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緊急地震速報の訓練放送
モーターサイレン・
いのちの鐘の鳴動訓練

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　「津波防災の日」に合わせ
て、全国一斉に全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）による緊
急地震速報の情報伝達訓練
が実施されます。
　本市でも防災スピーカーや
コミュニティFM放送から訓練
放送が流れた後に、モーター
サイレンを鳴らす訓練といのち
の鐘（お寺の鐘）を打ち鳴らす
訓練を行います。
と　き　11月5日㈭10時ごろ
から約4分間

※災害の発生などにより、訓練を
中止する場合があります。

◆Jアラートを利用した緊急
地震速報の訓練放送
対　象　市内93カ所の防災
スピーカー（地区市民セン
ター、公民館、小・中学校な
ど）、ラジオ（鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz））
内　容　「緊急地震速報。大
地震です。大地震です。これ
は訓練放送です。」×3回
繰り返し
◆モーターサイレン
対　象　津波浸水予測区域お

よびその隣接区域（一ノ宮、
箕田、玉垣、若松、白子、寺家、
稲生、天名地区の各消防分
団車庫および磯山公民館）
のモーターサイレン
内　容　「吹鳴3秒・無音2秒」
×1分間繰り返し
※消防の出動状況などにより、
　中止する場合があります。
◆いのちの鐘（お寺の鐘）
内　容　津波浸水予測区域
およびその隣接区域で協力
いただくお寺の鐘を、8秒に
1回の間隔で約2分間打ち
鳴らします。

　きれいで安心な水道水を
お届けするため、水道管内の
洗管作業とそれに伴う断水
を行います。
と　き　11月26日㈭22時～
27日㈮6時

ところ
・断水範囲：小田町の一部
・濁り水が発生する可能性の
ある範囲：中冨田町の一部、
西冨田町の一部、和泉町の
一部

※対象範囲のお宅には、別途お知
らせ文書を配布します。
◆濁り水に注意してください
　洗管作業中や作業後に、濁

り水が発生する場合がありま
す。飲料水はあらかじめくみ置
きし、作業後に洗濯などをする
場合は、数分程度水道水を流
して、透明になったことを確認
してからご使用ください。

　新型コロナウイルス感染症
の影響により落ち込んだお茶
の消費拡大を図るため、プレミ
アムお茶商品券を販売します。
購入・利用期間　11月1日㈰
～令和3年1月31日㈰
購入・利用可能店舗　全農み
え北勢茶センター、佐野庄茗
園、椿茶園、ISE MATCHA
　CAFE、清芳園（本店、鈴鹿
ハンター店、イオン鈴鹿店、白
子サンズ店）、伊勢茶工房さ
さら、ファーマーズだいち、鈴
鹿みどりの大地（商品券の
購入不可・利用のみ）

※商品券は、鈴鹿茶やその関連
商品の購入に使用できます。

※お釣りは出ません。
販売金額　1冊3,000円
　（5,000円分の商品券）
発行総数　1,000冊（先着順）
※一人2冊まで購入できます。
※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

夜間断水・洗管作業
上下水道総務課　 368-1696　 368-1688

鈴鹿市プレミアム
お茶商品券

農林水産課　 382-9017　 382-7610
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　所得税や住民税の申告で
は、国民年金保険料の全額
（令和2年1月1日から12月
31日までに納付した保険料）
が、社会保険料控除の対象
になります。
　日本年金機構から「社会
保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が送付されますの
で、年末調整や確定申告の
申告書の提出の際は、必ず
この証明書または領収書を
添付してください。
※過去の年度分の保険料や追納
された保険料も含まれます。
送付時期
○令和2年1月1日から令和
2年9月30日までの間に国
民年金保険料を納付され
た方：11月上旬
○令和2年10月1日から令和
2年12月31日までの間に、
今年はじめて国民年金保
険料を納付された方：令和
3年2月上旬予定

※再発行を希望する方は、年金事
務所または年金加入者ダイヤル
（　0570-003-004（IP電話
など　03-6630-2525））へ
ご連絡ください。
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

