
国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間の

追納
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の免除・納付
猶予・学生納付特例の承認を受
けた期間がある場合、保険料を全
額納めたときよりも老齢基礎年金
の受取額が少なくなります。これ
らの期間の保険料は、将来受け取
る老齢基礎年金額を増額するた
めに、10年以内であればさかのぼ
って納めることができます（老齢
基礎年金受給中の方は除く）。
※免除などの承認を受けた期間の翌年
度から起算して、3年度目以降に保
険料を追納すると、当時の保険料額
に一定の加算額が上乗せされます。
持ち物　年金手帳、身分証明
証、印鑑
申込み　保険年金課、津年金
事務所
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

住宅・土地統計調査
（実地調査） 

総合政策課　382-7676　 382-9040

　この調査は、総務省統計局が
10月1日現在で実施するものです。
私たちの暮らしと住まいに関する
計画や施策のための基礎資料を
得ることを目的としている大切な
調査です。無作為に抽出された、
調査をお願いする世帯に9月中旬
から調査員が伺いますので､調査
の趣旨をご理解いただき、調査票
への回答をお願いします。指定の
期日までであれば、パソコンやス
マートフォンによるインターネット
回答が可能ですので、ぜひご利用
ください。紙の調査票を希望され
る方は、専用の返信用封筒で郵送
もしくは調査員へ渡してください。
※国や県が行う統計調査は、顔写真
入りの「調査員証」を持った調査員
が訪問し、調査実施者や連絡先を
記載した書類をお渡しして行いま
す。電話や電子メールで直接調査の
回答を尋ねることはありません。

※調査員には、調査で得た情報を
漏らしてはならない守秘義務が
課せられています。

図書館（本館・江島分館）の休館
図書館　382-0347　 382-4000

　蔵書点検のため、次の期間休
館します。
期　間　10月1日㈪～7日㈰
※休館中に本を返却される場合は、
本館・江島分館の夜間返却口をご
利用ください。

鈴鹿市手話言語条例（案）
への意見募集

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　本市では、手話に対する理解と
その普及を図ることで市民が共
生する地域社会の実現を目指す
「鈴鹿市手話言語条例」の作成
を進めてきました。この度、その案
がまとまりましたので、市民の皆
さんからのご意見を募集します。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　9月5日㈬～10月５
日㈮まで
閲覧場所　障がい福祉課（市
役所本館1階）、総務課（市
役所本館4階）、地区市民セ
ンター、市ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市手話
言語条例（案）への意見」、
住所、氏名、意見を記入の
上、直接、郵送、ファクスまた

10月1日現在で実施するものです。

無作為に抽出された、

もしくは調査員へ渡してください。

※休館中に本を返却される場合は、

鈴鹿市手話言語条例（案）

手話に対する理解と

生する地域社会の実現を目指す

　9月5日㈬～10月５

地区市民セ

、
意見を記入の
ファクスまた

は電子メールで障がい福祉
課（〒513-8701（住所不
要））または直接地区市民セ
ンター窓口へ

※提出された意見は、個人が特定され
ないように類型化してまとめ、類型
ごとに市の考え方について、市のホ
ームページなどを通じて公表すると
ともに、今後、鈴鹿市手話言語条例
を作成する上で参考とさせていただ
きます。個別の回答はしません。

※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。

市立テニスコート
ナイター照明リニューアル
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　平成30年度スポーツ振興く
じ（toto・BIG）助成金を活用
し、西側テニスコートナイター
照明の改修工事が終わりまし
た。ぜひご利用ください。
問合せ　市立テニスコート
（　387-6006）

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　9月定例議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　9月7日㈮・18日㈫・
19日㈬・20日㈭・21日㈮・
25日㈫、10月5日㈮全日程
とも10時から当日の会議終
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、広報広聴会議およ
び議会だより編集会議は傍聴
することができます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。

※日時が変更される場合がありま
すので、傍聴される場合は事前
に議事課へご確認ください。

新生公園の一部利用制限
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　白子駅西第3自転車駐車場の
整備工事に伴い、新生公園の一
部（北側約半分）を次の期間、臨
時自転車駐車場として使用します。
期間中は公園の一部が利用でき
ませんのでご注意ください。
期　間　10月中旬～平成31年
3月上旬

して使用します。

インターネット通販の
トラブルにご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　インターネット通販は、いつ
でもどこでも申し込めて便利な
反面、「商品が届かない」、「ニ
セモノが届いた」といったトラ
ブルもあり、センターにも数多
くの相談が寄せられています。
お困りのことがあれば、鈴鹿亀
山消費生活センターへ相談し
てください。
◆被害に遭わないために
○事業者の所在地・電話番
号・代表者名や、他の利用者
の評価などを必ず確認しま
しょう。

