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No.1562

　

特別定額給付金
申請期限までに申請を

特別定額給付金室
　382-9291　 382-9040

住宅リフォームへの
補助金交付

住宅政策課 　382-7616　 382-8188
　jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp

介護保険料の減免申請
長寿社会課 　382-7935　 382-7607

　「特別定額給付金」の申請
期限まで残りわずかです。期限
を過ぎると給付金の給付ができ
ませんので、申請をされていな
い方は、今すぐご申請ください。
　まだ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

　市内に本店、支店または本
拠を持つ施工業者を利用して
住宅リフォームを実施する方
に、補助金を交付します。
※令和2年度のみの補助金です。
対　象　鈴鹿市に住民登録
があり、自身が居住する住
宅をリフォームする方
対象住宅　自身または直系二
親等以内の親族が所有し
ている住宅（借家、賃貸ア
パートは対象外）

対象工事　対象工事にかか
る費用が10万円以上で、
令和3年2月28日までに完
了する住宅リフォーム工事
（他の補助制度を利用する
部分は対象外）
補助金額　対象工事経費の
10％で上限20万円まで
（予算の範囲内）
申込み　9月10日㈭（消印有
効）までに、郵送または電子
メールで住宅政策課へ

※申込期間終了時点で補助金予算
額を上回る申し込みがあった場
合は、抽選により補助候補者を
決定し、9月中旬に申込者全員
に結果通知を発送します。

※詳しい交付要件や対象工事な
どは、チラシでご確認ください。

※チラシは、市ホームページまた
は地区市民センターで入手で
きます。

　介護保険の被保険者で一定
の要件を満たす方は、保険料
が減免されます。
対　象　
①新型コロナウイルス感染症に
より、主たる生計維持者が死
亡、または重篤な傷病を負っ
た世帯の第一号被保険者

②新型コロナウイルス感染症
の影響により、主たる生計維
持者の事業収入など（事業
収入、不動産収入、山林収
入または給与収入）の減少
が見込まれ、次の要件に該
当する第一号被保険者
・事業収入などのいずれかの
減少額（保険金、損害賠償
等により補填されるべき金額
は控除）が令和元年の収入
額の10分3以上であること
・減少することが見込まれる
事業収入などに係る所得
以外の令和元年の所得の
合計額が、400万円以下で
あること
対象期間　平成31年度および
令和2年度の保険料のうち、
令和2年2月1日から令和3年
3月31日までの間に、普通徴
収の納期限（特別徴収の場
合は対象年金給付の支払
日）が設定されているもの
減免額　①保険料の全部、
②保険料の一部（対象者
ごとに計算）
申込み・問合せ　申請には、医
師の診断書や令和元年の
収入が分かるもの、令和2年
1月から申請までの収入が確
認できるものなどが必要で
す。詳しくは、長寿社会課へ
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　障がい者の方とひとり親世
帯の方に、「鈴鹿まるごと応援
券すずまる」を支給します。
配布時期　 8月末から順次
発送
利用期限　 令和3年1月31日
　㈰まで
※販売された「すずまる」とは利用
期限が異なります。

※申し込みなどの手続きは必要あ
りません。

※「鈴鹿まるごと応援券すずまる」
については、特設ホームページ
（　https://suzuka-premi
　um.jp/)をご覧ください。
◆障がい者の方への支給
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　7月末現在、本市に
住民登録のある方で、次の
いずれかの手帳を所有し
ている方
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神保健福祉手帳
※7月末までに交付申請し、8月
以降に手帳の交付を受けた方
も対象です。
支給額　対象者1人につき
1万円分
支給方法　簡易書留で郵送
※7月末までに交付申請し、8月
以降に手帳の交付を受ける方
は、手帳の交付時に支給します。
◆ひとり親世帯の方への支給
子ども政策課　 382-7661 　382-9054

対　象　7月分の児童扶養
手当の支給を受けている
対象児童
支給額　対象児童1人につき
1万円分

支給方法　対象児童の受給
者（保護者など）の方へ簡
易書留で郵送

　消費税引き上げに伴い、
令和元年10月1日から令和
2年1 2月3 1日までに消費
税率10％で取得した住宅
に入居した場合、住宅ロー
ン控除の控除対象期間が
10年から13年に延長され
ています。
　このたび新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受け、
適用要件が見直されたこと
により、期限（令和2年12月
31日）までに入居できなかっ
た場合でも、定められた期日
までに住宅取得契約が行わ
れているなどの要件を満た
していれば、13年間の住宅
ローン控除が受けられます。
　詳しくは、国税庁ホーム
ページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染
症の自粛要請を受けて中止
などになった文化芸術・スポ
ーツイベントについて、その
チケットの払い戻しを受けな
いことを選択された場合は、
その金額分を「寄附」とみな
して、寄附金税額控除を受
けることができます。
　寄附金税額控除の適用を
希望される方は、確定申告ま
たは市・県民税の申告を行っ
てください。
※詳しくは、文化庁またはス

ポーツ庁ホームページで確認
できます。

対　象　次の要件を全て満
たす方
○市内で事業を営んでおり、
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
の影響を受け、一時的な業
況悪化で事業継続のため
の対象融資を受けた方

※対象融資や申請書類などにつ
いては、市ホームページをご確
認ください。

給付対象　事業用に使用し
ている物件の家賃など
給付額　1事業者に対し最大
3カ月分（上限20万円）
申請期限　8月31日㈪（消印
有効）

※対象融資を申請中の方でも
申請できます。ただし、給付
金の支給は融資の実行後と
なります。

　（一社）キャッシュレス推進
協議会により策定されたコード
決済統一規格の「JPQR」に
ついて、説明会を開催します。
※JPQRとは、複数の決済サービ
スの二次元コードを一つにまと
めることで、複数社の決済がで
きる二次元コードです。

※JPQRを事業者が使用する
には、Web申し込みが必要
です。

　新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した場合
に通知を受け取ることがで
きるアプリが「新型コロナウ
イルス接触確認アプリ（略
称COCOA）」です。
　濃厚接触の情報をいち早
く得られるだけでなく、ス
ムーズな検査や受診ができ
ます。
　感染拡大防止にもつながり
ますので、積極的にインストー
ルして、活用しましょう。
※個人情報やプライバシーは守
られます。

※詳しくは、厚生労働省ホームペ
ージ（　https://www.mhlw.

　go.jp/stf/seisakunitsuite/
　bunya/cocoa_00138.html）
をご覧ください。

　8月下旬、今年度の対象
の方へオレンジ色の封筒で
受診券を送付します。
　中高年の8割以上が歯周
病だと言われており、昨年度
の歯周病検診受診者のう
ち、指導または精密検査が
必要な人の割合は全体の約
9割でした。ご自身の健康の
ために、ぜひこの機会に検診
を受けましょう。
対　象　鈴鹿市に住民登録
のある40歳（昭和55年4
月2日～昭和56年4月1日
生まれ）・50歳（昭和45年
4月2日～昭和46年4月1日
生まれ）・60歳（昭和35年
4月2日～昭和36年4月1日
生まれ）・70歳（昭和25年

4月2日～昭和26年4月1日
生まれ）の方
実施期間　9月1日㈫～令和
3年2月28日㈰

※9月中旬までに歯周病検診受
診券が届かない対象の方は、
健康づくり課へお問い合わせ
ください。

　本市の地域づくり活動団
体の組織運営力を伸ばし、
地域の人材の活性化を図る
ため、すずか地域づくり塾を
開催します。
とき・内容
・9月19日㈯ 価値観探求に
関する講座
・10月10日㈯ モチベーショ
ンアップに関する講座
・11月8日㈰ チラシ作成に
関する講座
・11月28日㈯  クラウドファン
　ディングに関する講座
※各回とも9時30分から12時ま
でです。

※講座の詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。

ところ　市役所本館12階　
1203大会議室
講　師　NPO法人Mブリッ
ジ、NPO法人津市NPO
サポートセンター
定　員　各30人（先着順）
申込み　9月15日㈫までに、
参加申込書に必要事項を
記入の上、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで地
域協働課（〒513-8701 
住所不要）へ

