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人との接触を8割減らす
10のポイント

健康づくり課 　382-2252　 382-4187

消費者ホットライン
「188（いやや）」へ相談を

鈴鹿亀山消費生活センター
 　375-7611　 370-2900

　新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策として実施され
る特別定額給付金事業につ
いて、市民の皆さんに可能な
限り迅速かつ的確に給付金を
お届けするため、市は「特別定
額給付金室」を設置しました。
　給付金の受給には「郵送申
請」または「マイナポータルを
通じたオンライン申請」のいず
れかの手続きが必要です。郵
送申請に必要な書類を5月19
日㈫から順次発送しています
ので、同封の案内に沿ってお
手続きをお願いします。なお、
給付金に関することは、市
ホームページで随時お知らせ
しますので、ご確認ください。
　特別定額給付金について不
明な点があれば、特別給付金
室または総務省コールセン
ターへお問い合わせください。
※マイナポータルであれば、オン
ライン申請ができますが、申請
にはマイナンバーカードが必要
です。
問合せ　総務省コールセン
ター（　0１２０-260020 9時
～18時30分）

◆振り込め詐欺などにご注意を
　特別定額給付金事業に関
連した振り込め詐欺などの
発生が懸念されます。市や
総務省が次のようなことを
皆さんに求めることは絶対に
ありません。市や総務省など
を装った電話がかかってきた
場合は、警察相談専用電話
（＃9110）にご連絡ください。
・手数料などの振り込みを求
めること
・ATM（銀行・コンビニなど
の現金自動支払機）の操作
をお願いすること
・ATMを自分で操作して、他
人からお金を振り込んでも
らうこと
・世帯構成や銀行口座の番
号などの個人情報を電話や
メールで問い合わせること

　新型コロナウイルスに感染し
ないためには、手洗いや咳エチ
ケット、換気、3つの密（密閉、密
集、密接）を回避し、「人との接
触を8割減らす」ことが重要で
す。あなたと身近の命を守れる
よう、次の10のポイントを参考に
日常生活を見直してみましょう。
１）ビデオ通話でオンライン

帰省する。
２）スーパーは一人または少人
数で、すいている時間に行く。

３）ジョギングは少人数で行
い、公園はすいた時間と場
所を選ぶ。

４）待てる買い物は通販でする。
５）飲み会はオンラインでする。
６）診療は遠隔診療を活用する。
７）動画を活用して、自宅で
筋トレなどを行う。

８）飲食は、持ち帰りや宅配を
利用する。

９）仕事は在宅勤務で行う。
10）会話するときは、マスクを
着ける。

※参考：厚生労働省ホームページ

　新型コロナウイルス感染症
に便乗した詐欺などのトラブル
が発生しています。消費生活セ
ンターでは、消費生活全般に
関する苦情や問い合わせを受
け付けています。困ったときは
悩まずに、消費者ホットライン
「188」にご相談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活
センター（　375-7611
　月～金曜日（祝日、年末年
始を除く）9時～16時）

特別定額給付金
特別定額給付金室

　382-9291　 382-9040
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※「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。

　新型コロナウイルスの影響
により外出自粛が続く中、市で
はおうちでできる手遊びやふ
れあい遊び動画をYouTube
（鈴鹿市公式）で配信してい
ます。動画を見ながら親子で
楽しいひとときをお過ごしく
ださい。
◆電話で子育て相談を
　子育て支援センターりんり
んでは、電話相談を受け付け
ています。家庭での子育ての
悩みなどがあれば、気軽にご
相談ください。
問合せ　子育て支援センター
りんりん（　372 -3338
　　372-3303 火～土曜日
　（第2火曜日を除く）8時30
　分～17時15分）

　6月から令和2年度所得課税
証明書（令和元年中の所得）の
発行が始まるため、戸籍住民課
や地区市民センター窓口の混
雑が予想されます。コンビニな
どのマルチコピー機で所得課
税証明書をはじめ、住民票の写
し、印鑑登録証明書を取得する
ことができますので、コンビニ交
付サービスをご利用ください。
※利用する場合は、マイナンバー
カード（利用者証明用電子証明
書搭載のもの）または住民基本
台帳カード（証明書コンビニ交
付サービス利用登録のもの）と、
4桁の暗証番号の入力が必要
です。マイナンバーカードの申
請については、市ホームページ
または戸籍住民課コールセン
ター（　327-5056）へお問い
合わせください。

※各証明書が1通200円で取得
できます（窓口交付の場合、1
通300円）。

※ATM感覚で利用でき、申請書
の記入は不要です。

※マイナンバーカードは申請から
取得まで1カ月以上かかります。

※住民基本台帳カードの新規発
行、証明書コンビニ交付サー
ビス利用登録、暗証番号の再
設定は行っていません。

※所得課税証明書は最新年度
のみです。

※所得課税証明書、印鑑登録証
明書の取得は、ご自身のもの
に限ります。
◆6月1日はコンビニ交付
　サービスでの所得課税
　証明書の発行ができません
　機器メンテナンスのため、6月
1日は所得課税証明書の発行が
できませんので、ご注意ください。
と　き　6月１日㈪終日
※住民票の写しと印鑑登録証明
書は発行できます。

　「令和2年度国民健康保
険料所得申告書」を、5月26
日㈫に発送します。必要事項
を記入して、6月9日㈫までに
保険年金課へ提出してくださ
い。適正な国民健康保険料
の算定や保険給付のために
も、必ず提出をお願いします。
対　象　国民健康保険に加
入中で、確定申告書や市・
県民税申告書の提出がな
く、給与や公的年金の支払
者から支払報告書が提出
されていないなど、前年中
の所得金額が不明な方

※所得がない方も提出してください。
※すでに確定申告書や市・県民税

は廃止の手続きがない場合、
令和2年度も引き続き契約い
ただいている口座から振替を
行います。
　振替口座を変更または廃
止する必要がある場合は、早
めに手続きを行ってください。

