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鈴鹿市プレミアム付商品券
「鈴鹿まるごと応援券

すずまる」
地域資源活用課

　382-9016　 382-0304

鈴鹿市モノづくり企業
感染症対策応援
事業費補助金
交付対象事業募集

産業政策課 　382-7011　 384-0868

　新型コロナウイルス感染
症の影響により冷え込んだ
市内の経済活動を回復させ
るため、プレミアム付商品券
を発行します。
対　象　市内在住・在学・在勤
の方
販売価格　1冊5,000円
　（7,500円分の商品券）
発行数　8万冊
申込み期間　 7月 1日㈬～
17日㈮

※申し込み方法や利用期間などは、
市ホームページまたは広報すず
か7月5日号折り込みチラシをご
覧ください。
※申し込み多数の場合は、抽選
の上決定します（先着順ではあ
りません）。

　現在、「特別定額給付金」
の申請を受け付けています。
　世帯主宛てに申請書類を送
付していますので、申請期限ま
でに手続きをお願いします。
申請期限　8月31日㈪（消印
有効）
申請方法　記入例を確認の
上、申請書に次の書類を
添えて、返信用封筒で送
付してください。
・世帯主の本人確認書類（運
転免許証、健康保険証や顔
写真入りのマイナンバー
カードのコピーなど）
・世帯主名義の振込先口座
の確認書類（振込先の通
帳の見開き部分のコピー
など）
◆振込状況が確認できます
　スマートフォンなどで給付
金の振込状況が確認できま
す。「鈴鹿市特別定額給付
金問い合わせWEBサービ
ス」をご利用ください。
　なお、確認するには、郵送
申請の方は、特別定額給付金
室からの送付状（半券部分）
の宛名付近に記載された11
桁の「申請書番号」、オンライ

ン申請の方は、申請完了後に
表示された15桁の「受付番
号」の入力が必要です。
※振り込みのお知らせなどの送
付は行いません。通帳を記帳
して、入金をご確認ください。
問合せ　特別定額給付金コール
センター（　382-9291）

対　象　市内に本社または
主たる事業所がある事業
者など
内　容　新型コロナウイルス
感染症対策となり得る新た
な製品の開発に対して、補
助金を交付します。
補助金額　交付対象経費の3
分の2以内（上限100万円）
申込み　申請書に必要事項
を記入の上、直接ものづく
り産業支援センター（別館
第3 2階）へ

※要領・申請書などは、ものづくり
産業支援センター窓口または
市ホームページで入手できます。

特別定額給付金
申請受付中
特別定額給付金室

　382-9291　 382-9040

◆商品券利用取扱店募集
　商品券の利用ができる取
扱店舗を募集しています。
申し込み方法など詳しくは、
鈴鹿商工会議所（　382-
3222）へお問い合わせく
ださい。　

市ホームページ
「振込日の確認方法」
二次元コード▶
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対　象　下記の全てに該当
　する方
〇昭和21年4月3日から昭和
55年4月2日生まれの方
（令和2年4月1日において
40歳以上74歳未満の方）
〇令和元年度（平成31年4
月から令和2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
〇令和2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

※毎年の応募が可能になりました。
※脳疾患で治療中の方は応募で
きません。
受診期間　8月3日㈪～令和
3年3月31日㈬

※鈴鹿中央総合病院での受診は、
令和3年3月26日㈮までです。

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
ある場合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。

ところ・定員　鈴鹿中央総合

病院（280人）、鈴鹿回生
病院（120人）、塩川病院
（200人）、かわぐち脳神経
クリニック（100人）

※インプラントがある方は、鈴鹿
中央総合病院では検査ができ
ません。

※応募多数の場合は抽選します。
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月22日㈪から7月
10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 鈴鹿
市神戸1-18-18）へ　

※電話での申し込みはできません。
※抽選の結果などについては、
　7月下旬に郵送で通知します。
※新型コロナウイルス感染症の影
響により、脳ドックを予定どおり
実施できない場合があります。
実施状況については、市ホーム
ページをご覧いただくか、保険
年金課へお問い合わせください。

