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新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへ

産業政策課　382-8698　 382-0304

　影響を受けた中小企業者な
どに対する各種支援策をお知ら
せします。
〇三重県中小企業融資制度
（信用保証）
内　容　三重県により、それぞ
れ融資枠の拡大や保証料補
助率の上乗せ、据置期間の
延長などの事業者負担の軽
減、借入当初の資金繰りの支
援策が設けられました。
　　なお、セーフティネット資金
を利用する場合は、売上高な
どの減少に係る市の認定書
が必要です。
　・セーフティネット資金（保証4号）
　・セーフティネット資金（保証5号）
　・セーフティネット資金（危機関連
保証）
　・リフレッシュ資金
問合せ　三重県中小企業・
サービス産業振興課（　059-
　224-2447）、各取引先金融
機関

※セーフティネットに係る市の認定
については、産業政策課へお問
い合わせください。
〇日本政策金融公庫融資制度
（融資）
　・無利子・無担保融資
※新型コロナウイルス感染症特別
貸付および特別利子補給制度の
併用により、実質的な無利子にな
ります。
　・マル経融資（金利引き下げ）
問合せ　日本政策金融公庫事業
資金相談ダイヤル（　0120-
　154-505）
〇雇用調整助成金

内　容　事業者が労働者の雇
用維持を図った場合に、休業
手当や賃金などの一部を助
成するもので、特例措置とし
て要件の緩和や助成率の引
き上げなどが適用されます。
問合せ　三重労働局 雇用環
境・均等室総合労働相談コー
ナー（　059-226-2110）

※上記以外の支援策は、経済産業
省、三重県のホームページをご確
認ください。

75歳になる皆さんへ
国民健康保険料は
年金天引きされません 
保険年金課　382-9290　 382-9455

　国民健康保険などの健康保
険に加入している方は、75歳に
なると後期高齢者医療制度に移
行します。納付義務者の方が令
和2年度中（令和2年4月～令和3
年3月）に75歳になる場合は、令
和2年2月に支給された年金か
ら国民健康保険料が天引き（特
別徴収）されていた方でも、4月
以降は年金から天引きされませ
ん。この場合、納付書払や口座
振替（普通徴収）によって国民
健康保険料を納めていただくこ
とになります。7月中旬に送る令
和2年度国民健康保険料納付
通知書でご確認ください。
※後期高齢者医療制度については、
福祉医療課（　382-7627）へお
問い合わせください

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金制度では、国内に居
住する20歳以上60歳未満の全て
の方に、国民年金への加入が義
務付けられています。退職などで
年金の被保険者の種別が変わる

方は、必ず届出を行ってください。
届出をしないと、将来受け取る年
金額が少なくなるだけでなく、給
付を受けられない場合があります
ので、ご注意ください。
◆国民年金被保険者の種別
〇第1号被保険者：20歳以上
60歳未満の自営業者、学生、
フリーターなど
〇第2号被保険者：会社員や公
務員（厚生年金加入者）など
〇第3号被保険者：会社員や公
務員に扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者
◆こんなときは
〇会社などを辞めたとき
　　扶養されている配偶者も含
め、国民年金の加入届出が
必要です。保険年金課または
地区市民センター、年金事務
所で手続きをしてください。

※必要書類などは、下記へお問い
合わせください。
〇会社などに勤めたとき
　　会社などが年金事務所へ届
出をしますので、本人の届出は不
要です。扶養されている配偶者
（第3号被保険者）も同様です。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

戦没者のご遺族の方へ
第11回特別弔慰金支給

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

対　象　令和2年4月1日（基準
日）に、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法（以下援護法）に
よる遺族年金」などを受ける戦
没者の妻や父母がいない場合
で、次の順番で先順位の方

※ご遺族お一人に支給します。
①令和2年4月1日までに援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
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②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を
有していることなどの要件に応じ
て、順番が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者
等の三親等内の親族(おい、
めいなど)

※戦没者等の死亡時まで引き続き
1年以上戦没者等と生計関係を
有していた方に限ります。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債
請求期間　令和5年3月31日まで
持ち物　印鑑（インク付き印鑑
や欠けたもの不可）、本人確
認書類（運転免許証、健康保
険証など）、令和2年4月1日
（基準日）以降の請求者の戸
籍抄本

