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鈴鹿市時間短縮営業協力金
産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和3年1月14日に三重
県が発出した「三重県新型コロナ
ウイルス『緊急警戒宣言』」による
夜間営業時間の短縮要請（要請
期間：１月18日～2月7日）に全面的
に協力いただいた市内の飲食店に
対し、市が協力金を交付します。
※この協力金は、三重県時短要請
協力金に上乗せして市が交付す
るものであるため、市への申請
が必要です。
対　象　次のいずれにも該当
する飲食店を営む事業者（中
小企業、小規模事業者、個人
事業主など）
　・市内で通常時に21時を越え
て酒類を提供している飲食店

　・夜間営業時間の短縮要請に
全面的に協力し、三重県の
「三重県時短要請協力金」
の交付決定を受けているこ
と
支給額　1店舗あたり42万円
申込み　3月31日㈬まで（必着）
に、申請書・請求書・実施報告書
を郵送で産業政策課（〒513-
　8701　住所不要）へ
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、原則、郵送での受付
とします。

コンビニ交付サービスが
さらに便利に

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　市では、コンビニエンスストア
などの店舗内に設置されたマル
チコピー機で、住民票の写しや

印鑑登録証明書、所得課税証
明書の交付サービスを行ってい
ます。3月から、新たに次の証明
書が取得できるようになりました
ので、ご利用ください。
新たに取得できる証明書
　・現在戸籍の全部事項証明お
よび個人事項証明：450円（各
1通）
　・戸籍の附票の写し：300円（1
通）

※マイナンバーカードと電子証明
書の暗証番号が必要です。
※鈴鹿市に住民登録がない場合は、
事前にマルチコピー機などから
利用登録申請が必要です。
※鈴鹿市に本籍がない場合は、本
籍地の市町村にお問い合わせく
ださい。
サービス利用時間
　6時30分～23時
※保守点検日を除きます。

内容／仕事関係や人間関係など、悩み
を持つ方の相談を受け付けています。
企業勤務、大学講師の経験を生かし、
精神的なバックアップやアドバイスをし
ます。　相談料／無料　※詳しくは電
話でお問い合わせください。

対象／小学2年生以上　とき／毎
週土・日曜日の午後　ところ／市
内の公立テニスコート　参加料／
年1万5,000円程度　申込み／3月
31日㈬まで　※詳しくは電話でお
問い合わせください。

とき／4月4日㈰(雨天時11日㈰に延期)　
集合／後端公園(南江島275　AGF体育
館南)9時20分　内容／市内桜巡り　歩
行距離／5kmまたは9Km　参加料／
200円　※自由参加で、初参加者も歓迎
します。弁当は自由です。

とき／毎月第1金曜日19時30分から　
ところ／市武道館　内容／骨盤底筋や
膣を締めて尿漏れを防止しましょう。
体幹を鍛えて姿勢美人になりましょう。　
参加料／1,000円　※気軽にお問い
合わせください。

対象／本人、家族、関心のある方ど
なたでも　とき／3月10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

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　とこ
ろ／旭が丘公民館第2小会議室　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。　申込み／電話で
※キーボードが弾ける方を歓迎します。

とき・内容／毎月第4金曜日　ところ／神
戸コミュニティセンター　内容／吟行
(希望者のみ)：9時30分から、句会：13時
～15時30分　講師／坂口緑志さん　参
加料／月1,000円　申込み／電話で　※
初心者の方も気軽にご連絡ください。

対象／1歳から　とき／木・土曜日10
時～12時(月3、4回)　ところ／太陽の
街第三集会所(郡山町2043-4)　内容
／親子で体を動かし、英語の歌などで
遊びます。ピアノのレッスンもあります。　
※気軽にお電話ください。

対象／どなたでも　とき／火・木・土曜日
19時～21時　ところ／市武道館または神
戸高校　内容／元気に楽しく礼法と受身
を身に付けて、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／車いす、歩行杖使用者および健常者　とき
／原則、毎週月曜日13時～15時　ところ／社会福
祉センター　大会議室（神戸地子町383-1）　内
容／腹式呼吸法によるスポーツ吹矢で健康づく
りと仲間づくりをしましょう。　参加料／年3,000
円　※体験や見学もできます。詳しくは電話で

