
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／8月17日㈪～21日㈮ 8時30分から17時15分までに、郵送、ファクス、または電子メール（〒513-8701住所不要、　382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で
　　　　　　 情報政策課へ。なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で情報政策課（　382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／営業、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします(企業・自営業者の活動を含む)。
※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。　※同一主催者の掲載申し込みは１回１記事に限ります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

対象／幼稚園児～小学生　とき／8月
5日㈬～10月10日㈯までの間に全10
回、9時30分～11時30分　ところ／男
女共同参画センター　研修室ほか　
内容／ゆかたを着て、礼儀作法を楽し
く学びます。　参加料／無料　※途中
参加できます。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／8月12日㈬13時～15
時　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談、情報交換、
介護家族との交流　参加料／100円

対象／どなたでも　とき・ところ／
火・木曜日19時～21時：鈴鹿高専、土
曜日9時～12時：神戸高校または市
武道館　申込み／電話またはホーム
ページで

とき／10月14日㈬・28日㈬10時～11時
30分　ところ／鼓ヶ浦公民館　内容
／「おくのほそ道」を読む～芭蕉　人生
は旅だ！～　講師／河原徳子さん　参
加料／無料　申込み／8月6日㈭から
電話で

とき／8月6日㈭・20日㈭14時～16時
(月2回予定)　ところ／神戸コミュニティ
センター　内容／簡単なパソコン操
作をみんなで楽しく体験します。　
講師／佐藤貴直さん　参加料／500
円　※パソコンは不要です。

とき／8月23日㈰13時から　ところ
／武道館(江島台2-6-1)　内容／自
立して生きようとする人が集まって
学び、虚弱化を防ぎましょう。　講師
／小磯勉さん(鈴鹿自助倶楽部ダブ
ルシュークリーム代表)　協賛金／
500円

とき／8月11日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　内容／不登校のお
子さんをお持ちの親を中心とした集
まりです。心配なことや気になること
を、一緒にお話しましょう。　参加料
／100円

とき／8月5日㈬～8日㈯9時～17時
(最終日は16時まで)　ところ／市役
所本館1階　市民ギャラリー　内容
／原爆の被害を示すパネルなどを展
示し、核兵器の廃絶を目指します。

対象／どなたでも　とき／8月19日
㈬・20日㈭9時45分～12時　ところ／
文化会館　内容／塗装工事の前に消
費者が知っておくべき知識を分かり
やすく説明します。　参加料／無料　
申込み／電話で(当日参加可)

とき／月曜日14時から（月4回）　とこ
ろ／鈴鹿ハンター   大催事場　内容／
円柱形ストレッチポールの上に寝て手
足を動かし、正しい姿勢に戻します。　
参加料／月2,400円（ポールレンタル
代込み）　申込み／電話で

対象／パーキンソン病の方で、自力で
歩行可能な方　とき／8月23日㈰9時
から　ところ／デイサービスリフィッ
トプラス(稲生町5549-2)　内容／
予防のための効果的な運動法　参
加料／200円

今村慶子
　　383-1740　　　

　　　　　　090-1982-6651 下野和子　　370-4620 鈴鹿錬成会
　 090-7609-2450

　 　　 384-3741

鼓ヶ浦公民館　386-9184 すずか生涯学習インストラクターの会　事務局(一尾) 
　090-8864-0211　　 tka-ichi@mecha.ne.jp

(一社)100歳大学　
　090-4083-1648　 384-8804

つぅの会
保井　090-4185-1514

原水爆禁止鈴鹿協議会
足立　374-3174

(一社)市民講座運営委員会
　0120-689-419 伴　080-5298-6403

デイサービスリフィットプラス
西澤　080-3661-8232

鈴鹿市和装礼法
こども教室

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿錬成会柔道教室
生徒募集

朗読文学講座
パソコンを始められない
方にお勧め「ぱそこん体験」

100歳大学
公開講座

鈴鹿不登校を考える
親の会

原爆と人間展
屋根・外壁塗り替え

セミナー
肩腰を改善

寝たまま体幹を鍛える
パーキンソンキャンプ

参加者募集

次回の募集は10月５日号掲載分です 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。
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現況届の案内が届きません。ま

