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11月19日の戸籍住民課
日曜窓口休止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　戸籍住民課では、平日に市役
所へ来られない方のために毎週
日曜日の9時から12時まで日曜
窓口を開設していますが、11月19
日はシステムメンテナンスのため
開設しません。ご不便をお掛けし
ますがご了承ください。
※住基カードやマイナンバーカー
ドによるコンビニでの証明書自
動交付サービスは、通常どおり
利用できます。

鈴鹿市交通安全対策会議
公募委員募集

交通防犯課　382-9022　 382-7603　

　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市交通安全対策会議は、
子どもや高齢者の事故防止など、
市が実施する道路交通の安全に
関する総合的な施策の審議を行
う大切な会議です。この会議に市
民の皆さんのご意見を反映するた
め、委員を募集します。
対　象  市内に在住、在勤、在学
されている18歳以上の方（国、
地方公共団体の議員および常
勤の公務員を除く）
募集人数　2人
※任期満了に伴う募集です。
※会議は公募委員のほか、関係団
体などで構成されます。

※開催は年間数回程度です。
任  期　委嘱の日（平成30年1月
を予定）から2年間

報  酬　本市規定によります。
申込み　11月30日㈭17時15分
まで（必着）に市ホームページ
掲載または交通防犯課窓口備
え付けの応募申込書に必要事
項を記入の上、「あなたが考え

る交通安全対策」をテーマに、
800字程度にまとめた作文を
添えて、直接、郵送または電子
メールで交通防犯課へ

※選考結果は、直接本人に連絡します。
※応募申込書、作文についてはお
返ししません。

※提出いただいた情報は、本目的
以外には使用しません。

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

人権政策課　382-9011　 382-2214

　夫やパートナーからの暴力、職
場などにおけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為といった
女性をめぐるさまざまな人権問
題についての相談を受け付ける
専用の電話相談窓口です。
　平日の相談は法務局職員また
は人権擁護委員が、土・日曜日は
名古屋法務局の担当者がお受け
します。相談は無料で、秘密は厳
守します。
と　き　11月13日㈪～19日㈰
8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　0570-070-810（全
国統一番号）

※強化週間以外は、平日の8時30分
から17時15分まで同じ電話番号
で受け付けています。
問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193　
059-213-3319）へ

ハラスメント対応
特別相談窓口

産業政策課　382-8698　 382-0304

　妊娠・出産・育児休業などに関
するハラスメント（マタハラ）、セク
シュアルハラスメントについて、専
門の相談員が対応する相談窓口
を開設します。相談は無料で、秘
密は厳守します（匿名可）。

と　き　12月15日㈮まで（土・
日曜日、祝日は除く8時30分
～17時15分）　
ところ　津第二地方合同庁舎 
（〒514-8524津市島崎町
327-2）
問合せ　津労働基準監督署（　
059-227-1282)、三重労働
局(　059-226-2110(パワハ
ラなど)、　059-226-2318(マ
タハラ、セクハラ))

※三重労働局および地域の労働基
準監督署に設置されている総合
労働相談コーナーでは、常時職
場でのハラスメントに関する相
談に応じています。

一般競争入札による
市有地売却

住宅政策課　382-7616　 382-8188

所在地　東玉垣町字乙戸部
2800番2
地　目　宅地
地　積　1,713.63㎡
用途地域　第一種中高層住居
専用地域
予定価格（売却最低価格）　
49,910,000円

◆入札
と　き　11月27日㈪ 9時
ところ　市役所本館10階　
1004入札室
申込み　11月6日㈪から20日
㈪まで（土、日曜日を除く8
時30分～17時15分)に、直
接住宅政策課へ

※郵送による申し込みはできません。
※入札参加資格など詳しくは住宅
政策課（市役所本館10階）へ

60歳以降も国民年金保険
料を納めることができます
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は20歳以上60歳未
満の方が加入対象であり、40年

程2万7,000円、専門課程6
万7,500円、一般課程4万
8,000円）
○私立
　高等学校4万5,000円、高等
専門学校4万8,000円、短期
大学7万9,500円、大学8万
1,000円、専修学校(高等課
程4万5,000円、専門課程7
万9,500円、一般課程4万
8,000円)
貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据え
置き、その後10年以内(専修
学校一般課程は5年以内)
申込み　個別で相談に応じま
すので、事前に電話で来庁日
時を子ども政策課へ予約して
ください。

平成30年度公立保育所
嘱託保育士募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

受験資格　昭和33年4月2日以
降の生まれで、保育士資格を
取得または平成30年3月末日
までに取得見込みの方
雇用期間　平成30年4月1日～
平成31年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育に
関する業務
勤務条件
・給与は月額17万300円（平
成29年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。
・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時15分までで、7時
30分から18時30分までの
間に時差出勤もあります。ま
た、時間外勤務、休日勤務も
あります（職場の勤務形態

に準じる）。
・年次有休休暇は年間20日
（病気休暇、看護休暇など
もあります。慶弔などは鈴鹿
市職員に準じる）
採用予定人数　10人程度
申込み　11月6日㈪から27日
㈪まで(土･日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分)に、
採用試験申込書と作文・エン
トリーシートを直接または郵
送（簡易書留）で、子ども育
成課(〒513-8701（住所不
要）)へ

※採用試験申込書、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。郵送の場合は、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×23㎝程度)を同封し
てください。

※公立保育所の臨時保育士・延長
保育補助員（有資格者）・臨時給
食調理員の登録も随時受け付け
ています。
◆採用試験
と　き　12月10日㈰
ところ　神戸保育所（神戸4丁
目4-40）
内　容　面接（簡単な実技を
含む）、作文・エントリーシート
（申し込み時に提出）