決定案件
①鈴鹿都市計画区域区分の
変更（三重県決定）
　道伯・稲生ほか2地区にお
ける区域区分について、変
更を行う。
②鈴鹿都市計画用途地域の
変更（鈴鹿市決定）
　道伯・稲生ほか2地区におけ
る区域区分の変更に伴い、
用途地域の変更を行う。
縦覧期間　6月2日㈫～16日
㈫（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）　
縦覧場所　
①県都市政策課（津市広明
町13 本庁4階）および市
都市計画課（市役所本館
9階）
②市都市計画課
意見書　縦覧期間内であれ
ば、下記へ意見書の提出
ができます。
①県都市政策課（宛先:知事）
②市都市計画課（宛先:市長）

問合せ
①県都市政策課（　059-224-
　2718）
②市都市計画課

　6月定例議会の本会議を
ケーブルネット鈴鹿112chで
生放送します。
と　き　6月4日㈭・12日㈮・
15日㈪～18日㈭・30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。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、咳や発熱など
で体調のすぐれない方は、傍
聴をお控えください。

　6月30日㈫まで、市役所本
館12階でマイナンバーカード
特設窓口を開設しています。
顔写真撮影サービスなどもあ
りますので、ご利用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日
号情報館11ページをご覧くだ
さい。

令和2年度国民健康保険料
所得申告書の提出を

保険年金課 　382-9290　 382-9455

所得課税証明書の取得は
コンビニで

戸籍住民課　 382-9013　 382-7608
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おうちでできる手遊び・
ふれあい遊び動画の配信

子ども政策課　
 382-7661　 382-9054

YouTube
（鈴鹿市公式）
二次元コード
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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

　6月から令和2年度所得課税
証明書（令和元年中の所得）の
発行が始まるため、戸籍住民課
や地区市民センター窓口の混
雑が予想されます。コンビニな
どのマルチコピー機で所得課
税証明書をはじめ、住民票の写
し、印鑑登録証明書を取得する
ことができますので、コンビニ交
付サービスをご利用ください。
※利用する場合は、マイナンバー
カード（利用者証明用電子証明
書搭載のもの）または住民基本
台帳カード（証明書コンビニ交
付サービス利用登録のもの）と、
4桁の暗証番号の入力が必要
です。マイナンバーカードの申
請については、市ホームページ
または戸籍住民課コールセン
ター（　327-5056）へお問い
合わせください。

※各証明書が1通200円で取得
できます（窓口交付の場合、1
通300円）。

※ATM感覚で利用でき、申請書
の記入は不要です。

※マイナンバーカードは申請から
取得まで1カ月以上かかります。

※住民基本台帳カードの新規発
行、証明書コンビニ交付サー
ビス利用登録、暗証番号の再
設定は行っていません。

※所得課税証明書は最新年度
のみです。

※所得課税証明書、印鑑登録証
明書の取得は、ご自身のもの
に限ります。
◆6月1日はコンビニ交付
　サービスでの所得課税
　証明書の発行ができません
　機器メンテナンスのため、6月
1日は所得課税証明書の発行が
できませんので、ご注意ください。
と　き　6月１日㈪終日
※住民票の写しと印鑑登録証明
書は発行できます。

　「令和2年度国民健康保
険料所得申告書」を、5月26
日㈫に発送します。必要事項
を記入して、6月9日㈫までに
保険年金課へ提出してくださ
い。適正な国民健康保険料
の算定や保険給付のために
も、必ず提出をお願いします。
対　象　国民健康保険に加
入中で、確定申告書や市・
県民税申告書の提出がな
く、給与や公的年金の支払
者から支払報告書が提出
されていないなど、前年中
の所得金額が不明な方

※所得がない方も提出してください。
※すでに確定申告書や市・県民税

 申告書を提出した方に届いた場
合は、申告書の写し（コピーし
たもの）を添付して提出してく
ださい。

　65歳未満の方で解雇など
の会社都合により離職され、
雇用保険の失業等給付を受
給している方または受給して
いた方で、雇用保険受給資格
者証の離職理由が以下の数
字の場合は、届出することで
国民健康保険料（税）が軽減
される場合があります。
離職理由コード　11、12、
21、22、23、31、32、33、34
持ち物　雇用保険受給資格
者証、マイナンバー、本人
確認書類
問合せ　手続きについて：保
険年金課、雇用保険受給
資格者証について：公共
職業安定所（ハローワーク
　382-8609）

　国民健康保険料（税）を指
定の口座から振替納付して
いる世帯で、口座の変更また

は廃止の手続きがない場合、
令和2年度も引き続き契約い
ただいている口座から振替を
行います。
　振替口座を変更または廃
止する必要がある場合は、早
めに手続きを行ってください。

決定案件
①鈴鹿都市計画区域区分の
変更（三重県決定）
　道伯・稲生ほか2地区にお
ける区域区分について、変
更を行う。
②鈴鹿都市計画用途地域の
変更（鈴鹿市決定）
　道伯・稲生ほか2地区におけ
る区域区分の変更に伴い、
用途地域の変更を行う。
縦覧期間　6月2日㈫～16日
㈫（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）　
縦覧場所　
①県都市政策課（津市広明
町13 本庁4階）および市
都市計画課（市役所本館
9階）
②市都市計画課
意見書　縦覧期間内であれ
ば、下記へ意見書の提出
ができます。
①県都市政策課（宛先:知事）
②市都市計画課（宛先:市長）

問合せ
①県都市政策課（　059-224-
　2718）
②市都市計画課

　6月定例議会の本会議を
ケーブルネット鈴鹿112chで
生放送します。
と　き　6月4日㈭・12日㈮・
15日㈪～18日㈭・30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。

※新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、咳や発熱など
で体調のすぐれない方は、傍
聴をお控えください。