　7月10日㈮に、世帯主の方へ
令和2年度の国民健康保険料
納付通知書兼特別徴収決定通
知書を発送します（予定）。通知
書が届いた方は、納期限内の
納付にご協力をお願いします。
※現在、社会保険などに加入中
の方であっても、令和2年4月

以降に国民健康保険の加入期
間がある方については、国民
健康保険料の支払いが発生す
る場合があります。

　月々の国民年金保険料に
付加保険料（400円）をプラ
スして納めると、老齢基礎年
金に付加年金を上乗せして
受け取ることができます。
対　象　第1号被保険者（任
意加入者を含む）

※届出をした月から付加年金に
加入できます。

※国民年金保険料の免除を受け
ている方、国民年金基金に加入
されている方は加入できません。
付加保険料　月額400円
上乗せされる年金額　付加
保険料納付月数×200円　
申込み　年金手帳、本人確認
書類（運転免許証など）を
持って、保険年金課または
地区市民センターへ
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

と　き　7月10日㈮10時から
ところ　市役所本館6階 
　庁議室
内　容　教育を行うための
諸条件の整備、教育や学
術、文化の振興を図るため
に重点的に講ずべき措置
などについての意見交換
定　員　10人（希望者多数
の場合は抽選）
申込み　当日9時30分から9
時50分まで、会場で受け
付け

と　き　6月28日㈰9時～12
時

◆夜間窓口
と　き　6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。

　小・中学校の講師・養護助
教諭・事務補助員・学校栄養
職員について、登録者を随時
募集しています。
※登録者の中から必要に応じて、
勤務条件・経験などを考慮し
雇用します。

申込み　市販の履歴書（写真

貼付）・資格免許（教育職
員免許状・栄養士など）を
持って、直接学校教育課へ

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、令和2年度の
開設を中止します。
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　383-9010）

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、令和2年度の
開設を中止します。
問合せ　鈴鹿市観光協会
　（　380-5595）

付加年金のご案内
保険年金課 　382-9401　 382-9455

国民健康保険料
納付通知書の発送

保険年金課　 382-9290　 382-9455

第1回総合教育会議の
傍聴ができます

総合政策課 　382-9038　 382-9040

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

2 2020・6・20



電　話 電子メール ホームページファクス

市フルタイム会計年度任用職員(事務・保健師)募集（令和2年9月1日採用）
人事課　 382-9037　 382-2219

病院（280人）、鈴鹿回生
病院（120人）、塩川病院
（200人）、かわぐち脳神経
クリニック（100人）

※インプラントがある方は、鈴鹿
中央総合病院では検査ができ
ません。

※応募多数の場合は抽選します。
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月22日㈪から7月
10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 鈴鹿
市神戸1-18-18）へ　

※電話での申し込みはできません。
※抽選の結果などについては、
　7月下旬に郵送で通知します。
※新型コロナウイルス感染症の影
響により、脳ドックを予定どおり
実施できない場合があります。
実施状況については、市ホーム
ページをご覧いただくか、保険
年金課へお問い合わせください。

　7月10日㈮に、世帯主の方へ
令和2年度の国民健康保険料
納付通知書兼特別徴収決定通
知書を発送します（予定）。通知
書が届いた方は、納期限内の
納付にご協力をお願いします。
※現在、社会保険などに加入中
の方であっても、令和2年4月

以降に国民健康保険の加入期
間がある方については、国民
健康保険料の支払いが発生す
る場合があります。

　月々の国民年金保険料に
付加保険料（400円）をプラ
スして納めると、老齢基礎年
金に付加年金を上乗せして
受け取ることができます。
対　象　第1号被保険者（任
意加入者を含む）

※届出をした月から付加年金に
加入できます。

※国民年金保険料の免除を受け
ている方、国民年金基金に加入
されている方は加入できません。
付加保険料　月額400円
上乗せされる年金額　付加
保険料納付月数×200円　
申込み　年金手帳、本人確認
書類（運転免許証など）を
持って、保険年金課または
地区市民センターへ
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