○一般の流通価格よりも極端
に値引きされている場合や、
他の店で在庫が無いのにそ
のサイトだけにある場合は
注意しましょう。また公式サ
イトを装っているケースもあ

いつ
でもどこでも申し込めて便利な
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といったトラ

センターにも数多
くの相談が寄せられています。

鈴鹿亀
山消費生活センターへ相談し

○事業者の所在地・電話番
他の利用者

の評価などを必ず確認しま

○一般の流通価格よりも極端
に値引きされている場合や、
他の店で在庫が無いのにそ
のサイトだけにある場合は

また公式サ
イトを装っているケースもあ

ります。
○支払い方法が銀行振り込み
しか用意されていない場合
や、振り込み先が個人名義
の口座の場合は注意しまし
ょう。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター（　375－7611　月～
金曜日（祝日・祭日を除く）9
時～16時）

就学援助制度
学校教育課　382-7618　 382-9054

　お子さんを公立の小・中学校
へ通学させる上で、経済的にお
困りの保護者の方に対し、学用
品費・学校給食費など就学に
必要な経費の一部を援助しま
す。援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、学校へ提
出してください。
※一定額の所得基準を設けてい
ます。



新しい国民健康保険
被保険者証の郵送

保険年金課　382-7605　382-9455
　現在お持ちの保険証（紺色）の

有効期限は、平成 30 年 9 月 30 日

です。新しい保険証（黄土色）は

9月中旬から簡易書留で順次発送

予定です。新しい保険証の有効期

間は、平成 30 年 10 月 1 日から平

成 31 年 9 月 30 日までです。保険

証が届いたら記載内容に誤りが無

いかご確認ください。

※有効期限の切れた保険証は使えま
せん。保険年金課か地区市民セン
ターへ返却してください。
※保険証のケースが必要な方は、保
険年金課か地区市民センターへ申
し出てください。
※社会保険などに加入した場合、保
険年金課か地区市民センターで国
民健康保険の喪失手続きをしてく
ださい。

◆次の方は有効期限が異なります

　守りたい　大切ないのち
「自殺予防週間」

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　9月10日はWHO（世界保健
機関）が定めた世界自殺予防デ
ーです。また、自殺について誤解
や偏見をなくし、正しい知識を
普及啓発する期間として9月10
日からの一週間を自殺予防週
間と定めています。
　大切な人の「いのち」を守る
ためには、周囲の人の気づきや
声かけが大きな支えとなります。
あなたの力で救える「いのち」
があります。大切な「いのち」を
守りましょう。
◆大切な人の「いのち」を守る
ための行動
○気づき　家族や仲間の変化
に気づいて声をかける

○傾聴　　本人の気持ちを尊
重し、耳を傾ける

○つなぐ　早めに専門家に相
談するよう促す

○見守り　温かく寄り添いな
がら、じっくりと見守る

※三重県こころの健康センターで
は自殺予防・自死遺族電話相談
（毎週月曜日（祝日の場合は火曜
日）13時～16時）、専門面接相談
（予約制）を実施しています。
問合せ　三重県こころの健康
センター（　059-223-5241
　059-223-5242）

平成29年度
情報公開制度実施状況
総務課　382-8659　 382-2214

　平成29年度の公文書の公開
請求件数は519件で、このうち
取下げが10件、残る509件の主
な請求内容は、市発注公共工
事の設計書349件、開発行為
関する文書18件でした。
　519件の請求に対する延べ
決定件数は551件で、その内
訳は公開決定が406件、部分
公開決定が110件、非公開決
定が4件、存否応答拒否決定
が0件、不存在決定が31件、
請求却下が0件でした。公開
率は99.2％です。
　また、実施機関の決定に対す
る審査請求はありませんでした。
※公開率＝（公開＋部分公開）÷
（公開＋部分公開＋非公開＋存
否応答拒否）×100

実施機関別決定件数

平成29年度
個人情報保護条例

運用状況
総務課　382-8659　 382-2214

○個人情報の開示、訂正およ
び利用停止等請求の状況

　平成29年度の個人情報の
開示請求件数は23件、訂正請

声かけが大きな支えとなります。
「いのち」

　519件の請求に対する延べ
その内
部分

非公開決
存否応答拒否決定

が0件、不存在決定が31件、
請求却下が0件でした。公開

実施機関の決定に対す
る審査請求はありませんでした。

訂正およ

　平成29年度の個人情報の
訂正請

求、利用停止等請求はありま
せんでした。開示請求23件の
請求に対する延べ決定件数は
24件で、その内訳は開示決定
が9件、部分開示決定が9件、
不存在決定が6件でした。
　また、実施機関の決定に対
する審査請求はありませんで
した。
○個人情報取扱事務登録の
状況