　年末調整や確定申告での
社会保険料控除に使用する
「国民健康保険料納付済額
のお知らせ」を、10月下旬に

発送します。
※国民健康保険料が年金から天
引きされた分は、年金の支払者
などから送付される源泉徴収
票でご確認ください。

◆災害被害を受けた場合の
税務上の期限延長
　災害により、期限までに申
告・納付などができないとき
は、手続きにより2カ月以内の
範囲で期限が延長されます。
　当初の期限が経過した後
でも行うことができますので、
税務署へご相談ください。
申込み・問合せ　鈴鹿税務署
（　382-0351）
※郵送またはe-Taxでも申請で
きます。
※詳しくは国税庁ホームページ
をご覧ください。
◆令和2年分「年末調整等
説明会」の中止
　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、中止します。
※年末調整について詳しくは、国
税庁ホームページ（　https://
　www.nta.go.jp/users/gen
　sen/nencho/index.htm）
　をご覧いただくか、税務署へ
お問い合わせください。
問合せ　鈴鹿税務署（源泉所
得税担当　 382-0618）

と　き　11月10日㈫14時
30分から

ところ　神戸小学校 視聴
　覚室
定　員　10人程度
申込み　当日14時から14時

20分まで、神戸小学校視
聴覚室前で傍聴券を配布

　令和3年度、小規模特認
校制度を実施する合川小学
校への就学を希望する児童
を募集します。
対　象　次の全てを満たす方
・市内在住または令和3年4月
1日までに、市内に転入見込
みであること
・保護者の負担と責任で、
児童を通学させられること
・児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中学
校へ入学することについて
承諾していること
・教育活動に賛同し、協力する
こと
定　員　新1年生10人程度
※地域の新1年生とのバランスを
考慮して定員を決定します。
※新2～6年生の募集はありませ
ん（新1年生の兄姉が同時に就
学を希望する場合は除きます
が、認められない場合があり
ます）。
申込み　11月2日㈪から30日
　㈪（土・日曜日、祝日は除く
8時30分～17時）までに、
合川小学校へ
転入学の決定　12月中
※詳しくは、市教育委員会ホーム
ページをご覧ください。
◆オープンスクール（学校
見学会）

と　き　11月2日㈪～10日㈫
申込み　電話で合川小学校へ
問合せ　制度に関すること：学
校教育課、学校見学会など
　に関すること：合川小学校
　（　372-0014）

記入し、84円切手を貼った
12cm×23㎝程度のもの）を必
ず同封してください。
※広域連合ホームページからも入
手できます。
◆採用試験
と　き　12月3日㈭
ところ　鈴鹿亀山地区広域
連合
内　容　面接
※詳細は、受験者に通知します。

対　象　市内に住民登録が
あり、マイナンバーカードを
初めてつくる方

と　き　11月7日㈯・8日㈰
10時～15時

ところ　イオンモール鈴鹿2階 
南コート（庄野羽山4-1-2）
持ち物　通知カード（お持ち
の方）

※発行には、申請してから2カ月
程度かかります。
※混雑緩和のため、人数を制限
する場合があります。

　図書館に閲覧用の雑誌を
提供していただける「雑誌ス
ポンサー」を募集します。
※提供いただいた事業者などの
名称は、雑誌の最新号カバー
や雑誌架に掲載します。
対　象　市内で事業活動を
行う個人事業主、法人また
は団体
期　間　原則1年間以上
申込み　申込書に必要書類
を添付の上、直接または郵
送で図書館（〒513-0802

　飯野寺家町812）へ
※随時受け付けています。
※申込書や詳しい資料は、図書館
窓口または図書館ホームペー
ジで入手できます。

◆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。

と　き　11月8日㈰10時～
12時（受付9時30分から）

ところ　旧商家「伊達忠兵
衛家」（江島本町7-8）
講　師　清水重久さん（三重
県総合博物館ミュージアム
パートナー）
定　員　30人（先着順）
参加料　300円（教材費ほか）
申込み　10月30日㈮までに、
電話またはファクスで「白子
の歴史文化を活かす会」
　事務局（斎藤　090-7860-
　3453　386-6744）へ

教育委員会定例会の
傍聴ができます

教育総務課 　382-7617　 383-7878

小規模特認校
（合川小学校）児童の募集
学校教育課　 382-7618　 382-9054

国民健康保険料納付済額の
発送のお知らせ

保険年金課　382-9290　 382-9455

社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書の発行
保険年金課　382-9401　 382-9455

