
　

国勢調査にご協力を
国勢調査鈴鹿市実施本部

　382-7676　 382-9040

　現在、10月1日を基準日とし
て国勢調査を実施しています。
　調査への回答がお済みでな
い世帯の方は、インターネットま
たは、各世帯へ配布した紙の調
査票で回答をお願いします。
　なお、紙の調査票で回答する
場合は、郵送提出用封筒に入
れて郵便ポストに投函してくだ
さい。
　インターネットまたは郵送回
答が困難な世帯の方は、調査
員による回収を行います。希望
する場合は、市の国勢調査担
当窓口までご連絡ください。
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問合せ
　・調査全般について：国勢調査
コールセンター（　0570-07-
　2020）
　・調査書類の不足・調査票回収に
ついて：国勢調査鈴鹿市実施
本部

「鈴鹿市総合計画2023」
アンケート調査にご協力を
行政経営課　382-9005　 382-9040

　「鈴鹿市総合計画2023」に掲
げた将来都市像の達成度を測
るため、アンケート調査を実施し
ます。調査票が届いた方は回答
にご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以
上の方から無作為抽出した
4,000人
回答方法　調査票に記入の上、

同封の返信用封筒で、10月
30日㈮までにご返送ください。

国民健康保険傷病手当金
支給の適用期間の延長 
保険年金課　382-7605　 382-9455

　9月30日㈬までとしていた国
民健康保険傷病手当金支給の
適用期間を、令和2年12月31日
㈭まで延長します。なお、支給要
件は次のとおりです。
対　象　鈴鹿市の国民健康
保険に加入している被用者
（給与の支払いを受けている
方）のうち、新型コロナウイル
ス感染症に感染、または発熱
などの症状があり感染が疑わ
れ、療養のために労務に服す
ることができない期間のある
方
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●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／ 10月12日㈪～16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)。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止または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。
※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。

とき／10月18日㈰9時～12時　ところ／青
少年の森運動場(住吉町南谷口)　内容／2
本のポールを使った軽スポーツです。郊外
ウオーキングもあります。　※毎週木曜日
10時から12時まで、桜の森公園でも行いま
す。詳しくは電話またはホームページで

とき／10月13日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館(江島本町1-1)　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、一緒に話しましょう。
参加料／100円

とき／毎週日曜日7時から　ところ／
青少年の森(キャンプ場内あずまや集
合)　内容／トリムコース内でランニ
ングやウオーキングを楽しみます。　
参加料／月300円

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／10月14日㈬13時～15
時　ところ／牧田コミュニティセン
ター(平田東町5-10)　内容／悩み相
談、情報交換、介護家族との交流　参
加料／100円

とき／火・木曜日19時～21時　ところ
／市武道館(江島台2-6-1)　内容／礼
法と受身を身につけて相手を思いや
る気持ちと強い体を作りましょう。　
申込み／電話またはホームページ(鈴
鹿錬成会で検索)で

対象／中国語習得に関心のある方　とき／第1～4土曜
日19時～21時　ところ／白子コミュニティセンター(江
島本町13-37)　内容／幅広い年齢層のメンバーが和や
かな雰囲気のもと、真剣に学習に取り組みます。　講師
／学識経験豊かな北京出身の女性講師　参加料／月
3,000円　申込み／電話で　※見学も歓迎します。

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　とこ
ろ／旭が丘公民館(中旭が丘3-13-30)　内容／
Jゴスペルという日本人のためのオリジナルゴ
スペルで愛をテーマに歌っています。年齢を問わ
ず誰でも参加できます。　参加料／年200円　
※キーボードが弾ける方を歓迎します。

対象／小学生以上　とき／10月11日
㈰10時～15時(荒天時は10月18日㈰
に延期)　ところ／白子港緑地　参加
料／300円　申込み／当日会場で　
※大空を散歩してみましょう。

とき／10月18日㈰10時～11時30分(月2回実施)　
ところ／白子コミュニティセンター　内容／気功の
説明と自分でできる気功健康法を行います。　講師
／藤城孝子さん　参加料／500円　持ち物／上靴、
飲み物　申込み／10月16日㈮までに電話または電
子メールで　※マスクの着用をお願いします。

とき／毎週水曜日10時～11時30分　
ところ／男女共同参画センター(神戸
2-15-18)　内容／アメリカ人の講師と
みんなで楽しく会話をしましょう。　
受講料／1回1,100円

対象／俳句に関心のある方　とき／毎
月第1土曜日13時～16時　ところ／文
化会館研修室(飯野寺家町810)　内
容／俳句の投句・互選・講評、吟行会、
他俳句会との交流　参加料／無料　
申込み／電話で（当日参加可）

とき／10月14日㈬10時から、13時30分
から　ところ／らららカルチャー(南江
島町9-10)　内容／音楽を聴きながら、
フラワーアレンジメントを体験　定員／
各10人　参加料／1,500円　申込み／電
話で　※マスクの着用をお願いします。

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　   http://www.snwc1130.com

つぅの会
保井　090-4185-1514

鈴鹿ランニングクラブ
山鹿昇　080-3683-6255 下野和子　370-4620

鈴鹿錬成会
　384-3741　090-7609-2450 堤忠彦　090-3424-1946 旭が丘サークル　386-5399 三重県フライヤー連盟

石田隆久　080-4226-3976

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 中村　090-3566-1949 幹事　小山　090-4469-2596 NPO法人みんなDeうきうき歌謡団

かさい　090-7048-8120

やま  が

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

ラン・ウオークを
はじめましょう

認知症の人と
家族の会のつどい

柔道教室
生徒募集 中国語教室 Jゴスペルクラブ パラグライダーによる

浮遊体験会

気を高めて元気
気功健康法教室

初級英会話サークル
受講生募集 泉句会　会員募集 花と音楽でコロナ禍の

癒しの時間

次回の募集は12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。



支給額　（直近の継続した3カ
月間の給与収入の合計額÷
就労日数）×3分の2×支給対
象日数

※支給対象日数とは、労務に服す
ることができなくなった日から
起算して、3日を経過した日から
労務に服することができない期
間のうち、就労を予定していた
日数です。

※給与収入の全部または一部を受
けることができる方は、その期間
中は傷病手当金を支給しませ
ん。ただし、受けることができる
給与収入の額が、算定される支
給額より少ないときは、差額を支
給します。
適用期間　令和2年1月1日から
12月31日の間で、療養のため
に労務に服することができな
い期間

※入院が継続する場合などは、最
長1年6カ月まで延長されます。
申込み　申請には、指定の様
式による事業主や医療機関
の証明が必要です。詳しくは
保険年金課にお問い合わせ
ください。

新型コロナウイルス
感染拡大に伴う
経営上の相談窓口

産業政策課　382-8698　 382-0304

　三重県よろず支援拠点が、
市内に新型コロナウイルス感染
拡大に伴う経営上の相談窓口
を開設しました。
※よろず支援拠点は、国（中小企業
庁）が設置した無料の経営相談
所です。

