
対　象　下記の全てに該当
する方
○昭和20年4月3日から昭和54
年4月2日生まれの方（平成
31年4月1日において40歳以
上74歳未満の方）
○平成30年度（平成30年4
月から平成31年3月末日）
に鈴鹿市国民健康保険に
継続して加入していて、そ
の期間の国民健康保険料
の滞納がない方
○平成31年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入しており、脳ドック受診時
も継続して加入している方

※本事業の過去3年間(平成28～
30年度)に当選された方は応
募できません。

※脳疾患で治療中の方は応募で
きません。
受診期間　8月1日㈭～令和2
年3月31日㈫

※鈴鹿中央総合病院は令和2年3
月25日(水)まで

ところ・定員　鈴鹿中央総合
病院（280人、インプラント
がある方は検査不可）、鈴
鹿回生病院（120人）、塩
川病院（300人）、かわぐち
脳神経クリニック（100人）
（応募多数の場合は抽選）
内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査
（MRI）、磁気共鳴血管撮
影（MRA）、頸動脈超音波
検査を含む脳ドック

※閉所恐怖症の方は検査できない
場合があります。また、体内に電

鈴鹿市国民健康保険
脳ドック受診希望者募集
保険年金課　 382-9401 　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　下記の全てに該当

昭和20年4月3日から昭和54
年4月2日生まれの方（平成
31年4月1日において40歳以

○平成30年度（平成30年4
月から平成31年3月末日）
に鈴鹿市国民健康保険に
継続して加入していて、そ
の期間の国民健康保険料

平成31年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入しており、脳ドック受診時

子機器（心臓ペースメーカーな
ど）、手術などで金属類（外科用
クリップ、ステント、コイル、イン
プラント、人工関節など）がある
方は検査できない場合がありま
すので、治療された医療機関お
よび国保脳ドック実施医療機関
にご相談ください。
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月20日㈭から7月9日
㈫（当日必着）までに、保険年
金課または地区市民センター
で申し込みをするか、件名「脳
ドック受診希望」と明記し、保
険証の記号番号、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、生年月
日、電話番号、希望する受診
医療機関名（第4希望まで記
入可）を、はがき（1人1枚）、
封書、ファクスまたは電子メ
ールで保険年金課（〒513-
　8701 神戸1-18-18）へ

から7月9日
㈫（当日必着）までに、保険年
金課または地区市民センター
で申し込みをするか、件名「脳
ドック受診希望」と明記し、保
険証の記号番号、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、生年月
日、電話番号、希望する受診
医療機関名（第4希望まで記
入可）を、はがき（1人1枚）、
封書、ファクスまたは電子メ

※電話での申し込みはできません。
※抽選の結果、当選者には7月下
旬に受診券などを発送します。

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16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。

令和2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

平成30年度

９割軽減

( 月平均 358 円納付 )

保険料の納付額（１割）

８割軽減
（月平均 716 円納付）

平成31年度(令和元年度)

保険料の納付額（２割）

後期高齢者医療保険料の
均等割軽減割合の変更

福祉医療課　 382-7627　 382-9455

　後期高齢者医療保険料の均等割
が 9割軽減になっていた方は、
今年度は 8割軽減に変更されま
す。
　今年 10月から、所得の低い年
金受給者の方を対象とする年金生
活者支援給付金（基準額月 5,000
円）の制度が始まります。
◆年金収入 80万円以下の方

※老齢年金生活者支援給付金 ( 補足

的な給付を含む ) の場合、支給要件

(65 歳以上で老齢基礎年金を受給中、

世帯全員の市民税が非課税、前年の

年金収入額と所得額の合計が 87 万

9,300 円以下 ) を全て満たす必要が

あります。金額は保険料を納めた期

間などにより異なり、基本的に 10、

11 月分を 12 月 ( 年金の支払日と同

日 ) に振り込みます。

※医療保険料を年金からの引き落と

しで納めている場合、引き落とし額

への反映は 10 月からです。

問合せ　後期高齢者医療制度につ
いて：福祉医療課、年金生活者
支援給付金について：ねんきん
ダイヤル（　0570-05-1165）

　休業日を分散化し、大人と子
どもが触れ合う時間を創出する
ため、今年度もキッズウィークを
実施します。
　市内の公立幼稚園、小・中
学校において、8月19日㈪か
ら29日㈭までの1日を授業日
（午前中）にし、2学期に向け
て長期休業中の園児・児童お
よび生徒の学習状況や生活
の様子を把握します。その代
替の休業日を10月11日㈮と
し、11日㈮から14日㈪までを4
連休とします。休業日は自動
車レースの開催期間と重なり
ますので、大人と子どもが郷
土について学んだり、世界の
人々と交流するなど、有意義
な期間としてご活用ください。