た、手当の支払いを差し止める

場合がありますので、該当され

る方は、至急子ども政策課へご

連絡ください。

◆ハローワーク特別出張窓口

　児童扶養手当受給者で求職

中の方を支援します。

と　き　8月11日㈫・17日㈪・

31㈪13時30分～16時（最終

受付15時30分）

ところ　市役所本館11階　子

ども政策課

特別定額給付金
申請期限までに手続きを

特別定額給付金室

　382-9291　 382-9040

　5月下旬に市から世帯主宛て

の申請書を送付しています。申

請をされていない方は、申請期

限までに手続きをお願いします。

　

児童扶養手当の
現況届が始まります

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　児童扶養手当の受給資格者

（母子家庭の母・父子家庭の父

など）は、8月31日㈪までに子ど

も政策課で現況届の手続きをし

てください。手続きをしないと、

11月以降の資格の更新ができ

ません（2年間手続きをしなかっ

た場合、資格を喪失します）。

※日曜窓口を開設します。詳しい日

程などは、対象の方に郵送する

案内「児童扶養手当現況届につ

いて」に記載しますので、ご覧く

ださい。

※住所や氏名、家族構成などに

変更があった場合は、戸籍住民

課での手続きとは別に、子ども

政策課への届出が必要です。

この届出をしていない方には、

※申請書が届いていない方は、特

別定額給付金コールセンターへ

ご連絡ください。

申請期限　8月31日㈪（消印有

効）まで

給付確認　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。下記の二次元コー

ドを読み込むか、市ホーム

ページ「振込日の確認方法」

をご覧ください。

　なお、振り込みのお知らせな

どは送付しません。入金は、指

定口座の記帳によりご確認く

ださい。

問合せ　特別定額給付金コー

ルセンター（　382-9291）

市ホームページ

「振込日の確認

方法」

二次元コード▶



原爆の日と終戦記念日に
黙とうを

人権政策課　382-9011　 382-2214

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　8月6日㈭に広島市で、8月9日

㈰に長崎市で、原爆死没者の冥

福と世界恒久平和を願う式典

が行われます。また、8月15日㈯

には、日本武道館で、先の大戦

において亡くなられた方々を追

悼し平和を祈念するため、全国

戦没者追悼式が行われます。

　それぞれの式典の中で、1分

間の黙とうが捧げられるのに合

わせ、皆さんも恒久平和の実現

を願って黙とうをお願いします。

と　き

○広島市　8月6日㈭8時15分から

○長崎市　8月9日㈰11時2分から

○全国戦没者追悼式　8月15日㈯

12時から

スクール・サポート・スタッフ
募集

学校教育課　382-7618　 382-9054

　小・中学校での児童・生徒の

感染症予防対策や、教員が本来

担うべき業務に従事する時間な

どを確保するため、スクール・

サポート・スタッフを募集します。

自衛官および防衛大学校学生などの募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

申込み・問合せ　

　自衛隊三重地方協力本部四日市地域事務所（　351-1723）または自衛官募集コールセンター（　0120-

　063-792　12時～20時(年中無休))
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電　話 電子メール ホームページファクス

航空学生(海上自衛隊)

航空学生(航空自衛隊)