※何度でも相談できます。
対　象　市内の中小企業・小
規模事業者

と　き　毎月第2・4木曜日10
時～12時、13時～16時

と　き　令和3年1月31日㈰まで
ところ　実施医療機関
※市の助成が利用できない場合が
ありますので、事前に医療機関へ
お問い合わせください。
助成額　1回につき2,000円
※助成回数は2回までです。
※接種費用から助成額を除いた額
は、自己負担になります。

※助成を受けるには、医療機関窓
口で鈴鹿市インフルエンザワク
チン任意接種費用助成金交付申
請書への記入が必要です。

行政相談週間
市民対話課　382-9004　 382-7660

　「行政相談」とは、国やNTT
などの特殊法人などの仕事に
ついて、皆さんから苦情や意
見、要望をお聞きし、その解決
促進を図る制度です。総務省
では、10月19日㈪から25日㈰
までを「行政相談週間」として、
全国的にさまざまな行事を行い
ます。
※相談は無料で、秘密は固く守られ
ます。
と　き　10月16日㈮10時～
12時

ところ　市役所本館1階　市
民ロビー

※電話でも行政相談を受け付けて
います。
問合せ　三重行政監視行政相
談センター　行政監視行政
相談課（　0570-090110
（平日8時30分～17時15分））
※土・日曜日、祝日、上記以外の時間
帯は、留守番電話で対応します。

※PHS、IP電話などを利用する場合
は（　059-227-1100）へ

※相談の電話は、相談内容の正確
な把握のために録音されます。

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)　
相談料　無料
申込み　原則予約制となります。
希望の方は電話で（公財）三重
県産業支援センター三重県よ
ろず支援拠点（　059-228-
3326　土・日曜日、祝日、年末
末年始を除く8時30分～17時）

鈴鹿サーキット
入園無料券配布

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　コロナ禍で生じた子どもや保
護者のストレス緩和や、本市の
経済活動の回復を図るため、
鈴鹿サーキットのチケット交換
券（入園＋のりもの乗り放題）を
配布します。
対　象　市内在住の15歳以下
（中学3年生以下）の全ての子ども
利用期間　令和3年3月14日
㈰まで
配布方法　幼稚園、保育所
（園）の園児および小・中学
校の児童・生徒に対して、直
接、チケット交換券を配布

※チケット交換券1枚につき、保護
者2人分の入園料と駐車場代が
無料になります。

※出生または転入、保育所などの
利用がない場合は、子ども政策
課でチケット交換券を配布しま
すので、ご連絡ください。

インフルエンザワクチン
（任意接種）の接種費用

一部助成
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　10月1日から、接種費用を助
成しています。
対　象　市内に住民登録をし
ている満1歳から小学校就学
前までの方

2020・10・5
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住宅リフォーム補助金交付
（2次募集）

住宅政策課　382-7616　 382-8188

　jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市内に本店、支店または本拠
を持つ施工業者を利用してこれ
から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。
対象者　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
いる市内の住宅（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、市の交
付決定日以降に着工し、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　10月5日㈪から11月30
日㈪(消印有効)までに、はがきま
たは電子メールで住宅政策課へ

※申し込みは先着順で、補助金予算
額に達した時点で受け付けを終了
します。ただし、受付終了日となっ
た日の申し込みについては、先着
順とせず、抽選により決定します。

※詳しい交付要件や対象工事など
は、チラシをご確認ください。

※チラシや申し込み用はがきは、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。

民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　市内で民間賃貸住宅
をお探しの方
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※主に住宅の確保に配慮が必要な
高齢者、障がい者、外国人、子育
て世帯などが対象です。
と　き　10月30日㈮10時～
16時
ところ　社会福祉センター本
館2階　大会議室（神戸地
子町383-1）
内　容　住まい探しに関する
困りごとの相談、市内の民間
賃貸住宅の情報提供

※ポルトガル語通訳があります。
※当日は物件の見学や契約などは
できません。
相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会
申込み　10月28日㈬までに、
直接または電話で、県または
市の住宅政策課へ
問合せ　市住宅政策課、県住宅
政策課（　059-224-2720）

イスのサンケイホール鈴鹿
（市民会館）
貸館一斉受付
イスのサンケイホール鈴鹿

　382-0654　 382-3109

　新型コロナウイルス感染症の
影響により延期していた令和3
年5月分～11月分の貸館一斉受
付を、次のとおり行います。
と　き
〇令和3年11月分
　11月1日㈰9時から
〇令和3年5月～6月分
　11月15日㈰9時から
〇令和3年7月～8月分
　11月15日㈰13時から
〇令和3年9月～10月分
　11月15日㈰15時から
ところ　イスのサンケイホール
鈴鹿（市民会館）事務所（神
戸1-18-18）

※施設の利用にあたっては、ホー

ムページ掲載の「新型コロナウ
イルス感染症に関する当館の対
応について」の事項を遵守して
ください。

※新型コロナウイルス感染症の影
響により、一斉受付日を延期ま
たは中止する場合があります。

「鈴鹿市暮らしの便利帳」
への掲載広告募集

情報政策課　382-9036　 382-2219

　平成29年に発行した「鈴鹿
市暮らしの便利帳」について、
今年度更新を予定しています。
　冊子に掲載する広告を募集
するため、10月から11月にかけ
て、協働発行事業者の㈱サイ
ネックスが各事業者を訪問しま
すので、掲載を希望される場合
はお申し込みください。

市ホームページの
一時利用停止

情報政策課　382-9036　 382-2219

　市ホームページのセキュリ
ティを強化するため、SSL化の作
業を実施します。この作業に伴
い、下記のとおり、一時的に市
ホームページが利用できません
ので、ご注意ください。
※SSL化とは、インターネット上で
のデータを暗号化して送受信す
る仕組みを導入することです。
と　き　10月24日㈯3時～7
時終了（予定）

※台風などにより警報が発令され
た場合は、31日㈯に延期します。

※作業中は、がん検診と市民の声の
入力フォームが利用できません。

2020・10・514
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令和3年度の放課後児童クラブの利用申込の受付日程
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、放課後
から18時ごろまで、児童をお預かりする場です。
　利用を検討されている保護者の方は、早めに各放課後児童クラブに詳細をお問い合わせください。また、申込
事前説明会は各クラブで対応が異なるため、日程の記載がないクラブには直接詳細をお問い合わせください。

国府 ゆいまぁる 370-0605 11月8日（日）
庄野 コスモス 379-0811 ―
加佐登 なかよしキッズ 370-8184 11月初旬

つくし 367-3606 11月15日（日）
ひかりっ子 375-2468 11月14日（土）

清和 竹野の森放課後児童クラブ・クラブ2 090-6098-3215 ―
石薬師 金太郎学童保育所 374-1978 ―
白子 たんぽぽ 388-2774 10月22日（木）
鼓ヶ浦 いそやまっ子 387-6012 11月14日（土）

ピッコロ 368-2033 11月8日（日）
アサヒッ子 367-7187 11月14日（土）
かけはし 386-2939 ―
ももたろう　１組・2組 387-0371 ―
まりん 368-1153 11月7日（土）