　10月の消費税増税に伴い
実施予定の鈴鹿市プレミアム
付商品券事業について、取
扱店舗を募集します。
申込み　6月17日㈪から7月
31日㈬までに専用WEBサ
イト（　https://premium-
　gift.jp/suzuka/）で

キッズウィーク
学校教育課　382-7618　 382-9054

プレミアム付商品券
取扱店舗募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

車レースの開催期間と重なり

※市ホームページからアクセス
できます。

◆取扱店舗募集に関する説明会
と　き　7月3日㈬①15時か
ら、②18時から

※自由参加です。
ところ　労働福祉会館1階
　大会議室（神戸地子町388）
問合せ 店舗募集のこと：㈱
JTB三重支店（受託事業者）
（　080-3708-0955 9時30
分～17時）、商品券事業のこ
と：市コールセンター（　382-
　9887 9時～16時30分）
※平日に限ります。

子どもや子育ての悩みを相
談できる「児童家庭支援セン
ターみだ」が開設されました。
児童相談所や市などと連携し、
子育て家庭を支援します。電
話や来所、訪問による相談を
受け付けていますので、ぜひ
ご利用ください。
利用時間　月～金曜日9時～
16時

※緊急の場合は24時間対応です。
※時間外、土・日曜日は鈴鹿里山
学院の職員が対応することが
あります。
問合せ　児童家庭支援セン
ターみだ（　373-6025　上
箕田1-6-3）

児童家庭支援センター開設
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　大会議室（神戸地子町388）

JTB三重支店（受託事業者）

ターみだ」が開設されました。
児童相談所や市などと連携し、

※緊急の場合は24時間対応です。

　5月22日㈬に鈴鹿市自治
会連合会の総会が文化会館
で行われ、事業計画や新役員
などが承認されました。また、
永年在職自治会長への表彰
が行われ、28人の皆さんに感
謝状が贈呈されました。なお、
今回就任された新役員の皆
さんは次のとおりです。
◆主な新役員の皆さん
○会長　水野克則さん（桜
島町北）
○副会長 佐久間茂さん（小
岐須町）、内納洋幸さん
（住吉町奈良）、中西尚さ
ん（神戸地子町）、杉野周
二さん（磯山町南條）、内
山安司さん（築地）、田中
仁さん（西一ノ宮）

変更案件　鈴鹿都市計画地
区計画の変更（市決定）（椿
地区地区計画）
縦覧期間　6月25日㈫～7月9
日㈫8時30分～17時15分
（土・日曜日を除く）　
ところ　都市計画課（市役
所本館9階）

※縦覧期間内であれば、意見書
を提出することができます。

鈴鹿市自治会連合会
総会が開催されました
地域協働課　 382-8695 　382-2214　

都市計画の変更案縦覧
都市計画課　 382-9063 　384-3938
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平成 30年度下半期
上下水道事業の業務状況

経理課　 368-1664 　368-1688
河川雨水対策課

　 382-7614 　382-7612
◆水道事業の業務状況
業務の概況　給水戸数は、平成
31年 3月 31日現在 8万
6,055 戸です。また、総配水量
は 1,213 万 3,181 ㎥です。一
日平均配水量は 6万 6,666 ㎥
で、昨年同時期に比べると 0.8
   35％減少しています。
工事請負費の執行状況
・配水管布設・移設工事など　
9,144 万円　
・第 5期拡張事業に伴う配水管
布設工事など　8億 1,247 万
円
・配水管布設替工事など　1,960
万円

区　分 

予算現額

収益的収入

48億1,650万円

収益的支出

41億9,712万円

資本的収入

21億5,176万円

資本的支出

33億5,477万円

年間執行額 46億8,997万円 40億1,366万円 13億6,917万円 25億9,709万円

下半期執行額 23億9,817万円 23億2,863万円 12億5,569万円 16億6,038万円

予算の執行状況

※収益的収入・支出：水道事業の管理・

運営に関する収入・支出　

※資本的収入・支出：水道施設の建設・

改良などに関する収入・支出

◆下水道事業の業務状況
業務の概況
・公共下水道事業　下半期の総処
理水量は 529 万 5,902 ㎥、一
日平均汚水処理水量は 2万
9,098 ㎥で、昨年度の下半期に
比べると 3.03％減少していま
す。
・農業集落排水事業　下半期の総
処理水量は 69万 8,745 ㎥、一
日平均汚水処理水量は 3,839
㎥で、昨年度の下半期に比べる
と 4.38％減少しています。
工事請負費の執行状況
・汚水処理普及促進事業に伴う工
事（公共下水道事業）10億
8,635 万円
・浸水対策事業に伴う工事　3億
7,438 万円
予算の執行状況
区　分 