市民税課　 382-9446　 382-7604

鈴鹿税務署からのお知らせ
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電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

発送します。
※国民健康保険料が年金から天
引きされた分は、年金の支払者
などから送付される源泉徴収
票でご確認ください。

◆災害被害を受けた場合の
税務上の期限延長
　災害により、期限までに申
告・納付などができないとき
は、手続きにより2カ月以内の
範囲で期限が延長されます。
　当初の期限が経過した後
でも行うことができますので、
税務署へご相談ください。
申込み・問合せ　鈴鹿税務署
（　382-0351）
※郵送またはe-Taxでも申請で
きます。
※詳しくは国税庁ホームページ
をご覧ください。
◆令和2年分「年末調整等
説明会」の中止
　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、中止します。
※年末調整について詳しくは、国
税庁ホームページ（　https://
　www.nta.go.jp/users/gen
　sen/nencho/index.htm）
　をご覧いただくか、税務署へ
お問い合わせください。
問合せ　鈴鹿税務署（源泉所
得税担当　 382-0618）

と　き　11月10日㈫14時
30分から

ところ　神戸小学校 視聴
　覚室
定　員　10人程度
申込み　当日14時から14時

20分まで、神戸小学校視
聴覚室前で傍聴券を配布

　令和3年度、小規模特認
校制度を実施する合川小学
校への就学を希望する児童
を募集します。
対　象　次の全てを満たす方
・市内在住または令和3年4月
1日までに、市内に転入見込
みであること
・保護者の負担と責任で、
児童を通学させられること
・児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中学
校へ入学することについて
承諾していること
・教育活動に賛同し、協力する
こと
定　員　新1年生10人程度
※地域の新1年生とのバランスを
考慮して定員を決定します。
※新2～6年生の募集はありませ
ん（新1年生の兄姉が同時に就
学を希望する場合は除きます
が、認められない場合があり
ます）。
申込み　11月2日㈪から30日
　㈪（土・日曜日、祝日は除く
8時30分～17時）までに、
合川小学校へ
転入学の決定　12月中
※詳しくは、市教育委員会ホーム
ページをご覧ください。
◆オープンスクール（学校
見学会）

と　き　11月2日㈪～10日㈫
申込み　電話で合川小学校へ
問合せ　制度に関すること：学
校教育課、学校見学会など
　に関すること：合川小学校
　（　372-0014）

対　象　次の要件を全て満
たす方
・消費生活相談員、消費生
活専門相談員、消費生活
アドバイザー、消費生活コ
ンサルタントのいずれかの
資格を有すること
・パソコンの操作（入力・検
索など）ができること
・普通自動車運転免許を有
すること
任用期間　令和3年1月4日㈪
～3月31日㈬（更新する場
合あり）
勤務場所　鈴鹿亀山消費生
活センター（算所1-3-3）
業務内容　消費生活相談業
務、消費者啓発業務など
勤務条件　 給 与は 1 9 万
3,900円で、その他各種手
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　11月6日㈮から16日
㈪（土・日曜日を除く8時30分
～17時15分）までに、次
の必要書類を直接または
　郵送で、広域連合総務課
　（〒513-0801 神戸1-18-18
　市役所西館3階）へ
〇必要書類
・採用試験申込書
・資格を有することを証する
書類の写し
・運転免許証の写し
※申込書は、直接または郵送で広
域連合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、84円切手を貼った
12cm×23㎝程度のもの）を必
ず同封してください。
※広域連合ホームページからも入
手できます。
◆採用試験
と　き　12月3日㈭
ところ　鈴鹿亀山地区広域
連合
内　容　面接
※詳細は、受験者に通知します。

対　象　市内に住民登録が
あり、マイナンバーカードを
初めてつくる方

と　き　11月7日㈯・8日㈰
10時～15時

ところ　イオンモール鈴鹿2階 
南コート（庄野羽山4-1-2）
持ち物　通知カード（お持ち
の方）

※発行には、申請してから2カ月
程度かかります。
※混雑緩和のため、人数を制限
する場合があります。

　図書館に閲覧用の雑誌を
提供していただける「雑誌ス
ポンサー」を募集します。
※提供いただいた事業者などの
名称は、雑誌の最新号カバー
や雑誌架に掲載します。
対　象　市内で事業活動を
行う個人事業主、法人また
は団体
期　間　原則1年間以上
申込み　申込書に必要書類
を添付の上、直接または郵
送で図書館（〒513-0802

