申込みなど詳しくはお問

い合わせいただくかホームページ

（　http://www.s-bunka.net）で

あつまれ！
かりんちゃんサポーターズ
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　鈴鹿市社会福祉協議会のイ

メージキャラクター「かりんちゃ

ん」の活動を応援していただけ

る皆さんを募集します。

対　象　市内に在住・在勤・

在学の小学生以上の方

と　き　8月4日㈯13時30分

～15時

ところ　社会福祉センター2階　

中会議室（神戸地子町383-1）

内　容　地域イベントでのかり

んちゃんコーナーのサポート、

かりんちゃん活動の企画立案

定　員　20人(先着順)

申込み・問合せ　7月31日㈫ま

でに、電話またはファクスで

鈴鹿市社会福祉協議会(　

382-5971　382-7330)へ

外国につながる
児童・生徒の学習支援
ボランティア養成講座

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

対　象　地域や学校で学習支

援活動に参加できる方で、でき

る限り全講座に参加できる方。

と　き　8月2日㈭・9日㈭10

時～11時30分

※8月下旬に市内小学校での活動

見学を予定

ところ　男女共同参画センタ

ー（神戸2-15-18）

活動内容　市内小・中学校で

の放課後教室や長期休み時

の支援、ボランティア運営の

学習支援室など

講　師　日本語教育コーディ

ネーター

定　員　15人

参加料　無料

申込み　7月25日㈬までに、郵

便番号、住所、名前、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1-17-5)へ



　夏休み自由研究
「ようこそ！裁判所へ」
市民対話課　382-9004　 382-7660

対　象　小学5・6年生の児童

と保護者

※保護者は小学生1人につき1人

と　き　8月7日㈫13時30分～

16時（13時15分現地集合）

ところ　津地方裁判所（津市

中央3-1）

内　容　裁判員裁判○×クイ

ズ、模擬裁判員裁判、裁判官

への質問コーナー　など

定　員　20組40人（応募者多

数の場合は抽選）

申込み　7月23日㈪まで（必

着）に往復はがきに次の事項

を記入の上、津地方裁判所

事務局へ

○往信宛名面　〒514-8526

津市中央3-1　津地方裁判

所事務局総務課庶務係

○往信文面　夏休み自由研究

「ようこそ！裁判所へ」参加

希望、参加者の氏名・ふりが

な・学年、保護者の氏名、住

所、電話番号

○返信宛名面　抽選結果送付

先の郵便番号、住所、氏名

※1組につき、1枚の応募に限る。

問合せ　津地方裁判所事務局

総務課庶務係（土・日曜日、祝

日を除く9時～17時　059-

226-4172）

鈴鹿工業高等専門学校
平成30年度夏季ものづくり

体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　中学生

ところ　鈴鹿工業高等専門学

校（白子町）

申込み　7月10日㈫までに、鈴
鹿高専ホームページ（地域の

皆様「公開講座・大会」→小・

中学生対象「ものづくり体験

教室（小・中学生向け公開講

座））で

※原則1人1講座。

※定員を超えた場合は抽選を行

い、7月20日までに全員に連絡

します。

問合せ　鈴鹿工業高等専門学

校(　368 -1717　 387-

　0338) 