　実施機関は、個人情報を取
り扱う事務のうち、個人情報を
一定の基準で検索できる公文
書を使用している事務を、個人
情報取扱事務登録簿に登録し
ています。平成30年3月31日現
在の登録件数は746件です。
個人情報取扱事務登録簿は、
市役所4階情報公開コーナー
で閲覧することができます。

実施機関別個人情報
取扱事務登録状況



歯周病検診
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　働き盛りの中高年の8割以上
が歯周病と言われており、昨年度
の歯周病検診受診者のうち、指
導または精密検査が必要な人の
割合は全体の約9割でした。今年
度対象の方には、8月下旬に受診
券などの案内を送りましたので、
ご自身の健康のために、ぜひこの
機会に検診を受けましょう。
対　象　鈴鹿市に住民登録の
ある40歳（昭和53年4月2日
～昭和54年4月1日生まれ）・
50歳（昭和43年4月2日～昭
和44年4月1日生まれ）・60歳
（昭和33年4月2日～昭和34
年4月1日生まれ）の方

※対象の方で、歯周病検診受診券
が届いていない場合は、健康づ
くり課へお問い合わせください。

教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

と　き　9月25日㈫16時から
ところ　市役所本館11階　教
育委員会室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日15時から15時
50分まで教育総務課で受
け付け

就職・転職イベントで
紹介する市内企業募集
産業政策課　382-8698　 384-0968

　㈱名大社が名古屋市内など
で実施する就職・転職イベント
に市内の中小企業求人紹介ブ
ースを出展して、求職者と求人
企業のマッチングを支援する
事業を行うにあたり、紹介を希
望する企業を募集します。求人
紹介は㈱名大社が行いますの

昨年度
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ぜひこの
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で実施する就職・転職イベント
に市内の中小企業求人紹介ブ

企業のマッチングを支援する
紹介を希

で、会場に出席する必要はあり
ません。
対　象　市内に本社または工
場・事業所を有する中小企業
（製造業・建設業）で、今年
度または来年度に正社員の
採用予定がある企業　
募集数　10社程度（先着順）
紹介期間　平成31年3月31日
まで
紹介料　無料
申込み　9月10日㈪から10月
12日㈮までに、電話で産業
政策課へ

※詳しい内容などは、申し込み時に
説明します。

※後日、求人に必要な情報の提出が
必要になります。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　9月30日㈰9時～16時
30分

◆夜間窓口
と　き　9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。

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（　

会場に出席する必要はあり

　市内に本社または工
場・事業所を有する中小企業

今年
度または来年度に正社員の

　平成31年3月31日

　9月10日㈪から10月
電話で産業

　9月30日㈰9時～16時

　9月27日㈭・28日㈮

納税相

自衛隊三重地方協力
（　

351-1723）または、自衛官
募集コールセンター（　
0120-063-792　12時～
20時（年中無休））

※対象年齢はいずれも平成31年4
月1日現在
◆防衛大学校学生（一般）
対　象 21歳未満で高卒（見
込を含む）または高専3年次
修了者（見込を含む）

試験日 11月10日㈯・11日㈰
試験会場 津市および四日市
市（予定）

申込み期間　9月5日㈬～28
日㈮

◆防衛医科大学校学生（医科
・看護科）
対　象 21歳未満で高卒（見
込を含む）または高専3年次
修了者（見込を含む）

試験日 医科学生：10月27日
㈯・28日㈰、看護科学生（自
衛官コース）：10月20日㈯

試験会場 津市（予定）
申込み期間　9月5日㈬～28
日㈮
◆自衛官候補生（男子・女子）
対　象 18歳以上27歳未満
試験日 9月21日㈮～23日㈰
のうち、いずれか1日

試験会場 陸上自衛隊久居
駐屯地

※年間を通じて行っています



　

錦秋花火大会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　10月8日(月・祝)18時
30分から（予備日9日㈫）

ところ
内　容　2,000発の花火の打
ち上げ
問合せ　池田町自治会長　
北川保（　382-1884）

里親啓発イベント
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　いろいろな事情で保護者と
一緒に暮らせない子どもたち
を家庭に迎え入れる「里親｣に
ついて、楽しく知ってもらえる
イベントを開催します。
と　き　10月8日（月･祝）10
時～15時
ところ　イオンモール鈴鹿　
イオンホール（庄野羽山
4-1-2）
内　容　里親啓発公認キャラ
クター「みえさとちゃん」登
場、みえさとちゃんお面作り、
缶つみ、人形劇、ころころタ
マゴ作り、お母さんお父さん
がほっとできるハンドマッサ
ージ、カフェコーナー、里親
を知ってもらうパネル展示、
「里親」ってクイズ　など