わいわい春まつり
実行委員募集

国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　本番の平成30年4月22日㈰
まで毎月第一または第二金曜日
の19時から21時に集まり、企画
運営を行います。
申込み　電話または電子メー
ルで国際交流協会へ
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る交通安全対策」をテーマに、
800字程度にまとめた作文を
添えて、直接、郵送または電子
メールで交通防犯課へ

※選考結果は、直接本人に連絡します。
※応募申込書、作文についてはお
返ししません。

※提出いただいた情報は、本目的
以外には使用しません。

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

人権政策課　382-9011　 382-2214

　夫やパートナーからの暴力、職
場などにおけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為といった
女性をめぐるさまざまな人権問
題についての相談を受け付ける
専用の電話相談窓口です。
　平日の相談は法務局職員また
は人権擁護委員が、土・日曜日は
名古屋法務局の担当者がお受け
します。相談は無料で、秘密は厳
守します。
と　き　11月13日㈪～19日㈰
8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　0570-070-810（全
国統一番号）

※強化週間以外は、平日の8時30分
から17時15分まで同じ電話番号
で受け付けています。
問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193　
059-213-3319）へ

ハラスメント対応
特別相談窓口

産業政策課　382-8698　 382-0304

　妊娠・出産・育児休業などに関
するハラスメント（マタハラ）、セク
シュアルハラスメントについて、専
門の相談員が対応する相談窓口
を開設します。相談は無料で、秘
密は厳守します（匿名可）。

と　き　12月15日㈮まで（土・
日曜日、祝日は除く8時30分
～17時15分）　
ところ　津第二地方合同庁舎 
（〒514-8524津市島崎町
327-2）
問合せ　津労働基準監督署（　
059-227-1282)、三重労働
局(　059-226-2110(パワハ
ラなど)、　059-226-2318(マ
タハラ、セクハラ))

※三重労働局および地域の労働基
準監督署に設置されている総合
労働相談コーナーでは、常時職
場でのハラスメントに関する相
談に応じています。

一般競争入札による
市有地売却

住宅政策課　382-7616　 382-8188

所在地　東玉垣町字乙戸部
2800番2
地　目　宅地
地　積　1,713.63㎡
用途地域　第一種中高層住居
専用地域
予定価格（売却最低価格）　
49,910,000円

◆入札
と　き　11月27日㈪ 9時
ところ　市役所本館10階　
1004入札室
申込み　11月6日㈪から20日
㈪まで（土、日曜日を除く8
時30分～17時15分)に、直
接住宅政策課へ

※郵送による申し込みはできません。
※入札参加資格など詳しくは住宅
政策課（市役所本館10階）へ

60歳以降も国民年金保険
料を納めることができます
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は20歳以上60歳未
満の方が加入対象であり、40年

間(480月)全ての期間を納付する
ことで満額の老齢基礎年金を受
けることができます。何らかの理
由で、国民年金保険料を支払っ
ていない期間がある60歳以上
65歳未満の方は、国民年金に任
意加入することで、年金額を満額
に近付けたり、受給権を確保する
ことができる「高齢任意加入制
度」があります。希望される方は、
保険年金課または津年金事務所
で手続きをしてください。
※65歳以上70歳未満の方でも、
任意加入することにより受給権
を確保できる場合がありますの
でお問い合せください。
対　象　60歳以上65歳未満
の方（引き続き厚生年金など
の被保険者年金に加入され
る方、480月満了の方を除
く）
持ち物　年金手帳、通帳、通帳
届出印、共済組合加入期間
確認通知書（公務員であった
期間がある方）
問合せ　津年金事務所(　059-
　228-9112)

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付相談

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　高校、大学、専修学校などに
在学または進学しようとする子
をもつ母子家庭の母および父
子家庭の父を対象に修学資金
の貸付相談を行っています。
対　象　母子家庭の母、父子
家庭の父および父母のない
児童を養育する方
貸付限度額（月額）
○国公立
　高等学校2万7,000円、高等
専門学校3万1,500円、短期
大学6万7,500円、大学6万
7,500円、専修学校(高等課

程2万7,000円、専門課程6
万7,500円、一般課程4万
8,000円）
○私立
　高等学校4万5,000円、高等
専門学校4万8,000円、短期
大学7万9,500円、大学8万
1,000円、専修学校(高等課
程4万5,000円、専門課程7
万9,500円、一般課程4万
8,000円)
貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据え
置き、その後10年以内(専修
学校一般課程は5年以内)
申込み　個別で相談に応じま
すので、事前に電話で来庁日
時を子ども政策課へ予約して
ください。

平成30年度公立保育所
嘱託保育士募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

受験資格　昭和33年4月2日以
降の生まれで、保育士資格を
取得または平成30年3月末日
までに取得見込みの方
雇用期間　平成30年4月1日～
平成31年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育に
関する業務
勤務条件
・給与は月額17万300円（平
成29年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。
・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時15分までで、7時
30分から18時30分までの
間に時差出勤もあります。ま
た、時間外勤務、休日勤務も
あります（職場の勤務形態

に準じる）。
・年次有休休暇は年間20日
（病気休暇、看護休暇など
もあります。慶弔などは鈴鹿
市職員に準じる）
採用予定人数　10人程度
申込み　11月6日㈪から27日
㈪まで(土･日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分)に、
採用試験申込書と作文・エン
トリーシートを直接または郵
送（簡易書留）で、子ども育
成課(〒513-8701（住所不
要）)へ

※採用試験申込書、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。郵送の場合は、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×23㎝程度)を同封し
てください。

※公立保育所の臨時保育士・延長
保育補助員（有資格者）・臨時給
食調理員の登録も随時受け付け
ています。
◆採用試験
と　き　12月10日㈰
ところ　神戸保育所（神戸4丁
目4-40）
内　容　面接（簡単な実技を
含む）、作文・エントリーシート
（申し込み時に提出）

わいわい春まつり
実行委員募集

国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　本番の平成30年4月22日㈰
まで毎月第一または第二金曜日
の19時から21時に集まり、企画
運営を行います。
申込み　電話または電子メー
ルで国際交流協会へ