※参加申込書は、地域協働課窓
口または市ホームページで入
手できます。

鈴鹿市事業者向け
緊急家賃等給付金
申請受付終了間近

産業政策課 　382-9220　 382-0304　

新型コロナ感染症対策
「鈴鹿まるごと応援券
すずまる」支給 住宅ローン控除

特例措置適用要件の弾力化
市民税課 　382-9446　 382-7604

事業者向け『JPQR』
説明会・申し込みサポート
産業政策課 　382-8698　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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イベント中止などに伴う
寄附金税額控除

市民税課 　382-9446　 382-7604



電　話 電子メール ホームページファクス

支給方法　対象児童の受給
者（保護者など）の方へ簡
易書留で郵送

　消費税引き上げに伴い、
令和元年10月1日から令和
2年1 2月3 1日までに消費
税率10％で取得した住宅
に入居した場合、住宅ロー
ン控除の控除対象期間が
10年から13年に延長され
ています。
　このたび新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受け、
適用要件が見直されたこと
により、期限（令和2年12月
31日）までに入居できなかっ
た場合でも、定められた期日
までに住宅取得契約が行わ
れているなどの要件を満た
していれば、13年間の住宅
ローン控除が受けられます。
　詳しくは、国税庁ホーム
ページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染
症の自粛要請を受けて中止
などになった文化芸術・スポ
ーツイベントについて、その
チケットの払い戻しを受けな
いことを選択された場合は、
その金額分を「寄附」とみな
して、寄附金税額控除を受
けることができます。
　寄附金税額控除の適用を
希望される方は、確定申告ま
たは市・県民税の申告を行っ
てください。
※詳しくは、文化庁またはス

ポーツ庁ホームページで確認
できます。

対　象　次の要件を全て満
たす方
○市内で事業を営んでおり、
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
の影響を受け、一時的な業
況悪化で事業継続のため
の対象融資を受けた方

※対象融資や申請書類などにつ
いては、市ホームページをご確
認ください。

給付対象　事業用に使用し
ている物件の家賃など
給付額　1事業者に対し最大
3カ月分（上限20万円）
申請期限　8月31日㈪（消印
有効）

※対象融資を申請中の方でも
申請できます。ただし、給付
金の支給は融資の実行後と
なります。

　（一社）キャッシュレス推進
協議会により策定されたコード
決済統一規格の「JPQR」に
ついて、説明会を開催します。
※JPQRとは、複数の決済サービ
スの二次元コードを一つにまと
めることで、複数社の決済がで
きる二次元コードです。

※JPQRを事業者が使用する
には、Web申し込みが必要
です。

対　象　JPQRに関心のある
市内の事業者

と　き　10月1日㈭14時～
15時30分

ところ　市役所別館第3 2階
会議室
内　容　JPQRの概要、導入
するメリット、JPQRとマイ
ナポイントの関係性、申し
込み方法など
講　師　JPQR普及事業事
務局
定　員　25人
参加料　無料
申込み　9月25日㈮までに、
事業所名（個人事業主名）・
電話番号・担当者名を電
話、ファクスまたは電子メー
ルで産業政策課へ
◆申し込みサポート
　説明会当日、希望する方
に対してWeb申し込みの入
力をサポートします。サポート
を希望される方は、許認可
写し（許認可写しのある業
種のみ）・本人確認書類（個
人事業主の方のみ）・登記
簿謄本（法人の方のみ）など
の書類が必要です。詳しく
は、産業政策課へお問い合
わせください。
※タブレット端末やスマートフォ
ンをお持ちの方は、ご持参く
ださい。なお、お持ちでない方
は、会場のタブレット端末をご
利用ください。

※必要書類は、紙またはデータ
(JPEG形式)で用意ください。

問合せ　 J PQRについて：
JPQR普及事業コールセン
ター（　0120-206-100
　受付9時～18時　https://
　jpqr-start.jp/）
　説明会の申し込みについ
て：産業政策課

　新型コロナウイルス感染
症の陽性者と接触した場合
に通知を受け取ることがで
きるアプリが「新型コロナウ
イルス接触確認アプリ（略
称COCOA）」です。
　濃厚接触の情報をいち早
く得られるだけでなく、ス
ムーズな検査や受診ができ
ます。
　感染拡大防止にもつながり
ますので、積極的にインストー
ルして、活用しましょう。
※個人情報やプライバシーは守
られます。

※詳しくは、厚生労働省ホームペ
ージ（　https://www.mhlw.

　go.jp/stf/seisakunitsuite/
　bunya/cocoa_00138.html）
をご覧ください。

　8月下旬、今年度の対象
の方へオレンジ色の封筒で
受診券を送付します。
　中高年の8割以上が歯周
病だと言われており、昨年度
の歯周病検診受診者のう
ち、指導または精密検査が
必要な人の割合は全体の約
9割でした。ご自身の健康の
ために、ぜひこの機会に検診
を受けましょう。
対　象　鈴鹿市に住民登録
のある40歳（昭和55年4
月2日～昭和56年4月1日
生まれ）・50歳（昭和45年
4月2日～昭和46年4月1日
生まれ）・60歳（昭和35年
4月2日～昭和36年4月1日
生まれ）・70歳（昭和25年

4月2日～昭和26年4月1日
生まれ）の方
実施期間　9月1日㈫～令和
3年2月28日㈰

※9月中旬までに歯周病検診受
診券が届かない対象の方は、
健康づくり課へお問い合わせ
ください。

　本市の地域づくり活動団
体の組織運営力を伸ばし、
地域の人材の活性化を図る
ため、すずか地域づくり塾を
開催します。
とき・内容
・9月19日㈯ 価値観探求に
関する講座
・10月10日㈯ モチベーショ
ンアップに関する講座
・11月8日㈰ チラシ作成に
関する講座
・11月28日㈯  クラウドファン
　ディングに関する講座
※各回とも9時30分から12時ま
でです。

※講座の詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください。

ところ　市役所本館12階　
1203大会議室
講　師　NPO法人Mブリッ
ジ、NPO法人津市NPO
サポートセンター
定　員　各30人（先着順）
申込み　9月15日㈫までに、
参加申込書に必要事項を
記入の上、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで地
域協働課（〒513-8701 
住所不要）へ

※参加申込書は、地域協働課窓
口または市ホームページで入
手できます。

すずか地域づくり塾
地域協働課 　382-8695　 382-2214
　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

新型コロナウイルス
接触確認アプリ（COCOA）
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

歯周病検診受診券の送付
健康づくり課 　327-5030　 382-4187
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　いじめ、体罰、児童虐待な
ど、子どもの人権問題をめぐ
る相談を専門的に受け付け
る電話相談窓口が「子どもの
人権110番」です。法務局職
員または人権擁護委員がお
応えしますので、悩みなどが
あればご相談ください。
※秘密は厳守します。

期　間　8月2 8日㈮～9月
3日㈭8時30分～19時

※土・日曜日は10時から17時ま
でです。
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

　国民健康保険は万が一の
病気やけがに備えて、お金を
出し合い安心して治療が受け
られる制度で、国民健康保険
料はそのための大切な財源
です。国民健康保険料の滞納
が増えると医療費の支払いが
できなくなり、保険料率を上げ
なければなりません。
　特別な理由もなく滞納した
世帯は保険証が使えなくな
るほか、さまざまな保険給付
も受けられなくなりますので、
納期限内納付にご協力をお
願いします。
◆国民健康保険料納付通知書
　7月に通知書を送付してい

ます。納期は、7月末から令
和3年3月31日㈬までの9回
に分かれています。口座振
替での納付は、毎月月末に
振り替えられます。納付書で
の納付は、複数の期を一度
に納付することもできます。
ご自身の納付方法がご不明
の場合は、保険年金課にお
問い合わせください。

※年金天引き（特別徴収）に該当す
る方は、偶数月に直接年金から
納付されます。

※口座振替する月末が、土・日曜日、
祝日の場合は、翌平日に振り替
えます。ただし12月は25日㈮に
なります。

　国民年金保険料の免除・
納付猶予・学生納付特例の
承認を受けた期間がある場
合は、保険料を全額納めたと
きよりも老齢基礎年金の受
取額が少なくなります。
　これらの期間の保険料は、
将来受け取る老齢基礎年金
額を増額するために、10年
以内であればさかのぼって納
めることができます（老齢基
礎年金受給中の方は除く）。
　ただし、免除などの承認を
受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に保険
料を追納すると、当時の保険
料額に一定の加算額が上乗
せされます。
持ち物　年金手帳、本人確認
書類、印鑑
手続き　保険年金課または
年金事務所で
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