予算現額

収益的収入

61億3,137万円

収益的支出

56億　522万円

資本的収入

56億2,862万円

資本的支出

76億4,661万円

年間執行額 59億6,491万円 53億　961万円 45億7,539万円 64億9,701万円

下半期執行額 19億2,684万円 30億8,587万円 35億2,754万円 44億9,672万円

予算の執行状況

※下水道事業：公共下水道事業およ

び農業集落排水事業をいいます。　

※収益的収入・支出：下水道事業の

管理・運営に関する収入・支出　

※資本的収入・支出：下水道施設の

建設・改良などに関する収入・支

出

※詳しい内容を上下水道局のホーム

ページ（　 http://www.city.suz

   uka.lg.jp/suido/outline/）に掲

載しています。

　現在、児童手当を受給中
の方は、現況届の提出が必
要です。対象者には6月上旬
に郵送で案内していますの
で、6月末日までに提出してく
ださい。なおこの届出をしな
いと、6月分以降の手当が支
給されません。
※これまで児童手当を受給し
ておらず、新規で6月分から
の児童手当を申請した方は、
現況届を提出する必要はあ
りません。

　7月から8月にかけて農地
の利用状況調査を実施しま
す。地域の農業委員が農地
のパトロールを行いますの
で、草刈りなど維持管理のご
協力をお願いします。

　鈴鹿市総合計画2023後期
基本計画の策定に現在取り組
んでいます。計画策定の一環
として、審議会を開催します。
と　き　7月3日㈬9時から
ところ　市役所本館  6階庁
議室
内　容　委嘱書の交付ほか
定　員　5人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日8時30分から
8時50分まで会場で受け
付け

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課 　382-7661　 382-9054

農地の利用状況調査
農業委員会事務局

　382-9018　 382-7610

鈴鹿市総合計画審議会を
傍聴できます

総合政策課 　382-9038　 382-9040

で、6月末日までに提出してく

の児童手当を申請した方は、

　教育を行うための諸条件
の整備やその他の地域の実
情に応じた教育、学術および
文化の振興を図るために重
点的に講ずべき措置などに
ついて、意見交換します。
と　き　7月8日㈪14時から
ところ　市役所本館 6階庁
議室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み 当日13時30分から
13時50分まで会場で受け
付け

　取引きや証明用に使用す
るはかり（計量器）は、2年に
1度の定期検査が必要で
す。対象となるはかりをお使
いの事業者は、必ず受検し
てください。
対　象 病院・薬局などの調
剤用、病院・学校などの体
重測定用、生産者の生産
物販売・出荷用、工場・事
業所などの材料購入・製品
販売用、農協・漁協などの
物資集荷・出荷用、運送・
宅配業などの貨物運賃算
出用・宅配便用、貴金属な
どの買取価格算定用

※定期検査までに計量士による
代検査を受けたはかりは免除
されます。

と　き　7月18日㈭、19日㈮
10時～15時

ところ　神戸コミュニティセ
ンター（神戸9-24-52）
手数料　種類や能力によって
異なります。

はかりの定期検査
産業政策課 　382-8698　 382-0304

第1回総合教育会議を
傍聴できます

総合政策課 　382-9038　 382-9040

物資集荷・出荷用、運送・

※受検時に現金で徴収します。
問合せ　三重県計量検定所
（　059-223-5071）

と　き　7月6日㈯13時30分
～17時（開場12時30分）
ところ　鈴鹿サーキット　
　ホスピタリティラウンジ
内　容　基調講演（池田豊
人さん（国土交通省道路
局長））、意見発表　

定　員　 100人
参加料　無料
主　催　新名神と鈴鹿亀山
地域の幹線道路整備を進
める会
共  催　鈴鹿商工会議所、亀
山商工会議所
申込み　6月28日㈮までに、申
込用紙に氏名、電話番号を
記入の上、直接鈴鹿商工会
議所または土木総務課へ

※申込用紙は鈴鹿商工会議所、
土木総務課窓口または市ホー
ムページで入手できます。

※申し込み多数で参加いただけな
い場合は、事務局から連絡します。

※車での来場は、「広報すずか6
月20日号」または案内チラシ
を持参し、モータースポーツ
ゲートから入場してください。
問合せ 新名神と鈴鹿亀山
地域の幹線道路整備を進
める会　事務局（鈴鹿商
工会議所　382-3222）

鈴鹿亀山道路シンポジウム
土木総務課 　382-9072　 382-7612



年3月までに高等学校を卒
業する見込みの方　

※詳しくは、裁判所ホームページ
の裁判所職員採用試験情報
(　http://www.courts.go.

　jp/saiyo/index2/html)を
ご覧ください。
申込み
○インターネット 7月9日㈫10
時～18日㈭（受信有効）
○郵送　7月9日㈫～12日㈮
（当日消印有効）
◆第1次試験日
と　き　9月8日㈰
問合せ　津地方裁判所事務局
総務課（　059-226-48
　76（ダイヤルイン））