バイク、楽器（電子ピアノ・笛・ハーモ
ニカなど）は修理できません。

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重県司法書士会鈴亀支部
が司法書士無料相談会を開催
します。
と　き　11月12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2丁目15-18）
内　容　相続に関する相談、不
動産に関する相談、会社の登記
に関する相談、金銭トラブルなど
身近な法律問題に関する相談、
成年後見に関する相談など
相談料　無料
問合せ　三重県司法書士会　
鈴亀支部（日々 野　387-5667）

納税の夜間・休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　11月26日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　11月29日㈬・30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（　
351-1723）、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30年4
月1日現在
◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒(推薦)
対　象　中卒（見込みを含む）
の17歳未満の男子で、成績
優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長
が推薦できる者
申込み　12月1日㈮まで
試験日　平成30年1月6日㈯～
8日(月･祝)の指定する1日
試験会場　高等工科学校（神奈
川県）
◆陸上自衛隊高等工科学校
生徒(一般)
対　象　中卒（見込みを含む）
の17歳未満の男子
申込み　平成30年1月9日㈫まで
1次試験日　平成30年1月20日㈯
試験会場　県四日市庁舎（予定）
◆自衛官候補生（男子）
対　象　18歳以上27歳未満
の男子
申込み　随時受付
試験日　11月19日㈰、12月17

20 2017・11・5

 !"#$#%&’()*+,-./

+,01 -1 01

  !"#$%&# ’  
2345678539:;<=>?@ABCCD564 EFFGHIIJKL6KMNOLPK

QRSTU

VW
X+,YZ[\
X]Y^’_‘ab\‘ca[d*
XefYghij‘kl‘mn\

QRSTUopqrY+,stuvw
xy9+,01zu{|b^_}w

 ’( # %’#  %

 !"#$%

&’(&)*

+,-./01

 !"#$%&’(&)* +,-./ !"#$%&’()

 !"#

 !"#$"%#&$’(

 !

 !"#

"#$%&’() *+,-./0*1234

&-5678#9.:"#$;<=>?@AB3CD

EFGHIJ-56EK/’(;E#9LMN

.56-OP"QR*"STUIVG6

 !"#$%

&’(&)*

+,-./01

 !"#$%&’(&)* +,-./ !"#$%&’()

 !"#

 !"#$"%#&$’(

 !

 !"#

"#$%&’() *+,-./0*1234

&-5678#9.:"#$;<=>?@AB3CD

EFGHIJ-56EK/’(;E#9LMN

.56-OP"QR*"STUIVG6

日㈰
試験会場　受け付け時に案内

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　11月17日㈮14時15分
から
ところ　石薬師小学校　図書室
定　員　10人程度（会場の都合
上、制限する場合があります。）
受　付　当日13時15分から14
時05分までに、小学校職員玄
関で受け付け

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。
　当日おもちゃを説明書と共にお
持ち込みください。当日都合の悪い
方は、事前に廃棄物対策課までお
持ち込み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。
※廃棄物対策課での保管期間は1
年間です。
と　き　11月19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

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。
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※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

告
広
料
有

申込資格（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、上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　11月6日㈪から30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11月6日(月)から住宅政策課窓口で配布
します。　

※応募者多数の場合は12月15日(金)・18日(月)(予定)
に公開抽選会で決定します。　
入居時期　1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。

団  地 所 在 地 構  造 募集 
戸数 家  賃 

安 塚 団 地

 

安 塚 町 3 1 5 番 地

 

中層耐火造4階建て

 

1戸

 

11,900円～23,400円

ハ イ ツ 旭 が 丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階建て 2戸 17,200円～34,700円

十　宮　団　地 十 宮 三 丁 目 中層耐火造4階建て 1戸 14,400円～28,200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

 

12,600円～27,000円

 

     

◆一般世帯　3～5階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

桜 島 団 地  桜 島 町 五 丁 目  中層耐火造4階建て  1戸  14,500円～28,500円 

◆高齢者世帯　2階（単身者は不可）

高 岡 山 杜 の 郷  高 岡 台 四 丁 目  中層耐火造3階建て  2戸  20,000円～39,800円 

◆世帯区分なし　1～2階（一定の条件を満たす場合は単身者も可）

潮 風 の 街 磯 山  東 磯 山 二 丁 目  1戸  24,300円～47,800円 中層耐火造3・4階建て

◆世帯区分なし　3階（単身者は不可）
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佐佐木信綱記念館特別展
「佐佐木信綱と
ふるさと石薬師」

文化財課　382-9031　 382-9071

　歌人・佐佐木信綱は、明治5
年、石薬師村（現石薬師町）に
生まれました。信綱とふるさと
石薬師の「心の交流」の様相
を描き出します。
と　き　12月17日㈰までの9時
～16時30分

※月曜日と第3火曜日は休館日
ところ　佐佐木信綱記念館 展
示室（石薬師町1707-3）

入館料　無料
問合せ　佐佐木信綱記念館　
（　374-3140)

◆関連行事 　
○講演会
と　き　11月11日㈯13時30分
から

ところ　記念館2階ホール
内　容
・特別展解説
　講師　文化財課学芸員
・佐新書簡の公開―佐佐木信
綱・新村出両博士の真心
　講師　北川英昭
○ギャラリートーク
と　き　11月25日㈯10時30
分から、12月16日㈯14時30
分から

ところ　記念館展示室
講　師　文化財課学芸員

市民活動団体
団体力アップ講座

地域協働課　382-8695　 382-2214

　三重県を中心に放送タレン
トとして活躍する中西麻起さ
んが、人を納得させる声の出し
方、知って得する人を引き付け
る話し方やフリートークのコツを

お伝えする講座です。
と　き　11月28日㈫13時～15
時（受付12時30分から）

ところ　市役所本館12階 1204
会議室

内　容  話し方講座～人の印象
は、声と話し方で決まる！

講　師　中西麻起さん
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
共　催　鈴鹿市
協　力　みえ市民活動ボラン
ティアセンター