対象／どなたでも　とき／3月17
日㈬・19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

とき／3月12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／ヘアクリップ、スカーフ留め、かばんの飾り
の3通り使えるお花のクリップを作ります。　
定員／各回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。

重田隆康　　372-1951 ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　　382-5123 鈴木利昭　 080-1611-9264 H･Bフィットネス

松尾　　090-8330-8852

下野和子　　370-4620 旭が丘サークル　　386-5399 伊藤　　090-8671-0187 山原　　372-0933　　　　　　　　090-2689-6957　

鈴鹿錬成会　　090-7609-2450　　　　384-3741
三重県障がい者スポーツウエルネス吹矢協会鈴鹿支部
　藤本治市　　090-5037-4968

(一社)市民講座運営委員会
　0120-689-419

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

しげ  た

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

小学生ソフトテニス教室
令和3年度児童募集

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集 ひめトレポールで膣トレしよう

認知症の人と家族の会のつどい 旭が丘Jゴスペルクラブ 俳句教室「緑鈴句会」
生徒募集

親子リトミック音楽教室
無料体験

鈴鹿錬成会　柔道教室
生徒募集

スポーツ吹矢を
一緒にやりましょう 屋根・外壁塗り替えセミナー コロナ禍　お花で癒しの時間

※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。

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申込み／3月8日㈪から12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) 。

次回の募集は５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。



電　話 電子メール ホームページファクス
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井田川公民館での
市民税・県民税の巡回相談
市民税課　382-9446　 382-7604

　井田川公民館での市民税・県
民税の巡回相談は、改修工事の
終了に伴い、予定通り3月12日㈮
に実施します。

令和3年度市民税・県民税
申告相談の延長

市民税課　382-9446　 382-7604

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、下記のとおり申告期
間を延長します。
対　象　令和3年1月1日現在、
市内に住所があった方

延長期間　3月16日㈫～4月
15日㈭（土・日曜日を除く8時
30分～17時15分）
ところ　市民税課
※確定申告の申告相談は、鈴鹿税
務署（　382-0351）へ

鈴鹿市まちづくり応援補助金
応募団体募集

地域協働課　382-8695　 382-2214

　市民の皆さんの自主的なまち
づくり活動を応援するため、市民
活動団体や地域づくり活動団体
の活動経費の一部を助成する制
度の応募団体を募集します。詳し
くは募集要項をご確認ください。

募集要項設置場所　地域協働
課、男女共同参画課（神戸
2-15-18）

※市ホームページおよび市ホーム
ページ内「すずか市民活動情報広
場」からも入手できます。
申込み　3月31日㈬まで（必着）
に、申請書類を直接または郵
送で地域協働課（〒513-
　8701　住所不要（土・日曜日を
除く8時30分～17時15分））
へ

※申請書類は募集要項に添付され
ています。

保険年金課　382-7605　 382-9455　福祉医療課　382-7627　 382-9455　鈴鹿亀山地区広域連合　369-3201　 369-3202

高額介護合算療養費の支給対象予定者へ通知を発送します

　令和元年8月から令和2年7月までの間に、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額（下表）を超え
る可能性がある方に、高額介護合算療養費の手続きに関する通知を3月末に発送します。通知が届いた方は、同
封の申請書の提出をお願いします。ただし、対象の期間中に市外の医療保険や介護保険に加入していたことが
ある方や、医療保険の変更があった方には通知できないことがあります。該当する方は、手続き方法などについて、
令和2年7月末日時点で加入していた医療保険者へお問い合わせください。
※医療保険・介護保険の自己負担額とは、保険適用内のものに限ります。
※高額療養費・高額介護サービス費などが支給される場合は、自己負担額からその支給額が控除されます。
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象になりません。

※1　複数の方が介護サービスを利用する場合、介護支給分の合算算定基準額は31万円です。
※2　旧ただし書き所得とは、総所得金額などから基礎控除額（33万円）を差し引いた額のことです。
問合せ　国民健康保険について：保険年金課、後期高齢者医療保険について：福祉医療課、介護保険に
ついて：鈴鹿亀山地区広域連合