と　き　7月5日㈮～8月25
日㈰9時～17時

※悪天候のときなどは開設しない

鼓ヶ浦駐車場・千代崎
駐車場を開設します

地域資源活用課 　382-9020　 382-0304

対　象 平成31年4月1日に
おいて高等学校卒業後2
年以内の方、または令和2

裁判所職員採用
一般職試験（裁判所事務官、

高卒者区分
市民対話課　382-9004　 382-7660

場合があります。
ところ　鼓ヶ浦駐車場（第
一・第二）、千代崎駐車場
料　金　普通車：500円、大
型車：1,600円、自動二輪
車：100円

※鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場付近
の道路は道幅が狭いため、駐
車禁止となっています。また、
安全確保のため徐行運転をお
願いします。

　9月14日㈯に開催される
「鈴鹿げんき花火」のボラン
ティアスタッフを募集します。
対　象　中学生以上の方　
※短時間ボランティアも大歓迎です。
※中学生は保護者の同伴が必要
です。

ところ　白子漁港緑地公園
周辺、鈴鹿市漁業協同組

鈴鹿げんき花火の
ボランティアスタッフ募集
地域資源活用課 　382-9020　 382-0304

鼓ヶ浦駐車場（第

　普通車：500円、大
型車：1,600円、自動二輪

車禁止となっています。また、

　9月14日㈯に開催される
「鈴鹿げんき花火」のボラン
ティアスタッフを募集します。

※短時間ボランティアも大歓迎です。

　白子漁港緑地公園
周辺、鈴鹿市漁業協同組

合2階
内　容　会場整理、進行、公
式グッズ販売など

申込み･問合せ 電話または
大会ホームページ（鈴鹿花
火実行委員会 後藤　080-
　2656-7025　http://www.
　suzuka-hanabi.com/vol
　unteer）で

◆休日窓口
と　き 6月30日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き 6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。

納税の休日・夜間窓口
納税課　 382-9008 　382-7660

ボランティアスタッフ募集

119 番通報などの多言語通
訳の運用開始

情報指令課 　382-0500　 369-0326

　市を訪れる外国人観光客や留学
生など、日本語でのコミュニケー
ションが困難な方からの 119 番
通報や災害現場の対応を円滑に行
うため、民間通訳業者による三者
間同時通訳サービスを開始しま
す。知人や近所に住んでいる外国
人の方に、このサービスをお知ら
せください。
と　き　7月 1日㈪ 9時から
（365 日 24時間対応）
対応言語　5言語（英語、中国語、
韓国語、ポルトガル語、スペイ
ン語）

119番通報時(三者間通話)

外国人通報者 消防本部指令員

①119番通報

③通話内容伝達・確認
(外国語)

②転送 外国語
   通訳依頼 ④通話内容

   伝達・確認

電話通訳センター

電話通訳センター

現場対応時

消防隊員外国人
※携帯電話を交互に受け渡し



伊勢形紙伝統工芸
士会

伝統産業会館
　（　386-7511）

対　象 鈴鹿市立の小学5
年生から中学3年生までの
児童・生徒とその保護者

※保護者は児童・生徒1人につき
1人の同伴が必要です。

と　き　7月22日㈪9時30分
～13時
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　調理場内の見学、
調理体験（ポークカレー、
キャベツとコーンのソテー、
鈴鹿茶蒸しパン）、給食の
試食

※アレルギー対応は行いません。
定　員　25組50人（応募者
多数の場合は抽選）
参加料　無料
共　催　（公財）三重県学校
給食会
申込み　6月28日㈮（土、日
曜日を除く）までに、直接ま
たは電話で教育総務課へ

※7月5日(金)までに参加の可否を
郵送します。

　想像力や発想力を生かして
自分だけの絵本を作ります。
対　象　市内在住の12歳以
下の子ども

※小学3年生以下は保護者の
同伴が必要です。

と　き　7月30日㈫、31日㈬
9時30分～15時

夏休み手作り絵本教室
図書館　 382-0347 　382-4000

給食センター
夏休み調理体験

教育総務課 　382-1214　 383-7878

調理場内の見学、
調理体験（ポークカレー、
キャベツとコーンのソテー、

ところ　図書館2階 視聴
覚室
内　容　とびだす絵本作り
定　員　各48人（保護者は
除く。応募者多数の場合は
抽選）
参加料　1人400円（材料費）
※当日徴収します。
申込み　7月1日㈪（必着）ま
でに、往復はがきに記入の
上、図書館へ
○往信宛名面　〒513-0802
飯野寺家町812　図書館
「手作り絵本教室」係
○往信文面　来場者全員の
氏名、フリガナ（制作を希
望する方の氏名は丸で囲
む）、来場者全員の年齢、
住所、電話番号、希望日
（どちらの日でもよい場合
は“両日可”と記入）
○返信宛名面　郵便番号、
住所、氏名

