
　

近鉄白子駅周辺の
無料自転車駐車場閉鎖
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　3月1日㈮から近鉄白子駅周
辺で新たに3カ所の有料自転
車駐車場が開設されることに
伴い、2カ所の臨時自転車駐車
場と白子駅東第1自転車駐車
場は、2月28日㈭で閉鎖しま
す。3月1日㈮以降は利用でき
ませんのでご注意ください。

税理士による
日曜無料税務相談会
市民税課　382-9446　 382-7604

　税理士が無料で医療費控
除、住宅借入金等特別控除及
び事業所得の申告書の作成を
お手伝いします。
※譲渡所得、贈与税および相続税
の相談は行いません。
対象・とき　2月17日㈰
・住宅借入金等特別控除を受
ける方  9時30分～11時

・医療費控除を受ける方11時
10分～12時

※いずれも開始10分前から受け付
けを始めます。

※会場の混雑状況により、受け付
けを早めに終了する場合があり
ます。
・事業所得を有する方　13時
～15時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
申込み　事業所得を有する方は、
事前に電話で東海税理士会
鈴鹿支部(土・日曜日、祝日を
除く9時～14時　382-7715)
へ

※平成28年分以降の所得税及び復
興特別所得税や贈与税等の申告
書提出の際には、申告者本人や控
除対象配偶者、扶養親族および
事業専従者などのマイナンバーの
記載が必要になります。マイナン
バーを記載した申告書を提出す
る際には、申告者の本人確認書類
の写しの添付が必要になります
ので、個人番号カード（表裏）の写
しまたは通知カードと運転免許
証、健康保険の被保険者証など
の写しを持参してください。
問合せ　東海税理士会鈴鹿支
部　(土・日曜日、祝日を除く
9時～14時　382-7715)

統計調査員募集
総合政策課　382-7676　 382-9040

    sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　各種統計調査に従事してい
ただくための統計調査員を随
時募集しています。統計調査
は、調査活動時間を自分で調
整して活動することができ、日
常の空いた時間や家事のかた
わらにできる仕事です。
対　象　次のいずれにも該当
する方
・市内在住の20歳以上の方
・守秘義務を遵守し、責任をも
って調査事務を遂行できる方
・税務・警察および選挙に直接
関係のない方
期　間　各調査おおむね2カ月
間
内　容　調査員説明会への出
席、調査対象の確認、調査票
の配布と記入の依頼、調査票
の回収・点検・整理
報　酬　調査活動に従事した
対価として、国の規定に基づ
き報酬が支払われます（1調
査おおむね2万円～5万円）。

申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで総合政策課へ

市議会テレビ中継
議会事務局　382-7600　 382-4876

　2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　2月19日㈫・28日㈭、
3月1日㈮・4日㈪～6日㈬・25
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。

　事業所得を有する方は、

山本町の一部、椿一宮町の
一部

○鈴峰地区　伊船町の一部、
長澤町の一部

○庄内地区　東庄内町の一部、
西庄内町の一部　

○深伊沢地区　追分町の一部
◆濁水に注意してください
　作業中や洗管後に、水流の
変化などで濁り水が発生する
場合があります。あらかじめ飲
料水は汲み置きしていただき、
洗濯などの際には数分程度水
道水を流し、確認してから使用
してください。

都市計画手続きを進めるため、

鈴鹿亀山道路に
関する住民説明会

土木総務課　382-9072　 382-7612

　鈴鹿亀山道路の建設に伴う
都市計画手続きを進めるため、
地域住民の皆さんを対象にした
住民説明会を実施します。
と　き　2月26日㈫18時から
ところ　文化会館　さつきプラ
ザ（飯野寺家町810）　　
問合せ　県道路企画課（　059-
　224-2739　 http://www.
　pref.mie.lg.jp/DOROKI/
　HP/suzukame/)

水道管の夜間洗管作業
上下水道総務課　368-1696　 368-1688

　安全でおいしい水を供給する
ため、水道管内の洗管作業を実
施します。
※対象区域のお宅へは、別途お知
らせ文書を郵送します。
と　き　2月24日㈰22時～翌
日5時