　6月30日㈫まで、市役所本
館12階でマイナンバーカード
特設窓口を開設しています。
顔写真撮影サービスなどもあ
りますので、ご利用ください。
※詳しくは、広報すずか4月5日
号情報館11ページをご覧くだ
さい。

国民健康保険料(税)の振替
口座を登録している方へ
保険年金課 　382-9290　 382-9455

都市計画案の縦覧ができます
都市計画課 　382-9063　 384-3938

非自発的理由による
離職に伴う国民健康保険料

(税)の軽減
保険年金課 　382-9290　 382-9455

市議会テレビ中継
議事課 　382－7600　 382－4876

マイナンバーカード
特設窓口開設中

戸籍住民課 　327-5056　 382-7608
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　里帰り出産などのため、県
外の医療機関などで産婦健
康診査を受けられた方の診査
費用を助成します。
対　象　令和2年4月1日以
降に出産し、健康診査受診
日に市内に住民票のある
産婦
内　容　「鈴鹿市産婦健康診
査結果票」にある健康診査
内容について、産後2回分（1
回目：産後約2週間、2回目：
産後約1カ月）を助成します。

※「鈴鹿市産婦健康診査結果票兼
健康診査申請書」を医療機関な
どへ持参し、健康診査の結果を
記入してもらう必要があります。

※申請書裏面（エジンバラ産後
うつ病質問票）の判定がない
場合は助成できません。

申込み　出産した日から6カ
月以内に、必要書類を健康
づくり課へ

※詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

対　象　次の要件を、全て
満たしている方
・パソコン操作（入力・検索
など）ができる方
・普通自動車運転免許を取
得の方、または6月末まで
に取得見込みの方
雇用期間　7月1日㈬～令和
3年3月31日㈬
勤務場所　AGF鈴鹿体育館

（江島台1-1-1）
業務内容　運動施設の管理
などの業務

※勤務評価により契約の更新が
あります。
勤務条件　給与は16万100
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険に
も加入します。

※条例・規則によります。
定　員　1人程度
申込み　6月5日㈮（土・日曜日
を除く8時30分～17時15
分）までに「フルタイム会計
年度任用職員採用申込書」
を直接または郵送でスポー
ツ課（〒513-8701（住所不
要））へ

※申込書および募集要項はスポー
ツ課窓口、郵送または市ホーム
ページトピックスで入手できま
す。郵送で請求する場合は、封
筒の表に朱書きで「フルタイム
会計年度任用職員採用試験申
込書希望」と記入の上、返信用
封筒（宛先を記入し、84円切手
を貼った12㎝×23㎝程度のも
の）を必ず同封してください。
◆採用試験　
と　き　6月13日㈯10時から
ところ　市役所本館9階
内　容　面接など

対　象　市内在住の20歳以
上の方（令和2年4月1日
現在）
任　期　1年間
内　容　高齢者福祉の施策・
　事業についての評価および
再検討、計画策定の審議

人　数　2人
※応募者多数の場合は、抽選に
より決定します。
申込み　6月5日㈮までに、応
募用紙に必要事項を記入
の上、長寿社会課へ

※応募用紙は、長寿社会課、地区
市民センターまたは市ホーム
ページで入手できます。

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で3カ月以上
　「寝たきり」などにより、
寝具の衛生管理が困難な
40歳以上の方

と　き　7月中
内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれか
のふとんで、サイズは問いま
せん（毛布は対象外です）。
対象者一人あたり2枚まで
で、1週間から10日間ほど
お預かりします。
費　用　無料（貸ふとんは有
　料）
申込み　6月30日㈫までに、
　介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）か、地域包括支援
センターを通じて申請書を
長寿社会課へ

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳
しくは長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

　人権擁護委員法が施行さ
れた6月1日は「人権擁護委

員の日」です。市内では人権
擁護委員の方が、人権相談、
啓発活動などで活躍されて
います。
　隣近所や家庭内の問題、
いじめや体罰などでお悩みの
方は、人権擁護委員へご相
談ください。相談は無料で、
秘密は守られます。
○人権擁護委員（敬称略）
　藤田秀昭（国府町）、髙野
栄子（小岐須町）、西山哲
也（若松北二丁目）、嶋か
をり（柳町）、神﨑佳代子
（若松北一丁目）、山本陽
子（池田町）、熊沢美知子
（自由ヶ丘二丁目）、西村
則子（木田町）、白藤和也
（大池三丁目）、尾内敏
（庄野羽山四丁目）、市川
春美（伊船町）、坂井芳規
（岸岡町）
※例年6月1日に開催している特
設人権相談は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、
中止になりました。

　私たちが日常的に使用し
ているガソリン、灯油、塗料
などの危険物は、気温が高く
なると可燃性ガスが発生し
やすくなります。火花や静電
気により引火すると、思わぬ
事故につながる場合があり
ますので、次のことに気を付
けましょう。
・危険物の近くで、たばこや
コンロなどは取り扱わない
ようにしましょう。
・換気のよい場所で使用し、
直射日光のあたる場所や、

高温になる場所で保管し
ないようにしましょう。
・ガソリンや灯油などは、適
正な容器で保管し、必要最
低限の量にしましょう。

　5月31日㈰は、世界保健
機構（WHO）が定めた「世
界禁煙デー」です。また、厚
生労働省でも「世界禁煙
デー」から始まる一週間を
「禁煙週間」と定め、対策を
進めています。
　たばこの煙に含まれる化
学物質のうち、発がん性物
質は約70種類あり、肺がん
をはじめ多くの病気の危険
因子であることが知られて
います。
　また、受動喫煙による周
囲の人に対する健康への
影響も明らかになっており、
受動喫煙により亡くなる人
は年間1万5 , 000人（肺が
ん、虚血性心疾患、および
脳卒中による死亡）と推定
されています（平成28年8
月厚生労働省「喫煙と健
康」より）。
　