対象（令和3年4月1日現在）

高卒（見込みを含む）、23歳未満の者

高卒（見込みを含む）、21歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

高卒（見込みを含む）、21歳未満の者

申込み

9月10日㈭まで

随時募集

10月7日㈬まで

10月1日㈭まで

採　用　試　験

１次試験：9月22日（火・祝）

１次試験：9月18日㈮～20日㈰

１次試験：10月24日㈯・25日㈰

１次試験：10月17日㈯

受付時にお知らせします

防衛大学校学生（一般）

防衛医科大学校医学科学生

防衛医科大学校看護学科学生

一般曹候補生

自衛官候補生

10月22日㈭まで １次試験：11月7日㈯・8日㈰

　業務内容は、校内で使用する

備品などの消毒や教材の印刷・

準備などです。

　応募者の中から必要に応じ

て、勤務条件・経験などを考慮し

雇用しますので、ご応募ください。

※詳しくは、学校教育課へお問い

合わせください。

申込み　市販の履歴書（写真貼

付）を持参し、学校教育課へ

国民年金保険料の支払いは
便利な口座振替で

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の納付は、

口座振替で納付できます。

　口座振替には、当月分保険料

を当月末に振替納付することで

月々50円割引される早割制度

や、現金納付よりも割引額が多

い6カ月前納・1年前納・2年前納

があります。

　下半期の6カ月前納（10月分

～翌年3月分）は8月末日までに

お申し込みください。

申込み　年金手帳（基礎年金

番号がわかるもの）、通帳、届

出印を持って、金融機関また

は年金事務所へ

※市役所では手続きができません。

問合せ　津年金事務所（　059-

　228-9112）

鈴鹿市地方創生会議の
傍聴ができます

行政経営課　382-9005　 382-9040

と　き　8月21日㈮13時30分

から

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

定　員　5人（先着順）

申込み　当日13時から13時20分

まで、会場で受け付け

し尿収集の休業 
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

と　き　8月15日㈯・16日㈰

※収集の依頼は、各地区の担当業

者または鈴鹿市清掃協同組合

（　382-3331）へ

市職員募集
人事課　382-9037　 382-2219

　令和3年4月1日採用分の「市

職員募集」に関するお知らせは、

9月5日号に掲載予定です。



市営住宅の入居者募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188
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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。

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。

申込み資格　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

※高齢者世帯は前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　8月5日㈬から31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、8月5日㈬から住宅政策課窓口または市ホー

ムページで入手できます。

選考方法　応募者多数の場合は、9月17日㈭・18日㈮（予
定）の公開抽選会で決定します。

入居時期　11月上旬（予定）

※障がい者世帯、一人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。

◆高齢者世帯（単身者可）1階

一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3 中層耐火造4階建て 1戸 1万3,700円～2万7,000円

◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合は単身者も可）1～3階

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 6戸 1万9,700円～4万1,800円

◆世帯区分なし（単身者は不可）1～3階

潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 5戸 2万3,400円～4万7,000円

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）3～5階

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

ハイツ旭が丘 中旭が丘四丁目 中層耐火造5階建て 4戸 1万6,700円～3万5,100円

桜島団地 桜島町五丁目

中層耐火造4階建て 1戸 1万3,700円～2万7,000円

十宮団地 十宮三丁目

中層耐火造4階建て 2戸 1万4,500円～2万8,900円

一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3

中層耐火造4階建て 1戸 1万4,300円～2万8,200円

※家賃は、申込者の世帯所得を基準に算出します。



〇実施機関別決定件数

令和元年度
個人情報保護条例運用状況

総務課　382-8659　 382-2214

◆個人情報の開示、訂正および

　利用停止等請求の状況

　令和元年度の個人情報の開

示請求件数は35件、訂正請求、

利用停止等請求はありませんで

した。開示請求後に取り下げが

あった2件を除く33件の請求に

対する延べ決定件数は36件

で、その内訳は、開示決定が16

件、部分開示決定が11件、不存

在決定が9件でした。

市道の不具合を
見つけたらご連絡を

道路保全課　382-8421　 382-7612

　市では、道路パトロールを行い

市道の安全確保に努めています

が、パトロールだけでは道路損傷

の全てを早期に発見することは

できません。道路損傷による事故

を未然に防ぐため、不具合を発

見した場合は、場所や状態などを

道路保全課へご連絡ください。

令和元年度
情報公開制度実施状況
総務課　382-8659　 382-2214

　令和元年度の公文書公開請

求件数は533件で、このうち取り

下げが18件、残る515件の主な

請求内容は、市発注公共工事

の設計書300件、開発行為に関

する文書18件でした。

　533件の請求に対する延べ

決定件数は547件で、その内訳

は、公開決定が379件、部分公

開決定が114件、非公開決定が

0件、存否応答拒否決定が0件、

公文書不存在決定が54件、請

求却下が0件となり、公開率は

100％でした。

　また、実施機関の決定に対す

る審査請求はありませんでした。

※公開率＝（公開＋部分公開）÷

（公開＋部分公開＋非公開＋存

否応答拒否）×100

　また、実施機関の決定に対す

る審査請求はありませんでした。

◆個人情報取扱事務登録の状況

　実施機関は、個人情報を取り扱

う事務のうち、個人情報を一定の

基準で検索できる公文書を使用し

ている事務を、個人情報取扱事務

登録簿に登録しています。令和2

年3月31日現在の登録件数は768

件です。個人情報取扱事務登録

簿は、市役所4階情報公開コー

ナーで閲覧することができます。

〇実施機関別個人情報取扱

事務登録状況
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電　話 電子メール ホームページファクス

※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

※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

実 施 機 関 件数

4

36

20

23

4

19

0

4

18

150

104

0

4

386

0

0

0

6

6

0

148

1

547

危機管理部

政策経営部

総務部

地域振興部

文化スポーツ部

環境部

子ども政策部

健康福祉部

産業振興部

土木部

都市整備部

会計課

消防本部

小計

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

上下水道事業管理者

議会

市長

合計

実 施 機 関 件数

13

11

52

90

51

53

34

82

64

39

90

2

36

617

68

16

0

1

11

0

49

1

5

768

危機管理部

政策経営部

総務部

地域振興部

文化スポーツ部

環境部

子ども政策部

健康福祉部

産業振興部

土木部

都市整備部

会計課

消防本部

小計

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

上下水道事業管理者

議会

共通事務

市長

合計



ひとり親世帯

臨時特別給付金

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染症の

影響を受けているひとり親世帯

の生活を支援するため、臨時特

別給付金を支給します。

　なお、この給付金には、「基本

給付」と「追加給付」がありま

す。それぞれ支給の手続きが異

なりますのでご注意ください。

◆基本給付　

対　象　

①令和2年6月分の児童扶養手

当が支給される方

②公的年金などを受給してお

り、令和2年6月分の児童扶

養手当の支給が全額停止さ

れる方

※児童扶養手当法に定める「養育

者」の方も対象です。

※公的年金とは、遺族年金、障害年

金、老齢年金、労災年金、遺族補

償などです。

※既に児童扶養手当受給資格者と