申込み　11月20日㈪までに団
体名または個人名、参加人
数、連絡先をファクスまたは
電子メールで、NPO法人市
民ネットワークすずかのぶど
う（白子駅前9-20白子サン
ズ3階　・　387-0767　
budou@mecha.ne.jp）へ

※本市は市民活動支援事業を
NPO法人市民ネットワークすず
かのぶどうに委託しています。

鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2017

市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月19日㈰10時～15
時(雨天決行)

ところ　鈴鹿フラワーパーク
(加佐登町1690-1)

内　容
○新鮮野菜などの販売、模擬
店の出店
○鈴鹿アンリミテッドFCによ
るサッカー教室

○鈴鹿の特産品の実演販売
○風船のプレゼント
○おねえさんとあそぼう
○ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン
○石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント 
○植木のプレゼント
○剪定枝チップ堆肥のプレゼント
○みえ森と緑の県民税市町交
付金を活用してフラワーパー
ク内に整備する木製遊具PR
のためのタオルハンカチの
配布

※各コーナーの内容は、天候その
他の事情により変更することが
あります。

考古博物館無料開放
考古博物館　374-1994　 374-0986

　｢関西文化の日｣を記念して、
特別展「道でつながる古代の
役所」と常設展示を無料でご
覧いただけます。また、ギャラ
リートークや火おこしの体験講
座も開催します。
と　き　11月18日㈯・19日㈰
ところ　考古博物館（国分町
224）
○ギャラリートーク
と　き　11月19日㈰　13時30
分から

ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

講　師　伊藤文彦さん（三重
県埋蔵文化財センター）、当
館学芸員
○体験講座
「まいぎり式で火をおこそう！」
と　き　11月18日㈯・19日㈰
受　付　11時～11時30分、15

・表彰式
・白子高校吹奏楽部コンサート
入場料　無料
問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193　
059-213-3319）へ

幼稚園・小・中学校
美術作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878

と　き
・市立中学校　11月11日㈯～
13日㈪10時～17時（最終日
は13時まで）
・市立幼稚園・小学校　12月
2日㈯～4日㈪10時～17時
（最終日は13時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール（庄野羽山四
丁目1-2）

内　容　市立幼稚園・小・中
学校の子どもたちの個性を
生かした絵画、彫刻、デザイ
ン、工作などの美術作品の
展示

入場料　無料

ポップづくり教室
図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　周りの人に勧めたい本のあら
すじや心に残る言葉、イラストを
添えたポップを作ります。
対　象　小学５年生以上
と　き　12月2日㈯14時～16時
ところ　市立図書館2階 視聴
覚室

定　員　15人（申し込み多数の
場合は抽選）

参加料　無料
持ち物　筆記用具（カラーサイ
ンペン、ボールペン、色鉛筆
など）、紹介したい本（図書
館の本は要相談）

申込み　11月16日㈭まで（必
着）に、必要事項を電子メール
または往復はがきで図書館へ

必要事項　①参加者氏名（フリ
ガナ）・②住所・③年齢・④
電話番号・⑤紹介したい本の
タイトル（2冊まで）
○電子メール：件名を「ポップづく
り教室」とし、本文に①～⑤・
⑥電子メールアドレスを記入

※迷惑メール対策などをおこなっ
ている方は、図書館からの電子
メールを受信できるよう、設定
してください。
○往復はがき：〈往信表面〉
〒513-0802鈴鹿市飯野寺
家町812　鈴鹿市立図書館

　〈往信裏面〉①～⑤
　〈返信表面〉郵便番号、住所、氏名
※抽選結果は、電子メールまたは返
信はがきでお知らせします。

    

さ しん

しん むらいずる
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お伝えする講座です。
と　き　11月28日㈫13時～15
時（受付12時30分から）

ところ　市役所本館12階 1204
会議室

内　容  話し方講座～人の印象
は、声と話し方で決まる！

講　師　中西麻起さん
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
共　催　鈴鹿市
協　力　みえ市民活動ボラン
ティアセンター

申込み　11月20日㈪までに団
体名または個人名、参加人
数、連絡先をファクスまたは
電子メールで、NPO法人市
民ネットワークすずかのぶど
う（白子駅前9-20白子サン
ズ3階　・　387-0767　
budou@mecha.ne.jp）へ

※本市は市民活動支援事業を
NPO法人市民ネットワークすず
かのぶどうに委託しています。

鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2017

市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月19日㈰10時～15
時(雨天決行)

ところ　鈴鹿フラワーパーク
(加佐登町1690-1)

内　容
○新鮮野菜などの販売、模擬
店の出店
○鈴鹿アンリミテッドFCによ
るサッカー教室

○鈴鹿の特産品の実演販売
○風船のプレゼント
○おねえさんとあそぼう
○ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン
○石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント 
○植木のプレゼント
○剪定枝チップ堆肥のプレゼント
○みえ森と緑の県民税市町交
付金を活用してフラワーパー
ク内に整備する木製遊具PR
のためのタオルハンカチの
配布

※各コーナーの内容は、天候その
他の事情により変更することが
あります。

考古博物館無料開放
考古博物館　374-1994　 374-0986

　｢関西文化の日｣を記念して、
特別展「道でつながる古代の
役所」と常設展示を無料でご
覧いただけます。また、ギャラ
リートークや火おこしの体験講
座も開催します。
と　き　11月18日㈯・19日㈰
ところ　考古博物館（国分町
224）
○ギャラリートーク
と　き　11月19日㈰　13時30
分から

ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

講　師　伊藤文彦さん（三重
県埋蔵文化財センター）、当
館学芸員
○体験講座
「まいぎり式で火をおこそう！」
と　き　11月18日㈯・19日㈰
受　付　11時～11時30分、15