◆休日窓口
と　き　5月31日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　5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。

　新型コロナウイルスの感
染拡大防止による開催日の
延期に伴い、再募集を行い
ます。
対　象　市内の中小製造企
業で働く係長、班長クラス
の方で、7日間の研修に参
加できる方

と　き　7月17日㈮、18日
㈯、8月1日㈯、20日㈭、
21日㈮、9月12日㈯、18
日㈮、9時～16時30分（8
月20日は8時30分～16時
30分、9月12日は8時30
分～16時50分、9月18日
は12時30分まで）

※予備日9月26日㈯
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
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　6月26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
課ものづくり産業支援セ
ンターへ

身近な人権擁護委員に
相談を

人権政策課 　382-9011　 382-2214

ふとん丸洗いサービス
長寿社会課 　382-7935　 382-7607

県外で受けた産婦健康診査
の費用を助成します

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

鈴鹿市高齢者施策
推進協議会委員の募集
長寿社会課　 382-9886　 382-7607

施設管理員(フルタイム
会計年度任用職員)募集
スポーツ課 　382-9029　 382-9071
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ふじ   た  ひで あき たか  の

えい  こ

や

こ くま ざわ  み   ち   こ

のり　こ しら ふじ かず や

はる　み さか  い  よし  き

お　うちさとし

いち かわ

しま

やま もと よう

にし むら

かん ざき  か   よ   こ

にし やま てつ

（江島台1-1-1）
業務内容　運動施設の管理
などの業務

※勤務評価により契約の更新が
あります。
勤務条件　給与は16万100
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険に
も加入します。

※条例・規則によります。
定　員　1人程度
申込み　6月5日㈮（土・日曜日
を除く8時30分～17時15
分）までに「フルタイム会計
年度任用職員採用申込書」
を直接または郵送でスポー
ツ課（〒513-8701（住所不
要））へ

※申込書および募集要項はスポー
ツ課窓口、郵送または市ホーム
ページトピックスで入手できま
す。郵送で請求する場合は、封
筒の表に朱書きで「フルタイム
会計年度任用職員採用試験申
込書希望」と記入の上、返信用
封筒（宛先を記入し、84円切手
を貼った12㎝×23㎝程度のも
の）を必ず同封してください。
◆採用試験　
と　き　6月13日㈯10時から
ところ　市役所本館9階
内　容　面接など

対　象　市内在住の20歳以
上の方（令和2年4月1日
現在）
任　期　1年間
内　容　高齢者福祉の施策・
　事業についての評価および
再検討、計画策定の審議

人　数　2人
※応募者多数の場合は、抽選に
より決定します。
申込み　6月5日㈮までに、応
募用紙に必要事項を記入
の上、長寿社会課へ

※応募用紙は、長寿社会課、地区
市民センターまたは市ホーム
ページで入手できます。

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で3カ月以上
　「寝たきり」などにより、
寝具の衛生管理が困難な
40歳以上の方

と　き　7月中
内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれか
のふとんで、サイズは問いま
せん（毛布は対象外です）。
対象者一人あたり2枚まで
で、1週間から10日間ほど
お預かりします。
費　用　無料（貸ふとんは有
　料）
申込み　6月30日㈫までに、
　介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）か、地域包括支援
センターを通じて申請書を
長寿社会課へ

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳
しくは長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

　人権擁護委員法が施行さ
れた6月1日は「人権擁護委

員の日」です。市内では人権
擁護委員の方が、人権相談、
啓発活動などで活躍されて
います。
　隣近所や家庭内の問題、
いじめや体罰などでお悩みの
方は、人権擁護委員へご相
談ください。相談は無料で、
秘密は守られます。
○人権擁護委員（敬称略）
　藤田秀昭（国府町）、髙野
栄子（小岐須町）、西山哲
也（若松北二丁目）、嶋か
をり（柳町）、神﨑佳代子
（若松北一丁目）、山本陽
子（池田町）、熊沢美知子
（自由ヶ丘二丁目）、西村
則子（木田町）、白藤和也
（大池三丁目）、尾内敏
（庄野羽山四丁目）、市川
春美（伊船町）、坂井芳規
（岸岡町）
※例年6月1日に開催している特
設人権相談は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、
中止になりました。

　私たちが日常的に使用し
ているガソリン、灯油、塗料
などの危険物は、気温が高く
なると可燃性ガスが発生し
やすくなります。火花や静電
気により引火すると、思わぬ
事故につながる場合があり
ますので、次のことに気を付
けましょう。
・危険物の近くで、たばこや
コンロなどは取り扱わない
ようにしましょう。
・換気のよい場所で使用し、
直射日光のあたる場所や、

高温になる場所で保管し
ないようにしましょう。
・ガソリンや灯油などは、適
正な容器で保管し、必要最
低限の量にしましょう。

　5月31日㈰は、世界保健
機構（WHO）が定めた「世
界禁煙デー」です。また、厚
生労働省でも「世界禁煙
デー」から始まる一週間を
「禁煙週間」と定め、対策を
進めています。
　たばこの煙に含まれる化
学物質のうち、発がん性物
質は約70種類あり、肺がん
をはじめ多くの病気の危険
因子であることが知られて
います。
　また、受動喫煙による周
囲の人に対する健康への
影響も明らかになっており、
受動喫煙により亡くなる人
は年間1万5 , 000人（肺が
ん、虚血性心疾患、および
脳卒中による死亡）と推定
されています（平成28年8
月厚生労働省「喫煙と健
康」より）。
　

◆休日窓口
と　き　5月31日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　5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。

　新型コロナウイルスの感
染拡大防止による開催日の
延期に伴い、再募集を行い
ます。
対　象　市内の中小製造企
業で働く係長、班長クラス
の方で、7日間の研修に参
加できる方