しての認定を受けている方だけ

でなく、児童扶養手当の申請を

していれば、令和2年6月分の児

童扶養手当の支給が全額または

一部が停止されたと推測される

方も対象です。

③新型コロナウイルス感染症の

影響を受けて家計が急変し、

収入が児童扶養手当を受給

している方と同じ水準となっ

ている方

※対象②および③の方への給付に

ついては、申請者本人および扶

養義務者の収入制限があります

ので、子ども政策課へお問い合

わせください。

内　容　1世帯5万円、第2子

以降1人につき3万円

◆追加給付　

対　象　基本給付対象の①ま

たは②に該当する方のうち、

新型コロナウイルス感染症の

影響を受けて家計が急変し、

収入が減少した方

内　容　1世帯5万円

申込み

〇基本給付

　対象①の方：申請不要

　対象②③の方：令和3年2月

26日㈮までに子ども政策課

へ

〇追加給付

　令和3年2月26日㈮までに子

ども政策課へ

給付金の支給

〇基本給付の対象①の方：8月

上旬に児童扶養手当口座へ

振込（予定）

〇基本給付の対象②・③の方お

よび追加給付の方：申請内容

を確認の上、順次支給（予定）

特定不妊治療費助成事業

取り扱いのお知らせ

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染防止

の観点により、一定期間治療を

延期した方について、時限的に

年齢要件などを緩和します。

年齢要件　治療期間初日の

妻の年齢について、「43歳

未満」から「44歳未満」の方

に緩和

※令和2年3月31日時点で妻の年

齢が42歳の夫婦であって、新型

コロナウイルスの感染防止の観

点から、治療を令和2年度に延期

した方が対象になります。

通算回数　初回助成時の治療

期間初日の妻の年齢が41歳

未満の方：6回

※妻の年齢について、「40歳未満」

から緩和しています。

※令和2年3月31日時点で妻の年齢が

39歳の夫婦であって、新型コロナウイ

ルスの感染防止の観点から、治療を

令和2年度に延期した方が対象です。

所得要件　新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和2年

度の特定不妊治療費助成の

所得要件について、次のとおり

取り扱います。

・「夫および妻の前年の所得（1月

から5月までの申請については前

年々の所得）が730万円未満で

ある場合」を満たさない場合で

あっても、新型コロナウイルスの

影響により所得が急変し、夫およ

び妻の本年の所得の合計額が

730万円未満となる見込みの場

合は、助成の対象とします。

※見込み所得の推計方法など詳し

くは、子ども政策課へお問い合わ

せください。

・新型コロナウイルスの感染防

止の観点により治療を延期し、

申請が6月以降となった場合に

ついて、前々年の所得が730

万円未満であって、前年の所

得が730万円以上となる夫婦

については、前々年の所得を

もって助成の対象とします。

鈴鹿市事業者向け

緊急家賃等給付金

申請受付期限のお知らせ

産業政策課　382-8698　　382-0304

　「鈴鹿市事業者向け緊急家賃

等給付金」の申請期限（8月31日

㈪）を定めましたので、期日までに

申請してください。

対　象　次の要件を全て満たす方

・市内で事業を営んでいる方

で、市内で事業所などを賃借

している方

・新型コロナウイルス感染症の

影響を起因とした対象融資を

受けた方

24 2020・8・5



※対象融資を申し込み中であれば、

融資実行前でも申請を受け付け

ます（支給は融資実行後）。

※対象融資など詳しくは、市ホーム

ページをご覧ください。

申請期限　8月31日㈪（消印有
効）
問合せ　産業政策課家賃等給
付金担当（　382-9220）

鈴鹿市地産地消推進協議会の

傍聴ができます

農林水産課　382-9017　 382-7610

と　き　8月21日㈮15時から
ところ　市役所本館5階　
502ミーティングルーム
内　容　令和元年度の地産地
消の取り組みや令和2年度の
地産地消の取り組みについて
定　員　5人
※申し込み多数の場合は、抽選によ

り決定します。

申込み　14時25分から14時
45分まで、会場で受け付け

※新型コロナウィ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。

高収益作物次期作支援交付金

申請相談会

農林水産課　382-9017　 382-7610

　高収益作物次期作支援交
付金事業について、申請書の
書き方などの申請相談会を次
のとおり開催します。
とき・ところ　

〇8月11日㈫9時～12時、13時
～17時　鈴鹿市農村環境改善
センター

〇8月17日㈪9時～12時、13時～17
時　鈴鹿農協本店5階会議室
持ち物　耕作しているほ場の
一覧表（地番、面積の詳細が
分かるもの）、令和2年2月か
ら4月まででの対象作物の出
荷実績が確認できる書類

問合せ　鈴鹿市農業再生協議会
事務局（鈴鹿市農林水産課内）
（　382-9017　 382-7610）

刈り取り後の

麦・稲わらなどは

早期に処理してください

農林水産課　382-9017　 382-7610

河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　本市のノリの生産は、県下有数
の生産量を誇ります。10月初めから
は、ノリの種付けが始まり、伊勢湾の
黒ノリ養殖のシーズンになります。
　一方、田んぼでは、間もなく稲刈
りを終える時季を迎えますが、台
風が接近しやすい時季でもありま
す。刈り取り後の麦・稲わらをその
ままにしておくと、大雨時に側溝や
水路を詰まらせ浸水被害を拡大
させたり、ごみとともに海へ流れ込
み、ノリ養殖だけでなく、他の漁業
にも影響を与えてしまいます。
　刈り取り後の麦・稲わらはそ
のままにせず、早期のすき込み
をお願いします。