※請求者の特別弔慰金の請求歴、
遺族の現況などによって必要な
書類が異なります。詳細は受付窓
口で案内します。
◆受付窓口
ところ　健康福祉政策課（市
役所本館2階）

※5月7日㈭から市役所本館1階市民
ロビーに受付窓口を設置します。

※混雑緩和のため、次のとおり地区
別の受付日を設けました。該当す
る日程での手続きにご協力くだ
さい。
○5月18日㈪～22日㈮
　井田川・久間田・椿・深伊沢・
鈴峰・庄内

○5月25日㈪～29日㈮
　神戸・栄・天名・合川
○6月1日㈪～5日㈮
　玉垣・若松
○6月8日㈪～12日㈮
　一ノ宮・箕田
○6月15日㈪～19日㈮
　稲生・飯野・河曲

○6月22日㈪～26日㈮
　白子
○6月29日㈪～７月3日㈮
　牧田・石薬師
○7月6日㈪～7月10日㈮
　国府・庄野・加佐登

春の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　4月6日㈪から15日㈬まで、春
の全国交通安全運動が実施さ
れます。
　春の陽気に誘われ、行楽に
行かれる方が増加するこの時
季は、人や車の動きが活発にな
り、交通事故にあう危険性が高
くなります。市民の皆さん一人
一人が交通ルールを守り、交通
事故防止に努めましょう。

狂犬病予防注射時の
注意事項をお知らせします
環境政策課　382-9014　 382-2214

　3月5日号11ページ情報館でお
知らせした「狂犬病予防集合注
射」は予定どおり実施しますが、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、注意事項をお守りください。
〇注意事項
　・マスクを着用してください。
　・帰宅後は必ず手洗いをしてく
ださい。

　・発熱や咳などの症状のある
方は参加を自粛してください。
　・高齢者や基礎疾患のある方
は、感染予防対策を十分にし
てください。

※新型コロナウィルス感染症の影響
により、中止する場合がありま
す。なお、中止する場合は、市ホー
ムページでお知らせします。
◆狂犬病について
　狂犬病は動物・人間共通の感
染症で、発症すると治療方法が
ない非常に恐ろしい病気です。
世界の多くの国では現在でも発
生しており、いつ海外から侵入し
てくるかわかりません。犬種、室
内飼いの区別にかかわらず、狂
犬病予防注射は必ず毎年受け
ましょう。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　382-7831　 382-7660

　市税の口座振替開始には、手
続きに約1カ月かかりますので、
希望される方は早めに手続きを
お願いします。
　なお、申し込み手続きは金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口でできます。
持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　4月26日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　4月28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。
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公共下水道事業区域を
削減します

下水道工務課　368-1662　 368-1665

　公共下水道事業は、公衆衛
生の向上と海や河川の水質保
全を目的に、市街化区域の人
口が密集した地域を優先して、
昭和63年度から進めている事
業です。
　令和2年3月末には、計画区
域面積に対して、汚水を流すこ
とができる供用開始区域面積の
割合は約50％になりましたが、
全ての整備が完了するには、さ
らなる期間と多額の費用が必
要です。
　このため、公共下水道・農業
集落排水処理施設・合併処理
浄化槽などの各汚水処理方式
の中から、費用を最小限に抑え、
効率良く最適に整備できる方法
について検討を進めています。
　検討の結果、このたび事業
計画を見直して、公共下水道
事業の計画区域から下記の区
域を削減し、合併処理浄化槽
の区域に位置付けすることとし
ました。
　なお、削減した市街化区域に
ついては、個人の合併処理浄化
槽設置整備を促進するための
設置補助を拡充しますので、ご
活用ください。
削減区域　市街化調整区域お
よび市街化区域の一部（加
佐登町、加佐登一～四丁目、
高塚町、庄野町、汲川原町）

※詳しくは、鈴鹿市上下水道局ホー
ムページ（　 http://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/）をご覧く
ださい。