時～15時30分
参加料　100円

考古博物館コンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

ところ　考古博物館　展示
ホール（国分町224）

入場料　無料
◆オカリナコンサート
と　き　11月19日㈰10時から
13時30分から

演奏者　ピア・ドル（樋口・大
道　他）

◆クラリネットコンサート
と　き　11月23日（木・祝）11
時から

演奏者　ファン・クラリネッツ！
※展示ホールでは、ミニコンサート
が開催できます。ご利用希望の方
は、考古博物館ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。

三重県中学生
人権作文コンテスト
表彰式イベント

人権政策課　382-9011　 382-2214

　次代を担う中学生に人権尊
重の重要性について理解を深
め、豊かな人権感覚を身につけ
てもらうことを目的として、昭和
56年度から「全国中学生人権
作文コンテスト」を実施していま
す。三重県内における最優秀
賞、優秀賞受賞者に対する表
彰式を開催します。
と　き　11月26日㈰12時～16
時（開場11時30分）

ところ　津リージョンプラザ　
お城ホール（津市西丸之内
23-1）

内　容
・桑名西高校演劇部による人権
啓発劇「インターネットラブ
リュー」

・表彰式
・白子高校吹奏楽部コンサート
入場料　無料
問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193　
059-213-3319）へ

幼稚園・小・中学校
美術作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878

と　き
・市立中学校　11月11日㈯～
13日㈪10時～17時（最終日
は13時まで）
・市立幼稚園・小学校　12月
2日㈯～4日㈪10時～17時
（最終日は13時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール（庄野羽山四
丁目1-2）

内　容　市立幼稚園・小・中
学校の子どもたちの個性を
生かした絵画、彫刻、デザイ
ン、工作などの美術作品の
展示

入場料　無料

ポップづくり教室
図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　周りの人に勧めたい本のあら
すじや心に残る言葉、イラストを
添えたポップを作ります。
対　象　小学５年生以上
と　き　12月2日㈯14時～16時
ところ　市立図書館2階 視聴
覚室

定　員　15人（申し込み多数の
場合は抽選）

参加料　無料
持ち物　筆記用具（カラーサイ
ンペン、ボールペン、色鉛筆
など）、紹介したい本（図書
館の本は要相談）

申込み　11月16日㈭まで（必
着）に、必要事項を電子メール
または往復はがきで図書館へ

必要事項　①参加者氏名（フリ
ガナ）・②住所・③年齢・④
電話番号・⑤紹介したい本の
タイトル（2冊まで）
○電子メール：件名を「ポップづく
り教室」とし、本文に①～⑤・
⑥電子メールアドレスを記入

※迷惑メール対策などをおこなっ
ている方は、図書館からの電子
メールを受信できるよう、設定
してください。
○往復はがき：〈往信表面〉
〒513-0802鈴鹿市飯野寺
家町812　鈴鹿市立図書館

　〈往信裏面〉①～⑤
　〈返信表面〉郵便番号、住所、氏名
※抽選結果は、電子メールまたは返
信はがきでお知らせします。

    



創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味の
ある方、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、起業して悩んでいる方

と　き　11月26日㈰13時30
分～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室　

内　容
○第1部「起業を事業として考
える」講師：高橋澄子さん（㈱
ＭＯＭＯ（モモ）　代表取締役）
○第2部「創業・起業とは」講
師：池田裕一さん（㈱日本能
率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　
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。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304　

対　象　事業計画書の作成方
法など、創業・起業準備で不
安や悩みを抱えている方

と　き　11月26日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん(㈱日本
能率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント)
定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

だり、イライラしたりと、からだだ
けでなくこころにもさまざまな変
化が起こります。この大切な時
期を健やかに過ごすためのポイ
ントを、産婦人科医師からお伝
えします。
対　象　妊産婦とそのご家族
の方など

と　き　11月29日㈬13時30
分～15時（開場：13時）

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　医師による講演会・質
疑応答

講　師　菅谷亜弓さん（産婦
人科医・白子ウィメンズホス
ピタル副院長）　　　　
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
直接健康づくり課窓口へ

いちばの朝市
農林水産課　382-9017　 382-7610

　新鮮な野菜・果実・鮮魚・魚
介類など安全・安心、おいしい
ものをたくさんそろえています。
「マグロの解体ショー」や「模擬
セリ」などのイベントも予定して
います。
と　き　11月26日㈰7時～12
時

ところ　北勢地方卸売市場（四
日市市河原田町字伊倉712）
主　催　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会
問合せ　同市場管理事務所
　（　347-8111）

　

　トークイベント
「鈴鹿墨の旅立ちに向かって

墨の豊かさ再発見」
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　11月19日㈰13時30
分～16時30分（開場13時）

ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール(庄野羽山四丁
目1-2）
内　容　鈴鹿墨のご縁でつな
がる4人の偉才による講話と
トークショー
出演者　伊藤亀堂さん（鈴鹿
墨・伝統工芸士）、ベアーテ・
ヴォンデさん（ベルリン・フン
ボルト大学森鴎外記念館学
芸員）、河原徳子さん（日本
文学研究家）、衣斐弘行さん
（寺院住職・鈴鹿市文化財調
査会会長）

定　員　各300人（先着順）
入場料　1,000円　
主　催　鈴鹿墨でつながる人
と文化の輪実行委員会
申込み・問合せ　電話で同実
行委員会へ（  090-5113-
　2432）

市民救命インストラクター
養成講座

消防課　382-9155　 383-1447

　市内で開催される普通救命
講習や救急入門コースなどの
指導を行う市民救命インストラ
クターについて学びます。
対　象　市内在住・在勤の方、
応急手当普及員の資格をお持
ちでない方、救急法の普及啓
発活動に参加いただける方
と　き　11月24日㈮～26日㈰
9時～18時（3日間連続で参
加が必要です。）