ところ　
○椿地区　大久保町の一部、

http://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/suzukame/


「子ども見守り隊」登録会
地域協働課　382-8695　 382-2214

　子どもたちが「知らない大人に
声をかけられても話さないよう
に」と教えられていることで、外
出先で困っている場合がありま
す。そのような子どもたちの手助
けをするのが「子ども見守り隊」
です。子どもへの声のかけ方に
ついて簡単な講習を受けていた
だき、子ども見守り隊の証として
‘‘みまもりんご’’ストラップをお
渡しします。このストラップは子
どもを見守る大人の目印です。
対　象　高校生以上
と　き　2月16日㈯14時～15時
※11時から子ども食堂を開催しま
す（大人300円、子ども100円、3
歳以下無料）。

　伊船町の一部、

　東庄内町の一部、

料水は汲み置きしていただき、

「子ども見守り隊」

ところ　子育て応援館はぐはぐ
参加料　無料
申込み・問合せ　氏名と人数
を電子メールでNPO法人
　shining( nposhiningjapan
　@gmail.com　岡田　090-
　6647-1011)へ
※本事業は平成30年度鈴鹿市ま
ちづくり応援補助金交付団体が
実施する事業です。

※身分証明書の写しを持参してく
ださい。

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
品費や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。

講堂基壇

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

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　382-8188

◆高齢者世帯　2階（単身者不可）
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 15,500円～30,400円

◆高齢者世帯　2階（単身者可）
一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 1戸 13,700円～27,000円

◆世帯区分なし　1、3階（一定の要件を満たす場合は単身者も可）
高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 3戸 20,700円～42,300円

◆世帯区分なし　2～3階（単身者は不可）
潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 2戸 24,000円～47,500円

◆一般世帯　4、5階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）
団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

ハイツ旭が丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階建て 3戸 17,300円～35,600円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 2戸 15,600円～32,000円
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 14,600円～28,600円
一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 2戸 12,500円～27,000円

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　2 月 28 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 2 月 4 日 ( 月 ) から住

宅政策課窓口で配布しています。

※応募者多数の場合は、3 月 15 日

( 金 )・18 日 ( 月 )( 予定 ) の公開

抽選会で決定します。

入居時期　4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。

国民年金保険料のお支払いは
便利な口座振替で

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の口座振替
には、当月分保険料を当月末に
振替納付することにより月 5々0
円割引される早割制度や、現金
納付よりも割引額が多い2年前
納・1年前納・6カ月前納があり
ます。4月分からの前納は2月末
日までにお申し込みください。
申込み　年金手帳（基礎年金番
号がわかる物）、預金通帳、通帳
届出印を持参の上、ご希望の
金融機関または年金事務所へ

問合せ　津年金事務所(　059-
　228-9112)

不育症の治療費助成
子ども政策課　382-7661　 382-9054

対　象
○法律上の婚姻をしている夫婦
で、少なくとも夫婦の一方が
治療が終了してから交付決
定日までにおいて市内に住民
登録している方

○医療保険各法の被保険者等
である方
○前年の夫婦の合計所得額が
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
機関において、不育症と診断
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

※不育症とは妊娠はするものの、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）
※1年度あたり1回のみで、通算5回
まで
申込み　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
い、治療が終了するまでの治
療期間ごとの申請になりま
す。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。

小学校外国語活動
英語アシスタント募集
教育指導課　382-9028　 383-7878

対　象　英語による基本的な
コミュニケーションが図れる方

※国籍は問いません。
ところ　市内の小学校
内　容　市内小学校における
外国語活動（3年生～6年生）
の授業で、児童と積極的に関
わり、英語を用いてコミュニ
ケーションを図る楽しさを体
験できるよう担任を支援して
いただきます。
定　員　若干名



全国一斉高齢者住まい
トラブルなんでも110番
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　高齢者の施設、高齢者向け賃
貸住宅など高齢者の住まいに関
する問題を抱えている方を対象
に、全国各地の弁護士が無料で
相談に応じます。
と　き　2月22日㈮10時～16時
相談電話　0570-073-165
※ナビダイヤルで近隣の弁護士会に
つながります。
内　容　高齢者の住まいの契
約、解約、退去、介護事故、
虐待、サービス提供、入居一
時金、保証人などに関する問
題など
相談員　三重弁護士会高齢
者・障害者支援センター所
属弁護士　
問合せ　三重弁護士会事務局
(　059-228-2232)