と　き　7月10日㈮10時から
ところ　市役所本館6階 
　庁議室
内　容　教育を行うための
諸条件の整備、教育や学
術、文化の振興を図るため
に重点的に講ずべき措置
などについての意見交換
定　員　10人（希望者多数
の場合は抽選）
申込み　当日9時30分から9
時50分まで、会場で受け
付け

　冊子「がん検診と保健事業
のご案内」（広報すずか6月5日
号同時配布）でお知らせした胃
がん検診について、新型コロナ
ウイルス感染症の感染防止の
ため、日本消化器内視鏡学会
の提言を受け、受診者、医療従
事者の安全などを考慮し、市内
各医療機関での胃がん個別検
診（胃カメラ検査・バリウム検
査）および保健センターでの胃
がん集団検診（バリウム検査）
を当面の間、休止します。
　再開時期は、広報すずかお
よび市ホームページ、医療機
関窓口などでお知らせします。

◆休日窓口

と　き　6月28日㈰9時～12
時

◆夜間窓口
と　き　6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。

　小・中学校の講師・養護助
教諭・事務補助員・学校栄養
職員について、登録者を随時
募集しています。
※登録者の中から必要に応じて、
勤務条件・経験などを考慮し
雇用します。

申込み　市販の履歴書（写真

貼付）・資格免許（教育職
員免許状・栄養士など）を
持って、直接学校教育課へ

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、令和2年度の
開設を中止します。
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　383-9010）

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、令和2年度の
開設を中止します。
問合せ　鈴鹿市観光協会
　（　380-5595）

鈴鹿市胃がん検診休止
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

石垣池公園市民プール
開設中止

スポーツ課 　382-9029　 382-9071

千代崎・鼓ヶ浦海水浴場
開設中止
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304

講師・養護助教諭などの
登録者募集

学校教育課 　382-7618　 382-9054

申込み　7月6日㈪まで（土・日曜日を除く8時30
分から17時15分まで）に、「フルタイム会計年
度任用職員採用試験申込書」を人事課へ

※郵送の場合は、7月6日㈪17時15分到着分まで
有効です。

※申込書は、直接または郵便で人事課(〒513-8701
　(住所不要))へ請求してください。郵便で請求する場
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12cm×23cm
程度のもの）を必ず同封してください。市ホームページ

「人事・職員採用コーナー」からも入手できます。
◆第一次試験
と　き　7月18日㈯　9時から
ところ　市役所本館12階　会議室
内　容　事務適性検査、事務能力基礎試験
（教養試験）
◆第二次試験
　第一次試験合格者に対して面接試験などを
行います。日時・会場など詳しくは、第一次試験
の合格通知でお知らせします。

職　種
採用予定人数 
事務1

（障がい者対象）   
1人程度

保健師
2人程度

事務2
2人程度

主な業務内容

窓口や施設などでの一般事務業務

保健センターでの保健に関する相談・
指導などの業務 

窓口や施設などでの一般事務業務

受験資格

・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳または精神障
害者保健福祉手帳）の交付を受けている方

・パソコン操作(入力・検索など)ができる方

・保健師免許を取得済みの方または令和2年8月末日
までに取得見込みの方

・普通自動車運転免許を取得済みの方または令和2年
8月末日までに取得見込みの方

・パソコン操作(入力・検索など)ができる方

※勤務条件など詳しくは、募集要項をご覧ください。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660
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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。

文化会館　 382-8111　 382-8580

文化会館の貸館の一斉受付を再開します

ところ　文化会館　さつきプラザ

※必ずマスクを着用してください。

※混雑を避けるため、団体の代表者一人でお越しください。

※受付は、一月分ごとです。

※当面の間、調理室の貸し出しを中止します。

※利用上の制限があります。詳しくは市ホームページをご覧ください。

※今後の感染状況によっては、変更または中止する場合があります。

けやきホール

令和3年4月分

けやきホール以外

令和2年 7月分

一斉受付日

7月 1日㈬9時

令和3年5月分 令和2年 8月分 7月15日㈬9時

令和3年6月分 令和2年 9月分 8月 1日㈯9時

令和3年7月分 令和2年10月分 8月15日㈯9時

令和3年8月分 令和2年11月分 9月 1日㈫9時

令和3年9月分 令和2年12月分 9月16日㈬9時

と　き　令和3年3月まで

内　容　働き方改革に関して

悩みのある事業所に対し

て、次の支援を行います。

・電話相談

・事業所への専門家の派遣

・出張相談窓口への専門家

派遣（相談対応）

・セミナー講師の派遣

問合せ　三重働き方改革推進

支援センター（　0120-111-

　417　mie@task-work.