※電話や電子メールでの申し込
みはできません。　

※家族単位で申し込みください。
※当選確定後、やむを得ずキャ
ンセルされる場合も材料費
を徴収します（後日材料費と
引き換えに材料をお渡しし
ます）。

と　き　 8月11日（日・祝）14時
～15時20分（開場13時
30分）

ところ　文化会館　けやき
　ホール（飯野寺家810）
出　演　劇団らくりん座
定　員　500人（先着順、要
整理券）

人権ふれあい劇場
演劇｢あらしのよるに｣

人権政策課　 382-9011 　382-2214
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

入場料　無料
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会
共　催　鈴鹿市人権擁護委
員会、津・伊賀人権啓発活
動地域ネットワーク協議会
申込み 整理券は7月11日㈭
から8月2日㈮（必着）までに
整理券希望、郵便番号、住
所、氏名、電話番号、枚数を
記入の上、はがき、ファクス、
電子メールで申し込むか、直
接人権政策課（平日8時30
分～17時15分）へ

※1回の申し込みで、4枚まで配
布します。

※7月11日㈭より前の申し込み
は無効です。
託　児 先着10人、無料（生
後6カ月～小学校就学前）。8
月2日㈮までに人権政策課へ

　読書力や想像力を高める
効果があるとされるボード
ゲームで交流しましょう。
対　象　9歳以上
と　き　7月20日㈯13時～
16時（12時45分から受付）

ところ　図書館2階 視聴覚
室
内　容　「ドメモ」や「ウミガ
メの島」、「海底探検」な
どのボードゲームを楽しみ
ます。
定　員　50人程度（事前募
集枠：40人、当日参加枠：
10人程度）

※事前募集枠は応募者多数の場
合は抽選、当日参加枠は先着
順です。

ノーボードゲーム・
ノーライフin鈴鹿市立図書館
図書館 　382-0347　 382-4000
　toshokan@city.suzuka.lg.jp

記入の上、はがき、ファクス、

参加料　無料
申込み 事前募集枠：7月7
日㈰（必着）までに、電子
メールまたは往復はがきで
図書館へ
◆電子メール
件名を“ボードゲーム申込

み”とし、本文に参加者氏名
（フリガナ）、住所、年齢、電話
番号、電子メールアドレスを
ご記入ください。
※迷惑メール対策などをしてい
る場合は、図書館からのメー
ルが受信できるように設定し
てください。
◆往復はがき
○往信宛名面　〒513-0802
飯野寺家町812　図書館
ボードゲーム係
○往信文面   参加者氏名
（フリガナ）、住所、年齢、電
話番号
○返信宛名面 郵便番号、住
所、氏名

※抽選結果は、7月11日㈭ごろ
に連絡予定です。

◆山開き式（鈴鹿山渓）

と　き　7月1日㈪10時から

ところ 小岐須渓谷山の家

◆海開き式（千代崎・鼓ヶ浦

海水浴場）

と　き　7月5日㈮10時から

ところ 鼓ヶ浦海水浴場

※海水浴場開設期間は7月5日

㈮から8月25日㈰までです。

と　き　 6月29日㈯9時から

ところ 千代崎海岸（千代崎

海水浴場）

※軍手、ゴミ袋、飲み物、保険は準

備します。　

※清掃活動後、ホンダラグビー部

（Honda HEAT）と砂浜で体を

使ったイベントを行います。

と　き　7月6日㈯10時～16

時、7日㈰10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺家

3-10-1）

内　容

・伝統工芸士の新作・秘蔵

作品展示

・実演・指導　10時～12

時、13時～14時30分

・小林豊子きもの学院分校

の着付け体験教室

・形紙風鈴の製作（各日50

人300円）

・伊勢形紙ぬりえ（各日50人

300円）

・御朱印帳　型紙摺り込み

（300円）

千代崎海岸清掃活動

地域資源活用課　 382-9020 　382-0304

伊勢形紙伝統工芸士展

地域資源活用課　 382-9016 　382-0304

催 し 物

山開き・海開き

地域資源活用課　 382-9020 　382-0304



16時（12時45分から受付）

集枠：40人、当日参加枠：

　シリコン太陽電池を作り、モー
ターを動かす体験を行います。
対　象　中学生
と　き　8月24日㈯・25日㈰
9時～17時　

※両日とも同じ内容です。
ところ　鈴鹿工業高等専門
学校・電気電子工学科棟
内実験室
定　員　各10人（応募者多数
の場合は主催者側で調整）
受講料　無料

ひらめき☆ときめき
サイエンス「光で発電！
一から作る、あなたが作る

太陽電池」
総合政策課　 382-9038 　382-9040

申込み 7月19日㈮までに、
鈴鹿高専ホームページ
　（　http://www.suzu-
ka-ct.ac.jp　地域の皆様
→公開講座・大会→ひらめ
き☆ときめきサイエンス→
申込ページ）で