　高齢者対象の歯科健診を行
います。自身の健康を維持・管
理するためにも、受診しましょう。
※新型コロナウイルスの影響に
より、中止または延期する場合
があります。

◆後期高齢者歯科健診
　歯や入れ歯の状態、口の
中の機能などのほか、歯周病
の有無を調べる検査です。
　対象の方へは、受診票や
歯科医療機関一覧表が送付
されます。
対　象　令和2年3月31日時
点で75歳と80歳の後期高齢
者医療制度の被保険者の方
期　間　9月1日㈫～12月
20日㈰の間で1回のみ
実施機関　県内の指定歯科
医療機関　

※一部実施しない歯科医療機関
がありますので、事前にご確認
ください。
内　容　問診、口腔内健診
料　金　無料　
※所定の健診項目以外の検査や
治療などを行った場合は、別途
費用が必要です。

申込み　電話で実施歯科医
療機関へ
問合せ　三重県後期高齢者医
療広域連合事業課（　059-
　221-6884）
◆高齢者在宅訪問歯科健診
　自宅で介護を受けている
後期高齢者医療制度の被保
険者の方の口腔の状態や、
訪問歯科健診の希望の有無
を調査します。
対　象　在宅要介護3以上の
　後期高齢者医療制度に加
入されている市内在住の方

※対象の方に希望調査票（アンケ

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（シャチハタ、
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　市役所本館1階
　特別受付窓口（市民ロビー）

対　象　調理現場で1年以上
勤務経験を有する方、または
調理師免許、栄養士免許
いずれかを取得している方
任用期間　10月1日㈭～令和
3年3月31日㈬（更新あり）
勤務場所　学校給食センター
または小学校調理室
業務内容　給食調理業務
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、社
会保険にも加入します。
定　員　1人程度
申込み　8月24日㈪から9月
9日㈬までに「会計年度任
用職員採用試験申込書」
を直接または郵送で教育
総務課（〒513-8701 住
所不要 土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）へ

※申込書は、直接または郵送で
教育総務課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、

封筒の表に朱書きで「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、94円切手
を貼った12cm×23cm程度）
を必ず同封してください。
◆採用試験
と　き　9月19日㈯
ところ　学校給食センター
内　容　個別面接

　第49回佐佐木信綱顕彰歌
会（11月28日㈯13時～15時
佐佐木信綱記念館）で発表
する献詠短歌を募集します。
内　容
○未発表自作短歌 一人一首
○撰者：佐佐木幸綱さん、佐
佐木頼綱さん
○賞：信綱大賞、三重県知事
賞、三重県教育委員会教
育長賞、鈴鹿市長賞、鈴
鹿市教育長賞、佳作
応募料　1,000円
※郵便小為替と作品を同封して
ください（現金書留も可）。

※応募者全員に詠草集を配布し
ます。
申込み　9月30日㈬までに、作
品・氏名（ふりがな）・住所・電
話番号を郵送、電子メールま
たはホームページで佐佐木
信綱顕彰会（〒513-0012石
薬師町1707-3 佐佐木信綱
記念館内顕彰会係宛　nob
　63karuta@mecha.ne.jp
　　 http://nobutsuna-
　karuta.org）へ
※電子メールまたはホームペー
ジで申し込む場合は、電子メ
ールアドレスを必ず記入して
ください。

全国一斉
「子どもの人権110番」

強化週間
人権政策課 　382-9011　 382-2214　

高齢者歯科健診
福祉医療課 　382-7627　 382-9455

国民健康保険料
納期限内納付を

保険年金課 　382-9290　 382-9455

子どもの人権110番
　0120-007-110

（全国共通フリーダイヤル通話料無料）

国民年金保険料の免除期間・
納付猶予期間の追納を

保険年金課 　382-9401　 382-9455
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ます。納期は、7月末から令
和3年3月31日㈬までの9回
に分かれています。口座振
替での納付は、毎月月末に
振り替えられます。納付書で
の納付は、複数の期を一度
に納付することもできます。
ご自身の納付方法がご不明
の場合は、保険年金課にお
問い合わせください。

※年金天引き（特別徴収）に該当す
る方は、偶数月に直接年金から
納付されます。

※口座振替する月末が、土・日曜日、
祝日の場合は、翌平日に振り替
えます。ただし12月は25日㈮に
なります。

　国民年金保険料の免除・
納付猶予・学生納付特例の
承認を受けた期間がある場
合は、保険料を全額納めたと
きよりも老齢基礎年金の受
取額が少なくなります。
　これらの期間の保険料は、
将来受け取る老齢基礎年金
額を増額するために、10年
以内であればさかのぼって納
めることができます（老齢基
礎年金受給中の方は除く）。
　ただし、免除などの承認を
受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に保険
料を追納すると、当時の保険
料額に一定の加算額が上乗
せされます。
持ち物　年金手帳、本人確認
書類、印鑑
手続き　保険年金課または
年金事務所で
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

　高齢者対象の歯科健診を行
います。自身の健康を維持・管
理するためにも、受診しましょう。
※新型コロナウイルスの影響に
より、中止または延期する場合
があります。

◆後期高齢者歯科健診
　歯や入れ歯の状態、口の
中の機能などのほか、歯周病
の有無を調べる検査です。
　対象の方へは、受診票や
歯科医療機関一覧表が送付
されます。
対　象　令和2年3月31日時
点で75歳と80歳の後期高齢
者医療制度の被保険者の方
期　間　9月1日㈫～12月
20日㈰の間で1回のみ
実施機関　県内の指定歯科
医療機関　

※一部実施しない歯科医療機関
がありますので、事前にご確認
ください。
内　容　問診、口腔内健診
料　金　無料　
※所定の健診項目以外の検査や
治療などを行った場合は、別途
費用が必要です。

申込み　電話で実施歯科医
療機関へ
問合せ　三重県後期高齢者医
療広域連合事業課（　059-
　221-6884）
◆高齢者在宅訪問歯科健診
　自宅で介護を受けている
後期高齢者医療制度の被保
険者の方の口腔の状態や、
訪問歯科健診の希望の有無
を調査します。
対　象　在宅要介護3以上の
　後期高齢者医療制度に加
入されている市内在住の方

※対象の方に希望調査票（アンケ

　ート）を送付しますので、記入の上、
返信用封筒で送付してください。

期　間　10月～12月
内　容　口腔内（歯・義歯・
かみ合わせなど）の状況、
口腔機能・評価など　

※受診後に簡単なアンケートをお
願いする予定です。

定　員　80人（応募者多数
の場合は選考）

※後日、案内を送付します。
料　金　無料　
※所定の健診項目以外の検査や
治療などを行った場合は、別途
費用が必要です。

　9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　8月26日㈬、9月3日
㈭・4日㈮・7日㈪～9日㈬・
25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、特別委員
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。

　戦没者の死亡当時のご遺
族の方で、令和2年4月1日に
おいて、公務扶助料や遺族
年金などの受給者がいない
場合は、先順位の遺族一人
に特別弔慰金が支給されます。

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（シャチハタ、
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　市役所本館1階
　特別受付窓口（市民ロビー）

対　象　調理現場で1年以上
勤務経験を有する方、または
調理師免許、栄養士免許
いずれかを取得している方
任用期間　10月1日㈭～令和
3年3月31日㈬（更新あり）
勤務場所　学校給食センター
または小学校調理室
業務内容　給食調理業務
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、社
会保険にも加入します。
定　員　1人程度
申込み　8月24日㈪から9月
9日㈬までに「会計年度任
用職員採用試験申込書」
を直接または郵送で教育
総務課（〒513-8701 住
所不要 土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）へ

※申込書は、直接または郵送で
教育総務課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、

封筒の表に朱書きで「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、94円切手
を貼った12cm×23cm程度）
を必ず同封してください。
◆採用試験
と　き　9月19日㈯
ところ　学校給食センター
内　容　個別面接