愛宕 あおぞら　第１・第2 368-1223 ―
ゆめっ子くらぶ・第2ゆめっ子くらぶ
鈴鹿わかすぎこどもクラブ 367-7075 ―
ひこうきぐも 367-3367 11月24日（火）
日の本クラブ飯野・クラブ飯野2 384-0130 11月28日（土）

明生 みらくる 367-1711 10月17日（土）・24日（土）
河曲 かわたろう・かわたろう2 383-3070 11月5日（木）

高岡法輪児童館 349-1100 ―
スマイル 369-2780 令和3年2月7日(日)
法輪児童館　 385-7676 令和3年2月中旬
放課後児童クラブ遊由 385-5331 ―

箕田 箕田学童保育所 395-1003 10月29日（木）
若松 はまゆう 385-3415 10月15日（木）

玉垣レインボー 373-4734 10月中旬
ゆうゆう 380-6339 ―
かんたろう学童保育所 383-1519 未定
神戸みらい塾 382-3708 令和3年1月23日（土）

10月上旬～令和3年3月15日（月）

合川 ハーモニー 372-1139 ―
天名 ピース天名 080-9495-4497 10月27日（火）
栄 栄っ子 388-1187 10月21日（水）
郡山 サンキッズ・サンキッズⅡ 372-2084 令和3年1月26日(火)
鈴西 しいの実 374-5511 11月5日（木）
椿 ひまわり 371-2300 ―
深伊沢 元気っ子クラブ 371-0151 ―
庄内 学童たけっこクラブ 　371-2317（庄内青い鳥保育園）　　令和3年1月下旬
井田川 井田川っ子 370-2353 ―

申込期間

牧田

旭が丘

桜島

稲生 367-7008 ―

11月8日（日）～令和3年1月下旬
11月中旬～令和3年2月26日（金）
10月22日（木）～11月6日（金）
11月16日（月）～11月21日（土）

　　　11月14日（土）～11月21日（土）
令和3年1月12日（火）～1月22日（金）
10月22日（木）～11月30日（月）
10月22日（木）～11月30日（月）
11月14日（土）～11月20日（金）
11月9日（月）～11月27日（金）
11月16日（月）～11月27日（金）
10月22日（木）～11月13日（金）
10月30日（金）～11月20日（金）
11月9日（月）～11月20日（金）
10月26日（月）～11月20日（金）

12月1日（火）～12月28日（月）

11月30日（月）～12月4日（金）
11月24日（火）～12月4日（金）

11月2日（月）～11月13日（金）
11月5日（木）～11月30日（月）

令和3年2月下旬～３月上旬

令和3年2月下旬～3月上旬

令和3年2月1日（月）～2月19日（金）

10月上旬～令和3年1月下旬
11月16日（月）～12月18日（金）
10月中旬～令和3年1月29日（金）

10月中旬～11月上旬
10月22日（木）～10月29日（木）

12月上旬～12月中旬
随時受付中

令和3年1月4日（月）～1月15日（金）
10月27日（火）～令和3年1月15日（金）

10月中旬～10月下旬
令和3年1月26日（火）～1月30日（土）

令和3年2月1日（月）～2月26日（金）

令和3年2月7日（日）～3月10日（水）

11月1日（日）～11月30日（月）
11月5日（木）～12月19日（土）

12月1日（火）～12月23日（水）

児童クラブ名学校区 問 合 せ
電話番号 申込事前説明会

飯野

一ノ宮

長太

玉垣

神戸
（みそら保育園）



する必要があります。
※発行には時間を要しますので、申
請される方は余裕をもって申請を
お願いします。

※対象の要件など詳しくは、国土交通
省ホームページ（　https://www.

　milt.go.jp/totikensangyo/
　totikensangyo_tk5_000074.
　html)をご覧ください。
※低未利用土地などを譲渡した場合
の長期譲渡所得の特別控除につ
いて詳しくは、国税庁ホームページ

　(　 https://www.nta.go.jp/
　m/taxanswer/3226.htm)をご
覧ください。

都市計画案の縦覧
都市計画課　382-9063　 384-3938

決定案件　
　・鈴鹿都市計画都市計画区域
の整備、開発および保全の方
針の変更（県決定）
　・四日市都市計画都市計画区
域の整備、開発および保全
の方針の変更（県決定）
　・四日市都市計画区域区分の
変更(県決定)
縦覧期間　10月13日㈫～27
日㈫（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）　
縦覧場所　県都市政策課、市
都市計画課

※県ホームページでも閲覧ができます。
意見書　縦覧期間内であれ
ば、知事宛（県都市政策課）

募集店舗数　870店舗(先着順)
料　金　無料
※鉢とともにお届けしますが、返却
する必要はありません。
申込み　10月23日㈮までに、件
名「すずか花まるキャンペーン
参加希望」・住所・店舗名・担当
者名･電話番号を記入の上、
電子メールで農林水産課へ

年金事務所での相談や
手続きの際は事前予約を
保険年金課　382-9401　 382-9455

　年金事務所では、年金の受
給に関する相談や年金請求の
手続きについて、電話での事前
予約を受け付けています。
　事前予約をすることで、優先
的に相談などが受けられるほ
か、資料などを事前に用意でき
るため、相談がスムーズに進み
ます。年金事務所を利用される
際は、ぜひご予約ください。

※予約受付時間は、平日の8時30
分から17時15分までです。

※希望日の1カ月前から事前予約
できます。

※事前予約の際は、基礎年金番号
の分かるもの（年金手帳や年金
証書など）をご用意ください。

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

石垣池公園野球場の
ナイター照明改修工事
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　令和2年度スポーツ振興くじ
（toto・BIG）助成金を活用して、
石垣池公園野球場のナイター照
明のLED化や鉄塔の再塗装な
どの改修工事を行っています。
　工事期間中の昼間の利用は
できますが、10月19日㈪以降
は、放送設備などの電子機器も
使用できなくなる予定ですの
で、ご注意ください。
工事期間　令和3年3月10日
㈬まで
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　383-9010　７時～
17時（工事期間中））

全日本大学駅伝
交通規制と沿道観戦
自粛のお願い

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　11月1日(日)、「第52回全日
本大学駅伝対校選手権大会」
が熱田神宮から伊勢神宮まで
の全8区間で開催されます。
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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。
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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。

令和3年度特別支援学校・
特別支援学級への就学
学校教育課　382-7618　 382-9054

　鈴鹿市就学支援委員会では、
障がいのある幼児・児童・生徒が
適切な環境で学べるよう、就学
先の判定を行っています。
　令和3年度、特別支援学校、特
別支援学級への就学を希望される
方は、必ず判定を受けてください。
※6月の判定期間に判定を受けて
　いない方は、10月15日㈭までに
　学校教育課へご連絡ください。