　com）

　青々としていた松の葉が、

急に全て枯れてしまったら、

「マツ材線虫病」という病気

が疑われます。そのままにし

ておくと周辺の松にも感染

し、松林全体が失われる可

能性があります。大切な松林

を守るため、私有地の枯れ

松の早期処分にご協力をお

願いします。

※伐採した松はその場に放置せ

ず、速やかに焼却施設に持ち

込んで処分してください。

※海岸堤防沿いの地域で枯れ松を

伐採する方を対象に、「みえ森と

緑の県民税」を活用した補助金

を設けています。予算に限りが

ありますので、詳しくは農林水

産課へお問い合わせください。

　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

刈りなどの維持管理にご協力

をお願いします。

　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30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。

枯れ松の早期処分に
ご協力ください

農林水産課　 382-9017　 382-7610

「働き方改革」無料支援

産業政策課　 382-8698　 382-0304

農地の利用状況調査

農業委員会事務局

　382-9018　 382-7610

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054
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告

広

料

有

※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

令和元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

区　分 

予算現額

収益的収入

48億 4,826万円

収益的支出

39億1,904万円

資本的収入

30億8,534万円

資本的支出

44億4,265万円

年間執行額 47億1,983万円 37億3,104万円 17億7,126万円 39億4,659万円

下半期執行額 23億9,042万円 21億1,761万円 16億6,937万円 29億9,813万円

区　分 

予算現額

収益的収入

59億9,223万円

収益的支出

54億6,572万円

資本的収入

52億2,958万円

資本的支出

72億 　53万円

年間執行額 58億8,531万円 52億4,008万円 39億2,146万円 57億9,522万円

下半期執行額 20億3,337万円 29億7,992万円 28億4,209万円 37億　128万円

◆水道事業の業務状況
業務の概況　給水戸数は、令和2年3月31日現在8万6,950戸です。また、総配水量は1,210万
2,055㎥、1日平均配水量は6万6,131㎥で昨年同時期に比べると0.257％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　1億4,677万円
・上水道更新事業に伴う配水池更新工事など　19億8,015万円
・送配水施設等設備改良に伴う取替工事など　8,054万円
・配水管布設替工事など　1億4,625万円
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538万9,855㎥、1日平均汚水処理水量は2万
9,453㎥で、昨年度の下半期に比べると1.22％増加しています。
・農業集落排水事業　下半期の総処理水量は71万1,821㎥、1日平均汚水処理水量は3,890㎥
で、昨年度の下半期に比べると1.30％増加しています。
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）　12億4,591万円
・浸水対策事業に伴う工事　2億2,785万円
・処理場設備取替に伴う工事（農業集落排水事業）　3,794万円
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　
※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
※詳しくは、上下水道局ホームページ（　 http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/）をご覧ください。
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佐藤琢磨選手3位表彰台
（2004年 アメリカGP）

　ノカンゾウなどを観察します。
と　き　7月11日㈯9時（少
雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群
　落（地子町563・西條町
675-1）
定　員　20人（先着順）
※自家用車でお越しの方には、当
日の8時45分に飯野地区市民
センターで沼沢付近の駐車案
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。
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴など

※雨天時は雨具が必要です。
申込み　6月2 6日㈮から、
電話で文化財課へ

　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。
※マスクを着用してください。
と　き　7月12日㈰19時30
分～20時30分

ところ　深谷公園（八野町）
講　師　生川展行さん（三
重昆虫談話会）、篠木善
重さん（三重昆虫談話会）
定　員　30人（先着順）
申込み　6月22日㈪8時30
分から、住所・氏名・電話番
号・参加人数を電子メール
で環境政策課へ