みえさとちゃんお面作り、

を知ってもらうパネル展示、

参加料　無料
主  催　三重県
問合せ　（特非）三重県子ど
もNPOサポートセンター
（　059-232-0270）、（特
非）こどもサポート鈴鹿（　
059-383-1322）

※里親体験発表会を
　9月以降に、市内の
　全中学校区で開催
　します。
　日時など詳しくは
　三重県家庭的養護プロモーション
事業ホームページ（　 https://

　miesatooya.net/）でお知らせ
します。

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・運動力アップ教室～
バレトンｄｅ筋活！～
　曲に合わせて体を動かし、
楽しみながら脂肪の付きにく
いカラダ作りを目指しましょう。
お子さんと一緒に参加できる
クラスもあります。
※バレトンはフィットネス・バレエ・
ヨガの要素を含んだ有酸素運動
です。
対　象　20歳～64歳の市民
と　き　11月1日㈭　
　大人のみ：9時～10時30分、
お子さんと一緒：10時30分
～12時（入れ替え制）
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　生活習慣病予防の
講話とバレトン体験
定　員　各20人（先着順）
料　金　無料
申込み　9月10日㈪から直接ま
たは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、申し込みください。

みえさとちゃん

三重県子ど
もNPOサポートセンター

（特
（　

運動力アップ教室～

　曲に合わせて体を動かし、
楽しみながら脂肪の付きにく
いカラダ作りを目指しましょう。
お子さんと一緒に参加できる

・

　大人のみ：9時～10時30分、
10時30分

（西条

　生活習慣病予防の

　9月10日㈪から直接ま

申し込みください。

◆骨こつ教室
　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。骨粗しょう症の予防方
法や自分の骨を知ることで生
活習慣を見直してみましょう。
対　象　20歳から64歳の市
民の方で、講演会と測定会
の両方に参加できる方

※骨粗しょう症の治療中の方を
　除く
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月12日㈬から直接ま
たは電話で健康づくり課へ

●講演会　「貯骨と貯筋して
みませんか？」
と　き　10月30日㈫10時～
12時
内　容　骨粗しょう症の予防
対策と骨折危険度チェック
講　師　山下佳孝さん（骨粗
しょう症マネージャー）

●測定会　
と　き　11月6日㈫・7日㈬
9時30分～11時、13時30分
～15時の間で1人30分（予
約制）

内　容　簡易骨密度測定、個
別結果説明、希望者に栄養
相談

後継者育成のための
軽減税率導入対策セミナー
「事業承継完全対策講座」
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　10月3日㈬14時～16
時

ところ　鈴鹿商工会議所2階
特別会議室

内　容
・なぜ増税のタイミングで事
業承継が必要なのか

ちょこっ ちょきん

・具体的な事業承継の5つの
ポイント

・後継者育成と税率引き上げ
対策　ほか

講　師　大木ヒロシさん（ジャ
イロ総合コンサルティング㈱ 
取締役会長）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月28日㈮までに、

　9月28日㈮までに、

電話で鈴鹿商工会議所
（　382-3222）へ

後期スポーツ教室
スポーツ課　382-9029　382-9071

　シニアテニス、リフレッシュ体操、社交ダンスは ※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。

　シニアテニス、リフレッシュ体
操、社交ダンスはすずか健康マイ
レージ対象です。
申込み　9月 7日㈮から 21日㈮
まで (9 時～ 20時 ) に参加料お
よび保険料を添えて、各会場（
武道館は 9月 10日㈪を除く）
または鈴鹿市体育協会（日曜日
を除く 9時～ 17時）へ

※市内在住者、平成 30 年度前期当

該教室に参加されていない方を優

先します。

※申込者多数の場合は、平成 30 年

度前期当該教室に参加された方の

中で、公開抽選を行います。申込

者が大幅に少ない場合は、中止す

る場合があります。

※お子さんを連れての参加はご遠慮

ください。保険料　中学生以下

800 円、64 歳以下 1,850 円、

65 歳以上 1,200 円

※複数の教室に参加される場合は、

いずれかの教室で保険料をお支払

いください。また、前期教室で保

険料を支払った方は不要です。

問合せ　鈴鹿市立西部体育館（　  
       371-1476）、鈴鹿市立テニ
スコート（　387-6006）、鈴
鹿市武道館（　388-0622）、
鈴鹿市体育協会（　399-7120
（石垣池公園管理事務所内））

https://miesatooya.net/


伊勢型紙　彫型画展
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　紙を彫る、突く、切るなどの
技術を用いて創作した工芸作
品の展覧会を開催します。
と　き　9月21日㈮～24日（月・
祝）9時30分～17時（最終日は
15時まで）
ところ　三重県総合文化センタ
ー・文化会館第二ギャラリー
（津市一身田上津部田1234）
入場料　無料
主催・問合せ　伊勢型紙彫型
画会（大杉　386-1462)