　第49回佐佐木信綱顕彰歌
会（11月28日㈯13時～15時
佐佐木信綱記念館）で発表
する献詠短歌を募集します。
内　容
○未発表自作短歌 一人一首
○撰者：佐佐木幸綱さん、佐
佐木頼綱さん
○賞：信綱大賞、三重県知事
賞、三重県教育委員会教
育長賞、鈴鹿市長賞、鈴
鹿市教育長賞、佳作
応募料　1,000円
※郵便小為替と作品を同封して
ください（現金書留も可）。

※応募者全員に詠草集を配布し
ます。
申込み　9月30日㈬までに、作
品・氏名（ふりがな）・住所・電
話番号を郵送、電子メールま
たはホームページで佐佐木
信綱顕彰会（〒513-0012石
薬師町1707-3 佐佐木信綱
記念館内顕彰会係宛　nob
　63karuta@mecha.ne.jp
　　 http://nobutsuna-
　karuta.org）へ
※電子メールまたはホームペー
ジで申し込む場合は、電子メ
ールアドレスを必ず記入して
ください。

市議会テレビ中継
議事課 　382-7600　 382-4876 小学校給食調理員

（フルタイム会計年度
任用職員）募集

教育総務課 　382-1214　 383-7878　

戦没者のご遺族の方へ
第11回特別弔慰金

健康福祉政策課
 　382-9012　 382-7607

佐佐木信綱顕彰歌会
献詠短歌募集

文化財課 　382-9031 　382-9071
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　国は、9月1日㈫から令和3年
3月まで、マイナンバーカードを
お持ちの方を対象に、キャッ
シュレス決済事業者を通じて、
チャージまたは購入金額の
25％（最大5,000円分）の
ポイントを付与するマイナポ
イント事業を実施します。
　この事業に参加するに
は、予約（先着4,000万人）
と申込みが必要です。手続
き方法、手続き場所、対象と
なるキャッシュレス決済事業
者、必要なものなど詳しくは
マイナポイント事業ホーム
ページ（　https://mynumber
card.point.soumu.go.jp）
をご覧いただくか、マイナンバー
総合フリーダイヤル（　0120-
95-0178ダイヤル後5番を
選択、月～金曜日9時30分
～20時、土・日曜日、祝日9
時30分～17時30分、年末
年始を除く）にお問い合わ
せください。

※ホームページ内の「対象とな
る決済サービス検索」で、
キャシュレス決済事業者の画
像をクリックすると、その事
業者の詳細な情報が表示さ
れます。

※ポイントの受取方法や有効期
限などはキャッシュレス決済事
業者によって異なります。上記
ホームページやフリーダイヤ
ルで確認してください。

※月～金曜日（祝日などを除く）
8時30分から17時15分まで、
パソコンを使って市役所5階情
報政策課で予約・申込みのお手
伝いを行っています。上記ホー
ムページやフリーダイヤルで、
手続きに必要なもの、パソコ
ンで手続きできるキャッシュ
レス決済事業者かをご確認の
上、本人がお越しください。

　子どもを公立の小・中学校
へ通学させるにあたり、経済
的にお困りの保護者に対し
て、学用品費・学校給食費な
ど就学に必要な経費の一部
を援助します。
　援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙
に必要事項をご記入の上、
学校へ提出してください。
※一定額の所得基準額を設けて
います。

　地産地消を推奨するため、
市ホームページで、鈴鹿の食
材を使ったレシピを多数紹介
しています。地元でとれた新
鮮でおいしい野菜や魚介類
を食べて、「すずか」を身近に
感じましょう。

　 8月は北方領土問題に
対する国民の理解をさら
に深め、全国的な北方領
土返還要求運動の一層の
推進を図る全国強調月間
です。
※詳しくは、内閣府のホームペー
ジ（　https://www8.cao.

　go.jp/hoppo/menu/hen
　kan .h tm l）をご覧ください。

　子どもがオンラインゲーム
で有料アイテムを購入し、
カード会社から高額な請求
が来たという相談が後を絶
ちません。
　保護者が意図しない子ど
ものインターネット利用を防
ぐためにも、利用制限機能
の活用や、クレジットカード
情報や暗証番号の管理を
行いましょう。
　トラブルになった場合は、
消費生活センターへご相談
ください。

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。

　子育ての悩みや喜びを気
軽に話せる子育て仲間がほ
しい方や、子育て支援セン
ターに行ってみたいけど一人
は不安という方は、この機会
にぜひご参加ください。
対　象　市内在住1・2歳児
（平成29年10月～令和元
年9月生まれ）のお子さんを
もつ母親で、子育て中の
ママと知り合いたい方

※両日とも参加できることが条
件です。

とき・ところ
〇交流会　
　9月4日㈮10時～11時30分 
子育て応援館（白子駅前
6-33　387-6125）
〇子育て支援センターりんりん
利用体験　
　9月10日㈭10時～11時30
分 子育て支援センターり
んりん（御薗町4135-124
　372-3303）
定　員　6人程度（先着順）
※託児はありません。お子さん
と一緒にご参加ください。
参加料　無料
申込み　8月26日㈬から31

日㈪まで（土・日曜日を除く
8時30分～17時15分）に、
直接または電話で子ども
政策課へ

　ミカワシンジュガヤ、ミズギ
クを観察予定です。
と　き　9月12日㈯9時（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、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。
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴など

※雨天時は雨具をご準備くだ
さい。
申込み　8月2 8日㈮から、
電話で文化財課へ

　公園内を散策しながら、
生息している植物や昆虫の
観察を行います。

と　き　9月19日㈯10時～
　12時
ところ　鈴鹿青少年の森（住
吉町南谷口）
講　師　桐生定巳さん（三
重自然誌の会）、寺田卓二
さん（一般社団法人ネクス
トステップ研究会）、生川
展行さん・篠木善重さん
（三重昆虫談話会）
定　員　30人(先着順)
申込み　8月31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

　バレトンは、良い姿勢を意
識することで、筋力を高める
ことができ、生活習慣病予
防や産後などの骨盤底筋
強化に効果的です。
　日常生活で基礎代謝量を
アップする工夫や自宅でで
きる運動などをこの機会に
学び、生活習慣を改善しま
しょう。
対　象　20歳から64歳まで
の市民

と　き　9月28日㈪①9時～
10時30分、②10時30分～
12時

ところ　保健センター
内　容　生活習慣病予防の
　講話とバレトン体験
定　員　①10人、②20人（先
着順）
料　金　無料
申込み　8月26日㈬8時30分
から電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治
医にご確認の上、お申し込みく
ださい。

就学援助制度
学校教育課 　382-7618　 382-9054　

マイナポイント事業 
情報政策課 　382-9003　 382-2219

オンラインゲームでの
高額請求にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611　 370-2900

納税の夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

マイナポイント事業
ホームページ
二次元コード▶

「すずか」を食べよう
農林水産課 　382-9017　 382-7610

「鈴鹿の食材を
 使ったレシピ紹介」
 二次元コード▶

切り干し大根おやき

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課 　382-9038　 382-9040
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電　話 電子メール ホームページファクス

催 し 物

自然観察会（植物・昆虫）
環境政策課　382-7954　382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

運動力アップ教室
～バレトン編～

健康づくり課　327-5030 　382-4187

　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。

1・2歳児ママの交流会
～みんなでりんりんに
行ってみよう～

子ども政策課　382-7661　 382-9054

※月～金曜日（祝日などを除く）
8時30分から17時15分まで、
パソコンを使って市役所5階情
報政策課で予約・申込みのお手
伝いを行っています。上記ホー
ムページやフリーダイヤルで、
手続きに必要なもの、パソコ
ンで手続きできるキャッシュ
レス決済事業者かをご確認の
上、本人がお越しください。

　子どもを公立の小・中学校
へ通学させるにあたり、経済
的にお困りの保護者に対し
て、学用品費・学校給食費な
ど就学に必要な経費の一部
を援助します。
　援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙
に必要事項をご記入の上、
学校へ提出してください。
※一定額の所得基準額を設けて
います。