　シリコン太陽電池を一から
作り、モーターを回す体験が
できます。科学・技術の楽しさ
に触れてみましょう。
対　象　中学生
と　き　9月19日㈯・20日㈰
9時～17時

※両日とも同一の講座内容です。
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
申込み　8月3日㈪までに鈴鹿
高専ホームページ（　https:
　//www.suzuka-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

※独立行政法人日本学術振興会
ホームページ（　https://www.

　jsps.go.jp/hirameki/）からも
申し込みできます。 

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、開催を中止または
延期する場合があります。詳し
くは同校ホームページをご確
認ください。

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）

　500戦にも及ぶF1グラン
プリを取材されてきた鈴鹿市
出身F1フォトグラファーの熱
田護さん。長年の取材から厳
選した、時代を彩った数々の
写真を展示します。
と　き　6月29日㈪～7月5
日㈰

※平日8時30分～17時15分、4日
10時～17時、5日9時～15時

ところ　市役所本館1階
　市民ギャラリー

　2年前の西日本豪雨では、
被災者の支援活動において、
外国人が防災リーダーを務
めるグループが大きな力を発
揮しました。
　近年、全国各地で大規模
災害が発生しており、いつ
本市で発生しても不思議で
はありません。このため、大
規模災害に備えて、外国人
を含む多数の被災者への
対応はもちろん、災害後の

外国人ボランティアの受け
入れについて、検討しておく
必要があります。
　被災地での支援活動につい
ての話を聞き、災害に強い地
域づくりを考えてみましょう。
※新型コロナウイルス感染症対
策として、オンラインで開催し
ます。
と　き　7月19日㈰13時30
分～15時
内　容　総社市の外国人防
災リーダーの活動から学ぶ
講　師　譚俊偉さん(総社市
職員 ブラジル出身)
申込み　7月16日㈭までに、
電子メールまたはファクス
で、氏名・住所・電話番号・
対応できる言語（やさしい
日本語も可）を（公財）鈴鹿
国際交流協会へ

※本事業は、キリン福祉財団か
らの助成を受けています。

　聴き方を学んだスタッフが、あ
なたのお話をお聴きします。お
茶を飲みながら日頃のストレス
や悩み事をゆっくり話しましょう。
と　き　7月10日㈮、8月14
日㈮13時～16時（出入り
は自由です）

※相談時間は、一人1時間が目安
です

ところ　保健センター2階
　会議室
参加料　無料　　
申込み・問合せ　事前に電話
でハーティ友手（宮崎　080-
　5133-3771）へ
※悪天候や感染症の影響などに
より、中止する場合があります。

◆やさしい呼吸筋トレーニング
教室
対　象　18歳以上の方
と　き　7月21日・28日（各
火曜日）11時～12時

ところ　水泳場　会議室
内　容　簡単に楽しみながら、
体力・筋力アップをします。呼
吸筋を鍛えて健康なカラダ
づくりをしましょう。
講　師　向井泉さん
定　員　各15人（先着順）
参加料　各1,100 円（税込）
申込み　6月23日㈫から直接
水泳場窓口またはホーム
ページで

催 し 物

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

かなしょうず

文化財課　382-9031 　382-9071

多言語災害
ボランティア養成研修
(公財)鈴鹿国際交流協会
　383-0724 　383-0639
sifa@mecha.ne.jp

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

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

F1取材500GP達成記念
熱田護写真展

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　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。
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 広報すずか6月5日号17ページに掲載した鈴鹿市担当
行政相談員の氏名について、誤りがありました。
正しくは「坂井芳規さん」です。お詫びして訂正します。

訂正とお詫び

ところ　深谷公園（八野町）
講　師　生川展行さん（三
重昆虫談話会）、篠木善
重さん（三重昆虫談話会）
定　員　30人（先着順）
申込み　6月22日㈪8時30
分から、住所・氏名・電話番
号・参加人数を電子メール
で環境政策課へ

　シリコン太陽電池を一から
作り、モーターを回す体験が
できます。科学・技術の楽しさ
に触れてみましょう。
対　象　中学生
と　き　9月19日㈯・20日㈰
9時～17時