◆後期高齢者医療保険＋介護保険 または 国民健康保険＋介護保険（70歳～74歳の方がいる世帯）

◆国民健康保険＋介護保険（70歳未満の方がいる世帯）

19万円※131万円 56万円 67万円141万円 212万円 

67万円 60万円 34万円141万円 212万円 

自己負担限度額（年額） 

自己負担限度額（年額） 

（所得が一定以下）
非課税世帯
住民税

非課税世帯 
住民税145万円以上 

380万円未満 
145万円未満

690万円未満 
380万円以上690万円以上 課税所得 

所得要件

低所得者Ⅰ低所得者Ⅱ 一般 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

住民税非課税世帯 現役並み所得者 
所得区分 

所得区分 

住民税非課税世帯210万円以下
600万円以下
210万円超

901万円以下
600万円超901万円超

旧ただし書き所得※2

オエウイア
低所得者一　般上位所得者

所得区分

 



令和3年度の市税納期
納税課　382-9008　 382-7660

国民年金保険料免除
納付猶予制度

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は、20歳以上60歳
未満の全ての方が加入する制
度です。保険料の納付を続ける
ことで、高齢になったときの老
齢基礎年金だけでなく、万が一
のときに障害基礎年金や遺族
基礎年金が受け取れます。経
済的な理由などで保険料を納
付することが困難な場合は、申
請により保険料の納付が免除・
猶予される「国民年金保険料
免除・納付猶予制度」をご利用
ください。
※免除判定は、本人・配偶者・世帯主

の前年所得によって審査されます
ので、所得によっては免除の対象
とならない場合があります。
持ち物　年金手帳、身分証明書
※本人・配偶者・世帯主の中に平
成28年12月31日以降に退職
　(失業)した方がいる場合は、雇
用保険の離職票または受給資
格者証の写しをお持ちください。
失業などによる特例により、免
除や猶予がされやすくなります。
詳しくは、保険年金課または津
年金事務所へお問い合わせくだ
さい。
申込み　保険年金課、地区市
民センター、年金事務所へ
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

新型コロナウイルス感染症
の影響による減免申請の
期日にご注意を

　新型コロナウイルス感染症の
影響による減免申請期日は、3月
31日㈬までです。4月1日㈭以降
の申請は適用できませんのでご
注意ください。申請方法など詳し
くは、各担当課にお問い合わせく
ださい。
◆後期高齢者医療保険料減免
問合せ　福祉医療課（　382-
7627　 382-9455）

◆国民健康保険料減免
問合せ　保険年金課　382-
9290　 382-9455）

　

三菱UFJ銀行での公金の
窓口納付取り扱い終了
会計課　382-9002　 382-8222

　三菱UFJ銀行窓口での市税、
上下水道料金、その他公金にか
かる納付の取り扱いは、3月31日
㈬をもって終了します。
　お手持ちの納入通知書などに
指定の納付場所として三菱UFJ
銀行が記載されている場合でも、
4月1日㈭以降は、別途手数料の
負担が必要になりますので、ご注
意ください。
※口座振替による納付は、引き続き
利用できます。
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　納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。

◆納付書
　納付書での納付窓口は、銀行などの金融機関、コンビニエンスストア、
東海4県内（三重・愛知・岐阜・静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）、市役所
（納税課または地区市民センター）です。詳しくは、納税通知書の裏面を
ご覧ください。
◆口座振替
　口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに指定口座の残高を
ご確認ください。なお、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税の口座
振替をされている方で、全期前納をお申し込みの方は、第1期の納期限
日に1年分を一括して振り替えます。

市ホームページ
後期高齢者
医療保険料減免▶

市ホームページ
国民健康保険料
減免▶

㈬

㈫

㈪

㈪
㈪

㈪

㈪

㈪
㈮



電　話 電子メール ホームページファクス

特別日曜窓口の開設
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

円になる投資法」といったお金
儲けのノウハウを購入したもの
の、儲からないのでやめたいと
いった相談が多数寄せられてい
ます。楽に稼げるようなうまい話
はありません。安易に契約しない
ようにしましょう。
◆点検商法にご注意を
　無料で屋根を点検しますなど
と訪問後、火災保険を使えば無