　地産地消を推奨するため、
市ホームページで、鈴鹿の食
材を使ったレシピを多数紹介
しています。地元でとれた新
鮮でおいしい野菜や魚介類
を食べて、「すずか」を身近に
感じましょう。

　 8月は北方領土問題に
対する国民の理解をさら
に深め、全国的な北方領
土返還要求運動の一層の
推進を図る全国強調月間
です。
※詳しくは、内閣府のホームペー
ジ（　https://www8.cao.

　go.jp/hoppo/menu/hen
　kan .h tm l）をご覧ください。

　子どもがオンラインゲーム
で有料アイテムを購入し、
カード会社から高額な請求
が来たという相談が後を絶
ちません。
　保護者が意図しない子ど
ものインターネット利用を防
ぐためにも、利用制限機能
の活用や、クレジットカード
情報や暗証番号の管理を
行いましょう。
　トラブルになった場合は、
消費生活センターへご相談
ください。

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。

　子育ての悩みや喜びを気
軽に話せる子育て仲間がほ
しい方や、子育て支援セン
ターに行ってみたいけど一人
は不安という方は、この機会
にぜひご参加ください。
対　象　市内在住1・2歳児
（平成29年10月～令和元
年9月生まれ）のお子さんを
もつ母親で、子育て中の
ママと知り合いたい方

※両日とも参加できることが条
件です。

とき・ところ
〇交流会　
　9月4日㈮10時～11時30分 
子育て応援館（白子駅前
6-33　387-6125）
〇子育て支援センターりんりん
利用体験　
　9月10日㈭10時～11時30
分 子育て支援センターり
んりん（御薗町4135-124
　372-3303）
定　員　6人程度（先着順）
※託児はありません。お子さん
と一緒にご参加ください。
参加料　無料
申込み　8月26日㈬から31

日㈪まで（土・日曜日を除く
8時30分～17時15分）に、
直接または電話で子ども
政策課へ

　ミカワシンジュガヤ、ミズギ
クを観察予定です。
と　き　9月12日㈯9時（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、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。
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレー、長靴など

※雨天時は雨具をご準備くだ
さい。
申込み　8月2 8日㈮から、
電話で文化財課へ

　公園内を散策しながら、
生息している植物や昆虫の
観察を行います。

と　き　9月19日㈯10時～
　12時
ところ　鈴鹿青少年の森（住
吉町南谷口）
講　師　桐生定巳さん（三
重自然誌の会）、寺田卓二
さん（一般社団法人ネクス
トステップ研究会）、生川
展行さん・篠木善重さん
（三重昆虫談話会）
定　員　30人(先着順)
申込み　8月31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

　バレトンは、良い姿勢を意
識することで、筋力を高める
ことができ、生活習慣病予
防や産後などの骨盤底筋
強化に効果的です。
　日常生活で基礎代謝量を
アップする工夫や自宅でで
きる運動などをこの機会に
学び、生活習慣を改善しま
しょう。
対　象　20歳から64歳まで
の市民

と　き　9月28日㈪①9時～
10時30分、②10時30分～
12時

ところ　保健センター
内　容　生活習慣病予防の
　講話とバレトン体験
定　員　①10人、②20人（先
着順）
料　金　無料
申込み　8月26日㈬8時30分
から電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治
医にご確認の上、お申し込みく
ださい。

第4回 金生水沼沢植物群落
観察会

文化財課　382-9031 　382-9071

かなしょうずしょうたくしょくぶつぐんらく
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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。

催 し 物

と　き　8月29日㈯9時30
分～12時（最終受付は11
時30分）

ところ　男女共同参画セン
ター3階（神戸2-15-18）
内　容　相続、不動産、会社
の登記、成年後見に関す
る相談や金銭トラブルなど
身近な法律問題に関する
相談
相談料　無料
主　催　三重県司法書士会
　鈴亀支部
申込み・問合せ　事前予約が
必要です。三重県司法書
士会  鈴亀支部(支部長
　仲田智哉　374-2215）へ

　ロゲイニングとは地図を元
に、歩いて時間内にチェック
ポイントを回り、得点を集める
スポーツです。チームごとに
作戦を立て、チェックポイント
では、見本と同じ写真を撮影
します。チェックポイントの数
字が、そのまま得点となり、合
計点で順位を競います。
対　象　1チーム2人以上5人
以下

鈴鹿市ロゲイニング大会2020
スポーツ課　382-9029 　382-9071

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004 　382-7660

○ファミリーの部：小学生以下1
人以上と18歳以上1人以上
○一般の部：中学生以上
と　き　10月24日㈯7時45分
～13時
ところ　AGF鈴鹿体育館
および周辺地域
参加料　200円（当日払い）
持ち物　デジタルカメラ（携帯
電話可）、運動できる服装・
靴、タオル、飲み物、雨具
（荒天時）
主　催　鈴鹿市スポーツ推進
委員協議会
申込み　9月25日㈮までに、
スポーツ課または各地区
スポーツ推進委員へ

　日頃のストレスや悩み事を
ゆっくり話しましょう。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。気軽
にお越しください。
と　き　9月11日㈮、10月9
日㈮、11月13日㈮13時～
16時（出入りは自由です）

※相談時間は1人1時間が目安
です。

ところ　保健センター
参加料　無料　　
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手（宮﨑   0 8 0 -
　5133-3771）へ

対　象　鈴鹿市シルバー人材
センターで就業を希望され
る60歳以上の方　
と　き　9月30日㈬9時～
16時（予備日10月7日㈬
9時～16時）

ところ　鼓ヶ浦公民館（寺家
1-11-15）
定　員　20人程度（申し込み
多数の場合は調整します）
受講料　無料（昼食、飲料は
各自持参）
申込み　9月15日㈫までに、
電話で鈴鹿市シルバー人
材センターへ

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿 サッカー・ラグビー
場クライミングウォール
持ち物　動きやすい服装（ジー
ンズ不可）、水分補給用の水
分、ハーネス・クライミング
シューズなど（貸出用品有）
申込み　直接サッカー場窓口、
電話または三重交通 G
スポーツの杜鈴鹿ホーム
ページで

※当日は、三重県山岳スポーツ

クライミング連盟公認指導員
が安全に配慮し指導します。

※体験中の事故については応急
処置を行い、それ以外の責任は
負いません。

※スポーツ傷害保険に加入しま
すが、補償は保険の範囲内に
限ります。

◆体験会　
　初心者・初級者を対象とし
た基本的技能および安全に
クライミングを行うための技
術を習得します。
対　象　18歳以上の方
と　き　9月6日㈰午前の部：
9時30分～11時30分 午後
の部：13時～15時
定　員　各10人（先着順）
参加料　1,200円
申込期間 8月20日㈭～31日㈪
◆認定講習会
　クライミング施設を引き続き利
用するための認定講習会です。
対　象　クライミング体験会
を受講した方
と　き　9月12日㈯、13日㈰
9時30分～15時（2日間） 
定　員　10人程度（先着順）
参加料　3,000円
申込期間　9月6日㈰～11日㈮

対　象　市内中小製造企業

の管理職で、全ての研修
に参加できる方
と　き　10月14日㈬・21日
㈬・28日㈬、11月11日㈬9
時～16時30分（最終日は
15時まで）

ところ　ものづくり産業支援
センター会議室（市役所
別館第3 2階）
内　容　日常管理(トラブルの
未然防止)と方針管理（重点
目標の設定、主要施策の立
案）のノウハウの習得、グルー
プ活動、他企業訪問など
定　員　 8人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月18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

申込み　8月24日㈪から直接
水泳場窓口またはホーム
ページで（先着順）

◆アンチエイジングヨガ
対　象　18歳以上の女性
と　き　9月18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
参加料　1,100 円（税込）
◆ジュニアバレーボール教室 
体験会
対　象　小学生
と　き　9月3日㈭17時～19時
ところ　体育館
内　容　楽しくバレーボール
　の基礎を学びましょう。
講　師　向井泉さん
定　員　10人
参加料　無料
◆テニスアカデミー～秋の無
料体験～
対　象　4歳～小学生
と　き　9月1日㈫～30日㈬
・キッズ：土・日曜日9時～9時
50分
・小学生：月～金曜日17時～
18時、土・日曜日10時～11時