すずかの『輪』
市民活動フェスタ2018
出展団体募集

地域協働課　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

対　象　主に市内を拠点として
活動している市民活動団体など
と　き　12月8日(土)10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター2階　特
設催事場（予定）（算所
2-5-1）

主　催　すずかの『輪』実行
委員会

9月28日㈮までに、
申込書に必要事項を記入の
上、直接、郵便、ファクスまた
は電子メールで、ＮＰＯ法人電子 、 Ｏ
市民ネットワークすずかのぶ
どう（実行委員会事務局、〒
510-0241白子駅前9-20、　
　・　387-0767、　budou
　@mecha.ne.jp）、鈴鹿市社会
福祉協議会（〒513-0801神戸
地子町383-1、　382-5971、
　382-7330、　s.syakyo@
　suzuka-shakyo.or.jp）、地
域協働課へ

※出展団体募集要項および申込書
は、NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどう、鈴鹿市社会福
祉協議会、地域協働課、市ホーム
ページで入手できます。

※説明会は10月23日(火)13時30
分から開催します。

スクエアステップ体験会
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　スクエアステップはマス目で
区切ったマットを使ってステップ
を踏み、楽しみながら介護予防
（転倒予防・認知機能向上）を目
指す運動です。体力に自信のな
い方や初心者の方でも楽しく参
加できます。 
対　象　65歳以上の市民でス
クエアステップ初心者の方
と　き　10月9日㈫10時～11
時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料

・

文化会館第二ギャラリー

9月28日㈮までに、

地子町383-1、　382-5971、

持ち物　動きやすい服装、水分
補給用の飲み物、上靴、タオル
申込み　9月28日㈮までに直接
または電話で健康づくり課へ

お月見
ミュージアムコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

　秋の夜長に、手作り万灯に
よる幻想的な雰囲気の中で音
楽を楽しむコンサートです。
と　き　9月29日㈯18時～20
時

ところ　考古博物館　玄関前
広場（雨天時講堂）（国分
町224）

入場料　無料
出演者　ルピナス（フルートと
ピアノ）、アンサンブル ブラ
ンシュ（ヴァイオリン・サクソ
フォン・ピアノ）

※天体観望会（18時～20時）、万灯
による館周辺のライトアップ（17
時～20時）、特別展の無料観覧
（17時～19時30分）、夕方市（17
時～20時）も行います。

※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　今回はサワシロギク、ミズギ
クをご覧いただく予定です。
と　き　9月15日㈯9時（少雨
決行）

ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563・西條町675-1）
※徒歩・自転車などの方は開始時
刻までに直接、開催場所に来て
ください。

※自家用車で初めて参加される方
には、8時45分に飯野地区市民
センター駐車場で沼沢付近の駐
車案内図を配布します。現地付
近の道路は駐車厳禁です。
定　員　25人(先着順)
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴（雨天
時は雨具）など

申込み　電話で文化財課へ
※1グループ3人まで

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

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ



パパママじじばば教室
家族みんなで！育児の準備 
健康づくり課　382-2252　 382-4187

対　象　鈴鹿市民の妊婦とそ
の家族

と　き　9月9日㈰13時30分
～15時30分

ところ　保健センター1階　育
児相談室（西条5-118-3）
内　容　
　・産後の生活、育児準備について
・みんなで楽しむ育児「産後ク
ライシスを予防しよう、祖父
母の役割」

・常識古今東西「社会の変化・
世代や地域によって異なる
子育て」
参加料　無料（希望者のみ別
途テキスト代500円）
申込み　電話で、もなみ助産所
(一見　090-7045-4383)
またはウェルカムベビーの
会ホームページ(　http://t

　hinkmaternitylife.jimdo.
　com)で
※この事業は市の委託事業です。

わが子の就職を支える
家族フォーラム

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　働きたいけど就職に
結びついていない子どもの
家族

と　き　9月29日㈯13時30分
～15時30分

ところ　三重県勤労者福祉会
館（津市栄町1-891）

内　容　講演（講師：石阪督
規さん（埼玉大学教授　基
盤教育研究センター））、パ
ネルディスカッション、就労
支援機関ブースの出展

問合せ・申込み　電話で若者
就業サポートステーション・

帽子、

家族みんなで！育児の準備 

みえ（　059-271-9333）へ

平成30年度親子野球
スクールの参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　Honda鈴鹿硬式野球部の
現役およびOB選手の指導の
もと、ティーボールなどを使い親
子で野球の基本を楽しく学びま
す。子どもたちの技術の向上に
合わせて運動能力を伸ばし、ス
ポーツを楽しむ心を育てます。
対　象　小学1・2年生と保護者
と　き　10月14日㈰～12月9日
㈰10時～12時　全8回