納税の夜間窓口

納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口

と　き　8月28日㈮・31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。

立命館大学学生法律相談部
無料法律相談

市民対話課　382-9004　 382-7660

　法律家を目指す学生が相談
にお応えします。
※秘密は厳守します。

※予約は不要で、時間無制限です。

※教授も参加します。

と　き　8月23日㈰10時～14時
30分（最終受付）

ところ　アスト津4階(津市羽所
町700　059-222-2525)
内　容　金銭貸借・不動産登
記・離婚・相続・会社関係・
DV・ストーカー問題・サラ金・
借地借家問題・ご近所問題など

※契約書、登記簿などの関係書類

をお持ちください。

※刑事事件・税金・年金・保険・裁判

中の事件はお受けできません。

相談料　無料
主催・問合せ　立命館大学学生
法律相談部（　075-465-

　8175（呼出）　 https://rits-
　legal-consulting-club.
　jimdosite.com/）

ポリテクセンター三重
職業訓練受講生募集

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。

訓練期間　10月2日㈮～令和3
年3月29日㈪
募集科　電気設備技術科
受講料　無料
申込み　9月4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

の利用ができます（要事前相談）。
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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。



介護に関する入門的研修
（WEB研修・テーマ別研修）

長寿社会課　382-7935　 382-7607

◆個人研修（Ｗｅｂ研修）

　介護に関する基本的な知識

や技術を身に付けることで、介

護未経験者の皆さんの介護分

野への就業のきっかけにします。

対　象　県内に居住する介護

未経験者で、定年退職する

方や中高年齢者、子育てが

一段落した方、学生など、介

護に興味があり、介護を学ぶ

意欲をお持ちの方

期　間　2週間

※受講日程は、申し込み受付後に

案内します。

内　容　Web上で、基礎講座

および入門講座の受講

※各科目終了後にレポートの提出

が必要です。

※研修時間は、全6科目21時間

（基礎講座2科目3時間、入門講

座4科目18時間）で、基礎講座

のみや入門講座のみの受講もで

きます。

※本研修にあたっては、インターネ

ットに接続したパソコンが必要で

す。インターネット環境が整わな

い方は、ご相談ください。

※研修を修了した受講生には、三

重県知事名の修了証明書を交

付します。

※入門的研修を修了すれば、介護

職員初任者研修の受講時間が

130時間から109時間に、生活

援助研修の受講時間が59時間

が43時間に短縮されます。

定　員　150人（先着順）

参加料　無料

※インターネット通信料が必要です。

申込み・問合せ　9月1日㈫か

ら令和3年2月5日㈮までに、

電話で三重県社会福祉協議

会三重県福祉人材センター

（　059-227-5160）へ

※令和3年2月26日㈮までに受講

を開始する必要があります。

◆団体研修（テーマ別研修）

　企業・自治体・教育委員会な

どの団体に属し、介護に関わり

がなかった方などを対象にした

研修です。介護に関する基本的

な知識や技術、介護の業務に

携わる上で知っておくべき基本

的な技術を学びます。

対　象　

〇申込者：本研修会の開催を

希望する三重県内の企業・自

治体・教育委員会・学校法

人・その他の団体（5人以上）

〇受講者：県内に居住する介護

未経験者で定年退職を予定

している方や中高年齢者、子

育てが一段落した方、学生な

ど、介護に興味があり、介護を

学ぶ意欲をお持ちの方

内　容　

〇基礎コース：基礎講座（介護

に関する基礎知識1.5時間/

介護の基本1.5時間）

〇テーマ別コース：「介護に関

する入門的研修カリキュラム」

より、申込者が希望する科目

（研修内容）を受講（1科目1～

1.5時間）

※基礎コース修了者には、三重県

知事名の修了証が発行されると

ともに、「介護に関する入門的研

修（個人）」の基礎講座受講が免

除されます。

受講料　無料

※インターネット通信料が必要で

す。

申込み・問合せ　9月1日㈫か

ら令和3年2月12日㈮まで

に、電話で三重県社会福祉

協議会三重県福祉人材セン

ター（　059-227-5160）へ

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　同じ病気の方のお話を聞い

たり、お互いの悩みを話し合っ

たり、一人で悩まずにお話しまし

ょう。

対　象　がん患者・がん患者の

家族の方など 

と　き　8月28日㈮13時30分

～15時30分

ところ　保健センター

参加料　無料

申込み・問合せ　事前に電話

で三重県がん相談支援セン

ター（　059-223-1616）へ

※当日参加もできます。

※悪天候や感染症の影響などで中

止になる場合がありますので、

事前にお問い合わせください。

秋期鈴鹿市ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住・在学の小・

中学生　

※小学生は2年生以上、中学生は