合併処理浄化槽
設置補助金の申請受付
営業課　368-1674　 368-1685

対象地域　次の区域を除いた
市内全域
　・下水道事業計画区域
　・農業集落排水事業区域
　・大型合併処理浄化槽処理区域
対象となる浄化槽または工事
　・5人槽から10人槽までの合
併処理浄化槽
　・住宅などの新築における合
併処理浄化槽の設置
　・既設の単独処理浄化槽また
は汲み取り便槽から合併処
理浄化槽に転換する場合に
おける合併処理浄化槽の設
置、単独処理浄化槽の撤去
および配管
補助金額　
　・新築による設置（5人槽）：12
万6,000円から
　・合併処理浄化槽への転換（5
人槽）：25万5,000円から、撤
去費：9万円、配管費：6万円

農業集落排水
接続促進補助金の申請受付
営業課　368-1674　 368-1685

対　象　農業集落排水処理施
設に接続するために、新たに公
共ますを設置し、条例に定める
手続きを適正に行っている方
対象経費　汚水を農業集落排
水処理施設に流入させるため
に必要な公共ますの設置費
補助金額　設置費のうち交付
対象経費の2分の1の金額
（上限15万円）
※詳しくは、鈴鹿市上下水道局ホー
ムページ(　http://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/)をご覧く
ださい。

公共下水道を使用できる
区域を拡大しました
営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日から、公共下水道が
使用できる区域が広がりました。
今回供用開始になる区域は、牧
田、白子、稲生、飯野、一ノ宮、玉
垣、若松、神戸、栄の各一部で、
合計約41ヘクタ－ルです。
　これにより、すでに供用してい
る区域と合わせて、約2,180ヘ
クタ－ルが公共下水道を使用で
きる区域になりました。

5月の水道料金などの
納期限および口座振替日
営業課　368-1670　 368-1685

　4月検針分の水道料金などの
納期限および口座振替日は、大
型連休のため、5月11日㈪から
13日㈬に変更します。

「すずか新商品
創造プロジェクト塾【第2期】」

参加事業者募集
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域資源を活用した
魅力ある“売れる”商品づくりに
向けて、必要となる知識の吸収
や新商品の試作、販売会への
出店など、座学と実践の両面か
ら一体的に学びます。
対　象　市内事業者（加工・製
造・販売、飲食事業に携わる方）
で、次の参加条件を満たす方
　・全ての講座に出席が可能で
あること
　・“売れる”新たな商品づくりに
向けた意欲を有すること
　・他の参加事業者と前向きに
意見交換ができること
　・第1期（令和元年度）に参加
していないこと
参加料　無料
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※交通費、食費などは参加者の実費
負担です。
講　師　内田勝規さん(㈱よし
もとプロダクツエンタテインメ
ント　物産事業エグゼクティ
ブプロデューサー)
定　員　10事業者程度
※申し込み状況により、お断りする
場合があります。
申込み　4月1日㈬から15日㈬
(当日消印有効)までに、件名
「すずか新商品創造プロジェク
ト塾【第2期】申込」・事業所な
どの名称・取扱商品・参加者
名・住所・連絡先を記入の上、
直接、郵送、ファクスまたは電
子メールで地域資源活用課
（〒513-8701（住所不要））ま
たは地区市民センターへ

パートタイム会計年度
任用職員（保育士など）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　市内の公立保育所（10園）で
勤務する非正規の職員を随時
募集します。

その他手当　交通費、期末手
当（条件あり）、有給休暇
申込み　子ども育成課へ
※採用試験はありません。
※随時職員登録します。

障がいに関する
各種手当の額改定

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　令和2年4月分から、次のとお
り手当額が改定されます。

〇特別児童扶養手当(1級)
　月額5万2,200円⇒月額5万
2,500円
〇特別児童扶養手当(2級) 
　月額3万4,770円⇒月額3万
4,970円
〇障害児福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円
〇特別障害者手当
　月額2万7,200円⇒月額2万
7,350円
〇経過的福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円

緑の募金にご協力を
農林水産課　382-9017　 382-7610

　緑の募金は、おいしい水やきれ
いな空気、地球温暖化の防止な
ど、多くの恵みを与えてくれる森
林を育むため、植樹や育樹の支
援などに役立てられます。将来の
世代に豊かな地球環境を残せる
よう、(公社)三重県緑化推進協
会と連携して、緑の募金活動を
実施しますので、ご協力ください。
申込み　5月29日㈮までに、農
林水産課、地区市民センター
の募金箱へ　　　