※(独)日本学術振興会ホーム
ページ（ 　http://www.jsps.

　go.jp/hirameki/）からも申し
込みできます。 

問合せ 鈴鹿工業高等専門
学校 総務課（　368-1717

　　387-0338　chiiki@
　jim.suzuka-ct.ac.jp)

と き　6月29日㈯10時30分
から（受付10時から）

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）

※駐車場あり
内  容
午前の部 「膝の痛みを防ぐ」
の講演、健美和膳弁当解説
午後の部 健康相談・薬膳茶・
プチ薬膳フェア（薬膳あられ
などの販売）

※昼食として「薬膳弁当」をご賞
味いただきます。

定　員　230人
参加料　無料
※薬膳弁当代として1,200円（税
込）が必要です。

主　催　鈴鹿医療科学大学
共　催　日本薬膳学会
申込み　6月25日㈫までに電
話で鈴鹿医療科学大学へ
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（　384-9211）　

第12回鈴鹿医療科学大学
鍼灸サイエンス学科
市民公開講座

健康づくり課 　382-2252　 0382-4187

　「水道水ができるまで」の
過程を親子で学ぶ水道教室
を開催します。
対　象　市内在住の小学4
年生の児童とその保護者

※きょうだいの参加はできません。
と　き　8月1日㈭9時～16
時ごろ

内　容　水道施設の見学など
※上下水道局に集合し、バスで
市内を移動します。

定　員　50人（25組を予定。
　応募多数の場合は抽選）
参加料　無料
申込み 7月11日㈭まで（必
着）に、往復はがきに次の事
項を記入し上下水道局へ
○往信宛名面　〒510-0253
寺家町1170 上下水道局
「夏休み親子水道教室」係
○往信文面  住所、児童と保
護者の氏名（ふりがな）、学
校名、電話番号
○返信宛名面  郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚が必
要です。

※昼食、飲み物などは各自でご
用意ください。

　家庭や学校で使った水が
どのようにきれいになってい
るのか、親子で下水道につい
て学びます。
対　象　市内在住の小学4年
生から6年生の児童と保護者

※必ず保護者の同伴が必要です。

南部浄化センター・
親子探検ツアー

営業課 　368-1674　 368-1685

夏休み親子水道教室
上下水道総務課　 368-1696 　368-1688

※きょうだいの参加はできません。

50人（25組を予定。

※必ず保護者の同伴が必要です。

※きょうだいが小学生の場合は、
一緒に参加できます。

と　き　7月24日㈬13時30
分～15時30分

ところ　（公財）三重県下水
道公社 南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚
1085-18）※現地集合です。

内　容　水の循環と下水処理
場のしくみを学び、施設を見
学します。処理場で働く微生
物の顕微鏡観察や、水の汚
れを測定する実験をします。

※雨天の場合は内容を変更する
場合があります。

定　員　15組（応募多数の場
合は抽選）
参加料　無料
※飲み物、カメラなどは各自でご
用意ください。

申込み　7月10日㈬（必着）
までに、往復はがきに次の
事項を記入し、南部浄化セ
ンターへ
○往信宛名面　〒510-0103
　四日市市楠町北五味塚
　1085-18 南部浄化センター
「親子探検ツアー」係
○往信文面　住所、電話番号
児童と保護者の氏名（ふりが
な）、学校名、学年
○返信宛名面　郵便番号、
住所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
問合せ　（公財）三重県下水
道公社 南部浄化センター
（　397-7411）

　あけびのつるで、カゴやラ
ンプシェードを編みます。
対　象　小学生以上

つるカゴ作り
考古博物館　 374-1994 　374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

368-1688

※きょうだいが小学生の場合は、

　7月10日㈬（必着）

○返信宛名面　郵便番号、

※小学生は必ず保護者の同伴が
必要です。

と　き　7月20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（国分町224）
講　師　寺田真人さん
定　員　各20人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　1人1,800円（材料
費）
申込み 6月22日㈯から7月
11日㈭（必着）までに、講座
名、希望時間、希望者の住
所、氏名（学年）、電話番号
を記入の上、往復はがき、
ファクスまたは電子メールで
考古博物館（〒513-0013
国分町224）へ

※往復はがきの場合は、返信の
宛名欄に代表者の住所、氏名
を記入してください。

※申込み1枚につき2人までです。

　鈴鹿川に入って採集や観
察を行い、生息する生き物を
学びます。
対　象　小学生以上
※小学生は必ず保護者の同伴が
必要です。

と　き　7月21日㈰、8月17
日㈯10時～12時30分

※両日とも同じ内容を予定してい
ます。
ところ　鈴鹿高等学校・鈴鹿
川（庄野橋付近）

※詳細は後日連絡します。
講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）
参加料　無料
定　員　各回80人（先着順）
申込み　6月24日㈪から、住