※予備日12月16日㈰　
ところ　Honda アクティブラ
ンド室内野球練習場
定　員　50組(先着順)
参加料　親子 1 組 5,000 円
（保険料を含む）
主　催　鈴鹿市体育協会
問合せ・申込み　9月7日㈮か
ら28日㈮まで（日曜日を除く
9時～17時）に、参加料を添
えて直接鈴鹿市体育協会
（桜島町7-1-1　石垣池公園
管理事務所内　399-7120
　399-7121　npotaiky@
　mecha.ne.jp）へ

不登校を考える親の会
6週間セミナー

教育支援課　382-9055　 382-9053

対　象　不登校の家族を持つ
保護者

とき・内容　9月14日㈮「発症
から回復まで」、9月28日㈮
「子のやる気を引き出す言
葉かけ」、10月12日㈮「保護
者自身のストレスマネジメン
ト」、10月26日㈮「不登校の
保護者会の経験から」、11月
9日㈮「不登校の意味を考え
る」、11月30日㈮「まとめ」全
日14時～15時30分（全6回)
ところ　こころの相談センター
(岸岡町1001-1)
講　師　今井晥弌さん、福島
裕人さん、赤川力さん(鈴鹿
医療科学大学臨床心理学
専攻教員兼こころの相談セ
ンター相談員)　
定　員　12人
参加料　1万2,000円
申込み・問合せ　9月13日㈭
までに電話でこころの相談
センター（　373-5701）へ

プラネタリウム
秋の新番組と天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

◆秋の新番組
と　き　9月15日㈯～12月2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　
　秋を代表する星座の一つ
「ペガスス座」の四辺形を
目印とした星座解説と上半
身が山羊（やぎ）で下半身が
魚の奇妙な姿の「やぎ座」の
ギリシャ神話。

○番組「まほうつかいリリィ
　（～せいざをさがしに～）」
　リリィは魔法使い学校の1年
生。星座の勉強をするため、
魔法を使ってずっと昔の遠い
国へ出発します。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。
◆天体観望会
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　9月15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　中秋の名月と初秋の
星座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。

夢のおしごと体験
キラキラ☆ハッピーフェス
教育指導課　382-9028　 383-7878

対　象　小学生まで
と　き　9月17日(月・祝)9時30
分～16時

ところ　文化会館および周辺
（飯野寺家町810）

9月28日㈮

　秋を代表する星座の一つ

内　容　飲食業や建設業など
さまざまな仕事体験に加え、
モータースポーツに関連した
ブースやお子さんが喜ぶイベ
ント

主　催　鈴鹿商工会議所青年
部

問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部事務局(　382-3222　
　yeg@scci.or.jp)

※詳しくは「鈴鹿商工会議所青年
部」ホームページ（　http://suz

  uka-yeg.com）をご覧ください。
※事前予約が必要な体験は、受け
付けを終了している場合があり
ます。

生。星座の勉強をするため、

http://thinkmaternitylife.jimdo.com
http://suzuka-yeg.com


全国一斉
法務局休日相談所

市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　10月7日㈰10時～16
時

ところ　津地方法務局
内　容　土地・建物の相続や
売買などの登記、土地の境
界、戸籍・国籍の届出や人権
問題に関することなど

相談員　法務局職員、司法書
士、土地家屋調査士、公証人、
人権擁護委員

相談料　無料　
申込み・問合せ　津地方法務
局（津市丸之内26-8　津合
同庁舎内　059-228-4191）

※秘密は厳守します。
※予約優先ですが、当日も受け付
けます。

鈴鹿亀山薬剤師会
薬草観察会

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　9月30日㈰10時から
ところ　亀山市関町観音山周
辺（亀山市関宿観光駐車場
に9時30分集合）

参加料　無料
定　員　30人
申込み　9月21日㈮までに、代
表者の氏名、代表者の電話番
号、参加人数を電話で(一社)
鈴鹿亀山薬剤師会事務局
　（　381-2233　土・日曜日、祝
日を除く9時～17時）へ

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　　
・防火管理　甲種新規
　11月13日㈫9時～15時50分、
14日㈬9時～15時40分（2日
間の受講）
・防火管理　乙種
　11月13日㈫9時～16時
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（先着
順）
受講料　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）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）
　10月15日㈪～26日㈮平日8
時30分～17時15分
○上記以外の方
　10月22日㈪～26日㈮平日8
時30分～17時15分

途・規模・収容人員に応じて、

　11月13日㈫9時～15時50分、

※申込用紙は予防課、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。

鈴鹿市民アイデア展
産業政策課　382-7011　 384-0868

　児童からお年寄りまでの科
学・技術への関心を高め、豊かな
創造性の啓発などを図るため、
学習や生活などの中から生まれ
たアイデア作品を展示します。
と　き　9月14日㈮～16日㈰
10時～20時（最終日は17時
まで）