　飯野寺家町812）へ
※随時受け付けています。
※申込書や詳しい資料は、図書館
窓口または図書館ホームペー
ジで入手できます。

◆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。

と　き　11月8日㈰10時～
12時（受付9時30分から）

ところ　旧商家「伊達忠兵
衛家」（江島本町7-8）
講　師　清水重久さん（三重
県総合博物館ミュージアム
パートナー）
定　員　30人（先着順）
参加料　300円（教材費ほか）
申込み　10月30日㈮までに、
電話またはファクスで「白子
の歴史文化を活かす会」
　事務局（斎藤　090-7860-
　3453　386-6744）へ

マイナンバーカード
申請サポート

（記入補助・写真撮影）
戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

図書館　 382-0347　 382-4000

閲覧用雑誌スポンサー募集

納税の夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

催 し 物

　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。

歴史公開講座
栗真荘（庄）の白子を語る
文化財課　 382-9031　 382-9071

鈴鹿亀山地区広域連合
 　369-3200　 369-3202

フルタイム会計年度任用職員
募集（消費生活相談員）
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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。

催 し 物

対　象　
・市内在住・在勤・在学の満
18歳以上の方
・救急法の普及啓発活動に
従事していただける方

と　き　11月21日㈯～23日
（月・祝）9時～18時
※全日程の受講が必要です。
ところ　消防本部4階 多目
　的室
内　容
・応急手当の習得（成人・小
児の心肺蘇生法および
AEDの取扱い、救命に必要
な応急手当の実技や基礎
医学）
・普通救命講習の指導要領
の習得

※講習修了後「市民・救命インス
トラクター」として登録すると、
市内で開催される普通救命講
習や救急入門コースでボラン
ティアとして指導できます。
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
※応急手当指導者標準テキストを
各自ご用意ください。

申込み　10月26日㈪から、
　直接または電話で消防課
（飯野寺家町217-1　382-
　9155 土・日曜日、祝日を除く 

8時30分～17時15分）へ

と　き　11月7日㈯・8日㈰10
時～20時（最終日19時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿
　2階 イオンホール
内　容　原爆の後障害に苦
しむ若い被爆者を描いた
漫画「夕凪の街」パネル
展、実物資料の展示、原爆
ポスター、市内戦中戦後の
パネルの展示など

※新型コロナウイルス感染予防
のため、講演会、平和原爆図
書、折鶴を作って長崎に送ろう
などの参加コーナーは中止し
ます。

※開催期間中、会場で折鶴を受け
付けていますので、ぜひお寄せ
ください。
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会
協　力　 双葉社、「20 2 0
　平和への祈り展」市民実
行委員会

と　き　11月13日㈮10時～
11時

2020平和への祈り展
～こうの史代「夕凪の街」

パネル展～
人権政策課　 382-9011　 382-2214

ふみ よ ゆう なぎ

内　容　テレワークの必要性
と働き方の変化
視聴方法　Teams（Web会
議アプリ）を使用します。

※申し込み後、電子メールでホー
ムページアドレスを送付します
ので、開始時間前にクリックし
て視聴してください。

※スマートフォンのみ、使用ア
プリのダウンロード（無料）が
必要です。

講　師　宮崎翔太さん
　（Empowered JAPAN
　実行委員会事務局長 日本
マイクロソフト株式会社政策
渉外・法務本部 地方創生
担当部長）
申込み　11月7日㈯までに、
電子メールで男女共同参
画課へ

　11月11日は介護の日です。
オンラインで、さまざまな介護
に触れることができます。

対　象　どなたでも　
※通信料の負担が必要です。
とき・内容　1 1月9日㈪～
11月15日㈰
○期間限定イベント

・13日㈮・14日㈯特別講演会 
講師:渡辺えりさん
・15日㈰オンライン上映会
①「ケアニン～こころに咲く
花～」
②「僕とケアニンとおばあ
ちゃんたちと。」

※特別講演会とオンライン上映
会①・②の視聴には、申し込み
が必要です。

申込み　11月1日㈰までに、
特設サイトで
問合せ　（福）三重県社会福祉
協議会（　059-227-5160
平日9時～17時）

対　象　小学生以上
と　き　11月14日㈯9時30分
　から、13時30分から
ところ　考古博物館
内　容　クチナシを使った「の
れん」への模様付け体験
講　師　大杉淳さん
　（YOSOEMON）
定　員　各回5人（応募者多
数の場合は抽選）
材料費　 1人1,000円
申込み　11月5日㈭まで（必
着）に、講座名・希望時間・
希望者の住所・氏名（学
年）・電話番号を記入の
上、往復はがき、ファクス