鈴鹿川のおさかな観察会
環境政策課　 382-7954 　382-2214

所、氏名、電話番号、参加人
数、参加希望日程をファクス
または電子メールで、NPO
法人市民ネットワークすずか
のぶどうへ
問合せ　NPO法人市民ネット
　ワークすずかのぶどう
　（　  387-0767　budou@
　mecha.ne.jp)
・



　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、ご参加ください。
ところ　鈴鹿工業高等専門
学校（白子町）
申込み　6月28日㈮から7月
10日㈬までに、鈴鹿高専
ホームページ（　http://w-
ww.suzuka-ct.ac.jp/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）」→申込ページ）で
希望講座を選択し、必要事
項を入力

※第5希望まで選択できます。
※定員を超えた場合は抽選し、7
月23日㈫までに連絡します。

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
　　chiiki@jim.suzuka-ct.
　ac.jp）
◆機械工学のひとこま～
　ロボットを組み立てて動か
してみよう（機械工学科）
対　象　中学生（3年生優先）
と　き　 8月24日㈯・25日㈰
定　員　各20人
◆楽しい電子回路工作（電気

鈴鹿高専
夏季ものづくり体験教室
総合政策課 　382-9038　 382-9040

電子工学科）
対　象　中学生
と　き　 8月6日㈫・7日㈬
定　員 各20人
◆マイコン電子制御（電子
情報工学科）　

対　象　①小学6年生・中学
生、②中学生

と　き　8月8日㈭
内　容　①IchigoJamでプロ
グラミング入門、②Arduino
で演奏と距離計測　
定　員 ①20人、②20人　  
◆身のまわりのおもしろ化
学実験（生物応用化学科）
対　象　中学生　
と　き　8月6日㈫・7日㈬
定　員　各32人  
◆ポンポン船でサイエンス
（材料工学科）
対　象　中学生
と　き　8月8日㈭・9日㈮
定　員　各20人

　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
ユースボランティア養成講座
を行います。
対　象　市内在住または通
学中の中学生から大学生
世代までの方

とき・内容
○7月20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
○7月21日㈰ 9時30分～12
時 赤ちゃんと出会ってみよ
う、13時～15時 積木ワーク

ユースボランティア
養成講座

子ども政策課 　382-7661　 382-9054

イチゴジャム

アルディーノ

ショップ、15時20分～16時
20分 まとめ

ところ　20日：つどいの広場
トゥインクル、21日：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　6月20日㈭から電話
またはファクスでつどいの
広場トゥインクル（（特非）こ
どもサポート鈴鹿内 桜島
町6-20-3 　383-1322 
10時～16時（土・日曜日、祝
日を除く））へ

※事前申し込みが必要です。
※講座終了後にボランティア参
加認定証を発行します。また、
ボランティアスタッフとしてトゥ
インクルで活動できます。

　「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」入賞作品を展示します。
と　き　7月6日㈯～18日㈭
（平日9時～19時、土・日曜日
9時～17時）

※最終日は15時までです。
ところ　市立図書館  本館
　ロビー
※鈴鹿バルーンフェスティバル
2019は、11月22日㈮から24日
㈰の日程で開催予定です。

鈴鹿バルーンフェスティ
バル2018フォト・スケッチ
コンテスト入賞者作品展示
地域資源活用課　 382-9020 　382-0304

グランプリ：「飛んでゆけ！」岡田智子さん

・

　深谷公園内にライトトラップ
を設置し、集まってきた昆虫を
観察します。
と　き　7月13日㈯19時30
分～20時30分

ところ　深谷公園（八野町）
※19時20分をめどに深谷公園管
理事務所前に集合してください。

講　師　篠木善重さん（三重
昆虫談話会）
参加料　無料
定　員　40人（先着順）
申込み　6月21日㈮から7月5
日㈮17時15分までに、住
所、氏名、電話番号、参加人
数を電話、ファクスまたは電
子メールで環境政策課へ

　ノカンゾウを観察する予定
です。
と　き　7月6日㈯9時から
（少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※徒歩・自転車などの方は開始時
刻までに開催場所にお越しく
ださい。

※自家用車でお越しの方には、沼
沢付近の駐車案内図をお渡し
します。当日の8時30分に飯
野地区市民センターでお受け
取りください。現地付近の道路
は駐車厳禁です。
定　員　25人（先着順）
参加料　無料

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　 382-9031　 382-9071

第2回自然観察会（灯火採集）
参加者募集

環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

理事務所前に集合してください。

持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

※雨天時は雨具を持参してくだ
さい。
申込み　6月21日㈮から電話
で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込みでき
ます。