すずかフェスティバルの
スタッフ募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　鈴鹿の夏の風物詩「第23回
すずかフェスティバル（すずフェ
ス）」の開催が、8月3日㈯・4日
㈰に決定しました。現在、実行
委員会ではさまざまな催しを企
画・実施していただけるスタッフ
を募集しています。一緒にすず
フェスを盛り上げましょう。
問合せ　すずかフェスティバル実
行委員会事務局(〒510-0241
白子駅前17-12（鈴鹿市観光
協会内　火～日曜日9時30分
～18時）　380-5595　 info
　@suzufes.com　 http://
　www.suzufes.com)

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課　382-9038　 382-9040

　2月7日は「北方領土の日」で
す。また、2月は北方領土問題
に対する国民の理解をさらに
深め、全国的な北方領土返還
要求運動の一層の推進を図る
ことを目的とした全国強調月
間です。
※詳しくは、内閣府のホームページ
（　 http://www8.cao.go.jp/
　hoppo/menu/henkan.html）
をご覧ください。

外国語活動（3年生～6年生）

トイなおす（おもちゃ病院）
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃ
の修理などの相談に、おもちゃ
ドクターがお応えします。おも
ちゃと説明書を持参してくださ
い。当日都合の悪い方は、事前
に廃棄物対策課まで持ち込ん
でいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りにきていただきます（当
日修理が完了したものは、当日
お渡しできます。）。保管期間は
1年間です。
と　き　2月24日㈰10時～13時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室

※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器（電子ピア
ノ・笛・ハーモニカ類）などは修
理できません。

農業で青色申告を
農林水産課　382-9017　 382-7610

　青色申告を行う農業者（個
人・法人）の方は、収入保険に加
入することができます。収入保
険は、ほとんどの農産物を対象
に自然災害や価格低下などに
よる収入減少が生じた場合に
補償する保険です。いざという
時の備えにもなりますので、ま
ずはお問い合わせください。
問合せ　三重県農業共済組合
三泗鈴亀支所(　059-327-
5900)

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　2月17日㈰9時30分
～12時（最終受付11時30
分）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸二丁目15-18）
内　容　相続・遺言、不動
産、会社の登記、成年後見
に関する相談や金銭トラブ
ルなど身近な法律相談に関
する相談
相談料　無料
問合せ　三重県司法書士会
鈴亀支部（日々 野正英　059-
　387-5667）

納税の夜間窓口
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。

（おもちゃ病院）

http://www.suzufes.com
http://www8cao.go.jp/hoppo/menu/henkan.html


あたまの健康チェック
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　理解・判断・論理などの認知
機能は、年齢や生活習慣ととも
に衰えがみられますが、早めに
気づき、適切な生活習慣改善
などの予防対策をとることで、
認知症の発症を防いだり遅ら
せることができるとされていま
す。10分程度の対話形式の簡
易な検査で認知機能のチェッ
クをしてみましょう。
対　象　市内在住の40歳以上
の方

と　き　3月1日㈮・6日㈬9時～
12時、13時～16時

ところ　市役所本館12階　
1205会議室
参加料　無料
定　員　48人
申込み　2月5日㈫から電話で
健康福祉政策課へ

※認知症を判定する検査ではありま
せん。

考古博物館春まつり
考古博物館　374-1994　 374-0986

　今年は菅原神社「梅まつり」
と連携して開催します。
と　き　3月3日(日)9時～16時
(体験は15時30分で終了)

ところ　考古博物館（国分町
224）
内　容　
・勾玉作り（白、桃色）、ネイ
チャークラフト（木工作）、
消しゴムはんこ遊び、火起こ
し、弓矢、博物館キーホル
ダー作り、草木染め、地震体
験車、木玉のプール（もり
ボール）
・企画展と特別展の観覧無
料、伊勢国分寺跡現地見学
・チャーハン、ギョーザなどの
販売
・お茶やコーヒーのふるまい
　など
※雨天時は一部中止になります。
※手話通訳もあります。
※詳しくは市ホームページまたは
考古博物館ホームページをご覧
ください。