花いっぱい応援事業
すずか花まるキャンペーン

参加店舗募集
農林水産課　382-9017　 382-7610

　　norin@city.suzuka.lg.jp

　花と緑がいっぱいのまちを目
指すため、花きを飾っていただ
ける市内飲食店・物販店などを
募集します。
対　象　指定する時期に花き
を飾花できる市内飲食店・物
販店などの事業者

※詳しくは市ホームページをご覧
ください。
飾花時期　11月および2月
内　容　市内産花き（洋ラン、
バラ、観葉など）を中心に時
期に合わせて配布

※花きの指定はできません。

に意見書の提出ができます。
問合せ　県都市政策課（　
059-224-2718）

コミュニティバス
（C-BUS）への広告募集
都市計画課　382-9024　 384-3938

　令和3年度の鈴鹿市コミュニ
ティバス関係媒体への広告（有
料）の掲載を希望する事業者を
募集します。
申込み　12月4日㈮までに都
市計画課へ

※詳しくは、市ホームページ「コミュ
ニティバス広告事業（　http://

　www.city.suzuka.lg.jp/ad.
　html）をご覧ください。

アイヌの方々のための
電話相談

人権政策課　382-9011　 382-2214

　（公財）人権教育啓発推進セン
ターでは、アイヌの方々 の悩み相談
を専用電話で受け付けています。日
常生活で困っていることや嫌がら
せ、差別、プライバシーの侵害など、
何でも相談してください。相談は無
料で、匿名でもかまいません。
※秘密は厳守します。
と　き　月～金曜日9時～17時
（祝日、12月29日～1月3日を除く）
　

　　事前予約電話番号
　　　0570-05-4890
※050から始まる電話番号の
方は　03-6631-7521へ



する必要があります。
※発行には時間を要しますので、申
請される方は余裕をもって申請を
お願いします。

※対象の要件など詳しくは、国土交通
省ホームページ（　https://www.

　milt.go.jp/totikensangyo/
　totikensangyo_tk5_000074.
　html)をご覧ください。
※低未利用土地などを譲渡した場合
の長期譲渡所得の特別控除につ
いて詳しくは、国税庁ホームページ

　(　 https://www.nta.go.jp/
　m/taxanswer/3226.htm)をご
覧ください。

都市計画案の縦覧
都市計画課　382-9063　 384-3938

決定案件　
　・鈴鹿都市計画都市計画区域
の整備、開発および保全の方
針の変更（県決定）
　・四日市都市計画都市計画区
域の整備、開発および保全
の方針の変更（県決定）
　・四日市都市計画区域区分の
変更(県決定)
縦覧期間　10月13日㈫～27
日㈫（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）　
縦覧場所　県都市政策課、市
都市計画課

※県ホームページでも閲覧ができます。
意見書　縦覧期間内であれ
ば、知事宛（県都市政策課）

募集店舗数　870店舗(先着順)
料　金　無料
※鉢とともにお届けしますが、返却
する必要はありません。
申込み　10月23日㈮までに、件
名「すずか花まるキャンペーン
参加希望」・住所・店舗名・担当
者名･電話番号を記入の上、
電子メールで農林水産課へ

年金事務所での相談や
手続きの際は事前予約を
保険年金課　382-9401　 382-9455

　年金事務所では、年金の受
給に関する相談や年金請求の
手続きについて、電話での事前
予約を受け付けています。
　事前予約をすることで、優先
的に相談などが受けられるほ
か、資料などを事前に用意でき
るため、相談がスムーズに進み
ます。年金事務所を利用される
際は、ぜひご予約ください。

※予約受付時間は、平日の8時30
分から17時15分までです。

※希望日の1カ月前から事前予約
できます。

※事前予約の際は、基礎年金番号
の分かるもの（年金手帳や年金
証書など）をご用意ください。

電　話 電子メール ホームページファクス

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

石垣池公園野球場の
ナイター照明改修工事
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　令和2年度スポーツ振興くじ
（toto・BIG）助成金を活用して、
石垣池公園野球場のナイター照
明のLED化や鉄塔の再塗装な
どの改修工事を行っています。
　工事期間中の昼間の利用は
できますが、10月19日㈪以降
は、放送設備などの電子機器も
使用できなくなる予定ですの
で、ご注意ください。
工事期間　令和3年3月10日
㈬まで
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　383-9010　７時～
17時（工事期間中））

全日本大学駅伝
交通規制と沿道観戦
自粛のお願い

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　11月1日(日)、「第52回全日
本大学駅伝対校選手権大会」
が熱田神宮から伊勢神宮まで
の全8区間で開催されます。
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　開催当日は、国道23号など
で交通規制が実施されますの
で、ご注意ください。
　また、今大会の沿道での観戦
は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、自粛をお願いします。
問合せ　全日本大学駅伝大会
事務局（　052-222-5926）、
大会ホームページ(　https://
　daigaku-ekiden.com/)

低未利用土地などの
譲渡の特例措置に係る

確認書発行
都市計画課　382-9024　 384-3938

　土地の有効活用を通じた投資
の促進、地域活性化、さらなる所
有者不明土地発生の予防を図る
ことなどを目的に、個人が保有す
る低額の低未利用土地などを譲
渡した場合、譲渡所得を控除する
特例措置が創設されました。
　市では、申請者から提出された
「低未利用土地等確認申請書」など
を審査し、確認書の発行を行います。
※特例措置の適用を受けるためには、
必要な書類をそろえて確定申告を

に意見書の提出ができます。
問合せ　県都市政策課（　
059-224-2718）

コミュニティバス
（C-BUS）への広告募集
都市計画課　382-9024　 384-3938

　令和3年度の鈴鹿市コミュニ
ティバス関係媒体への広告（有
料）の掲載を希望する事業者を
募集します。
申込み　12月4日㈮までに都
市計画課へ

※詳しくは、市ホームページ「コミュ
ニティバス広告事業（　http://

　www.city.suzuka.lg.jp/ad.
　html）をご覧ください。

アイヌの方々のための
電話相談

人権政策課　382-9011　 382-2214

　（公財）人権教育啓発推進セン
ターでは、アイヌの方々 の悩み相談
を専用電話で受け付けています。日
常生活で困っていることや嫌がら
せ、差別、プライバシーの侵害など、
何でも相談してください。相談は無
料で、匿名でもかまいません。
※秘密は厳守します。
と　き　月～金曜日9時～17時
（祝日、12月29日～1月3日を除く）
　
相談専用フリーダイヤル
　0120-771-208



◆採用試験
と　き　11月1日㈰9時から
ところ　神戸保育所（神戸4-4-40   382-0537）
内　容　面接と簡単な実技（養護助教諭は面接
のみ）

※合否については、提出書類を含め総合的に判断し、11
月上旬(予定)に文書で通知します。

狂犬病予防注射
接種期間の延長

環境政策課　382-9014　 382-2214

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、令和2年度の狂犬
病予防注射の接種期間が、12月
31日㈭までに延長されました。
　生後91日以上の犬の飼い主
は、法律で毎年1回の狂犬病予
防注射が義務付けられています
ので、必ず受けさせてください。