ところ　消防本部4階　多目的

室（飯野寺家町217-１）
内　容　
　・市民救命インストラクターの
説明
・応急手当普及員講習の実施
（成人などの心肺蘇生法お
よびAEDの取扱い、救命に
必要な応急手当の実技や基
礎医学）
・普通救命講習の指導要領の
習得

※講習にはテキストが必要になりま
すので、申し込みの際にお尋ねく
ださい。

※応急手当普及員講習のみの受講
も可能です。
定　員　30人程度
参加料　無料
申込み　直接または電話で中
央消防署（飯野寺家町217-1
　382-9161）へ

※24時間受け付けていますが、災
害出動時は対応できない場合が
あります。

鈴鹿市青少年育成
市民会議公開講座

｢つなぐ｣～人・夢・未来～
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月18日㈯13時30分
～15時30分（受付13時から）
ところ　ふれあいホール（南玉
垣町6600）

内　容　
　・鈴鹿市小中学生作文コン
クール表彰式と最優秀作品
2篇の朗読
　・白子高等学校吹奏楽部によ
る演奏
　・講話「吹奏楽部の指導を通
して思うこと」
※手話通訳あり
講　師　桐生智晃さん（白子
高等学校吹奏楽部顧問）

定　員　200人

参加料　無料
申込み・問合せ　電話または
ファックスで鈴鹿市青少年育
成市民会議事務局（　・　
382-0713（平日10時～12
時、13時～15時）へ　

クリスマス音楽
プラネタリウム

文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムに広がる冬の星
座を眺めながらの音楽会です。
満天の星と生演奏でゆったりとし
た時間をお過ごしください。また
特別番組「真夜中の太陽（ミッド
ナイト・サン）」を上映します。
と　き　12月23日(土・祝)
ところ　文化会館プラネタリ
ウム（飯野寺家町810）
内　容
○10時30分～11時30分（開場
10時）あるもにゅ（サックス）
○13時30分～14時30分（開場
13時）胡蝶（二胡・電子ピアノ）
○15時30分～16時30分（開
場15時）落合義視さん（ア
コースティクギター）
○17時30分～18時30分（開場
17時）サザンクロス（ゴスペル）

定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月18日㈯10時から
文化会館で整理券を配布し
ます。
※都合により演奏内容を変更する
場合があります。

※小学生以下は保護者同伴。2歳以
下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は休
止します。
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電　話 電子メール ホームページファクス

若松海岸
清掃ボランティア
若松地区市民センター

　385-0200　 385-4752

と　き　11月11日㈯8時～10
時、（荒天時中止）

ところ　千代崎漁港（メイン会
場）、千代崎海水浴場、原永
第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り美
化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

子育て応援！
わくわくフェスタ

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　子どもの育ちや子育て家庭を
応援するというメッセージを込め
たさまざまなイベントで、大人気
のお仕事体験や工作体験など
60団体のブースが出展します。
地元のサッカーチームである鈴
鹿アンリミテッドＦＣによるわくわく
サッカー教室も行います。 
と　き　11月23日（木・祝）10
時～16時

ところ　三重県立石薬師高等
学校　体育館など（鈴鹿市
石薬師町字寺東452）

参加料　無料
主　催　三重県、みえ次世代
育成応援ネットワーク

※駐車場は学校前にある広域防災
拠点または三重県消防学校をご
利用ください。

こころの健康セミナー
「知っておきたい！

お母さんのこころとからだ」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　妊娠や出産は喜ばしいことで
すが、ホルモンバランスの変化
などで不安になったり、落ち込ん

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味の
ある方、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、起業して悩んでいる方

と　き　11月26日㈰13時30
分～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室　

内　容
○第1部「起業を事業として考
える」講師：高橋澄子さん（㈱
ＭＯＭＯ（モモ）　代表取締役）
○第2部「創業・起業とは」講
師：池田裕一さん（㈱日本能
率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　
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。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304　

対　象　事業計画書の作成方
法など、創業・起業準備で不
安や悩みを抱えている方

と　き　11月26日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん(㈱日本
能率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント)
定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

だり、イライラしたりと、からだだ
けでなくこころにもさまざまな変
化が起こります。この大切な時
期を健やかに過ごすためのポイ
ントを、産婦人科医師からお伝
えします。
対　象　妊産婦とそのご家族
の方など

と　き　11月29日㈬13時30
分～15時（開場：13時）

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　医師による講演会・質
疑応答

講　師　菅谷亜弓さん（産婦
人科医・白子ウィメンズホス
ピタル副院長）　　　　
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
直接健康づくり課窓口へ

いちばの朝市
農林水産課　382-9017　 382-7610

　新鮮な野菜・果実・鮮魚・魚
介類など安全・安心、おいしい
ものをたくさんそろえています。
「マグロの解体ショー」や「模擬
セリ」などのイベントも予定して
います。
と　き　11月26日㈰7時～12
時

ところ　北勢地方卸売市場（四
日市市河原田町字伊倉712）
主　催　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会
問合せ　同市場管理事務所
　（　347-8111）

室（飯野寺家町217-１）
内　容　
　・市民救命インストラクターの
説明
・応急手当普及員講習の実施
（成人などの心肺蘇生法お
よびAEDの取扱い、救命に
必要な応急手当の実技や基
礎医学）
・普通救命講習の指導要領の
習得

※講習にはテキストが必要になりま
すので、申し込みの際にお尋ねく
ださい。

※応急手当普及員講習のみの受講
も可能です。
定　員　30人程度
参加料　無料
申込み　直接または電話で中
央消防署（飯野寺家町217-1
　382-9161）へ

※24時間受け付けていますが、災
害出動時は対応できない場合が
あります。

鈴鹿市青少年育成
市民会議公開講座

｢つなぐ｣～人・夢・未来～
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月18日㈯13時30分
～15時30分（受付13時から）
ところ　ふれあいホール（南玉
垣町6600）