2月17日㈰9時30分
～12時（最終受付11時30

男女共同参画セン

相続・遺言、不動
会社の登記、成年後見

に関する相談や金銭トラブ
ルなど身近な法律相談に関

三重県司法書士会
（日々 野正英　059-

28日㈭17

納税相

　理解・判断・論理などの認知
年齢や生活習慣ととも

早めに
適切な生活習慣改善

などの予防対策をとることで、
認知症の発症を防いだり遅ら
せることができるとされていま
10分程度の対話形式の簡

易な検査で認知機能のチェッ

　市内在住の40歳以上

　3月1日㈮・6日㈬9時～

鈴鹿のファンづくりセミナー
～鈴鹿の魅力を引き出す

新たな風を～
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

対　象　地域資源を活用して
事業に取り組む市内事業者
など
と　き　2月27日㈬14時～16
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1「ホスピタリティのプロ
から見る鈴鹿の魅力づくり」
　講師：阿部佳さん（グランド　ハ
イアット　東京コンシェルジュ）
　・講演2「夢をカタチにするソー
シャルビジネスという手法」
　講師：中川直洋さん（みんなの
夢AWARD9プロジェクト総
合プロデューサー）
　・パネルディスカッション「鈴鹿
のファンづくり～鈴鹿の魅力を
引き出す新たな風を～」
　出演者：阿部佳さん・中川直
洋さん・末松市長
定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月22日㈮までにファ
クスまたは電子メールで地域
資源活用課へ

アサーティブ・トレーニング
～自分も相手も大切にする
コミュニケーション～

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　「アサーティブ」とは、自分も
相手も尊重した誠実で率直、対
等なコミュニケーションの理論
と方法です。「アサーティブ」を
学んで対人関係のストレスを減
らし、コミュニケーションを円滑
にするヒントを得てみましょう。
対　象　女性
と　き　3月16日㈯13時30
分～15時（開場13時）
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18)
内　容　「アサーティブ」の基
本的な考え方と方法を、ワーク
をまじえて実践的に学びます。 
講　師　木野村由季さん
（NPO法人アサーティブジャ
パン認定講師）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
託　児　6カ月～未就学児10
人、無料（先着順）。3月8日
㈮17時までに男女共同参画
課へ
申込み　氏名、電話番号を直
接、電話、ファクスまたは電子
メールで男女共同参画課へ

※当日空きがあれば、申し込みがな
くても参加できます。

体験講座
「とんぼ玉を作ろう」

参加者募集
考古博物館　374-1994　 374-0986

　　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かして
とんぼ玉を2個作り、そのうち1
個をストラップかネックレスに仕
上げます。
対　象　中学生以上
と　き　3月9日㈯9時30分か
ら、13時30分から
ところ　考古博物館　展示ホ
ール（〒513-0013国分町224）
定　員　各10人(応募者多数
の場合は抽選)
参加料　2,500円
申込み　2月7日㈭から27日㈬
まで(必着)に、講座名「とんぼ

（〒513-0013国分町224）

玉を作ろう」、希望時間、住所、
氏名（ふりがな）、年齢または学
年（希望者全員）、電話番号を
電子メール、ファクスまたは往
復はがきで考古博物館へ

※1件につき2人まで申し込み可。
※往復はがきの場合は、返信宛名欄
に代表者の住所、氏名も記入して
ください。

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

対　象　図書の修理に興味があ
る方、これから図書修理ボラン
ティアとして活動してみたい方
と　き　2月28日㈭10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、図書修理ボランティアと
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です。

※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
15cm×横11cm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。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11日（月・祝）10時か
ら、必要事項を直接、ファクス
または電子メールで図書館へ

※申込用紙は図書館または図書館
ホームページで入手できます。



鈴鹿市バレーボール大会の
参加チーム募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

参加料　無料
申込み　各期限までに、所定の
申込用紙に必要事項を記入
し、スポーツ課へ
※代表者は必ず抽選会に出席して
ください（2人以内）。
◆ソフトバレーボール
対　象　市内在住または在勤
の15歳以上（在学は不可）で
編成する女性チームおよびトリ
ム（男子2人・女子2人を最低
人数とする男女混成チーム）

と　き　3月10日㈰
ところ　西部体育館
申込期限　2月22日㈮
抽選会　3月1日㈮19時から文
化会館第2研修室で

◆9人制バレーボール
対　象　市内在住、在勤また
は在学の高校生以上の女性
で編成するチーム
と　き　3月3日㈰
ところ　西部体育館および鈴
峰中学校体育館
申込期限　2月18日㈪
抽選会　2月20日㈬19時から
文化会館第2研修室で