第2回自然観察会（灯火採集）



理事務所前に集合してください。

　新名神高速道路鈴鹿パー
キングエリアで、この夏鈴鹿で
開催されるモータースポーツ
に親しむきっかけになるような
イベントを開催します。
と　き　6月23日㈰10時30
分～17時

ところ　新名神高速道路鈴
鹿パーキングエリア(PIT 
SUZUKA)
内　容　たなかつとむさん・中
村好江さんのライブパフォー
マンス、8耐ライダートーク
ショー、8耐・10Hマシン展示、
バルーンパフォーマンスなど

※詳しくは、鈴鹿F1日本グランプ
リ地域活性化協議会ホームペー
ジ(　http://suzuka21.com)
をご覧ください。

　福祉・保育・看護の仕事を
お探しの方を対象に、就活
応援セミナーと就職フェアを
開催します。
対　象　福祉・保育・看護の
職場への就職に関心のあ
る一般の方や学生の方

夏はSUZUKAへ！2019
地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

福祉・保育・看護の就職フェア
長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　水筒、タオル、帽子、

鹿パーキングエリア(PIT 

ショー、8耐・10Hマシン展示、

とき・内容　7月21日㈰10時
～12時 就活応援セミナー、
13時～15時30分 福祉・保
育・看護の就職フェア

ところ　メッセウィングみえ
（津市北河路町19-1）
※津新町駅から無料シャトルバス
を運行します。　

※託児を希望される方は、7月
12日㈮12時までに予約して
ください。
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会 三重県福祉人
材センター（　227-5160）

　直接水泳場窓口または
ホームページより申し込みく
ださい。なお、6月24日㈪より
先着順で受け付けします。
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　生後2カ月から歩く
前までの子どもと母親

と　き　7月17日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　ベビーマッサージで
赤ちゃんとのコミュニケー
ション、ママビクスで産後の
身体のシェイプアップ
講　師　NAOMIさん
定　員　各30人
参加料　1,300円
◆親子アイシング教室
対　象　親子(小学3年生以
上は1人でも参加可)

と　き　7月19日㈮13時30
分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　焼いたクッキーの表
面に色の付いたクリームで
人気キャラクターをデコレー
ションします。

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

講　師　向井ひとみさん
定　員　12組
参加料　1組1,600円

申込み　事前に電話で問い
合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センター窓口へ

※会員に加入すると特典があり
ます。
◆アーク溶接特別教育
と　き　7月23日㈫～25日㈭

鈴鹿地域職業訓練センター
7・8月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900 　387-1905

8時30分～17時
受講料　9,720円(教材費込)
申込み　6月25日(火)から
◆ガス溶接技能講習
と　き　8月6日㈫・7日㈬8時
40分～17時
受講料　9,504円(教材費込)
申込み　7月2日㈫から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：8月19日㈪・20
日㈫、実技：8月21日㈬・22
日㈭・23日㈮から1日を選択
8時40分～17時　　
受講料　1万2,420円（教材
費込）
申込み　7月18日㈭から
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10ｍ以上）
対　象　自動車免許など対
象資格をお持ちの方

と　き　学科：8月30日㈮8時
20分～18時10分、実技：8
月31日㈯・9月1日㈰のどち
らか1日を選択　8時～17
時10分
受講料　3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み　7月2日㈫から



手と手でこころをつなぐ

4月1日から鈴鹿市手話言語条例が施行されました。
このコーナーでは、手話に対する理解と普及を図るため、 障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

　4月 1日から鈴鹿市手話言語条例

が施行されました。このコーナーで

は、手話に対する理解と普及を図る

ため、皆さんに手話に関する情報を

発信しています。

新しい手話の作り方
　手話の新語は、厚生労働省から
委託を受けている日本手話研究所
が決めたものと、手話を使用する
人の間で自然発生的に広がったも
のがありますが、新しい元号の「令
和」は、日本手話研究所が確定し
たものです。毎年多くの手話が作
られ、役立てられています。

情報を保障する手話通訳
　新元号の発表会見に手話通訳が
ついたことは、大きな話題になり
ました。市内で開催される「すず
かフェスティバル」や「福祉大会」
などのイベントで、皆さんも手話
通訳がついている様子を目にされ
たことがあるかと思います。手話
通訳は聴覚障がい者の皆さんの情
報を保障する大切な手段です。鈴
鹿市手話言語条例では、多くの場
面で手話通訳がつくなど、聴覚障
がい者の皆さんの住みやすいまち
を目指しています。

【 令   和  】

花のつぼみがゆるやかに開き、や
がて花びらが輪となった指先から
ふくよかな薫りを放ち、和みゆく
さまを表しています。

指先を上に向けて５本の指をすぼめ

た片手を胸の脇に出します。

前に動かしながら指先をゆるやかに

開きます。