令和4年鈴鹿市成人式
実行委員募集

文化振興課　382-7619　 382-9071

　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成13年4月2日から
平成14年4月1日生まれで市
内在住か本市出身者
内　容　成人式の企画・運営
（イベントの検討、パンフレット
の作成、広報活動など）

※会議は月1・2回程度、夜間に市役
所の会議室で行います。
※第1回目の会議は、5月下旬ごろ
を予定しています。
申込み　電話または電子メール
で文化振興課へ

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　3月28日㈰8時３０分～
17時15分
◆夜間窓口
と　き　3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。

情報商材や悪質商法に
ご注意ください
鈴鹿亀山消費生活センター

375-7611　 370-2900

　最近、次のような相談が寄せ
られています。トラブルになった場
合は、消費生活センターにご相
談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター（土・日曜日、祝日、年末
年始を除く9時～16時）

◆ネットでの儲け話にご注意を 
　「1日数分の作業で月に数百
万円を稼ぐ」や「〇万円が〇億

料で修理ができるといって高額
な工事の契約をさせられたとい
った相談が寄せられています。
そのような業者には、対応しない。
せかされてもその場では契約し
ない。火災保険の申請を前提と
した工事の勧誘には応じないよ
うにしましょう。
※訪問販売では、クーリングオフ(契
約解除)ができる場合があります。
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　春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが
多くなります。市では、3月28日・4月4日に特別日曜窓口を開設します。
内容を確認の上、ご利用ください。
※一部取り扱いができないものがあります。
※3月28日は、四日市市・桑名市・亀山市・松阪市・津市・東員町・菰野町の各窓
口も開設しています。詳しくは、各市町へお問い合わせください。

※1　税証明は、所得課税証明（最新年度）のみの発行となります。

◆戸籍住民課日曜窓口
と　き　毎週日曜日9時～12時
ところ　市役所本館1階　戸籍
住民課
内　容　住民票の写し（広域交
付住民票は除く）・印鑑登録証
明・戸籍関係証明・所得課税
証明（最新年度のみ）などの
交付、印鑑登録の手続き、転

入（個人番号カード・住基カー
ドを利用する届は除く）・転出・
転居、戸籍の届出、特別永住
者証明書の交付など

※内容によっては、取り扱いがで
きない場合があります。また、所
得課税証明以外の税証明、電子
証明は取り扱いできません。

もう

◆特別日曜窓口一覧



①調査員説明会への出席
②調査対象の確認
③調査票の配布と記入の依頼
④調査票の回収・点検・整理　
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、調査票を郵送やインター
ネットを用いて回収する予定です。
申込み　3月15日(月)までに、電
話・ファクスまたは電子メール
で総合政策課へ

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額・下水道事業
受益者変更届の提出
営業課　368-1673　 368-1685

　令和3年度単位負担金額は
450円（1㎡あたり）です。
　令和3年度に公共下水道が利
用できる予定の区域内の土地全
てに対し、一度限り賦課されます。
対象の方には、4月に受益者負担
金土地明細書、7月に納入通知
書などを送付します。通知書が届
いた方は、期日までに納付をお願
いします。
◆受益者変更届の提出をお忘
　れなく
　受益者負担金の納付途中で、
土地の所有者または権利者が変
わり、受益者（納付義務者）を変
更する場合は、「受益者変更届
出書」の届出が必要です。届出
がない場合は、これまでの受益者
が納付することになりますので、ご
注意ください。

※新たな受益者は、変更届出書の提
出日以降の納期分からご負担い
ただきます。

公共下水道
供用開始区域図の縦覧
営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日㈬から新たに公共下
水道を使用できる区域が決まりま
したので、関係図面を縦覧します。
対象地区　庄野、牧田、白子、稲
生、飯野、河曲、一ノ宮、玉垣、
神戸、栄の各一部

縦覧期間　3月16日㈫～30日㈫
（土・日曜日を除く8時30分～
17時15分)