◆機械工学のひとこま　機械
工学科

と　き　8月4日㈯・5日㈰

定　員　各20人

◆リサイクル電子工作　電気
電子工学科

と　き　8月8日㈬・9日㈭

定　員　各24人

◆マイコン電子制御（Arduino
コース、IchigoJamコース）
電子情報工学科

と　き　8月28日㈫ 

定　員　42人

◆身のまわりのおもしろ化学
実験　生物応用化学科

と　き　8月21日㈫・22日㈬

定　員　各32人

◆Material Craft Tour in 
SUZUKA KOSEN　材料工
学科

と　き　8月25日㈯・26日㈰

定　員　各20人

親子木工教室
鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

対　象　小学生（保護者同伴）

と　き　8月4日㈯・19日㈰9

時30分～12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園

（受付事務所集合）

内　容　三重県産スギ材を使

用してリトルチェア（座面幅

340㎜×奥行265㎜×座面

高320㎜）作製

定　員　各30人（先着順）

参加料　500円（材料費）

申込み　7月10日㈫から電話

で鈴鹿青少年の森へ

※飲み物は各自で

レッツ・チャレンジ2018
鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

と　き　8月22日㈬～25日㈯

3泊4日

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ターやその周辺、県立熊野少

年自然の家

内　容　カヤック体験、野外炊

飯、創作活動、キャンプファイ

ヤー、熊野古道ハイキングなど

定　員　36人（応募多数の場

合は抽選）

参加料　1万3,000円（別途バ

ス代2,000円）

申込み　7月3日㈫から22日㈰

まで(必着)に、センター所定

の用紙に記入の上、郵送、フ

ァクスまたは直接鈴鹿青少

年センター(〒513-0825　

住吉町南谷口)へ

野外活動体験研修
鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

対　象　高校生以上で野外活

動の指導やボランティアに

興味のある方

と　き　8月5日㈰9時30分～

18時30分ごろ

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ターやその周辺

内　容
　午前　

　薪の焚きつけ方法を覚える、

おいしいアウトドアクッキングの

コツ、野外炊飯時の安全管理

　午後　

　消防署による胸骨圧迫とAED

　講習、キャンプファイヤー体験

※内容は天候・都合などにより変

更する場合があります。

募集人数　20人（応募者多数

の場合は抽選）

参加料　2,000円（昼食込み）

申込み　7月3日㈫から23日㈪

まで(必着）に、センター所定
の用紙に記入の上、郵送、フ 
ァクスまたは直接鈴鹿青少

年センター(〒513-0825　

住吉町南谷口)へ

高齢者のための

公園施設管理剪定講習
鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

　三重県シルバー人材センター

連合会が、厚生労働省の委託を

受けて実施するものです。

対　象 シルバー人材センター

へ入会し就業を希望する方、ま

たは、すでにシルバー人材センタ

ーの会員で就業を希望する方
と　き 9月10日㈪・11日㈫・

25㈫・26日㈬

ところ　（株）幸泉(石薬師町

318)　

内　容 植木剪定作業の技能

および知識を学習します。

定　員　15人

受講料 無料

申込み　7月10日㈫から8月10

日㈮までに電話で鈴鹿市シ

ルバー人材センターへ

三重県

食の安全・安心研修会

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　8月8日㈬13時30分

～16時（受付13時から）

ところ　鈴鹿医療科学大学千

代崎キャンパスＢ棟（鈴鹿市

岸岡町1001-1）

内容・講師 「最近の食の安

全・安心をめぐる動きについ

て」　長村洋一さん（鈴鹿医

療科学大学副学長）、「食の安

全・安心に関する三重県の取

組について」　三重県農林水

産部農産物安全・流通課、「食

を取り巻く国際情勢と開発途

上国の衛生事情について」

髙田将成さん（津生協病院管

理栄養士）

定　員　300人

参加料 無料

主　催　三重県

共　催　鈴鹿医療科学大学、

鈴鹿市
申込み 7 月 31 日㈫までに三
重県ホームページまたはファク
スで三重県農林水産部農産物安
全・流通課（　059-224-3154
059-223-1120）へ

○固定資産税・都市計画税…2期

○国民健康保険料…1期

【納期限は7月31日㈫です】

の7 月 納税 納付・



人権教育

教育支援課
382-9055 　382-9053　

kyoikushien@city.suzuka.lg.jp
人権政策課

382-9011 　382-2214　
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　世界人権宣言が発表されて今年
で 70年です。その間に人権を大
切にする社会を築くためのさまざ
まな施策や教育がなされてきまし
たが、依然として、さまざまな偏
見や差別は社会に存在していま
す。また、近年、貧困からくる格
差や児童虐待も大きな社会問題と
なっています。
　このような状況は、子どもたち
の成長を阻んでいく要因となりま
す。その結果、自尊感情が低下し
たり、友だち関係をうまく築けな
かったり、学習意欲が低下して学
力不振になるなど、課題としてそ
の子の姿に現れることがありま
す。
　人権教育は、子どもたちに現れ
るそうした課題をつかみ解決して
いく教育活動です。例えば、主体
的に授業に参加できるような工夫
をしたり補充学習を行ったりする
ことで、学習意欲が低下している
子どもや学力不振の子どもを支援
します。また、互いの思いを出し
合える授業を学級のみんなでつ
くったり、部活動で力を合わせた
りすることの積み重ねは、誰に
とっても居心地のよい集団をつく
ることにつながります。さまざま
な人権問題を解決するための学習
は、生き方を学んだり自尊感情を
膨らませたりします。
　市民の皆さんに、授業や生き方
を学ぶ学習に参加していただくこ
とで、人権教育はより充実した取
組みとなります。今後も、人権教
育の取組みへの市民の皆さんのご
理解とご協力をお願いします。