全国地域安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　安心して暮らせる地域社会を
実現するため、地域安全に取り組
む関係機関や団体、警察署が連
携して「全国地域安全運動」を行
います。運動のスローガンは、「み
んなでつくろう安心の街」です。
と　き　10月11日㈰～20日㈫
運動の重点　
　・特殊詐欺の被害防止
　・子ども・女性の犯罪被害防止
問合せ　鈴鹿警察署・鈴鹿地区
防犯協会（　380-0110）

10月は｢年次有給休暇
取得促進期間｣

産業政策課　382-8698　 382-0304

　年次有給休暇を取得しやすい
環境づくりに取り組みましょう。ま
た、新型コロナウイルス感染症対
策として新しい生活様式が求め
られる中、新しい働き方・休み方
を実践するためには、計画的な業
務運営や休暇の分散化に資する
年次有給休暇の計画的付与制
度や、労働者のさまざまな事情に
応じた柔軟な働き方・休み方に
資する時間単位の年次有給休
暇制度の導入が効果的です。
※計画的付与制度とは、年次有給休
暇の付与日数のうち5日を除いた
残りの日数については、労使協定
を締結すれば計画的に取得日を割
り振ることができる制度です。この
制度を導入している企業は導入し
ていない企業よりも年次有給休暇
の平均取得率が平成30年では4.7
ポイント高くなっています。

問合せ　三重労働局雇用環
境・均等室 指導 班（　
059-226-2110）

三重県最低賃金改定
産業政策課　382-8698　 382-0304

　10月1日㈭から、三重県最低
賃金が1円引き上げられ、時間
額874円になりました。この最
低賃金は、年齢・雇用形態（パ
ート・アルバイトなど）を問わず、
県内で働く全ての労働者に適
用されます。
　なお、特定の産業に該当する
事業場で働く労働者には、特定
（産業別）最低賃金が適用され
ます。
※中小企業支援のため、最低賃金
の引き上げに向けた業務改善助
成金制度などがありますので、
事業者の方はご活用ください。
問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）
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市フルタイム会計年度任用職員募集(保育士・幼稚園講師、養護助教諭)
子ども育成課　382-7606　 382-9054

申込み　10月5日㈪から23日㈮(土・日曜日を除く
8時30分～17時15分)までに、採用試験申込書、
エントリーシート、作文を直接または簡易書留で
子ども育成課へ

※募集の詳細および申込書類は市のホームページ(採用
試験案内)または子ども育成課で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム会計年度任用職員も随
時募集しています。

※外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。
※地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。
※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。

応募資格業務内容 給与 募集人員 募集職種 
保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得し、12月1日㈫から勤務が可能な方

保育所または幼稚園での
保育に関する業務 

21万2,600円～
21万7,400円 3人程度 保育士・

幼稚園講師 

養護教諭免許を取得し、12月１日㈫から
勤務が可能な方

幼稚園での保健等に
関する業務16万5,900円 １人程度 幼稚園

養護助教諭
 



電　話 電子メール ホームページファクス

令和3年鈴鹿市成人式
会場の変更

文化振興課　382-7619　 382-9071

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、鈴鹿市成人式の会
場をイスのサンケイホール鈴鹿
（鈴鹿市民会館）から鈴鹿サー
キットに変更して開催します。
と　き　令和3年1月10日㈰
　14時～15時
ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコース　グランドス
タンド

粗大ごみ戸別収集
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　粗大ごみの戸別収集を希望
される方は、「家庭ごみの分け
方・出し方」に記載の注意事項
に留意して、粗大ごみ受付セン
ターへお申し込みください。
　なお、申し込み後に品目や収
集点数に変更がある場合は、必
ず収集予定日前日（月曜日が収
集予定日の場合は前週の金曜
日17時15分）までに、粗大ごみ
受付センターにご連絡ください。
※申し込み内容と異なる粗大ごみが
出ている場合は収集できません。

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
と　き　10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

鈴鹿シティマラソン
ONLINE2020参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

開催期間　12月7日㈪～20日㈰
内　容　スマートフォンアプリ
を活用して、実際に走った距
離や時間などのデータを
GPS機能によって計測し、開
催期間内に完走を目指します。
期間内であれば、いつでも、
どこでも自分の好きなタイミ
ングで走ることができます。
距　離　①サーキットコース：
5.6km（鈴鹿サーキット約1周）
②ハーフマラソンコース：
21.0975km
計測方法　計測回数に制限は
なく、期間内に走った距離の
合計が、設定された距離を超
えれば完走となります。
定　員　3,000人(先着順)
参加料　1,000円+別途手数料
参加賞　オリジナルTシャツ（鈴
鹿墨プリント）ほか

※完走された方の中から抽選で特
産品などをプレゼントします。
申込み　10月5日㈪から11月3
日（火・祝）までに、鈴鹿シティマ
ラソンＯＮＬＩＮＥ2020ホーム
ページ（　 https://online-
　marathon.net/suzuka
　city-m202012/）へ
問合せ　鈴鹿シティマラソン
実行委員会事務局(鈴鹿市ス
ポーツ課内　382-9029　
382-9071）

プラモサーキット
@鈴鹿市役所

第2期展示作品の募集
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　市役所内に設置したジオラ
マ「プラモサーキット」に展示
するプラモデル作品を募集し
ます。
対象作品　出品者本人が組み
立てた次の作品
①GTカー・ツーリングカー部門
　1/24スケール
②フォーミュラカー部門　1/20
～1/24スケール
※実在する競技用レーシングカー
のプラモデルに限ります。サーキ
ットレースで使用されたマシンで
あること（市販車、改造市販車、架
空のマシン、サーキットを使用し
ないラリーカーなどは不可）

※出品者の居住地・年齢などは自由
です。
展示期間　11月2日㈪～11月
下旬

ところ　市役所本館1階「モー
タースポーツ振興コーナー」
展示数　各8作品（応募多数の
場合は、鈴鹿モータースポー
ツ友の会が選定）
申込み　10月20日㈫（必着）ま
でに電子メールで、住所・氏名
(ふりがな)・生年月日・電話番
号・作品車両名・作品に対する
コメント（こだわった点・苦労し
た点などアピールポイント）・作
品画像を鈴鹿モータースポー
ツ友の会 事務局（　smsa@
　mecha.ne.jp　080-4537-
2005（中野）9時～18時）へ

※展示が決定した出展者には、詳
細を案内します。

※10月5日㈪から30日㈮まで、第
1期の展示を行っていますので、
ぜひご覧ください。
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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。

※土・日曜日、祝日を除く　8時30分
　～17時15分

　382-7646　 0598-50-1165
粗大ごみ受付センター

オ ン ラ イ ン



ところ　保健センター
内　容　生活習慣病予防の講
話、運動体験
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　10月14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
医に確認の上、お申し込みくだ
さい。
※2回とも参加できる方を優先しま
す。