バルーンフェスティバル
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23～25日に開催され
た、「鈴鹿バルーンフェスティバル
2018フォト・スケッチコンテスト」の
入賞作品を展示します。また、特
別企画として神田和幸さん(バ
ルーンフェスティバル元オフィシャ
ルカメラマン)の「ピンホール写真
展」を開催します。
※ピンホール写真とは、ピンホール
カメラ（レンズなどを用いず、0.2
ミリ程度の穴から光を取り込みフ
ィルムなどに映し出す仕組み）で
撮影した写真です。
と　き　2月14日㈭から20日
㈬まで(平日8時30分～17時
15分、土曜日10時～17時、
日曜日9時～17時、最終日は
15時まで)
ところ　市役所1階市民ギャラ
リー

パソコンも学べる！
施工管理補助スタッフ講習
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　55歳以上の再就職
希望者で、3月1日㈮に労働
福祉会館で行う説明会に出
席できる方

※ハローワークへ求職申込みをし
ていただきます。
と　き　3月7日㈭・8日㈮・13
日㈬・14日㈭・19日㈫・20日
㈬・26日㈫～29日㈮10時～
16時（昼休憩1時間含む）

2018グランプリ：岡田 智子「飛んでゆけ！」

ところ　労働福祉会館
内　容　建設現場の基礎知
識と、パソコンの基本的な操
作や履歴書作成、面接の心
構えを学びます。
受講料　無料
申込み　2月27日㈬17時まで
(必着)に、ハローワークに設置
している申込書を郵送または
ファクスで日建学院四日市校
(〒510-0885四日市市日永
3-2-30　　059-349-0005
　059-349-0006)へ

コーラスコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　2月24日㈰14時から
ところ　考古博物館　展示ホ
ール（国分町224）
内　容　男性4人によるさまざ
まなジャンルの合唱
演奏者　トノサマシンガーズ
入場料　無料

新入学を祝う
よい子のつどい

学校教育課　382-7618　 382-9054

対　象　市内在住の平成31年
度小学校入学予定者とその
保護者

と　き　2月17日㈰14時～15
時30分(終了予定）　

ところ　市民会館
内　容　小学校生活を紹介する
映像鑑賞、親子のふれあい遊
び　など
参加料　無料
共　催　中日新聞社、鈴鹿市、
鈴鹿市教育委員会

問合せ　中日新聞社(　052-
　221-0671)、学校教育課

スケッチコンテスト

　昨年11月23～25日に開催され
バル
の
特

別企画として神田和幸さん(バ
シャ

「ピンホール写真

ピンホール
0.2

ミリ程度の穴から光を取り込みフ

　2月14日㈭から20日
㈬まで(平日8時30分～17時
15分、土曜日10時～17時、

最終日は

　市役所1階市民ギャラ

施工管理補助スタッフ講習

　55歳以上の再就職
3月1日㈮に労働

福祉会館で行う説明会に出

※ハローワークへ求職申込みをし

13
20日

26日㈫～29日㈮10時～
プラネタリウム
震災特別番組
「星空とともに」

文化会館　382-8111　 382-8580

　２０１１年の東日本大震災から8
年。あの日の夜、大停電の被災地
には見たこともないような満天の
星空が広がりました。被災した人々
の星空にまつわるエピソードを、仙
台市天文台スタッフによるナレー
ションでつづります。朗読形式で構
成される大人向けの番組です。
と　き　3月9日㈯・10日㈰13
時45分～14時30分（開場
13時30分）
ところ　文化会館プラネタリウム
（飯野寺家町810）
定　員　各160人
参加料　無料
申込み　2月9日㈯10時から文
化会館で整理券を配布します。



三重県薬剤師会
「県民講座」

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　薬剤師になるためにどのような
教育をして、どのような研究を行っ
ているのか見ていただき、鈴鹿医
療科学大学が日本薬膳学会と協
働して進める科学的根拠に基づ
いた薬膳について、その考え方を
学びながら味わっていただきます。
と　き　3月3日㈰10時～14時
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館(南玉垣
町3500-3)
内　容
○講演
　・「薬膳とクスリ～改めて善し悪
しを考察～」（仮題）
　講師：岩島誠さん(鈴鹿医療
科学大学薬学部教授)　
　・「モバイルファーマシーとシミュ