※払込取扱票でも募金できます。払
込取扱票は、募金箱設置場所で
入手できます。

からだと歯のこと
何でも電話相談

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　日頃から気になっている「から
だと歯に関する悩み」を医師・歯
科医師が直接回答します。
と　き　4月19日㈰10時～15
時
相談番号　　059-225-1071、
　059-225-8747
相談料　無料
問合せ　三重県保険医協会
（　059-225-1071　 http://
　mie-hok.org)

史跡伊勢国分寺跡
歴史公園完成

考古博物館　374-1994　 374-0986

　古代から受け継いだ貴重な
歴史的遺産を保存・継承するた
め、文化財の重要性や地域の
歴史を学ぶ場として、考古博物
館北隣に史跡伊勢国分寺跡歴
史公園が完成しました。　　　
　　

　歴史公園は約4.8haの芝生公
園で、園内には国分寺の講堂・金
堂など、主要な建物の位置がわ
かるように表示し、遊歩道や休憩
施設（あずまや）を設けました。ま
た、考古博物館3階の展望デッキ
からは全景を一望することができ
ます。ぜひご利用ください。
※伊勢国分寺跡は、奈良時代に聖
武天皇の詔により、伊勢国に創
建された国分寺の史跡です。

職種
保育士（資格有）
保育補助員（資格無）
保健師・看護師
調理員・介助員
用務員

1，200円
1，040円
1，200円
920円
900円

時給

みことのり
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お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対　象　満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期　間　7月1日㈬から1年間
モニター区間　鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）
定　員　1人
申込み　5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（　059-229-
　2218　059-229-2231)へ
※応募用紙はホームページ（　　
　https://www.cbr.mlit.go.jp/
　mie./river/aigo/index.html）
　で入手するか、電話で請求して
　ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と　き　5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ　文化会館けやきホール
内　容　夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定　員　500人
入場料　500円（当日支払い）
申込み　電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託　児　無料　6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（　http://
　www.city.suzuka.lg.jp/danjo/）
をご覧ください。

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
　また、メインステージでパ
フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と　き　8月1日㈯・2日㈰
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Ｃ　2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

　新型コロナウイルス感染
症の影響により、中止や延
期する場合があります。中
止などは、市ホーム
ページでお知らせ
します。



※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

申込み　5月15日㈮までに、すずか
フェスティバルホームページ（　
http://www.suzufes.com）で
問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局（市観光
協会内　〒510-0241白子駅
前17-12　火～日曜日　9時
30分～18時　380-5595　
　info@suzufes.com)

日本薬膳学会
管理薬膳師養成講座
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　「からだのしくみ」から「病気予
防や回復に役立つ食養生」まで
を丁寧に解説し、東洋医学・西
洋医学を融合した新しい「薬膳」
を伝えます。
対　象　薬膳や栄養学を学び
たい方、西洋医学や東洋医学
の基礎を学びたい方
と　き　各月1回（全11回）9時
30分～16時40分

※各月とも日曜日に開催します。
※開催期間は、6月から令和3年2
月までです。

※8月の講座はありません。6月・7月・
9月は月2回開催します。

ところ　鈴鹿医療科学大学千代
崎キャンパス（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳学・栄養学などの
講義（5科目）と薬膳実習

※日本薬膳学会認定資格「管理薬
膳師」が取得可能です。

定　員　30人（先着順）

受講料　8万円（前・後期各４万円）
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　5月22日㈮
(必着)までに、鈴鹿医療科学
大学（薬膳学会事務局　　
　384-9211）へ

※詳しくは、日本薬膳学会ホーム
ページ（　 http://yakuzen.jpn.

　org/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

　在住外国人への日本語学習
を支援する日本語ボランティア
は、日本語で日本語を教えるた
め、外国語ができない方でも支
援できます。この講座では、日本
語の教え方に加えて、ワーク
ショップを通して話題を学習へと
発展させる方法を学びます。
対　象　できる限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方
と　き　5月16日㈯～6月13日
㈯毎週土曜日13時30分～15
時、15時10分～16時40分
ところ　鈴鹿大学　
定　員　20人（先着順）
講　師　舟橋宏代さん、桟敷ま
ゆみさん、加納雅美さん
受講料　一般6,000円、賛助会
員3,000円（会員(年会費2,000
円)には随時加入できます）