防火管理講習
（甲種新規・乙種）
防火・防災管理講習
（再講習）

予防課　382-9160　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、
イベントホール、百貨店など、多
くの人が出入りや勤務、居住す
る建物には、建物の用途・規
模・収容人員に応じて、防火管
理者を置かなければなりませ
ん。
　また、大規模な建物の甲種
防火管理者と防災管理者は5
年ごとに再講習を受講しなけ
ればなりません。
対　象　市内在住または市内
の事業所に勤務する方

※市外の事業所で鈴鹿市防火協会員
も含みます。

※防火・防災管理講習（再講習）の受
付条件はありません。
と　き　
○防火・防災管理再講習:11月
17日㈫13時～16時30分
○防火管理甲種新規：11月18
日㈬9時～15時50分、19日
㈭9時～15時40分（2日間）
○防火管理乙種:11月18日㈬9
時～16時
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　防火管理甲種新規・
乙種合わせて50人、防火・
防災管理再講習50人（先着
順）
参加料　防火管理甲種新規・
乙種：3,750円、防火・防災
再講習：2,000円（テキスト
代）
申込み　10月19日㈪から11月6
日㈮(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)までに、
所定の申込用紙に必要事項
を記入し、裏面に氏名を記載
した写真（縦4. 5cm・横
3.5cm、正面上三分身）を貼
付の上、直接予防課へ

※申込用紙は予防課窓口ほか、市
ホームページトピックスで入手で
きます。

※電話による予約はできません。
※新型コロナウイルス感染症の影
響や災害の発生、その他不測の
事態によっては、開催を中止する
場合があります。

ファミリー・サポート・
センター事業の提供会員
養成講座受講生募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センタ
ーは、子育てを助けてほしい人
（依頼会員）の要望に応じて、
子育てを助ける人（提供会員）
を紹介し、相互の信頼と了解の
上、一時的にお子さんを預かる
会員組織です。
　今回、一時的なお子さんの
預かりや、学校・保育所・幼稚
園などの送り迎えをする提供
会員になっていただくための
養成講座を行います。
※ファミリー・サポート・センター
の運営業務は、市がNPO法人こ
どもサポート鈴鹿へ委託してい
ます。

　

運動力アップ教室
～初級ウオーキング編～
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　誰でも手軽にできるウオーキ
ング。生活習慣病予防のため
に、これからウオーキングを始
めたい方、効果的な歩き方を知
りたい方など、どなたでも参加
できます。自分に合った歩き方
を見つけて、一緒に健康づくり
を始めましょう。
対　象　20歳以上の市民
と　き　11月5日㈭10時～11
時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3） 
内　容　生活習慣病予防の講
話、ウオーキング体験 
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　10月12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
に確認の上、お申し込みください。

健康力アップ教室
知る！わかる！できる！
～糖尿病予防～

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　糖尿病は遺伝だけでなく、食
べ過ぎや運動不足などの生活
習慣も関係しています。日常生
活で気軽に取り入れられる運
動や食事について楽しく学び、
この機会に自身の生活習慣を
振り返り、健康力を高めましょう。
対　象　20歳から64歳までの
市民
と　き
・基礎・栄養編：11月11日㈬
10時～12時
・運動編：11月19日㈭10時～
11時30分　

内　容　
①自宅避難：停電・断水、混乱
と不安、認知症の人への接し
方や暮らしの工夫
②避難所へ：認知症の人と一
緒に、どこへどうやって、避
難所での過ごし方
③災害時、認知症の人と家族
の命を守るために（東日本
大震災を体験した介護家族
の方を交えて）
定　員　20人
参加料　無料
申込み・問合せ　各回3日前ま
でに、電話またはファクスで、
（公社）認知症の人と家族の
会三重県支部鈴鹿地区会
（下野　・　370-4620）へ
※新型コロナウイルス感染症の影
響により、日程・内容などが変更
になった場合は申込者に連絡し
ます。

※本事業は令和2年度鈴鹿市まちづ
くり応援補助金交付団体が行う
事業です。

親子体操＆食育講座
地域協働課　382-8695　 382-2214

対　象　未就学児・園児をもつ
親子
と　き　毎月第3木曜日10時
～12時
ところ　玉垣会館
内　容　家で親子でできる運
動、食育をお伝えします。

※新型コロナウイルス感染症の影
響により、食育を中止または延
期する場合があります。

※詳しくはNPO法人shiningの
フェイスブックで確認ください。
定　員　5組
参加料　1組500円（食育中止
時：1組200円）
申込み　名前と連絡先を記入
の上、電子メールでNPO法人

shining(　 nposhining.
　event@gmail.com)へ
問合せ　NPO法人shining
（　岡田090-6647-1011）
※体調不良、発熱などの症状があ
る方はご遠慮ください。

※本事業は令和2年度鈴鹿市まち
づくり応援補助金交付団体が
行う事業です。

富士山一号墳
現地説明会・講演会

地域協働課　382-8695　 382-2214

と　き　11月15日㈰14時から
ところ　富士山一号墳
※当日は、13時30分にレインボー
会館(国分町810)に集合してくだ
さい。
内　容　今年2月に発見された
富士山一号墳の現地見学、
「伊勢大鹿氏と富士山古墳」
をテーマにした講演
講　師　岡田登さん(皇學館
大学名誉教授)
定　員　50人
※応募者多数の場合は抽選を行
い、10月中に当選者のみに通知
します。
参加料　無料
申込み　10月23日㈮(当日消
印有効)までに、はがきに住
所・氏名・電話番号を記入の
上、河曲地区地域づくり協
議会事務局(〒513-0023　
河田町370-10　河曲公民
館内)へ
問合せ　河曲地区地域づくり
協議会（坂上　090-6089-
　7897　9時～16時）
※この事業は、令和2年度鈴鹿市ま
ちづくり応援補助金の交付を受
けて実施するものです。
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ところ　保健センター
内　容　生活習慣病予防の講
話、運動体験
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　10月14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
医に確認の上、お申し込みくだ
さい。
※2回とも参加できる方を優先しま
す。

防火管理講習
（甲種新規・乙種）
防火・防災管理講習
（再講習）

予防課　382-9160　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、
イベントホール、百貨店など、多
くの人が出入りや勤務、居住す
る建物には、建物の用途・規
模・収容人員に応じて、防火管
理者を置かなければなりませ
ん。
　また、大規模な建物の甲種
防火管理者と防災管理者は5
年ごとに再講習を受講しなけ
ればなりません。
対　象　市内在住または市内
の事業所に勤務する方

※市外の事業所で鈴鹿市防火協会員
も含みます。

※防火・防災管理講習（再講習）の受
付条件はありません。
と　き　
○防火・防災管理再講習:11月
17日㈫13時～16時30分
○防火管理甲種新規：11月18
日㈬9時～15時50分、19日
㈭9時～15時40分（2日間）
○防火管理乙種:11月18日㈬9
時～16時
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　防火管理甲種新規・
乙種合わせて50人、防火・
防災管理再講習50人（先着
順）
参加料　防火管理甲種新規・
乙種：3,750円、防火・防災
再講習：2,000円（テキスト
代）
申込み　10月19日㈪から11月6
日㈮(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)までに、
所定の申込用紙に必要事項
を記入し、裏面に氏名を記載
した写真（縦4. 5cm・横
3.5cm、正面上三分身）を貼
付の上、直接予防課へ