または電子メールで考古
博物館（〒513-0013 国分
町224）へ

※往復はがきで申し込む場合は、
返信の宛名欄に代表者の住所・
氏名をご記入ください。

※2人まで申し込みできます。

と　き　11月14日㈯・15日
㈰10時～17時、16日㈪
10時～13時

ところ　イオンモール鈴鹿
　2階 イオンホール
内　容　市立中学校10校の
子どもたちの個性を生かし
た絵画、彫刻、デザインなど
の美術作品を展示します。
入場料　無料
※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、入場を制限する
場合があります。

※マスクの着用をお願いします。

と　き　11月7日㈯10時～
12時

ところ　鈴鹿青少年の森（住
吉町南谷口）

※集合場所などの詳細は、後日
連絡します。

講　師　清田卓也さん（きのこ

ウォッチングクラブMIE
　会長）　
定　員　 30人（先着順）
申込み　10月26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

※電話、ファクスでの申し込みは
できません。

　ヤマラッキョウ、ホソバリン
ドウなどを観察します。
と　き　11月7日㈯9時から
（少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、
当日の8時45分に飯野地区
市民センターで駐車案内図
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
までに直接会場へお越しくだ
さい。
定　員　20人（先着順）
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　10月23日㈮から、
電話で文化財課へ

応急手当普及員（新規）講習
消防課　 382-9155　  383-1447

無料オンラインセミナー
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

みえ介護フェア2020
特設サイト

https://mie-kaigofair.jp/

Web版みえ介護フェア2020
期間限定特設サイト

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

こう しょう がい
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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

8時30分～17時15分）へ

と　き　11月7日㈯・8日㈰10
時～20時（最終日19時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿
　2階 イオンホール
内　容　原爆の後障害に苦
しむ若い被爆者を描いた
漫画「夕凪の街」パネル
展、実物資料の展示、原爆
ポスター、市内戦中戦後の
パネルの展示など

※新型コロナウイルス感染予防
のため、講演会、平和原爆図
書、折鶴を作って長崎に送ろう
などの参加コーナーは中止し
ます。

※開催期間中、会場で折鶴を受け
付けていますので、ぜひお寄せ
ください。
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会
協　力　 双葉社、「20 2 0
　平和への祈り展」市民実
行委員会

と　き　11月13日㈮10時～
11時

内　容　テレワークの必要性
と働き方の変化
視聴方法　Teams（Web会
議アプリ）を使用します。

※申し込み後、電子メールでホー
ムページアドレスを送付します
ので、開始時間前にクリックし
て視聴してください。

※スマートフォンのみ、使用ア
プリのダウンロード（無料）が
必要です。

講　師　宮崎翔太さん
　（Empowered JAPAN
　実行委員会事務局長 日本
マイクロソフト株式会社政策
渉外・法務本部 地方創生
担当部長）
申込み　11月7日㈯までに、
電子メールで男女共同参
画課へ

　11月11日は介護の日です。
オンラインで、さまざまな介護
に触れることができます。

対　象　どなたでも　
※通信料の負担が必要です。
とき・内容　1 1月9日㈪～
11月15日㈰
○期間限定イベント

・13日㈮・14日㈯特別講演会 
講師:渡辺えりさん
・15日㈰オンライン上映会
①「ケアニン～こころに咲く
花～」
②「僕とケアニンとおばあ
ちゃんたちと。」

※特別講演会とオンライン上映
会①・②の視聴には、申し込み
が必要です。

申込み　11月1日㈰までに、
特設サイトで
問合せ　（福）三重県社会福祉
協議会（　059-227-5160
平日9時～17時）

対　象　小学生以上
と　き　11月14日㈯9時30分
　から、13時30分から
ところ　考古博物館
内　容　クチナシを使った「の
れん」への模様付け体験
講　師　大杉淳さん
　（YOSOEMON）
定　員　各回5人（応募者多
数の場合は抽選）
材料費　 1人1,000円
申込み　11月5日㈭まで（必
着）に、講座名・希望時間・
希望者の住所・氏名（学
年）・電話番号を記入の
上、往復はがき、ファクス