※両日とも同一の講座内容です。
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
申込み　8月3日㈪までに鈴鹿
高専ホームページ（　https:
　//www.suzuka-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

※独立行政法人日本学術振興会
ホームページ（　https://www.

　jsps.go.jp/hirameki/）からも
申し込みできます。 

※新型コロナウイルス感染症の
影響により、開催を中止または
延期する場合があります。詳し
くは同校ホームページをご確
認ください。

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）

　500戦にも及ぶF1グラン
プリを取材されてきた鈴鹿市
出身F1フォトグラファーの熱
田護さん。長年の取材から厳
選した、時代を彩った数々の
写真を展示します。
と　き　6月29日㈪～7月5
日㈰

※平日8時30分～17時15分、4日
10時～17時、5日9時～15時

ところ　市役所本館1階
　市民ギャラリー

　2年前の西日本豪雨では、
被災者の支援活動において、
外国人が防災リーダーを務
めるグループが大きな力を発
揮しました。
　近年、全国各地で大規模
災害が発生しており、いつ
本市で発生しても不思議で
はありません。このため、大
規模災害に備えて、外国人
を含む多数の被災者への
対応はもちろん、災害後の

外国人ボランティアの受け
入れについて、検討しておく
必要があります。
　被災地での支援活動につい
ての話を聞き、災害に強い地
域づくりを考えてみましょう。
※新型コロナウイルス感染症対
策として、オンラインで開催し
ます。
と　き　7月19日㈰13時30
分～15時
内　容　総社市の外国人防
災リーダーの活動から学ぶ
講　師　譚俊偉さん(総社市
職員 ブラジル出身)
申込み　7月16日㈭までに、
電子メールまたはファクス
で、氏名・住所・電話番号・
対応できる言語（やさしい
日本語も可）を（公財）鈴鹿
国際交流協会へ

※本事業は、キリン福祉財団か
らの助成を受けています。

　聴き方を学んだスタッフが、あ
なたのお話をお聴きします。お
茶を飲みながら日頃のストレス
や悩み事をゆっくり話しましょう。
と　き　7月10日㈮、8月14
日㈮13時～16時（出入り
は自由です）

※相談時間は、一人1時間が目安
です

ところ　保健センター2階
　会議室
参加料　無料　　
申込み・問合せ　事前に電話
でハーティ友手（宮崎　080-
　5133-3771）へ
※悪天候や感染症の影響などに
より、中止する場合があります。

◆やさしい呼吸筋トレーニング
教室
対　象　18歳以上の方
と　き　7月21日・28日（各
火曜日）11時～12時

ところ　水泳場　会議室
内　容　簡単に楽しみながら、
体力・筋力アップをします。呼
吸筋を鍛えて健康なカラダ
づくりをしましょう。
講　師　向井泉さん
定　員　各15人（先着順）
参加料　各1,100 円（税込）
申込み　6月23日㈫から直接
水泳場窓口またはホーム
ページで

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課　327-5030 　382-4187

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

手と手でこころをつなぐ
　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。

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607
　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

上下に構えた両手人差指で垂直
の円を描くように交互に回します。

右手親指を立て、口元で
左右に動かします。

◆フェイスシールドの配布
　手話利用者にフェイスシール
ドを無償で配布しています。
対　象　聴覚障がい者や手話通
　　　訳者などの手話利用者
申込み　直接障がい福祉課へ

手話利用者などの感染防止対策
　手話は、手の動きに加えて、表情や口の動きによって意味が変化する言語です。このため、
新型コロナウイルス感染拡大防止に効果的なマスクも、手話や口話を利用する人にとってみ
れば、表情や口元を隠し、意思疎通を困難にする原因になってしまいます。
　最近の政府会見などでは、手話通訳者は透明のフェイスシールドを付けています。これは、
表情や口の動きを正確に伝えるためにほかなりません。本市でも、手話通訳者はフェイスシー
ルドを着用し、感染防止対策をとりながら、意思疎通を図っています。
手話通訳

たんしゅんわい

そう じゃ
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