内　容　
　・鈴鹿市小中学生作文コン
クール表彰式と最優秀作品
2篇の朗読
　・白子高等学校吹奏楽部によ
る演奏
　・講話「吹奏楽部の指導を通
して思うこと」
※手話通訳あり
講　師　桐生智晃さん（白子
高等学校吹奏楽部顧問）

定　員　200人

参加料　無料
申込み・問合せ　電話または
ファックスで鈴鹿市青少年育
成市民会議事務局（　・　
382-0713（平日10時～12
時、13時～15時）へ　

クリスマス音楽
プラネタリウム

文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムに広がる冬の星
座を眺めながらの音楽会です。
満天の星と生演奏でゆったりとし
た時間をお過ごしください。また
特別番組「真夜中の太陽（ミッド
ナイト・サン）」を上映します。
と　き　12月23日(土・祝)
ところ　文化会館プラネタリ
ウム（飯野寺家町810）
内　容
○10時30分～11時30分（開場
10時）あるもにゅ（サックス）
○13時30分～14時30分（開場
13時）胡蝶（二胡・電子ピアノ）
○15時30分～16時30分（開
場15時）落合義視さん（ア
コースティクギター）
○17時30分～18時30分（開場
17時）サザンクロス（ゴスペル）

定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月18日㈯10時から
文化会館で整理券を配布し
ます。
※都合により演奏内容を変更する
場合があります。

※小学生以下は保護者同伴。2歳以
下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は休
止します。
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鈴鹿の街音楽祭2017
～音楽でみんなつながろう～

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755  

　合唱、声楽、吹奏楽、ポップ
ス、ロック、琉球民謡などいろ
んなジャンルの音楽が一度に
楽しめる音楽祭です。
と　き　11月19日㈰12時30
分から（開場12時）

※オープニングは11時45分から
※市内飲食店によるマルシェを11
時から市民ロビーで行います。
ところ　文化会館　けやきホ
ール、さつきプラザ（飯野寺
家町810）
入場料　無料
※出演者など詳しくはホームページ
（　http://www.s-bunka.net/）
をご覧ください。
◆ランチタイムコンサート
と　き　11月14日㈫12時～
12時45分
ところ　鈴鹿ハンター　サブ
コート（算所二丁目5-1）
出演者　花の和リピート、The 
Two

ウインターアドベンチャー
鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

　冬の自然に会いに来ません
か？広大な鈴鹿青少年の森公
園での自然体験活動や、野外

対　象
○年中～2年生クラス　　　
○小・中学生クラス
○選手クラス
と　き　11月18日㈯～12月
17日㈰

※詳しい時間などはお問い合わせ
ください
ところ　テニス場センターコ
ート
参加料　無料
問合せ　田中（　080-9733-
　6629）
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炊飯、ロマンティックなキャンド
ルファイヤーなどの活動を通し
て冬の自然の理解を深めます。
1泊2日の集団宿泊体験により、
人との出会いの大切さを学び
ます。
対　象　小学4年生～中学2
年生
と　き　12月9日㈯～10日㈰
　1泊2日
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターおよびその周辺（住吉町
南谷口）
定　員　42人
※応募者多数の場合は抽選
参加料　3,500円
申込み　11月5日㈰から25日
㈯まで(必着)に、センター所
定用紙に記入し、郵送または
ファクスで県立鈴鹿青少年
センター（〒513-0825住吉
町南谷口）へ

ブルキナファソ
ナショナルデー2017

in鈴鹿
市民対話課　382-9058　 382-7660

　西アフリカの内陸国「ブルキ
ナファソ」を紹介するナショナル
デー記念式典を開催します。
と　き　11月17日㈮18時～
19時
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）　
内　容　駐日大使による本国
紹介の講演、三重アクターズ
養成所と白子高校吹奏楽部
によるミュージカル「ライオン
キング」公演
参加料　無料
◆ブルキナファソパネル展
と　き　11月17日㈮9時～19
時
ところ　文化会館　さつきプ
ラザ（飯野寺家町810）　

外国籍児童の
学習をサポートする
ボランティア養成講座

国際交流協会　383-0724　 383-0639

　 sifa@mecha.ne.jp

　外国籍の子どもたちの学習
環境や教室の役割などについ
てお伝えし、活動につなげるこ
とを目標に実施します。
対　象　外国籍児童の学習
支援に興味がある方
と　き　11月18日㈯10時30
分～11時30分
ところ　市役所別館第3　2
階北会議室
講　師　中林幸春さん（ワー
ルドキッズ代表）
定　員　20人
参加料　無料
活動場所　牧田会館　ワール
ドキッズ(毎週土曜日10時30
分～11時30分)
申込み 11月15日㈬までに、郵
便番号、住所、名前、電話番
号をファクスまたは電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ

鈴鹿青少年の森
「トリムチャレンジ2017」
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　鈴鹿青少年の森の公園内に
あるトリムコース（ 1周約
2.5km）を利用してトリム競技
大会を行います。
　ランニングの部、ウォーキン
グの部それぞれ1位から3位ま
で賞状と副賞をプレゼントし
ます。
※トリム競技大会はタイムを競う
のではなく、自己申告タイムの
差を競います。
対　象　小学生以上で、想定
距離を60分以内に走れる方
または歩ける方
と　き　12月10日㈰9時30分

◆ベビービクス・ママビクス教室
  ベビーマッサージとママのエア
ロビクス　看護師で助産師
でもある講師です。
対　象　2カ月～歩く前までの
親子
と　き　11月15日㈬11時～
12時30分、13時30分～15
時
ところ　水泳場　会議室
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆楽しいアイシング教室
  クッキーにかわいくデコレーシ
ョンします。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）
と　き　11月24日㈮10時30
分～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）
◆テニスアカデミー無料体験
週間