または電子メールで考古
博物館（〒513-0013 国分
町224）へ

※往復はがきで申し込む場合は、
返信の宛名欄に代表者の住所・
氏名をご記入ください。

※2人まで申し込みできます。

と　き　11月14日㈯・15日
㈰10時～17時、16日㈪
10時～13時

ところ　イオンモール鈴鹿
　2階 イオンホール
内　容　市立中学校10校の
子どもたちの個性を生かし
た絵画、彫刻、デザインなど
の美術作品を展示します。
入場料　無料
※新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、入場を制限する
場合があります。

※マスクの着用をお願いします。

と　き　11月7日㈯10時～
12時

ところ　鈴鹿青少年の森（住
吉町南谷口）

※集合場所などの詳細は、後日
連絡します。

講　師　清田卓也さん（きのこ

ウォッチングクラブMIE
　会長）　
定　員　 30人（先着順）
申込み　10月26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

※電話、ファクスでの申し込みは
できません。

　ヤマラッキョウ、ホソバリン
ドウなどを観察します。
と　き　11月7日㈯9時から
（少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、
当日の8時45分に飯野地区
市民センターで駐車案内図
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
までに直接会場へお越しくだ
さい。
定　員　20人（先着順）
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　10月23日㈮から、
電話で文化財課へ

きのこ観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

中学校美術作品展
教育指導課　 382-9028　 383-7878

「草木染め」体験
考古博物館　 374-1994　 374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

第5回金生水沼沢植物群落
観察会

かな しょう ず  しょう たく しょく ぶつ ぐん らく

文化財課　 382-9031　 382-9071
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と　き　11月23日（月・祝）
　（雨天決行）
ところ・内容
〇文化会館会場（9時～16時）
・保育のお仕事相談会
・「子育て支援センターりん
りん」コーナーなど
〇西条保育所会場（9時～
　12時）
・病後児保育の紹介・登録
（登録には、母子手帳、印鑑、
保険証が必要）
・「子育て支援センターハー
モニー」コーナーなど

◆発達に関する講演会
と　き　13時45分～15時
　45分（受付13時15分から）
ところ　文化会館けやき
　ホール
内　容　幼児期・児童期から
思春期の発達と保育・教育
講　師　田中真介さん（京都
大学准教授）
定　員　100人（先着順）
託　児　あり（要予約）
申込み　住所・参加者氏名・
年齢・連絡先・託児あり（希
望する方のみ）をファクスま
たは電子メールで、子ども家
庭支援課（　382-9142
　　kodomokateishien@
　city.suzuka.lg.jp）へ
◆親子であそボール
　やわらかいボールを使った
ベースボール型の遊びです。
対象・とき
①5歳児クラスの児童と保護
者 9時30分～10時30分
②4歳児クラスの児童と保護
者 11時～12時

ところ　西条保育所 園庭

※雨天時は、遊戯室で行います。
定　員　各20組（応募者多
数の場合は抽選）
申込み　11月13日㈮までに、
住所・参加者氏名・年齢・
連絡先をファクスまたは電
子メールで、子ども育成課
　（　382-9054　 kodomo
　ikusei@city.suzuka.lg.
　jp）へ
※来場時の検温、マスク着用など
にご協力ください。

※体調不良の方は、参加を控え
てください。

対　象　市内に転入して来
た就学前の子をもつ母親
と　き　①11月11日㈬10
時～11時30分（交流会）、
②11月18日㈬9時～11時
30分（②は①に参加した
方を対象とした自由参加）

ところ　牧田公民館（平田
　東町4-11　370-2978）
定　員　6人程度（先着順）
※初参加の方を優先します。
参加料　無料
※託児はありません。お子さんと
一緒に参加できます。