経験者に限ります。

と　き　9月5日㈯から原則毎

週土曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽

部、中日カントリークラブ、鈴

峰ゴルフ倶楽部

※月単位で会場を変更します。

内　容　打球練習、ラウンド練

習など　

※初心者には基礎から指導します。

料　金　入会金1,000円、月

会費1,000円

定　員　5人(先着順)

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会

申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部内

鈴鹿市ゴルフ協会　田中（　

371-0711　 371-1518）へ
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　「バリアフリー」という言葉を聞くと、「車椅

子用のスロープ」や「手すり」などを思い浮か

べる人が多いことでしょう。バリアフリーとは

「バリア（障壁）」を「フリーにする（なくす）」こと

ですが、ここで言う「バリア」とは、段差などの

物理的障壁だけでなく、社会制度や人々の意

識における障壁も含んでいます。

　今年の5月に「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（通称バリアフ

リー法）」が改正されました。今後、公立小・中

学校の新築や増築などをする際には、バリアフ

リー基準適合義務の対象となる予定です。

　本市では、この法律改正以前から、校舎の新築

時にエレベーターを設置したり、既存施設に階段

昇降機やスロープを取り付けたりして施設のバリ

アフリーを進めてきました。しかし、施設の整備だ

けではバリアフリーは実現しません。なぜなら、スロ

ープの出入り口に自転車が置かれていたり、手す

りの周囲に荷物があったりするなど、施設利用者

の何気ない行動が、障壁になってしまうからです。

　人権尊重の基礎となるのは相手を思いやる

気持ちです。本市の小・中学校では全ての教

育活動を通じて人権教育に取り組み、子どもた

ちの思いやりの気持ちを育むことで、学校施設

のバリアフリーとともに、心のバリアフリーの実

現にこれからも取り組んでいきます。

バリアフリーと学校施設

教 育 総 務 課　 382-9049 　 383-7878　 kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp
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

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

申込み　8月7日㈮から直接水

泳場窓口またはホームページ

で（先着順）

◆スティラミックス

対　象　18歳以上の方

と　き　9月15日・29日、10月6

日・20日、11月17日、12月1日

（各火曜日）11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　シンプルなエアロと筋

トレ、太極ヨガをミックスした運

動です。

講　師　青木美穂さん

定　員　20人

参加料　6,600 円（税込　全6

回）

◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　18歳以上の女性

と　き　8月28日、9月4日(各

金曜日)20時～21時、9月1日

㈫11時～12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　各15人

参加料　各1,100 円(税込)

◆アンチエイジングヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　8月28日、9月4日(各

金曜日)11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　体幹を使うポーズを

取入れ、10年後の自分に感

謝されるカラダづくりをしま

す。

講　師　Ricoさん

定　員　各15人

参加料　各1,100円(税込)

◆背骨ととのえヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　8月26日、9月2日・9

日・16日・23 日(各水曜日)11

時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　背骨を整える優しいヨ

ガです。バランス感覚と体幹

を養いましょう。

講　師　Ricoさん

定　員　15人

参加料　5,500 円(税込　全5回)

救急・健康フェアの中止

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　9月に開催予定の救急・健康

フェアは、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止します。

鈴鹿市美術展の中止

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755 

　令和2年度の「第53回鈴鹿

市美術展」は、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止

します。

○市民税・県民税…2期

○国民健康保険料…2期

【納期限は8月31日㈪です】

の8 月 納税 納付・

電　話 電子メール ホームページファクス

272020・8・5