化会館で整理券を配布します。

ていただきます。

レーション・ラボの紹介」（仮題）
講師：八重徹司さん(鈴鹿医
療科学大学薬学部教授)　
　・「薬膳でより健康にそして美
しく」（仮題）　
　講師：髙木久代さん(鈴鹿医
療科学大学保健衛生学部鍼
灸サイエンス学科教授)　

○昼食
　・薬膳ランチと薬膳茶を用意し、
効能や適応について解説

　（講師：髙木久代さん）
　・薬草観察会について
　（講師：郷幸代さん(三重県
　薬剤師会理事)）
○薬学部施設見学（シミュレーシ
ョンラボ、モバイルファーマシー、
薬草園など）
参加料　無料
定　員　100人(応募多数の
場合は抽選)
申込み　2月20日㈬までに
　はがき、ファクスまたは電子
メールで三重県薬剤師会へ
問合せ　(一社)三重県薬剤師会
(〒514-0002津市島崎町311
　059-228-5995 　059-
　225-4728　ｊｉｍｕ4＠ｍｉｅｙ
ａｋｕ.ｏｒ.ｊｐ)

春季ものづくり体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　鈴鹿工業高等専門
学校への入学を目指してい
る方、ものづくりが好きな方、
パソコンが好きな方など
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
申込み　2月15日㈮から28日
㈭17時までに、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

※結果は、3月12日(火)までに全員
に連絡します。

化会館で整理券を配布します。

ていただきます。

レーション・ラボの紹介」（仮題）
講師：八重徹司さん(鈴鹿医
療科学大学薬学部教授)　
　・「薬膳でより健康にそして美
しく」（仮題）　
　講師：髙木久代さん(鈴鹿医
療科学大学保健衛生学部鍼
灸サイエンス学科教授)　

○昼食
　・薬膳ランチと薬膳茶を用意し、
効能や適応について解説

　（講師：髙木久代さん）
　・薬草観察会について
　（講師：郷幸代さん(三重県
　薬剤師会理事)）
○薬学部施設見学（シミュレーシ
ョンラボ、モバイルファーマシー、
薬草園など）
参加料　無料
定　員　100人(応募多数の
場合は抽選)
申込み　2月20日㈬までに
　はがき、ファクスまたは電子
メールで三重県薬剤師会へ
問合せ　(一社)三重県薬剤師会
(〒514-0002津市島崎町311
　059-228-5995 　059-
　225-4728　ｊｉｍｕ4＠ｍｉｅｙ
ａｋｕ.ｏｒ.ｊｐ)

春季ものづくり体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　鈴鹿工業高等専門
学校への入学を目指してい
る方、ものづくりが好きな方、
パソコンが好きな方など
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
申込み　2月15日㈮から28日
㈭17時までに、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

※結果は、3月12日(火)までに全員
に連絡します。

（仮題）

・薬膳ランチと薬膳茶を用意し、

ァーマシー、

ｉｅｙ

りが好きな方、

・

問合せ　鈴鹿工業高等専門学
校総務課地域連携係 (　
368-1717　 387-0338) 

◆機械工学のひとこま　
　機械工学科
対　象　中学1・2年生
と　き　3月27日㈬・28日㈭
10時～15時30分
定　員　各20人
◆楽しい電子回路工作　
　電気電子工学科
対　象　中学1・2年生
と　き　3月24日㈰9時30分～
16時
定　員　20人
◆マイコン電子制御　
　電子情報工学科
と　き　3月27日㈬9時30分～
16時
○「IchigoJamでプログラミング
入門コース」
対　象　小学5・6年生、中学1
年生
定　員　18人
○「Arduinoで演奏と距離計測
コース」
対　象　中学1・2年生　
定　員　22人
◆インテリア雑貨から学ぶ材料
工学　

　材料工学科
対　象　中学1・2年生
と　き　3月30日㈯・31日㈰9
時30分～16時
定　員　各20人
※1人1講座のみ受講できます。
※対象学年は申込時点の学年にな
ります。

春季鈴鹿市
ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　382-9029　 382-9071　
対　象　市内に在住または在
学する小学校2年生（新学
年）から中学生まで