申込み　 10月26日㈪から
　30日㈮（8時30分～17時
15分）までに、直接または
電話で子ども政策課へ

　暮らしに関するさまざまな
相談に、弁護士・社会保険労
務士などの専門相談員が秘
密厳守でお応えします。
と　き　11月14日㈯10時
～16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）
参加料　無料
申込み　開催日前日までに、電
話で暮らしホットステーション
すずか（　383-3358 火～
　金曜日9時30分～15時）へ

と　き　11月14日㈯10時
　30分～12時
ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部 講義室
内　容　行動から分かる人間
の心理について、新型コロナ
ウイルスの影響も交えてお
話しします。
講　師　齋藤信さん（鈴鹿大
学 こども教育学部 准教授）
定　員　30人（最少5人）
参加料　500円
申込み・問合せ　11月9日㈪
までに、講座名・参加者氏名
（フリガナ）・性別・生年月日・
郵便番号・住所・日中の連絡
先・電子メールアドレスを、直
接、郵送、ファクスまたは電子
メールで鈴鹿大学・鈴鹿大
学短期大学部（  372-2121
　　372-2827 〒510-0298
　郡山町663-222　soumu
　@suzuka.ac.jp）へ

申込み　10月22日㈭から直
接水泳場窓口またはホーム
ページで

◆ベリーエクササイズ教室
体験会
対　象　18歳以上の女性

と　き　11月17日㈫13時～
14時

ところ　水泳場 スタジオ
講　師　山田久美子さん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
◆ひめトレ＆エクササイズ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月19日㈭11時～
12時

ところ　水泳場  会議室
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人
参加料　1,100 円（税込）

　コロナ禍の中、三重バイオ
レットアイリスのホームゲーム
がケーブルテレビなどで生中
継・生配信されます。画面を
通して応援しましょう。
放送時間　11月1日㈰13時
～15時15分（予定）

放送媒体　CNS11 1 c h、
CNSコネクト（アプリ）

※CNSコネクトの視聴方法は、
CNSホームページをご覧くだ
さい。
放送内容　イズミメイプル
レッズ戦（AGF鈴鹿体育館）

対　象　3歳以上の方
※小学生以下の方は、保護者の
同伴が必要です。

と　き　11月1日㈰ ①13時か
ら、②13時20分から、③13
時40分から（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園（受付事務所集合）
内　容　デジカメなどを利用
したクイズラリー
定　員　36人（先着順）
参加料　300円
持ち物　カメラ機能付きスマ
ホまたはデジカメ、飲み物、

催 し 物

すずっこランド2020
子ども政策課　 382-7661　 382-9054

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

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期
大学部公開講座
「心理学入門」

総合政策課　 382-9038　 382-9040

暮らし何でも相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

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

タオル、マスク、帽子、雨具
（雨天時）、動きやすい服装
申込み　参加者氏名・住所・
年齢・スタート時間を電話で
鈴鹿青少年の森へ

※ファクスでの申し込み不可

と　き　11月8日㈰10時～
12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園（受付事務所集合）
内　容　身近な草木の効能
の学習
講　師　米川徹さん（薬剤師）
定　員　15人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装・
　筆記用具・マスク着用
※飲み物は各自ご用意ください。
申込み　10月25日㈰から、
電話で鈴鹿青少年の森へ

※ファクスでの申し込み不可
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※雨天時は、遊戯室で行います。
定　員　各20組（応募者多
数の場合は抽選）
申込み　11月13日㈮までに、
住所・参加者氏名・年齢・
連絡先をファクスまたは電
子メールで、子ども育成課
　（　382-9054　 kodomo
　ikusei@city.suzuka.lg.
　jp）へ
※来場時の検温、マスク着用など
にご協力ください。

※体調不良の方は、参加を控え
てください。

対　象　市内に転入して来
た就学前の子をもつ母親
と　き　①11月11日㈬10
時～11時30分（交流会）、
②11月18日㈬9時～11時
30分（②は①に参加した
方を対象とした自由参加）

ところ　牧田公民館（平田
　東町4-11　370-2978）
定　員　6人程度（先着順）
※初参加の方を優先します。
参加料　無料
※託児はありません。お子さんと
一緒に参加できます。