と　き　7月17日㈮、18日
㈯、8月1日㈯、20日㈭、
21日㈮、9月12日㈯、18
日㈮、9時～16時30分（8
月20日は8時30分～16時
30分、9月12日は8時30
分～16時50分、9月18日
は12時30分まで）

※予備日9月26日㈯
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
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　6月26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
課ものづくり産業支援セ
ンターへ

催 し 物

ものづくり産業支援センター
リーダー研修参加者再募集
産業政策課　382-7011 　384-0868
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

世界禁煙デー
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

6月7日から6月13日までは
危険物安全週間

予防課　 382-9159　 383-1447

　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。

2020・5・20 5



対　象　介護などの資格を
お持ちで、現在福祉・介護
の仕事をしていない方ま
たは、介護職として就職ま
たは復帰後、おおむね1年
未満の方

と き・ところ
　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、9月以
降にウェブ上でのオンライ
ン研修を予定しています。
詳しくは後日、三重県福祉
人材ホームページでご案
内します。
内　容　介護保険制度の動
向、介護技術、コミュニ
ケーション技術、認知症ケ
アなど
参加料　無料
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（　059-227-
　5160 平日9時～17時）へ

　転入ママならではの悩
みを共有したり、お子さん
を遊ばせたりして、気軽に
話せる子育て仲間をつくり
ましょう。
対　象　市内に転入して来
た就学前のお子さんをも
つ母親で、初めて参加さ
れる方

と　き　①6月9日㈫10時
～11時30分（交流会）、
②6月17日㈬9時～12時
（②は①に参加した方を対

象とした自由参加）
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33、　387-6125）

※次回は、秋ごろに牧田地区で
開催予定です。

定　員　10人程度（先着順）
参加料　無料
※お子さんと一緒に参加できます。
託児はありません。
申込み　5月25日㈪から29
日㈮（ 8時 3 0分～1 7時
15分）までに直接または
電話で子ども政策課へ

　子育ての悩みを持つ保護
者同士で、日頃の思いの話
し合いや情報交換などを行
います。また、公認心理師に
相談もできますので、気軽
にご参加ください。
対　象　子ども（0歳～18
歳）の子育ての悩みをも
つ保護者

と　き　6月8日㈪、9月14日
㈪、12月21日㈪、令和3年
3月8日㈪9時30分～11時
　30分
ところ　市役所西館2階
　2422会議室
※託児が必要な場合は、事前に
ご相談ください。

と　き　6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）

※自家用車でお越しの方には8
時45分に飯野地区市民セン
ターでの受付後に、沼沢付近
の駐車案内図をお渡しします。
現地付近の道路は駐車厳禁
です。

※徒歩・自転車の方は、開始時
刻までに直接、開催場所にお
越しください。

内　容　ノハナショウブの観
察（予定）
定　員　20人
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴、雨
具（雨天時のみ）など
申込み　5月22日㈮から電話
で文化財課へ

申込み　5月2 2日㈮から
　ホームページで（先着順）
◆アンチエイジングヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月19日㈮11時～
12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　体幹を使うポーズを

取り入れ、10年後の自分
に感謝されるカラダづくり
をしていきましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　15人（先着順）
参加料　1,100 円（税込）
◆ひめトレ＆エクササイズ
対　象　一般女性
と　き　6月19日㈮20時～
21時

ところ　水泳場　会議室
内　容　骨盤底筋群を意識
　して、尿漏れ、姿勢などを
改善します。健康的で自信
の持てるカラダを内側から
意識してみましょう。
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人（先着順）
参加料　1,100 円（税込）

　7月4日㈯に開催を予定し

ていたフリーマーケットは、
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。
次回開催日などは改めてお
知らせします。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、6月30日
㈫までの講習・訓練を中止
しています。なお、中止した
講座の振り替えを行ってい
るため、予約が取れない場
合がありますので、窓口へ
お問い合わせださい。
◆低圧電気取扱特別教育
と　き　学科：7月1日㈬8
時30分～17時、実技：7
月2日㈭・3日㈮8時30分
～17時のどちらか1日を
選択
受講料　1万1,715円（教材

費込）
申込み　5月28日㈭から
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）
対　象　普通自動車免許証
　をお持ちの方
と　き　学科：7月6日㈪8時
～17時30分
実　技　Ⅰコース7月1日㈬～
3日㈮8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　6月1日㈪から
◆パソコン講座　JW_CAD 
　初心者の方を対象に、
JW_CADの基本操作を習
得します
と　き　7月13日㈪・15日
㈬・17日㈮9時～16時
受講料　1万6,420円（教材
費込）
申込み　6月8日㈪から

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課 　382-9031　 382-9071介護有資格者
再チャレンジ研修

長寿社会課 　382-7935　 382-7607

催 し 物

スポーツ杜鈴鹿  短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071 　372-2260

転入ママのつどい
～子育て仲間とつながろう！～
子ども政策課　 382-7661 　382-9054

子育てトーク
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

6 2020・5・20



電　話 電子メール ホームページファクス

絶対にありません。
　受託業者を名乗る事業者に指南されて
虚偽の申請書などを提出した場合や、申請
代理人が不正行為を行った場合などは、不
正受給を問われることがありますのでご注
意ください。不明な点があれば、三重労働局
（　059-213 -9870）またはハローワーク
（　382-8609）にご相談ください。 

市政に対するご意見などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　382-7660
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

厚生労働省から委託を受けたとする
業者から、ファクスで雇用関係助成金

の申請案内が届きました。案内のとおり、
申請したほうが良いのでしょうか。 

現在「新型コロナウイルスの影響を
受けた事業主は、雇用関係助成金を

受け取れる可能性がある」との内容で、厚
生労働省からの受託業者と称して、助成金
申請の勧誘を行う事例が多く発生していま
す。厚生労働省や労働局、ハローワーク、
市役所などが、このような勧誘をすることは