ところ　鈴鹿ハンター1階　サ
ブコート（算所2-5-1）

内　容　
○工夫考案（工作）部門
　創意工夫されたもの、生活
に役立つもの、科学的な考
えに基づいた夢のあるもの
など
○絵画部門
　未来への夢を描いたもの、
自由奔放な発想をしたもの、
純粋で素朴なものなど

知っててよかった
裁判所の民事調停
～話合いで円満解決～
市民対話課　382-9004　 382-7660

　10月1日から7日までの「法の
日」週間に合わせて、津地方裁
判所で民事調停についてのイベ
ントを開催します。
と　き　10月10日㈬13時30
分～16時（13時15分までに
集合）

ところ　津地方裁判所（津市
中央3-1）

内　容　民事調停制度の概要
紹介、模擬民事調停、裁判官
による質疑応答など

定　員　30人程度（応募者多
数の場合は抽選）

創造性の啓発などを図るため、

　未来への夢を描いたもの、
自由奔放な発想をしたもの、

申込み・問合せ　9月21日㈮
（必着）までに、往復はがきで津
地方裁判所事務局総務課庶
務係（〒514-8526津市中央
3-1　059-226-4172、平日
9時～17時）へ

○往信はがき文面
 「知っててよかった！裁判所の
民事調停」参加希望、代表
者氏名・ふりがな、代表者住
所・電話番号、同行者（2人
まで）氏名・ふりがな、本行
事を知ったきっかけ

○返信用はがき宛名面　
　抽選結果の送付先
※抽選結果は、返信はがきでお知
らせします。

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

　福祉・介護職場の人材不足
を改善するため、働いていない
方を対象に介護職員初任者研
修を実施し、資格取得後、県
内の福祉・介護職場への就労
につなげていくことを目的とし
ます。
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　10月12日㈮～12月
20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　10月1日㈪まで(必着)
に、電話で三重県社会福祉協
議会(福祉人材課　　059-
227-5160)へ

※詳しくは三重県社会福祉協議
会へお問い合わせください。

秋の「婚活BBQパーティー」
in鈴鹿2018
参加者募集

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　25～35歳くらいまで
の独身男女
と　き　10月14日㈰10時～
14時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園
第２炊飯場（住吉町南谷口
受付事務所集合）

定　員　男性10人、女性10人
（最少催行人数6人、応募多
数の場合は抽選）

参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※10月8日以降、前日までのキャ
ンセルは参加料の50％、当日キ
ャンセルは参加料の100％のキ
ャンセル料が生じます。
申込み　10月4日㈭までに「み
え出逢いサポートセンター」
のホームページで

高齢者のための技能講習
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6063

　高齢者活躍人材育成事業・
技能講習は、厚生労働省の委
託を受けて、地域の高齢者(60
歳以上)でシルバー人材センタ
ーでの就業を目指す方を支援す
るために実施するものです。
◆調理補助講習
と　き　11月9日㈮・14日㈬・
15日㈭・21日㈬の4日間

ところ　文化会館(飯野寺家
町810)

内　容  食品衛生、栄養および食
材の基礎知識を学び、調理スタ
ッフとしての就業を目指します。
受講料　無料
定　員　15人
申込み　9月10日㈪から10月
9日㈫までに鈴鹿市シルバー
人材センターへ

「婚活BBQパーティー」



職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

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。

◆有機溶剤取扱業務安全衛生教育
と　き　10月11日㈭9時50分
～15時50分　
受講料　6,372円（教材費込）
申込み　9月11日㈫から
◆玉掛技能講習
と　き　
　学科：10月15日㈪・16日㈫　
　実技：10月17日㈬・18日㈭・
19日㈮の中で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　9月12日㈬から

鈴鹿高専
「本とふれあうミニコンサート

PartⅡ」
総合政策課　382-9038　 382-9040

　音楽部・アコースティックギタ
ー部学生有志による楽器演奏
を聴き、癒しのひと時を味わう
とともに本に触れ合います。
と　き　9月22日㈯13時30分
～16時
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
マルチメディア棟（図書館など）
定　員　50人程度
参加料　無料
申込み・問合せ　電話、ファク
スまたは電子メールで鈴鹿工
業高等専門学校図書館（藤田
　・　368-1733、　tosyo@
　jim.suzuka-ct.ac.jp）へ

「婚活BBQパーティー」

え出逢いサポートセンター」

・

・

元気フリーマーケット
出店者募集

産業政策課　382-8698　　382-0304

と  き　11月3日(土・祝)9時～
15時（雨天時11月4日㈰）
ところ　西条中央公園（文化
会館西）
出店料　1ブース（2m×2m）
2,000円
募集数　120ブース
申込み　10月31日㈬までに、
西条発展会ホームページ
（　http://nishijo.jp/）で
主催・問合せ　西条発展会事
務局（　・　384-2122）