対　象
○年中～2年生クラス　　　
○小・中学生クラス
○選手クラス
と　き　11月18日㈯～12月
17日㈰

※詳しい時間などはお問い合わせ
ください
ところ　テニス場センターコ
ート
参加料　無料
問合せ　田中（　080-9733-
　6629）

～15時（小雨決行）
集　合　鈴鹿青少年の森公
園多目的グラウンド（住吉町
字中大谷6744-1）
内　容　　　　
〇ランニングの部　約5km　
受　付　9時から
競技開始　10時から
〇ウォーキングの部　約2.5ｋｍ
受　付　13時から
競技開始　14時から
定　員　各50人（先着順）
参加料　各300円（保険料を
含む。）
申込み　１１月６日㈪から12月5
日㈫までに参加種目、申告タイ
ムを電話で鈴鹿青少年の森へ

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

申込み　11月7日㈫より先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで。

　11月11日（土）に一ノ宮団地隣保館・児童セン
ターと鈴鹿市人権教育センターで「ぬくたいフェ
スタ２０１７～ともに生きる～」が開催されます。
このイベントは国の定めた「障害者週間（12月3
日～9日）」に合わせて、この地域でも障がい者
差別をなくし、全ての人がいきいきと暮らせるぬ
くたい（あたたかい）まちをみんなでつくることを
目指して始まりました。「障害者週間」とは、障が
い者の自立と社会参加を促進し、障がい者をと
りまく課題について国民の理解と認識を一層高
めるための啓発をする期間です。
　「ぬくたいフェスタ」はこの地域の保育所・幼稚
園・小学校・中学校や地域、関係機関が中心と
なり実行委員会を組織し、地域住民や当事者と
共に行う啓発イベントです。このフェスタでは、

障がい者差別をなくすためのメッセージがこの地
域の小中学校から発信されています。2004年に始
まり今年で14回目となり、参加人数が増えること
で発信するメッセージも少しずつ広がっています。
　2016年4月に「障害者差別解消法」が施行さ
れました。学校でも社会でも障がい者への差別
をなくすための取組や、障がい者が生活しやす
くなるための配慮がなされています。障がいの
ある人とない人が共に生きる社会、全ての人が
暮らしやすい社会を築いていくことが望まれて
います。このような社会に近づくために、まずは
互いの存在を意識し合い、その人らしさを認め
合うことから始めましょう。そして、だれもが自
分らしく生き生きと輝く社会の実現に向けてみ
んなで一緒に考えていきましょう。

だれもが自分らしく生き生きと輝く社会の実現に向けて
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp市 民 対 話 課 　382-9058　 382-7660
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214

の11月 納税
国民健康保険税…5期
【納期限は11月30日㈭です】

272017・11・5

電　話 電子メール ホームページファクス

炊飯、ロマンティックなキャンド
ルファイヤーなどの活動を通し
て冬の自然の理解を深めます。
1泊2日の集団宿泊体験により、
人との出会いの大切さを学び
ます。
対　象　小学4年生～中学2
年生
と　き　12月9日㈯～10日㈰
　1泊2日
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターおよびその周辺（住吉町
南谷口）
定　員　42人
※応募者多数の場合は抽選
参加料　3,500円
申込み　11月5日㈰から25日
㈯まで(必着)に、センター所
定用紙に記入し、郵送または
ファクスで県立鈴鹿青少年
センター（〒513-0825住吉
町南谷口）へ

ブルキナファソ
ナショナルデー2017

in鈴鹿
市民対話課　382-9058　 382-7660

　西アフリカの内陸国「ブルキ
ナファソ」を紹介するナショナル
デー記念式典を開催します。
と　き　11月17日㈮18時～
19時
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）　
内　容　駐日大使による本国
紹介の講演、三重アクターズ
養成所と白子高校吹奏楽部
によるミュージカル「ライオン
キング」公演
参加料　無料
◆ブルキナファソパネル展
と　き　11月17日㈮9時～19
時
ところ　文化会館　さつきプ
ラザ（飯野寺家町810）　

外国籍児童の
学習をサポートする
ボランティア養成講座

国際交流協会　383-0724　 383-0639

　 sifa@mecha.ne.jp

　外国籍の子どもたちの学習
環境や教室の役割などについ
てお伝えし、活動につなげるこ
とを目標に実施します。
対　象　外国籍児童の学習
支援に興味がある方
と　き　11月18日㈯10時30
分～11時30分
ところ　市役所別館第3　2
階北会議室
講　師　中林幸春さん（ワー
ルドキッズ代表）
定　員　20人
参加料　無料
活動場所　牧田会館　ワール
ドキッズ(毎週土曜日10時30
分～11時30分)
申込み 11月15日㈬までに、郵
便番号、住所、名前、電話番
号をファクスまたは電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ

鈴鹿青少年の森
「トリムチャレンジ2017」
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　鈴鹿青少年の森の公園内に
あるトリムコース（ 1周約
2.5km）を利用してトリム競技
大会を行います。
　ランニングの部、ウォーキン
グの部それぞれ1位から3位ま
で賞状と副賞をプレゼントし
ます。
※トリム競技大会はタイムを競う
のではなく、自己申告タイムの
差を競います。
対　象　小学生以上で、想定
距離を60分以内に走れる方
または歩ける方
と　き　12月10日㈰9時30分

◆ベビービクス・ママビクス教室
  ベビーマッサージとママのエア
ロビクス　看護師で助産師
でもある講師です。
対　象　2カ月～歩く前までの
親子
と　き　11月15日㈬11時～
12時30分、13時30分～15
時
ところ　水泳場　会議室
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆楽しいアイシング教室
  クッキーにかわいくデコレーシ
ョンします。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）
と　き　11月24日㈮10時30
分～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）
◆テニスアカデミー無料体験
週間
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