ところ　庭球場
講　師　三村鷹哉さん
参加料　無料(2回まで)
申込み・問合せ　8月24日㈪
から電話で講師（　080-
　9733-6629）へ

　広報すずか8月5日号でお
知らせした無料法律相談は、
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。

クライミング
体験会・認定講習会
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511　 372-8002

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課　327-5030　382-4187

高齢者のための剪定技能講習会
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

せんてい
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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

マネジメント研修
産業政策課 　382-7011 　384-0868
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

○ファミリーの部：小学生以下1
人以上と18歳以上1人以上
○一般の部：中学生以上
と　き　10月24日㈯7時45分
～13時
ところ　AGF鈴鹿体育館
および周辺地域
参加料　200円（当日払い）
持ち物　デジタルカメラ（携帯
電話可）、運動できる服装・
靴、タオル、飲み物、雨具
（荒天時）
主　催　鈴鹿市スポーツ推進
委員協議会
申込み　9月25日㈮までに、
スポーツ課または各地区
スポーツ推進委員へ

　日頃のストレスや悩み事を
ゆっくり話しましょう。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。気軽
にお越しください。
と　き　9月11日㈮、10月9
日㈮、11月13日㈮13時～
16時（出入りは自由です）

※相談時間は1人1時間が目安
です。

ところ　保健センター
参加料　無料　　
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手（宮﨑   0 8 0 -
　5133-3771）へ

対　象　鈴鹿市シルバー人材
センターで就業を希望され
る60歳以上の方　
と　き　9月30日㈬9時～
16時（予備日10月7日㈬
9時～16時）

ところ　鼓ヶ浦公民館（寺家
1-11-15）
定　員　20人程度（申し込み
多数の場合は調整します）
受講料　無料（昼食、飲料は
各自持参）
申込み　9月15日㈫までに、
電話で鈴鹿市シルバー人
材センターへ

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿 サッカー・ラグビー
場クライミングウォール
持ち物　動きやすい服装（ジー
ンズ不可）、水分補給用の水
分、ハーネス・クライミング
シューズなど（貸出用品有）
申込み　直接サッカー場窓口、
電話または三重交通 G
スポーツの杜鈴鹿ホーム
ページで

※当日は、三重県山岳スポーツ

クライミング連盟公認指導員
が安全に配慮し指導します。

※体験中の事故については応急
処置を行い、それ以外の責任は
負いません。

※スポーツ傷害保険に加入しま
すが、補償は保険の範囲内に
限ります。

◆体験会　
　初心者・初級者を対象とし
た基本的技能および安全に
クライミングを行うための技
術を習得します。
対　象　18歳以上の方
と　き　9月6日㈰午前の部：
9時30分～11時30分 午後
の部：13時～15時
定　員　各10人（先着順）
参加料　1,200円
申込期間 8月20日㈭～31日㈪
◆認定講習会
　クライミング施設を引き続き利
用するための認定講習会です。
対　象　クライミング体験会
を受講した方
と　き　9月12日㈯、13日㈰
9時30分～15時（2日間） 
定　員　10人程度（先着順）
参加料　3,000円
申込期間　9月6日㈰～11日㈮

対　象　市内中小製造企業

の管理職で、全ての研修
に参加できる方
と　き　10月14日㈬・21日
㈬・28日㈬、11月11日㈬9
時～16時30分（最終日は
15時まで）

ところ　ものづくり産業支援
センター会議室（市役所
別館第3 2階）
内　容　日常管理(トラブルの
未然防止)と方針管理（重点
目標の設定、主要施策の立
案）のノウハウの習得、グルー
プ活動、他企業訪問など
定　員　 8人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月18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

申込み　8月24日㈪から直接
水泳場窓口またはホーム
ページで（先着順）

◆アンチエイジングヨガ
対　象　18歳以上の女性
と　き　9月18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
参加料　1,100 円（税込）
◆ジュニアバレーボール教室 
体験会
対　象　小学生
と　き　9月3日㈭17時～19時
ところ　体育館
内　容　楽しくバレーボール
　の基礎を学びましょう。
講　師　向井泉さん
定　員　10人
参加料　無料
◆テニスアカデミー～秋の無
料体験～
対　象　4歳～小学生
と　き　9月1日㈫～30日㈬
・キッズ：土・日曜日9時～9時
50分
・小学生：月～金曜日17時～
18時、土・日曜日10時～11時

ところ　庭球場
講　師　三村鷹哉さん
参加料　無料(2回まで)
申込み・問合せ　8月24日㈪
から電話で講師（　080-
　9733-6629）へ

　広報すずか8月5日号でお
知らせした無料法律相談は、
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止します。

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

立命館大学学生法律相談部
無料法律相談中止

市民対話課　382-9004 　382-7660
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と　き　9月12日㈯～14日
㈪10時～17時、（14日は
14時まで）

ところ　鈴鹿ハンター1階　
センターコート（算所2-5-1）
内　容　市内の小・中学校の
児童・生徒が、興味や関心
を持って取り組んだ観察や
実験などの研究記録、採
集標本、創意工夫した実験
器具や装置など、各学校
の代表作品を展示します。
入場料　無料

受験資格　下記のいずれか
に該当する方
・排水設備工事などの設計
または施工に関し2年以上
の実務経験を有する方
・高等学校または旧中学校
令による中等学校以上の
学校の土木工学科などを
卒業した方
・専修学校または各種学校に
おいて、土木またはこれに相
当する課程を修了した方
・職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設に
おいて配管科を修了した方
・高等学校などを卒業した方
で、排水設備工事などの設
計または施工に関し、1年以
上の実務経験を有する方

と　き　11月27日㈮13時
から

ところ　三重県総合文化セ
　ンタ－　生涯学習センタ－

4階 大研修室（津市一身田
上津部田1234）
受験料　8,000円
申込み・問合せ　9月10日㈭
までに、申込書に必要事項
を記入の上、直接または簡
易書留で（公財）三重県下
水道公社（〒515-0104松阪
市高須町3922　0598-53-
　2331）へ
※受験申込書類は、（公財）三重
県下水道公社ホームページで
入手できます。

対　象　介護などの資格があ
り、現在福祉・介護の仕事を
していない方、もしくは介護
職として就職または復帰
後、おおむね1年未満の方

と　き　9月1日㈫から令和
3年2月26日㈮の間の2週間
内　容　インターネットを利用
した動画講習(6科目10時
間)で、介護保険制度の動
向、認知症ケア、老化の理
解とリスクマネジメントなど
を学びます。

※受講にはインターネットに接続
したパソコンなどが必要です
（通信費受講者負担）。
※インターネット環境が整わない
方は、ご相談ください。

※現在介護の仕事をしていない
方は、施設体験（2日間）に参加
できます。ただし、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のた
め、休止する場合があります。

※三重県福祉人材センターに求
職登録し、就労相談をご希望
される方には、キャリア支援専
門員が就労支援を行います。

申込み・問合せ　令和3年2月

5日㈮までに、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

◆危険物取扱者試験（鈴鹿
会場）

と　き　
・乙種第4類：11月7日㈯・
15日㈰
・丙種：11月7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
・書面申請　9月9日㈬から
18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

※願書は市内消防署で配布し
ます。
・電子申請　9月6日㈰9時
から15日㈫17時までに、
（一財）消防試験研究センター
のホームページ(　https://
　www.shoubo-shiken.
　or.jp)で
◆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　10月2日㈮9時30
分～15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　9月1日㈫から、予
防課（土・日曜日、祝日を
除く8時30分～17時15
分）へ

申込み　事前に電話でお問い
合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ

※規模を縮小して実施しています。
◆玉掛技能講習
と　き　学科：10月5日㈪・6日
㈫8時40分～17時、実技：10
月7日㈬・8日㈭のどちらか
1日を選択8時40分～17時
受講料　1万2,650円（教材
費込）
申込み　9月3日㈭から
◆ガス溶接技能講習
と　き　10月13日㈫・14日
㈬8時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　9月9日㈬から
◆有機溶剤取扱業務安全衛生教育
と　き　10月16日㈮9時50分
～15時50分　