※申込用紙は予防課窓口ほか、市
ホームページトピックスで入手で
きます。

※電話による予約はできません。
※新型コロナウイルス感染症の影
響や災害の発生、その他不測の
事態によっては、開催を中止する
場合があります。

ファミリー・サポート・
センター事業の提供会員
養成講座受講生募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センタ
ーは、子育てを助けてほしい人
（依頼会員）の要望に応じて、
子育てを助ける人（提供会員）
を紹介し、相互の信頼と了解の
上、一時的にお子さんを預かる
会員組織です。
　今回、一時的なお子さんの
預かりや、学校・保育所・幼稚
園などの送り迎えをする提供
会員になっていただくための
養成講座を行います。
※ファミリー・サポート・センター
の運営業務は、市がNPO法人こ
どもサポート鈴鹿へ委託してい
ます。

内　容　
①自宅避難：停電・断水、混乱
と不安、認知症の人への接し
方や暮らしの工夫
②避難所へ：認知症の人と一
緒に、どこへどうやって、避
難所での過ごし方
③災害時、認知症の人と家族
の命を守るために（東日本
大震災を体験した介護家族
の方を交えて）
定　員　20人
参加料　無料
申込み・問合せ　各回3日前ま
でに、電話またはファクスで、
（公社）認知症の人と家族の
会三重県支部鈴鹿地区会
（下野　・　370-4620）へ
※新型コロナウイルス感染症の影
響により、日程・内容などが変更
になった場合は申込者に連絡し
ます。

※本事業は令和2年度鈴鹿市まちづ
くり応援補助金交付団体が行う
事業です。

親子体操＆食育講座
地域協働課　382-8695　 382-2214

対　象　未就学児・園児をもつ
親子
と　き　毎月第3木曜日10時
～12時
ところ　玉垣会館
内　容　家で親子でできる運
動、食育をお伝えします。

※新型コロナウイルス感染症の影
響により、食育を中止または延
期する場合があります。

※詳しくはNPO法人shiningの
フェイスブックで確認ください。
定　員　5組
参加料　1組500円（食育中止
時：1組200円）
申込み　名前と連絡先を記入
の上、電子メールでNPO法人

対　象　市内に在住の方
※資格・年齢は問いません。
とき・内容　
・11月4日㈬10時～12時　子
　どもの権利　提供会員の役
　割と心得、13時～15時30分
　子どもの発達とこころ
・11月5日㈭9時30分～12時
　子どもの病気、13時～15時
　30分　子どもの栄養
・11月6日㈮9時30分～12時
気になる子どもの支援、13
時～16時　小児看護
・11月11日㈬9時30分～12時
子どもの遊びと生活、13時～
16時　子どもの安全と対応
・11月12日㈭9時30分～10時
30分　子育て支援事業の
必要性、10時30分～12時　
社会的養護について、13時～
14時　登録について、14時～
16時　養成講座のまとめ
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人
受講料　無料（別途テキスト
代2,000円必要）
託　児　3人まで（5カ月以上
の子、午前・午後各200円）
申込み・問合せ　電話または
ファクスで鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター（ ・　381-
1171)へ

家族介護教室
地域協働課　382-8695　 382-2214

　認知症の人と家族が、災害時
でも自分たちの命を守り、安心
して暮らせるために必要なこと
を考えます。
と　き　①10月28日㈬、②11
月18日㈬、③12月2日㈬いず
れも13時～15時30分
ところ　牧田コミュニティセンター

shining(　 nposhining.
　event@gmail.com)へ
問合せ　NPO法人shining
（　岡田090-6647-1011）
※体調不良、発熱などの症状があ
る方はご遠慮ください。

※本事業は令和2年度鈴鹿市まち
づくり応援補助金交付団体が
行う事業です。

富士山一号墳
現地説明会・講演会

地域協働課　382-8695　 382-2214

と　き　11月15日㈰14時から
ところ　富士山一号墳
※当日は、13時30分にレインボー
会館(国分町810)に集合してくだ
さい。
内　容　今年2月に発見された
富士山一号墳の現地見学、
「伊勢大鹿氏と富士山古墳」
をテーマにした講演
講　師　岡田登さん(皇學館
大学名誉教授)
定　員　50人
※応募者多数の場合は抽選を行
い、10月中に当選者のみに通知
します。
参加料　無料
申込み　10月23日㈮(当日消
印有効)までに、はがきに住
所・氏名・電話番号を記入の
上、河曲地区地域づくり協
議会事務局(〒513-0023　
河田町370-10　河曲公民
館内)へ
問合せ　河曲地区地域づくり
協議会（坂上　090-6089-
　7897　9時～16時）
※この事業は、令和2年度鈴鹿市ま
ちづくり応援補助金の交付を受
けて実施するものです。
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ところ　鈴鹿商工会議所4階　
大ホール（飯野寺家町816）
内　容　経営・財務・人材育
成・販路開拓について
講　師　武田秀一さん(武田経
営研究所代表)ほか
定　員　40人(先着順)
受講料　1,000円(税込・テキ
スト代含む・5日間)
主　催　鈴鹿商工会議所　中
小企業相談所
申込み・問合せ　10月9日㈮まで
に、電話、ファクスまたは電子メー
ルで鈴鹿商工会議所（　382-
　3222　383-7667　soudan
　@scci.or.jp　 http://www.
　sougyou-jyuku.com/)

フランス文化理解講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　フランスの貴公子ウィリアム
青年が、オンラインによる連続講
座で、フランスをあらゆる角度か
ら切り取ります。
とき・内容
①フランスの伝統的なマナー全般
　11月8日(日)10時～11時30分
②ワインとお菓子
　12月19日㈯10時～11時30分
③ルイ14世時代の上流階級の
人々の暮らし＆遊び

　令和3年1月23日㈯10時～
11時30分

※テレビ・We b 会議ツール
「Zoom」を使用します。
※当日のオンライン受付は、9時30
分から開始します。
講　師　ウィリアム　ヴェドリヌ
さん（フランス リヨン出身）
参加料　無料
定　員　各100人程度(先着順)
申込み　電子メールで、住所・
氏名・電話番号と希望の回
（複数回可能）を(公財)鈴鹿
国際交流協会へ

※申し込み後、参加するために必要
な専用アドレスとパスワードを、
申し込みの電子メールアドレスに
返信します。

鈴鹿地域職業訓練センター
11月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

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
◆玉掛け技能講習
と　き　
　学科：11月16日㈪・17日㈫
　実技：11月18日㈬・19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）

子育て応援館一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

対　象　就学前の乳幼児とそ
の保護者
と　き　10月13日㈫9時～12
時、13時～16時
ところ　子育て応援館(白子駅
前6-33　387-6125)
内　容　プレイルーム、体育室
で自由に遊べます。
※11時15分ごろと15時15分ごろ
から、手遊びやパネルシアター、
ふれあい遊びなどを行います。
参加料　無料
申込み　不要
※施設内ではおやつなど、食事を
とることはできませんが、水分補
給はできますので、各自ご用意
ください。
※利用にあたっては、検温を必ず行
ってください。また、保護者の方
はマスクの着用をお願いします。