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた
皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

雇用関係助成金の勧誘

象とした自由参加）
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33、　387-6125）

※次回は、秋ごろに牧田地区で
開催予定です。

定　員　10人程度（先着順）
参加料　無料
※お子さんと一緒に参加できます。
託児はありません。
申込み　5月25日㈪から29
日㈮（ 8時 3 0分～1 7時
15分）までに直接または
電話で子ども政策課へ

　子育ての悩みを持つ保護
者同士で、日頃の思いの話
し合いや情報交換などを行
います。また、公認心理師に
相談もできますので、気軽
にご参加ください。
対　象　子ども（0歳～18
歳）の子育ての悩みをも
つ保護者

と　き　6月8日㈪、9月14日
㈪、12月21日㈪、令和3年
3月8日㈪9時30分～11時
　30分
ところ　市役所西館2階
　2422会議室
※託児が必要な場合は、事前に
ご相談ください。

と　き　6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）

※自家用車でお越しの方には8
時45分に飯野地区市民セン
ターでの受付後に、沼沢付近
の駐車案内図をお渡しします。
現地付近の道路は駐車厳禁
です。

※徒歩・自転車の方は、開始時
刻までに直接、開催場所にお
越しください。

内　容　ノハナショウブの観
察（予定）
定　員　20人
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴、雨
具（雨天時のみ）など
申込み　5月22日㈮から電話
で文化財課へ

申込み　5月2 2日㈮から
　ホームページで（先着順）
◆アンチエイジングヨガ
対　象　一般女性
と　き　6月19日㈮11時～
12時

ところ　水泳場 会議室
内　容　体幹を使うポーズを

取り入れ、10年後の自分
に感謝されるカラダづくり
をしていきましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　15人（先着順）
参加料　1,100 円（税込）
◆ひめトレ＆エクササイズ
対　象　一般女性
と　き　6月19日㈮20時～
21時

ところ　水泳場　会議室
内　容　骨盤底筋群を意識
　して、尿漏れ、姿勢などを
改善します。健康的で自信
の持てるカラダを内側から
意識してみましょう。
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人（先着順）
参加料　1,100 円（税込）

　7月4日㈯に開催を予定し

ていたフリーマーケットは、
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。
次回開催日などは改めてお
知らせします。

　新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、6月30日
㈫までの講習・訓練を中止
しています。なお、中止した
講座の振り替えを行ってい
るため、予約が取れない場
合がありますので、窓口へ
お問い合わせださい。
◆低圧電気取扱特別教育
と　き　学科：7月1日㈬8
時30分～17時、実技：7
月2日㈭・3日㈮8時30分
～17時のどちらか1日を
選択
受講料　1万1,715円（教材

費込）
申込み　5月28日㈭から
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）
対　象　普通自動車免許証
　をお持ちの方
と　き　学科：7月6日㈪8時
～17時30分
実　技　Ⅰコース7月1日㈬～
3日㈮8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　6月1日㈪から
◆パソコン講座　JW_CAD 
　初心者の方を対象に、
JW_CADの基本操作を習
得します
と　き　7月13日㈪・15日
㈬・17日㈮9時～16時
受講料　1万6,420円（教材
費込）
申込み　6月8日㈪から

フリーマーケットの
開催中止

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-8850　 372-3722

鈴鹿地域職業訓練センター
7月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905
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　乳児（4カ月・10カ月）、幼児（1歳6カ月・3歳6カ月）、妊婦・産婦については公費で健康診査を受けることが
できます。　詳しくは、健康づくり課へお問い合わせください。

健康診査健康診査

健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目118番地の3

＜ファクス・はがきでの申込方法＞①希望する検診名、②希望する検診日（午前・午後も記入）、③氏名（ふりがな）、
④生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入し、健康づくり課「がん検診担当」へ
※申し込み後に健康づくり課から、はがきによる通知はありません。申し込まれた日時にお越しください。
　ただし、希望日が申し込み多数により抽選になった場合は、落選した方に6月初旬ごろはがきで別日を案内します。

集団検診集団検診
○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし検診部位について治療中・経過観察中の方は除きます。
持病のある方は主治医にご相談ください。また、同じ種類の検診は、年度内に1回しか受けられません。

○市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査、乳がん検診、子宮がん検診の
HPV検査は除く）。

○検診当日の受付時間は午前が9時から11時まで、午後が13時から15時までです。

申し込みは6月1日㈪まで（先着順ではありません）に市ホームページ「がん検診」の
ページでインターネット予約、または健康づくり課（専用ダイヤル　327-5030、
　382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ。

と　　き ところ検 診 ／ 対 象

※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルをお持ちください。

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

保健センター

保健センター

7月16日㈭・26日㈰　午前・午後

2,000円保健センター7月14日㈫・26日㈰　午前・午後
7月16日㈭　午後

7月16日㈭　午後
1,000円保健センター7月14日㈫・26日㈰　午前・午後

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診でき
ません。また、問診の結果、受診ができない場合があります。
※検診前日21時以降と当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治
医にご確認ください）。

胃がん
（バリウム）
40歳以上

1,000円

保健センター 1,500円

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

肺がん
40歳以上

レントゲン撮影500円
たんの検査500円7月16日㈭　午前

7月16日㈭　午前

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳
房内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャント
を施行されている方は受診できません。　※バスタオルをお持ちください。

乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。　
※性経験がない方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は集団検診は受診できません。受診
を希望される方は医療機関へご相談ください。

※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成13年4月1日
以前で、40歳の誕生日前日までの方）には、同時に実施します。

子宮頸がん
（細胞診）

20歳以上の女性

費　 用

健康づくり課
（   327-5030）へ

相　談

健康・栄養相談

と　　き ところ 内　　容 申込み相　　談
保健
センター

随時
（予約制）

保健師・栄養士による生活習慣病予防など
の相談

※6月26日㈮に開催予定のすくすく広場は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。
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教　室教　室