受講料　6,490円（教材費込）
申込み　9月9日㈬から
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　10月21日㈬・22日
㈭8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　9月17日㈭から
◆フォークリフト運転技能講習
（31時間講習）
対　象　普通自動車運転免
　許証をお持ちの方　
と　き　学科：10月5日㈪8時
～17時30分、実技：Ⅰコース
10月11日㈰・17日㈯・18日
㈰ Ⅱコース10月7日㈬～9日
㈮ Ⅲコース10月13日㈫～15
日㈭8時～17時15分　
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　9月1日㈫から
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10ⅿ以上）
対　象　自動車免許など対象

資格をお持ちの方
と　き　学科：11月20日㈮8
時20分～18時10分、実
技：11月21日㈯・22日㈰の
どちらか1日を選択8時～
17時10分
受講料　3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み　9月18日㈮から
◆陶芸講座
　萬古焼〈醉月窯〉の指導の
もと、創作します
と　き　10月19日㈪10時～
　15時　
受講料　4,400円（教材費込）
申込み　9月10日㈭から

 第23回鈴鹿シティマラソン
は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。

催 し 物

介護有資格者再チャレンジ
研修（Web研修）

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課 　382-9159 　383-1447

小・中学校児童・生徒
科学作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878

下水道排水設備工事
責任技術者試験

営業課　368-1674　 368-1685

10 2020・8・20



電　話 電子メール ホームページファクス

申込み　事前に電話でお問い

合わせの上、鈴鹿地域職業

訓練センターの窓口へ

※規模を縮小して実施しています。

◆玉掛技能講習

と　き　学科：10月5日㈪・6日

㈫8時40分～17時、実技：10

月7日㈬・8日㈭のどちらか

1日を選択8時40分～17時

受講料　1万2,650円（教材

費込）

申込み　9月3日㈭から

◆ガス溶接技能講習

と　き　10月13日㈫・14日

㈬8時40分～17時

受講料　 9,680円（教材費込）

申込み　 9月9日㈬から

◆有機溶剤取扱業務安全衛生教育

と　き　10月16日㈮9時50分

～15時50分　

受講料　 6,490円（教材費込）

申込み　 9月9日㈬から

◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　10月21日㈬・22日

㈭8時40分～17時

受講料　1万505円（教材費込）

申込み　9月17日㈭から

◆フォークリフト運転技能講習

（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免

　許証をお持ちの方　

と　き　学科：10月5日㈪8時

～17時30分、実技：Ⅰコース

10月11日㈰・17日㈯・18日

㈰ Ⅱコース10月7日㈬～9日

㈮ Ⅲコース10月13日㈫～15

日㈭8時～17時15分　

受講料　2万8,000円（教材

費込）

申込み　9月1日㈫から

◆高所作業車運転技能講習

（作業床高10ⅿ以上）

対　象　自動車免許など対象

資格をお持ちの方

と　き　学科：11月20日㈮8

時20分～18時10分、実

技：11月21日㈯・22日㈰の

どちらか1日を選択8時～

17時10分

受講料　3万7,500円（移動

式クレーン運転士、小型移

動式クレーン運転技能講

習修了者は3万5,500円）

申込み　9月18日㈮から

◆陶芸講座

　萬古焼〈醉月窯〉の指導の

もと、創作します

と　き　10月19日㈪10時～

　15時　

受講料　4,400円（教材費込）

申込み　9月10日㈭から

 第23回鈴鹿シティマラソン

は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止します。

鈴鹿地域職業訓練センター

10・11月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

鈴鹿シティマラソン中止

スポーツ課 　382-9029 　382-9071

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 

災害のときの困りごと

　大型台風や大雨などにより、全国各地で河川氾濫などの災害が発生していますが、聴覚

障がい者は、耳が聞こえないことで、多くの危険や不便にさらされてしまうことがあります。

　例えば、2018年7月に甚大な被害をもたらした西日本豪雨。聴覚障がい者の中には、雨音が

聞こえず床上浸水するまで災害に気づかなかったケースや、避難所で食糧配給の案内が分か

らず、食事ができなかったケースなど、さまざまな問題が起こっています。

　間もなく台風シーズンです。聴覚障がい者の皆さんの安心・安全につなげるためにも、

皆さんも災害時に使える手話を一つでも覚えてみてください。

手伝う

左手の立てた親指

の背を右手で前

に押し出すように

2回たたきます。

痛い

５指を折り曲げ、

指を上に向けた

右手をふるわせ

ます。

手話動画
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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
※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9月初旬ごろはがきで別日を案内します。

新型コロナウイルス感染防止のため、検診日までに受付時間の案内などを郵送します。同封の問診票を
記入の上、指定された時間内にお越しください。

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（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8月31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

　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

相　談
と　　き ところ 申込み内　　容相　　談

保健
センター

随時
（予約制）健康・栄養相談 保健師・栄養士による生活習慣病

予防などの相談
電話で健康づくり課
（　327－5030）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

10月26日㈪　午後

※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、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

保健
センター

9月25日㈮
9時30分～11時

※相談希望者は母子健康手帳をお持ちください。
※状況に応じて入館人数を調整する場合があります。

不要
すくすく広場

育児相談・栄養相談・助産師による
おっぱい相談（先着6人）・身体計測

費　 用

保健センター 1,000円

10月4日㈰・16日㈮・26日㈪　午前・午後

10月4日㈰・5日㈪・16日㈮・26日㈪　午前・午後

10月4日㈰・5日㈪・16日㈮　午前・午後

※妊娠中の方、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

保健センター 1,000円

保健センター 1,500円

保健センター 2,000円

10月5日㈪　午前
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　乳児（4カ月・10カ月）、妊婦については母子保健のしおりに添付された受診票で県内医療機関にて健康
診査を受けることができます。また、幼児（1歳6カ月・3歳6カ月）は個別通知を行います。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

教　室教　室

予防接種予防接種

■風しんの追加的対策
対象者　昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性
※クーポン券を使用して無料で抗体検査や予防接種（検査の結果、十分な抗体の無い方のみ）を受けることが
できます。
※対象者には４月上旬にクーポン券を発送しました（有効期限：令和４年３月３１日まで）。
　対象者でクーポン券が手元にない方は、健康づくり課までお問い合わせください。

■日本脳炎・DT（ジフテリア・破傷風）
対象・とき　日本脳炎：（第1期）生後６カ月～７歳半未満の間に３回
　　　　　　　　　   （第２期）９歳～１３歳未満の間に１回
　　　　　  DT第２期：11歳～13歳未満の間に1回
ところ　実施医療機関　費用　無料（対象期間内に限る）
持ち物　母子健康手帳、健康保険証、予診票
※小学５年生の方には、市内の小学校を通じて、日本脳炎・DT第２期のお知らせを７月上旬に配布しました。

沐浴コース
妊娠中の方と

その家族で初参加の方

9月8日㈫
１３時３０分～１５時４５分

沐浴について講話と
実演、実習　

※お湯は使いません。

もくよく

保健センターへの来館時は、マスクの着用をお願いします。
今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業を中止または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、健康づくり課までお問い合わせください。

9月の市民健康講座は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止します。

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ定 員 費 用申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料保健
センター

プレパパ・ママコース
妊娠５～８カ月の方と
その家族で初参加の方

各１５組
９月２０日㈰

９時３０分～１１時４５分、
１３時30分～１５時４５分

助産師による講話、赤
ちゃん人形でお世話体
験、パパの妊婦体験など

8月２4日㈪から
(先着順)

無料保健
センター

離乳食コース
令和２年3～5月

生まれの乳児をもつ方
１8人9月4日㈮

１０時～１１時３０分
離乳食の進め方につ
いて（５～８カ月ごろの
離乳食）、栄養相談

8月２6日㈬から
(先着順)

無料保健
センター8組8月２4日㈪から

(先着順)

無料保健
センター

むし歯予防コース
（幼児）

１歳半～２歳未満の
幼児とその保護者の方

１8組9月１0日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

8月２5日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

スクエアステップ
開放デー

65歳以上の方
20人10月7日㈬

１０時～11時 スクエアステップの実践

無料保健
センター

健康ひろば
（フレイル・栄養編）
65歳以上の方

20人9月18日㈮
１０時～11時

高齢期のための食事の
ポイントについて

8月28日㈮から
(先着順)