鈴鹿大学・
鈴鹿大学短期大学部

平成30年度公開講座(後期)
総合政策課　382-9038　 382-9040

料　金　各講座500円
定　員　記載のない講座は全て
20人
申込み　希望講座名、参加者
の氏名（フリガナ）、性別、生年
月日、郵便番号、住所、日中の
連絡先、電子メールアドレスを
郵送、電子メール、直接また
は、ファクスで鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部総務課（〒
510-0298郡山町663-222
　372-2121　 372-2827　
koukai@suzuka-jc.ac.jp）へ

◆生涯学習・教養　
とき・内容
○初めてのスマートフォン④～⑥
10月12日、11月9日、12月14日
（各金曜日）13時～14時30分
○金曜マネープランゼミ④～⑥
  10月26日、11月30日、12月21日
（各金曜日）13時～14時30分
◆国際・観光
とき・内容
○中国語旅行会話
　10月12日㈮14時40分～16時
10分　

　6,372円（教材費込）

・

1万2,445円（教材費込）

○留学生が教える韓国語講座
～韓流の世界に浸りながら～
　11月6日㈫10時30分～12時
◆シニアのための音楽療法
と　き　10月13日㈯、12月15
日㈯10時～11時15分
定　員　30人

秋の湿地帯植物観察会
鈴鹿青少年の森　378-2946　 059-370-4706

　三重自然誌の会会員で湿地
植物に詳しい方と共にに園内湿
地の希少植物を主に学びます。
と　き　9月29日㈯10時～12
時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
内（鈴鹿市住吉町南谷口）

※鈴鹿青少年の森受付事務所に
集合

講　師　市川正人さん（三重
自然誌の会）　
定　員　20人（先着順）
持ち物　動きやすい服装・飲
み物・筆記用具
参加料　無料
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森へ

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　

392-7071 　372-2260

申込み　9月10日㈪から受け
付け。直接水泳場窓口はた
はホームページで
◆アイシング教室
対　象　一般成人
と　き　9月27日(木)10時30
分～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　焼いたクッキーの表
面に砂糖・卵白を着色したクリ
ームでデコレーションします。
講　師　向井ひとみさん
定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円
◆カラダ引き締め教室
対　象　一般成人
と　き　10月10日・24日・31
日、11月7日、14日(各水曜)11
時～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　全身の筋肉や体幹を
適度に鍛え最大限の引き締
め効果を
講　師　KENJI　NISHIDA
定　員　20人
参加料　4,250円(全5回)
◆スロージョギング
対　象　一般成人
と　き　9月25日、10月2日・9
日・16日(各火曜)10時30分～
11時30分
ところ　スポーツの杜　周辺
内　容　ストレッチ・体幹トレー
ニングで体力アップ
講　師　KENJI　NISHIDA
定　員　20人
参加料　2,000円(全4回)
◆わんぱくっ子ジーウィ
対　象　幼稚園児
と　き　10月2日・9日・16日・23
日・30日(各火曜)16時～17時
ところ　体育館
内　容　運動をしながら英語
を楽しく学ぼう
講　師　服部さとみさん
定　員　15人
参加料　6,250円(全5回)

○国民健康保険料…3期
【納期限は10月1日㈪です】

の9 月 納税 納付・

http://nishijo.jp/


「普通」って何だろう？
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

　皆さんは「普通」という言葉か
らどのようなことを思い浮かべる
でしょうか。 誰もが知っている当
たり前のことや、それほど珍しく
なく平凡なことを思い描くかもし
れません。また、言葉の使い方に
よって、「普通」をポジティブに
捉える人もいれば、ネガティブに
捉える人もいると思います。
　広辞苑には「①広く一般的であ
ること。多くに当てはまること②
どこにでも見受けられ、他と特に
変わらないこと」と記載されてい
ます。
　例えば、国が発行したお金で商
品を買うことは、世界の大多数の
国にとっては、①にも②にもあて
はまり、わが国にとっても「普通」
のことと言えるでしょう。
　しかし、その「普通」が全てと
は限りません。物々交換をする国
があれば、たとえそれが世界にお
いて少数派だとしても、物々交換
というあり方がその国にとって
「普通」なのです。
　これは私たち一人一人にも当て
はまります。自分が普通だと思う
こと、それがたとえ多数派だとし
ても、必ずしも他の人の普通と同
じとは限りません。ましてや、他
の人が自分の普通に当てはまらな
いという理由で、自らの普通を強
要することや、他の人を攻撃して
いい理由にはならないのです。
　自分が持つ「普通」はもちろん
のこと、他の人の「普通」を理解
し尊重すること、それが当たり前
になる社会を目指していきましょ
う。