申込み　4月30日㈭までに、郵便
番号・住所・氏名・電話番号をはが
き、ファクスまたは電子メールで、
鈴鹿国際交流協会（〒513-0801
神戸1-17-5　別館第3）へ

文化財講演会
～国分町の宝物(二)～
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　4月25日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容
〇壬申の乱―川曲の坂下について
　講師：磐城直嗣さん（光明寺住職）
〇『伊勢国分寺陳跡碑記』について
　講師：中森成行さん(考古博
　物館サポート会)　
参加料　無料
※講演会に参加の方は、常設展・速報
展の観覧料が無料になります。
主　催　考古博物館サポート会
問合せ  サポート会事務局 中森
　（　383-1995）

市民健康講座の中止
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月20日号8ページ健康館で
お知らせした下記の市民健康講
座は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。
と　き　4月16日㈭
ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール
内　容　痔と便秘～原因と治
療法について～

172020・4・5

電　話 電子メール ホームページファクス

かわ わ さか

ちんせき

しげ ゆき

ひ き

いわ き なお つぐ

もと



実はそれ、ぜんぶ三重なんです！
～GWや夏休みに行こう！
令和版三重の旅～

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　4月18日㈯～6月14日
㈰9時～17時まで（5月2日㈯
～6日(水・振休)19時まで）

※休館日は各月曜日（5月4日を除く）、
５月7日㈭です。
ところ　県総合博物館2階　
交流展示室（津市一身田上
津部田3060）
内　容　県内の各市町から地
域の名所ポスターや観光パン
フレット、写真やパネル、PR動
画などを一堂に集め、地域別
に展示します。
〇4月25日㈯・26日㈰は鈴鹿市
デー
　・伊勢型紙を使ったポーチ染め
ワークショップ
　・写真家“熱田護”さんが撮影
したF1写真の展示
主　催　県観光局（　059-224-
　2830）

ものづくり産業支援センター
「リーダー研修」

産業政策課　382-7011　 384-0868

　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内の中小製造企業
で働く係長、班長クラスの方で、
8日間の研修に参加できる方
と　き　5月16日㈯・22日㈮・30
日㈯、6月5日㈮・13日㈯・19日
㈮・27日㈯、7月3日㈮9時～16
時30分（6月5日8時30分～16
時30分、6月19日8時30分～16
時50分、7月3日12時30分まで）

※予備日は7月10日㈮です。
ところ　市役所別館第3　2階
ものづくり産業支援センター
会議室

手話奉仕員養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住、在勤また
は在学する18歳以上の方
で、手話の学習経験がなく、
全課程の7割以上を受講で
きる方
と　き　5月12日から令和3年
3月17日までの第1・2・4・5
火曜日、第3水曜日、第4木
曜日19時30分～21時と第4
土曜日13時15分～16時30
分（予定）
ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）（予定）
内　容　聴覚障がい者の支援
者として携われるための日常
会話程度の手話表現技術を
学習します。
定　員　25人（応募者多数の
場合は抽選）
受講料　無料（別途テキスト代
3,300円）
申込み　4月20日㈪までに、申込
用紙を直接障がい福祉課へ

※申込用紙は障がい福祉課で入手
できます。

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

　4月9日㈭から直接水泳場窓
口またはホームページで（先着
順）
◆ちびっこらんど運動あそび
対　象　3歳～4歳児　　
と　き　5月18日・25日、6月1
日・15日・22日(各月曜日)15
時15分～16時
ところ　水泳場　スタジオ
内　容　カラダを動かす楽しさ
を体感します。
講　師　山舗恵美子さん
定　員　15人
参加料　4,950円(全5回)

内　容　ものづくり製造現場の
改善手法に関する講義、グ
ループ活動
定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　4月24日㈮までに、直
接、電話、ファクスまたは電子
メールで産業政策課へ