8月28日㈮から
(先着順)

※フレイルとは、心身の機能が低下した状態をいいます。
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廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

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

令和元年度家庭系ごみの排出量など
をお知らせします 

　環境への負荷が少ない資源循環型社会をつくるため、市では皆さんにごみ
の減量とリサイクル率の向上の協力をお願いしています。今回は、令和元年度
の家庭系ごみ排出量とリサイクル状況についてお知らせします。

　令和元年度の家庭系ごみ排出量は、前年度に
比べて約46トン増加し、46,411トンとなりました。

　令和元年度のリサイクル率は20.7％となり、前
年度に比べて約0.4％低下しました。

　ごみの減量に向けて、食
材を無駄なく調理するなど、
できるだけごみを出さない
ようにしましょう。

家庭系ごみ排出量が増加しました家庭系ごみ排出量が増加しました リサイクル率が低下していますリサイクル率が低下しています

　「混ぜればごみ、分ければ資源」です。リサイクル
意識を高め、資源の分別をお願いします。

ごみ処理における新型コロナウイルス感染防止のお願い
　ごみ収集や処理の際には、人の手で選別・異物除去などの作業を行っています。毎日の
ごみ処理の安定的な継続のため、感染防止対策として次の点にご協力をお願いします。

　使用済みマスクやティッシュ、食べ残しの生ごみなどを処分
する際は、袋の破裂や飛散などによる感染を防止するためにも、
次の点に注意してください。

　新型コロナウイルスに感染している
心配がある場合は、ごみ処理における
感染拡大防止のためにも、できる限り
排出を控えてください。家庭内で1週間
程度、ごみを保管してから通常の出し
方で処分してください。

もやせるごみ

プラスチックごみ
もやせないごみ
資源ごみA・B
有害ごみ、粗大ごみ

コンテナコンテナ

●マスクやティッシュなどは小分け袋に入れて
しっかり縛った後、認定ごみ袋へ。
●破裂の原因になるため、中身は詰めすぎない。
また、小分け袋や認定ごみ袋の空気を抜く。
●使用済みマスクなどのごみに直接触れない。

1
週
間
後

ごみを出した後は、必ずせっけんを使って流水で手を洗いましょう。

Point !

家庭系ごみ排出量の推移家庭系ごみ排出量の推移
[トン][トン]

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

令和
元年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

46,411

46,306 46,36546,465

47,696

リサイクル率の推移リサイクル率の推移

22.9% 22.4%

21.1%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

令和
元年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
28年度

平成
27年度

20.7％
21.6%
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公開日
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9月
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談

9月

・
1
日

・
金
曜
日

休館日

図
書
館

9
September

敬老の日

秋分の日

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

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

水

庭球場 372-2285

●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

休業日 　7日㈪

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

388-0622●市武道館

相撲第 5 道 場

9:00～21:001～13・15～27・29・30日

休館日　１4日㈪・２8日㈪

第 1 道 場 柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

9:00～12:00
9:00～17:00
9:00～21:00

  13:00～21:00
18:00～21:00

19・26日
1・3・4・8～11・15・17・18・23～25・29・30日
6・7・13日
21・22日
20・27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

2・8・9・16・23・30日
1・3～5・7・10・11・13・15・17～22・24～26・29日
6・12・27日

第 4 道 場 弓道

1・8・15・29日  
3・4・7・10・11・17・18・21・22・24・25・27日
5・12・19・26日
2・6・9・13・16・23・30日
20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

バレーボール

卓　　　球

9:00～12:00

9:00～21:00

18:00～21:00
9:00～12:00

9:00～21:00

13:00～21:00
18:00～21:00

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

9:00～12:00
9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00
18:00～21:00
9:00～12:00
9:00～21:00

26日
4・7・11・14・18・25・28日
1・2・5・8・9・15・16・19・23
29・30日
10・17・24日
3・6・12・13・20・22・26・27日
5・19・26日
4・11・18・25日

バスケットボール

バスケットボール

●AGF鈴鹿体育館 387-6006 休館日　1４日㈪・２8日㈪

バドミントン

卓　　　球

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

13:00～21:00

1・20日

7・8・15・18・19・29・30日

17・27日

23日

3・25・26日

2・9・11・16日

4・8・10・21・24日

13・20日

29日

1・7・15日

4・13・18・27日

3・9・10・11・16・17日

2・23・30日

25・26日

24日

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

バドミントン・

ファミリー

バドミントン

◎印は予約制です。 ※年金事務所出張相談の予約は、電話の音声ガイダンスに従い、1（相談の予約）→2（職員にご用の方は）の順に操作してください。 

◎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（弁護士） 4・11・25日
10：00～12：00
13：00～15：00

◎交通事故相談（NPO）

29日

◎外国人のための行政書士相談 10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 9・23日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所　別館 日本年金機構津年金事務所

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

059-228-9112（※）

381-3118

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・3・4・8・10・11
17・18・24・29日

女性のための電話相談

10：00～12：00
13：00～15：00

10：00～12：00
13：00～15：00

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

人権相談 10日 13：00～16：00 玉垣会館 人権政策課 382-9011　　382-2214

◎こころの健康相談 3日 13：00～15：30 県鈴鹿庁舎1階 衛生教育室 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 18日

※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、公証人による相談で
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、8月24日㈪から受け付け
します。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

●配本／ふれあいライブラリー

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

9日㈬
23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

2日㈬
16日㈬
30日㈬

14日㈪
28日㈪

3日㈭
17日㈭

10日㈭
24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

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

7日㈪
29日㈫
 【21日㈪
から変更】

●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382-0347 387-0665

14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。

※

●江島分館こどもシアター　26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）江島分館（1階閲覧室）3日10時30分～11時、（1階和室）12日10時30分～11時15分

本館（1階おはなしのへや）5・13・19日14時30分～15時、10日10時30分～10時50分、26日10時30分～11時
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〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219　   

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［6月30日現在］

7
広報すずか　令和2年(2020年)8月20日号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。

■発行／鈴鹿市　 http：//www.city.suzuka.lg.jp/
johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp

■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

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/2件、うち建物2件（26件、9件減） 出動数/706件（4,833件、611件減）

人口/199,377人（10人減） 男性/99,789人（4人増） 女性/99,588人（14人減） 世帯数/87,364世帯（58世帯増）

事故数/443件、うち人身事故19件（3,039件、538件減） 死者数/0人（3人、2人増） 傷者数/21人（193人、144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
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9月1日㈫～9月15日㈫…史跡伊勢国分寺跡
　　　　　　　　　　　歴史公園

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401 429

　ドライバーやアイアン、パターなど
のクラブを利用して、カップに
ボールを入れるまでの打数の少
なさを競うゴルフ競技。ショット
の正確さのほか、風向き、傾斜
などの読み、コース戦略が成績を
左右します。
  国体では、都道府県対抗の
団体戦（3人1組）が行われ、
1日18ホールの競技を2日間、
合計36ホールの成績で順位
を競います。

　鈴峰ゴルフ倶楽部で開催される少年ゴルフ競技。
優勝の期待がかかる三重県チームにあって、主力を
担うのが石垣兄弟です。
　父の影響で、10歳と9歳からゴルフを始めた二人。
打つことが楽しかったゴルフが、今ではツアー
プロが目標と公言できるほど、各種大会で
好成績を収めています。
　現在、課題の克服だけでなく、得意な
ショートゲーム（アプローチ、パター）などに
磨きをかけている真っ最中。その上で、兄弟
同士の協力は欠かせません。
　開催まで残り1年余り。「地元の皆さんに
見に来てもらえる大会。三重で勝ちたい」、
「自分が三重を引っ張りたい」と、
それぞれ意気込んでいます。

競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ

今回の

ゴルフ

第5回

石垣敢大さん（17歳・南玉垣町）・珠侑さん（15歳） 
四日市メリノール学院

 かん  た しゅ  う

注目選手などを、皆さんにお伝えします。

注目選手注目選手

動画を
見てください！

競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ

ゴルフ

珠侑さん珠侑さん 敢大さん敢大さん