申込み　 10月26日㈪から
　30日㈮（8時30分～17時
15分）までに、直接または
電話で子ども政策課へ

　暮らしに関するさまざまな
相談に、弁護士・社会保険労
務士などの専門相談員が秘
密厳守でお応えします。
と　き　11月14日㈯10時
～16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）
参加料　無料
申込み　開催日前日までに、電
話で暮らしホットステーション
すずか（　383-3358 火～
　金曜日9時30分～15時）へ

と　き　11月14日㈯10時
　30分～12時
ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部 講義室
内　容　行動から分かる人間
の心理について、新型コロナ
ウイルスの影響も交えてお
話しします。
講　師　齋藤信さん（鈴鹿大
学 こども教育学部 准教授）
定　員　30人（最少5人）
参加料　500円
申込み・問合せ　11月9日㈪
までに、講座名・参加者氏名
（フリガナ）・性別・生年月日・
郵便番号・住所・日中の連絡
先・電子メールアドレスを、直
接、郵送、ファクスまたは電子
メールで鈴鹿大学・鈴鹿大
学短期大学部（  372-2121
　　372-2827 〒510-0298
　郡山町663-222　soumu
　@suzuka.ac.jp）へ

申込み　10月22日㈭から直
接水泳場窓口またはホーム
ページで

◆ベリーエクササイズ教室
体験会
対　象　18歳以上の女性

と　き　11月17日㈫13時～
14時

ところ　水泳場 スタジオ
講　師　山田久美子さん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
◆ひめトレ＆エクササイズ
対　象　18歳以上の女性
と　き　11月19日㈭11時～
12時

ところ　水泳場  会議室
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人
参加料　1,100 円（税込）

　コロナ禍の中、三重バイオ
レットアイリスのホームゲーム
がケーブルテレビなどで生中
継・生配信されます。画面を
通して応援しましょう。
放送時間　11月1日㈰13時
～15時15分（予定）

放送媒体　CNS11 1 c h、
CNSコネクト（アプリ）

※CNSコネクトの視聴方法は、
CNSホームページをご覧くだ
さい。
放送内容　イズミメイプル
レッズ戦（AGF鈴鹿体育館）

対　象　3歳以上の方
※小学生以下の方は、保護者の
同伴が必要です。

と　き　11月1日㈰ ①13時か
ら、②13時20分から、③13
時40分から（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園（受付事務所集合）
内　容　デジカメなどを利用
したクイズラリー
定　員　36人（先着順）
参加料　300円
持ち物　カメラ機能付きスマ
ホまたはデジカメ、飲み物、

三重バイオレットアイリスを
応援しよう

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

ファミリーで秋満喫
ポイントラリー参加者募集
鈴鹿青少年の森　 378-2946　 370-4706

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 

手話の映像作品
　ドラマや映画などの映像作品にたびたび取り上げられている手話。「愛していると言ってくれ」
や「オレンジデイズ」などが手話表現のあるドラマとして知られています。また、2016年に公開さ
れた漫画が原作の映画「聲の形」は、手話が表現されたアニメ映画として話題になりました。
　これらの映像作品の良さは、手話を身近に感じられることです。健聴者の方が手話に興味
を持ち、手話を学ぶきっかけになるなど、手話普及の面で良い影響を与えています。
　今年は一般財団法人全日本ろうあ連盟の創立70周年です。これを記念して、映画「咲む」
が制作され、全国で上映会が開催されます。皆さんもこの機会にぜひご覧ください。

タオル、マスク、帽子、雨具
（雨天時）、動きやすい服装
申込み　参加者氏名・住所・
年齢・スタート時間を電話で
鈴鹿青少年の森へ

※ファクスでの申し込み不可

と　き　11月8日㈰10時～
12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園（受付事務所集合）
内　容　身近な草木の効能
の学習
講　師　米川徹さん（薬剤師）
定　員　15人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装・
　筆記用具・マスク着用
※飲み物は各自ご用意ください。
申込み　10月25日㈰から、
電話で鈴鹿青少年の森へ

※ファクスでの申し込み不可

こえ

え

映画 スポーツ
手話動画手の甲を前に

向けて、開い
た両手の指先
を向き合わせ
て交互に上下
します。

手のひらを向
き合わせて開
いた両手を交
互に回し、走
るしぐさをし
ます。

薬草・薬樹を学ぼう
鈴鹿青少年の森　 378-2946　 370-4706
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