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　382-9159　 383-1447　
◆危険物取扱者試験
と　き　乙種第4類　6月7日
㈰・14日㈰、丙種　6月14日
㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1-20）
申込み
〇電子申請　4月6日㈪9時か
ら17日㈮17時までに、（一財）
消防試験研究センターホーム
ページで
〇書面申請　4月9日㈭から20
日㈪(当日消印有効)までに、
願書に必要事項を記入の
上、郵送で(一財)消防試験
研究センター三重県支部
（〒514-0002津市島崎町
314）へ

※願書は、消防本部、中央消防署、
中央消防署各分署、南消防署で
入手できます。

◆予備講習会（乙種第4類）
対　象　乙種第4類を受験予
定の方
と　き　5月8日㈮9時30分～
16時
ところ　消防本部4階多目的
室（飯野寺家町217-1）
定　員　50人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月6日㈪から予防課
（平日8時30分～17時15分）へ
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　鈴鹿市人権教育センターでは、障がいのある
子どもたちや外国につながりのある子どもたちが
参加する体験活動などを行っています。また、中学
生の有志が集まる「子どもの人権ネットワーク」の
取り組みも行っています。
　「子どもの人権ネットワーク」では、差別やいじ
めをテーマに、一人一人がこれまでの自分の体
験を語り合いながら、身の回りにある差別やいじ
めをなくすため、意見交流をしています。時には、
涙をこらえながら体験を語る姿も見られます。
　また、人権劇の創作も行っています。今年度は
人権劇のテーマを『いじりといじめ』として、日常
にある“からかい”が相手を深く傷つけていること
を訴え、「自分にはどんな行動ができるのか」を
考えてもらう内容で創作しました。いじめをなくす
ための人権劇にするために、どうすれば観てい
る人に自分たちの思いが伝わるのかなど、子ども
たちは互いの考えを出し合って何度も話し合い

ました。そして「いじめられる方にも原因がある
というのは絶対におかしい」や「違いを認め合
うことができたら、みんなが安心して幸せにな
れる」といった思いを込めて、人権劇の練習を
重ねました。
　できあがった人権劇は、12月の鈴鹿市と亀山
市の生徒会役員が集う生徒会研修会で発表し
ました。生徒会役員からは「人権劇から、違いに
よって差別やいじめが起こってしまうことがわか
りました。違いがあってあたり前という考えを広
めていきたい」との感想を聞くことができました。
　「子どもの人権ネットワーク」に集う中学生た
ちは、集まって話し合いを重ねるうちに、「仲間と
ともに差別やいじめをなくしていきたい」という
気持ちを強くしていきました。まずは、互いが思い
を共有すること、そのことが、差別やいじめをなく
すための大きな一歩になると感じています。

子どもの人権ネットワーク
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

電　話 電子メール ホームページファクス

◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　5月13日、20日、27日
（各水曜日）11時～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　背骨を整えるやさしい
ヨガ、バランス感覚と体幹を
養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円(全3回)
◆テニスアカデミー体験入会
キャンペーン
対　象　5歳から小学生までの
初心者
期　間　4月5日㈰～30日㈭
ところ　庭球場　
内　容　期間中（平日：17時～
18時、土・日曜日・祝日：10時
～11時）であれば、1回の体
験レッスンが受けられます。

※時間を変更する場合があります。
講　師　三村鷹哉さん
参加料　無料
申込み・問合せ　期間中に電
話で講師（三村　080-9733-

　6629）へ

6月開講
職業訓練受講者募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者

※受講希望者は施設見学会（毎週
木曜実施）への参加が必要です。

期間・内容　
　・6月3日㈬～11月25日㈬溶接
技術科・住宅リフォーム技術科
　・6月3日㈬～12月21日㈪電気
施工技術科（企業実習付
コース）
受講料　無料

申込み　5月8日㈮までに、ポリ
テクセンター三重（四日市市
西日野町4691　320-2645
　http://www3.jeed.or.jp/
　mie/poly/）へ
※訓練期間中、無料で託児サービス
を利用できます（要事前相談）。

すずか茶ポーター
新茶摘み取りイベント中止
農林水産課　382-9017　 382-7610

　3月20日号4ページでお知らせ
した「新茶摘み取り協力隊すず
か茶ポーター」の新茶摘み取りイ
ベントは、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止します。

○固定資産税・都市計画税…1期
【納期限は4月30日㈭です】

の4 月 納税 納付・
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