予防接種予防接種

65歳
年　齢 生　年　月　日

昭和30年4月2日生～昭和31年4月1日生 85歳
年　齢 生　年　月　日

昭和10年4月2日生～昭和１1年4月1日生
70歳 昭和25年4月2日生～昭和26年4月1日生 90歳 昭和  5年4月2日生～昭和  6年4月1日生
75歳 昭和20年4月2日生～昭和21年4月1日生 95歳 大正14年4月2日生～大正15年4月1日生

大正 9年4月2日生～大正10年4月1日生80歳 昭和15年4月2日生～昭和16年4月1日生 100歳

　生後2～３カ月ごろの赤ちゃんのご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問します。対象の方には、
訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育て情報
の提供などです。費用は無料です。
　生後２８日以内の方は、助産師などの新生児訪問もあります。ご希望の方は予約が必要ですので、健康づくり
課へご連絡ください。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

■高齢者用肺炎球菌（23価）定期予防接種
対象者　過去に一度もこのワクチンを接種したことがない方で、令和２年度に以下の年齢になる方
※今までにこのワクチンを接種したことがない60歳以上65歳未満の方で、医師により接種が必要と判断された
場合は、対象となることがあります。

と　き　令和3年３月３１日㈬まで　ところ　実施医療機関（右の二次元コードで確認できます）
費　用　4,000円（接種費用8,100円から助成額4,100円を除いた額）
　　　　※生活保護受給者は無料です。
持ち物　高齢者用（23価）肺炎球菌ワクチン定期接種対象者通知、予診票、健康保険証

今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を中止・延期する場合があります。
最新情報は、市ホームページをご覧いただくか、健康づくり課へお問い合わせください。

6月の下記の教室は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止します。

※対象者には４月上旬に郵送で通知しています。

・市民健康講座　　　　・すくすくファミリー教室

　予防接種の予診票の交付や下記健診の受診票の交換・交付は、保健センター（健康づくり課：平日８時３０分～
１７時１５分）が窓口です。必要書類は、下記をご覧ください。
○「妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・産婦健康診査の受診票」の交付
　・母子健康手帳、前市町村の受診票、申請者の本人確認書類（運転免許証、在留カードなど）
○「予防接種の予診票」の交付
　・母子健康手帳（接種履歴のわかるもの）、在留カード（外国籍の方）
○「乳児健康診査（４カ月児・１０カ月児）の受診票」の交付（地区市民センターでも交付できます）
　・母子健康手帳、前市町村の受診票（交付されている方）、在留カード（外国籍の方）

転入の方（妊産婦・乳幼児・小・中学生の保護者の方）へのお知らせ転入の方（妊産婦・乳幼児・小・中学生の保護者の方）へのお知らせ
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マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

　環境政策課　 382-7954　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

6月は環境月間です 
　6月5日の「環境の日」にちなみ、6月の1カ月間は「環境月間」です。この機会に、
環境について考えてみましょう。

　「環境の日」は、1972年6月5日に開催されたスウェーデン・ストックホルムでの「国連人間環
境会議」を記念して定められました。また、国連ではこの日を「世界環境デー」としています。
　日本では、「環境基本法」において「環境の日」と定め、環境省が6月の1カ月間を「環境月
間」としていることから、全国でさまざまな取り組みが行われています。

今日から始める6つの取り組み！エコモーション6！ 今日から始める6つの取り組み！エコモーション6！ 
　本市では「地球温暖化防止のために今日から始める6つの取り組み：エコモーション6」として、
次の取り組みを行っています。皆さんもライフスタイルを見直してみましょう。

　「環境の日」や「環境月間」を市民の皆さんに広く知って
いただき、地球温暖化対策の国民運動である「COOL 
CHOICE」啓発活動の一環としてエコモーション6に加え、
市役所東側壁面への地球温暖化防止を呼び掛ける懸垂幕
の掲出や、市役所1階市民ロビー南面へのグリーンカーテン
の設置などを行います。

市役所でも「COOL CHOICE」市役所でも「COOL CHOICE」

グリーンカーテン（市民ロビー南面）

皆さんもこの機会に環境に
ついて考えてみましょう。

アイドリングをなくす 蛇口はこまめに閉める エコ商品を選んで購入
する

夏の冷房時の室温は
28℃を目安に温度設
定する

ごみを減らす 照明をこまめに消す

28℃

削減
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一　般
公開日

6
June

相撲第 5 道 場

9:00～21:001～7・9～21・23～30 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

休館日　8日㈪・22日㈪6月

庭球場 372-2285

休業日　8日㈪

●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）

水泳場 372-2250
※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

第 1 道 場 柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

9:00～17:00
 9:00～21:00

2・4～6・9～13・16・18～20・23～27・30日
1・7・14・15・21・28・29日

第2・3道場 剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・
ヨガ・体操など

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00
18:00～21:00

3・9・10・17・20・23・24・27日
1・2・4～6・11～13・15・16・18・19・25
26・28～30 日
21日
7・14日

第 4 道 場 弓道

2・9・16・23・30日  
1・4・5・11・12・15・18・19・25・29日
6・13・20・27日
3・10・14・17・24・26・28日
7・21日

9:00～17:00
9:00～21:00
13:00～17:00
13:00～21:00
18:00～21:00

●西部体育館 371-1476

バスケットボール

卓　　　球
9:00～17:00
9:00～21:00
18:00～21:00
9:00～21:00
13:00～21:00
18:00～21:00
9:00～17:00

9:00～21:00

18:00～21:00
9:00～12:00
9:00～17:00
9:00～21:00

26日
1～20・22～25・27・29・30日
21・28日
1～4・7～11・14～18・22～25・29・30日
6・13・20・27日
21・28日
3・5・10・12・17・19・24・26日
1・2・4・6～9・11・13～16・18
20・22・23・25・27・29・30日
21・28日
6・13・20・27日
26日
5・12・19日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