※中学生は経験者に限る。
と　き　3月から原則毎週土
曜日の午後
ところ　三鈴カントリー倶楽部、
中日カントリークラブ、鈴峰ゴ
ルフ倶楽部
内　容　打球練習、ラウンド練
習など（初心者には基礎から
指導）
定　員　5人（先着順）
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　電話またはファクスで
鈴峰ゴルフ倶楽部内鈴鹿市
ゴルフ協会（　371-0711　
371-1518）

森の感謝祭
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　2月24日㈰9時30分
～15時（雨天決行）

リー倶楽部、

ところ　鈴鹿青少年の森公園内
内容・定員
　・　草木のクイズラリー　50人
※中学生以下には、お菓子をプレ
ゼントします。
　・　しおり作り、ストラップ作り　
100人
　・　木工クラフト　30人
　・　しいたけ菌打ち体験　午前と
午後各50組（小・中学生親子）

※実際に菌打ちをした原木を持っ
て帰っていただきます。
　・　三重県産間伐材を使用した
親子木工教室　午前と午後
各50組（小・中学生親子）
申込み　当日各イベントブース
で、整理券を次の時間に配
布します。
○草木のクイズラリー、しおり・
ストラップ作り、木工クラフト：
9時から
○しいたけ菌打ち、親子木工教室
午前の部：9時から、午後の
部：13時から

※本人分のみ配布します。

テニスアカデミー無料体験
三重交通Ｇスポーツの杜

　392-7071　 372-2260

対　象　小学生・中学生の初
心者
と　き　2月10日㈰～3月9日
㈯
内　容　月曜日から金曜日まで
（17時～18時）または土・日曜
日（10時～11時）のうち週1回
のレッスン（計4回受講可）
申込み　電話で三村（　
080-9733-6629）へ

内

お菓子をプレ

ストラップ作り　

しいたけ菌打ち体験　午前と
中学生親子）

※実際に菌打ちをした原木を持っ

三重県産間伐材を使用した
親子木工教室　午前と午後

トブース
整理券を次の時間に配

・
ト：

親子木工教室

の2 月 納税・納付
○固定資産税・都市計画税…4期
○国民健康保険料…8期
【納期限は2月28日㈭です】



あなたのひと言が障がい者
の社会参加を促進します

障がい福祉課　382-7626 　382-7607
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
人権政策課　382-9011 　382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　近年の建築物は、誰もが使いやす
いバリアフリー構造が多くなってき
ました。移動手段である鉄道の駅構
内にはエレベーターの設置や点字ブ
ロックの設置、バスの車両では車椅
子のまま乗れるノンステップ型や乗
車スペースが確保されるなどさまざ
まな対策もされてきています。しか
し、スロープが設置されていない階
段など依然として障がい者が利用困
難な場所などもあります。困ってい
る障がい者の方を見かけたら「何か
手伝いしましょうか？」とサポート
の声掛けをお願いします。
　本市では、障がいのある人とない
人が地域の中で支え合い、思いやり
を持って共に暮らすことのできる「地
域共生社会」の実現に向けた施策を
進めています。その一貫として、自
身での移動が困難な重度障がい者の
方が社会参加しやすいように、タク
シー乗車料金の一部を負担する「鈴
鹿市福祉タクシー事業」を実施し、
利用対象要件に該当される方には、
障がい福祉課での手続き後に当該年
度のタクシーチケットをお渡しして
います。
　今後もさまざまな角度から障がい
者の方をサポートしていく取り組み
を進めていきますが、「地域共生社会」
を実現するためには、一人一人が障
がいへの理解を深め、支え合うこと
が必要不可欠です。障がいのある人
もない人も気軽に声を掛け合い、共
に生きる社会を作っていきましょう。

≪タクシーチケットに記載の協力機関≫
㈱三交タクシー中部、三重近鉄タク
シー㈱、鈴鹿タクシー㈱、㈲日之出
タクシー、名鉄四日市タクシー、㈲
甚目、㈲きらきらの里、なごみ福祉
タクシー、平山福祉タクシー、㈱ケ
アサポートみらい、㈱ケアサポート
つくし、㈱すばる交通、はっぴぃー
介護タクシー、もりもと福祉タク
シー、ケアタクシーすまいる、ケア
タクシーありがとう、ライフサポー
トきずな、福祉タクシーまごのて