すずか創業塾
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　独立開業を目指す方、
創業に関心のある方、創業後
5年以内の事業者など
と　き　10月18日㈰、11月1日
㈰・22日㈰・29日㈰、12月13
日㈰　13時～17時

申込み　11月6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
　 httpｓ://www3.jeed.or.
　jp/mie/poly/）へ

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　10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）
◆背骨ととのえヨガ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月4日・11日・18日・
25日（各水曜日）11時～12時
ところ　水泳場 会議室
内　容　背骨を整えるやさしい
ヨガで、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　4,400円（税込 全4回）
◆アンチエイジングヨガ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月6日・20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しょう。
講　師　Ricoさん
定　員　15人
参加料　2,200 円(税込 全2回)
◆ひめトレ＆エクササイズ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月6日・13日・20日・
27日（各金曜日）20時～21時
ところ　水泳場 会議室
内　容　ひめトレポールを使用
したエクササイズで、姿勢を改
善します。

※ポールは貸し出します。
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人
参加料　4,400円（税込 全4回）

後期スポーツ教室参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

申込み　10月5日㈪から23日㈮までに、参加料と保険料を添えて直接武道館（　388-0622　10月12日㈪を
除く9時～20時）または、鈴鹿市スポーツ協会（　399-7120　土・日曜日を除く9時～17時）へ
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会場/参加料/保険料開催日時 対象/定員 教室 
会　場：武道館
参加料：3,000円
保険料：800円（前期教室参加者は不要）

11月4日～令和3年1月27日
水曜日　全12回
9時30分～11時30分 

対象：一般
定員：30人 弓道 ①

会　場：武道館・AGF鈴鹿体育館（副）
参加料：3,000円、小・中学生は2,500円
保険料：800円（前期教室参加者は不要）

11月4日～令和3年2月10日
水曜日　全12回
19時～21時

対象：小学生以上
定員：20人 なぎなた ② 



　テレビや新聞などで連日報道される新型コロ
ナウイルス感染症のニュース。全国的に感染が
広がり、今では誰もが、いつ感染者になってもお
かしくない状況です。
　このような中、感染された個人やその家族、
職場、学校などを特定し、誹謗中傷することや、
最前線でウイルスと闘う医療従事者や物流を
支える運送業者などを感染者と決めつけ、差別
や偏見、デマの拡散などの人権侵害につながる
行為は、決して許されることではありません。こ
れらの行為は、差別やいじめを受けるのではな
いかという人々の不安感を煽り、結果として、医
療機関への相談や受診が遅れ、感染の拡大に

つながってしまいます。
　また、子どもたちへの影響も懸念されます。大
人がしているからとして、地域や学校で、子ども
同士が新型コロナウイルス感染症につながるい
じめや差別を行ったり、受けたりする可能性があ
ります。このようないじめなどを起こさせないた
めには、私たち大人が正しい知識のもと、正しく
ウイルスを恐れ（過剰に恐れず、適切な感染予
防対策を行う）、いじめや差別につながらない行
動や姿勢を子どもたちに示すことが大切です。
　恐れるべきは人ではなくウイルスです。
「STOP！コロナ差別」に向けて、市民一丸となっ
て、正しい対策と行動に取り組んでいきましょう。

STOP！コロナ差別
～恐れるべきは人ではなくウイルス～

学 校 教 育 課　 382-7618 　 382-9054　 gakkokyoiku@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

ところ　鈴鹿商工会議所4階　
大ホール（飯野寺家町816）
内　容　経営・財務・人材育
成・販路開拓について
講　師　武田秀一さん(武田経
営研究所代表)ほか
定　員　40人(先着順)
受講料　1,000円(税込・テキ
スト代含む・5日間)
主　催　鈴鹿商工会議所　中
小企業相談所
申込み・問合せ　10月9日㈮まで
に、電話、ファクスまたは電子メー
ルで鈴鹿商工会議所（　382-
　3222　383-7667　soudan
　@scci.or.jp　 http://www.
　sougyou-jyuku.com/)

フランス文化理解講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　フランスの貴公子ウィリアム
青年が、オンラインによる連続講
座で、フランスをあらゆる角度か
ら切り取ります。
とき・内容
①フランスの伝統的なマナー全般
　11月8日(日)10時～11時30分
②ワインとお菓子
　12月19日㈯10時～11時30分
③ルイ14世時代の上流階級の
人々の暮らし＆遊び

申込み　10月15日㈭から
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　11月25日㈬・26日㈭
　8時40分～17時
受講料　1万505円（教材費込）
申込み　10月23日㈮から

ポリテクセンター三重
職業訓練受講者募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者

※受講希望者は施設見学会（毎週木
曜日実施）への参加が必要です。
内容・期間
○溶接技術科　12月1日㈫～5
月26日㈬
○住宅リフォーム技術科　12月
1日㈫～5月26日㈬
○電気施工技術科（企業実習
付コース）　12月1日㈫～6月
24日㈭
受講料　無料
※訓練期間中、無料で託児サービ
スが利用できます（要事前相談）。

　令和3年1月23日㈯10時～
11時30分

※テレビ・We b 会議ツール
「Zoom」を使用します。
※当日のオンライン受付は、9時30
分から開始します。
講　師　ウィリアム　ヴェドリヌ
さん（フランス リヨン出身）
参加料　無料
定　員　各100人程度(先着順)
申込み　電子メールで、住所・
氏名・電話番号と希望の回
（複数回可能）を(公財)鈴鹿
国際交流協会へ

※申し込み後、参加するために必要
な専用アドレスとパスワードを、
申し込みの電子メールアドレスに
返信します。

鈴鹿地域職業訓練センター
11月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

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
◆玉掛け技能講習
と　き　
　学科：11月16日㈪・17日㈫
　実技：11月18日㈬・19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　11月6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
　 httpｓ://www3.jeed.or.
　jp/mie/poly/）へ

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　10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）
◆背骨ととのえヨガ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月4日・11日・18日・
25日（各水曜日）11時～12時
ところ　水泳場 会議室
内　容　背骨を整えるやさしい
ヨガで、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　4,400円（税込 全4回）
◆アンチエイジングヨガ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月6日・20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しょう。
講　師　Ricoさん
定　員　15人
参加料　2,200 円(税込 全2回)
◆ひめトレ＆エクササイズ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月6日・13日・20日・
27日（各金曜日）20時～21時
ところ　水泳場 会議室
内　容　ひめトレポールを使用
したエクササイズで、姿勢を改
善します。

※ポールは貸し出します。
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人
参加料　4,400円（税込 全4回）

○市民税・県民税…3期
○国民健康保険料…4期
【納期限は11月2日(月)です】

の10月 納税 納付・

電　話 電子メール ホームページファクス
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