●AGF鈴鹿体育館 387-6006

インディアカ・
ソフトバレー・
ファミリーバドミントン

バレーボール

卓　　　球

バドミントン

9:00～17:00
9:00～21:00
13:00～21:00
9:00～21:00
13:00～21:00
18:00～21:00
9:00～21:00
13:00～21:00
18:00～21:00
9:00～17:00
9:00～21:00
13:00～21:00
15:00～21:00
18:00～21:00

27日
4・6・20・21・23日
3・5・10・12・19・24・26日
14・30日
1・2・9・15・23・29日
13日
1・2・9・14～16・29・30日
11・17・18・25日
13日
6・13日
4・20・21日
11・18・25日
5・12・19・26日
3・10・17・24日

休館日　8日㈪・22日㈪

◎印は予約制です。

6月

6月

・
2
日

・
金
曜
日

休館日

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士） 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・12・26日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO）

23日
10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 11日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

子ども教育相談

月～金曜日
女性相談
家庭児童相談

発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談
火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん

年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所　別館 保険年金課

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所本館2階
（市民対話課）

電話相談専用

市役所西館2階
（子ども家庭支援課）

市役所西館1階（子ども家庭支援課）

子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303

382-9401　　382-9455

381-3118

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

2・4・5・9・11・12・18
19・23・25・30日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

男女共同参画課 381-3113　　381-3119

子ども家庭支援課 382-9030

月～金曜日 9：00～15：00 子育て支援センターハーモニー 子育て支援センターハーモニー 383-7750　　383-1643

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 市役所本館9階（建築指導課）建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

◎総合相談 19日 10：00～15：00

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、司法書
士、土地家屋調査士、不動産鑑定士による相談
です。（行政相談委員のみ予約不要）

※弁護士・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

※司法書士の予約は、5月25日㈪から受け付けします。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

●開館時間　本館　9時～19時（土・日曜日、祝日は9時～17時）　　　　　　江島分館　9時～17時

●江島分館こどもシアター　27日（土）10時～11時30分　2階ギャラリー【幼児・小学生対象】

●おはなし会
（絵本などの読み聞かせ）

382-0347

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

387-0665

庄内公 民 館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長 太公民館
箕田公 民 館

3日㈬
17日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴 峰 公民 館
加佐登公民館
合川公 民 館
天名公 民 館
稲生 公民館

神戸公 民 館
清 和公 民 館   
飯 野 公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣 公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公 民 館
郡山公 民 館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10日㈬
24日㈬

8日㈪
22日㈪

11日㈭
25日㈭

4日㈭
18日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松 公民館

江島分館（1階閲覧室）4日10時30分～11時、（1階和室）13日10時30分～11時15分

椿 公 民 館
深伊沢公民館
井田川公民館
国府 公 民 館  
住 吉 公 民 館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

1日㈪
15日㈪
29日㈪

本館（1階おはなしのへや）6・14・20日14時30分～15時、11日10時30分～10時50分、27日10時30分～11時

15日

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または閉館になる場合があります。
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さまざまな媒体で情報を発信しています

※スマホの場合は2次元コードを読み取って、パソコンの場合は市ホームページからアクセスしてください。

ツイッターツイッター 広報すずかスマホ版メルモニ

件　数/5件、うち建物3件（19件、1件減） 出動数/589件（2,820件、338件減）

人口/199,546人（59人増） 男性/99,855人（24人減） 女性/99,691人（83人増） 世帯数/87,257世帯（207世帯増）

事故数/369件、うち人身事故20件（1,812件、256件減） 死者数/0人（2人、1人増） 傷者数/26人（130人、51人減）

再生紙を使用しています。この冊子は
資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分
16時30分

月・水・金曜日

8時03分
17時30分

火・木曜日

7時54分
13時54分

土・日曜日

月・水・金・日曜日・・・9時50分、20時（10分間）
火・木・土曜日・・・12時50分、20時（10分間）

『ベルディ便り』

※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

78.3MHz

6月1日㈪～6月15日㈪…ストップ！特殊詐欺
　　　　　　　　　　～被害防止のために～

みんなみんな
三重とこわか国体・大会三重とこわか国体・大会

　2021年に開催される三重とこわか国体・大
会。このコーナーでは、市内で行われる競技や
注目選手などを、皆さんにお伝えします。

開催まで

あと
開催まで開催まで開催まで

あとあとあと 日日
開催まで

あと
開催まで開催まで開催まで

あとあとあと 日日493 521

　ハンドボールは、7人で構成され

るチーム同士が、1つのボールを手

で扱ってゴールを奪い合う、走る・

投げる・飛ぶの３要素がそろった球

技で、迫力のある攻防や華麗な

シュートが魅力です。国体では、

AG F鈴鹿体育館と三重交通Gス

ポーツの杜鈴鹿体育館で成年男女

の競技が行われます。

競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ

野呂郁貴さん（23歳・稲生西二）
ふみ　き

ホンダハンドボール部
注目選手注目選手

　成年男子三重県代表として出場するホンダ
ハンドボール部。その中でも注目は、稲生小・白
子中出身の野呂選手です。攻守の切り替えが早
く、171㎝と小柄ながら守備では190㎝以上ある
選手を抑え込み、攻撃では俊敏な動きで左サイド
からゴールにつなげます。伊藤征四郎監督は
「チームに欠かせない存在。先輩を見本に成長し
ている」と目を細めます。
　地元鈴鹿で開催される
国体での目標はベスト４。
「シュートを決めて勝ちに
導きたい」と、ボールを持
つ手に力を込めました。

実は今日（5月20日）が

誕生日なんです

今回の

ハンドボール

第2回