ところ　営業課（上下水道局別
館1階）

小・中学校
支援員・介助員の募集
学校教育課　382-7618　 382-9054

雇用期間　4月1日～令和4年3
月末
勤務場所　市内小・中学校
雇用条件　時給は920円で、1
日の勤務時間は5時間45分以
内です。
申込み　市販の履歴書（写真
貼付）・印鑑を持参し、直接学
校教育課へ

※必要に応じて、登録者の中から
勤務条件・経験などを考慮し雇
用します。

令和3年経済センサス
活動調査

統計調査員募集
総合政策課　382-7676　 382-9040

　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　5月から6月に実施される「経
済センサス活動調査」は、全ての
産業分野の事業所・企業の売上
（収入）金額や費用などの経理項
目を同一時点で把握し、我が国
の事業所・企業の経済活動を全
国および地域別に明らかにするこ
となどを目的とする調査です。
　この調査に従事していただける
統計調査員を募集しますので、ぜ
ひご応募ください。
対　象　次の全てに該当する方
　・市内在住の20歳以上の方
　・責任をもって調査事務を遂行
できる方
　・選挙関係者および税務・警察
に直接関係のない方
期　間　4月下旬から6月下旬
までの約2か月間
勤務条件
　・従事期間中は、非常勤の公務
員となります。
　・国の規定に基づき報酬が支払
われます。
　・調査活動中に発生した事故に
対しての補償があります。

仕事の主な流れ　
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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。
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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
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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

告
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有

放課後児童クラブの放課後児童支援員や補助員および児童の募集
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、保護者に代わって児童をお預かりする場です。
　現在、次の放課後児童クラブで、放課後児童支援員や補助員および児童の募集を行っています。詳しくは、
直接、放課後児童クラブにお問い合わせください。
※放課後児童支援員は、保育士などの資格をお持ちの方で、都道府県などが行う研修を修了した方です。補助員については、必要な資格はありません。
※発行時点で募集を締め切っている場合もあります。



市税のクレジット
カード納付サイト利用停止
納税課　382-7831　 382-7660

　市税のクレジットカード納付サ
イト「Yahoo！公金支払い」（　
https://koukin.yahoo.co.jp/）
は、3月31日㈬0時をもって利用
を停止します。ご注意ください。
対象となる税　市・県民税（普
通徴収）、固定資産税、軽自動
車税（種別割）

※4月1日㈭以降のクレジットカード
納付は、現在準備中です。再開に
ついては、市ホームページなどで
お知らせします。

鈴鹿サーキット遊園地
無料券配布事業
利用期間延長

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　昨年、市内在住の15歳以下
（中学校3年生以下）の全ての
子どもに配布した鈴鹿サーキッ
トチケット交換券（入園無料+
乗り物乗り放題）の利用期間を
延長します。
　まだ利用していない方は、ぜひ
ご活用ください。
※紛失や出生または転入、保育所
などの利用がなく、チケットを一
度も使用してない場合は、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。
変更後の利用期限　令和3年
3月31日㈬まで

※子ども一人につき、1回まで利用
できます。
※チケット交換券1枚につき、保護
者二人分の入園と駐車場代（普
通車1台分）も無料になります。

※イベント開催日など、一部除外日
があります。

鈴鹿市子ども・子育て会議
の傍聴ができます

子ども政策課　382-7661　 382-9054

と　き　3月26日㈮13時30分
～15時30分
ところ　市役所本館12階　
1203会議室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時15分から13
時25分まで会場で傍聴整理
券を配布

鈴鹿市高齢者施策推進協議会
（鈴鹿市地域ケア推進会議）の

傍聴ができます
長寿社会課　382-9886　 382-7607

と　き　3月18日㈭15時から
ところ　市役所本館12階　
1203大会議室
内　容　高齢者に係る地域課
題の検討
定　員　5人（希望者多数の場
合は抽選）
申込み　当日14時30分から14
時55分まで会場で受付け

石垣池公園野球場の
ナイター照明リニューアル
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、
石垣池公園野球場ナイター照
明のLED化や鉄塔の再塗装な
どを行いました。
問合せ　石垣池公園管理事務
所（　383-9010）

　

3月は自殺対策強化月間
～守りたい大切ないのち～
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　進学や就職、転勤など、生活
環境の変化や感染症流行の長
期化により、不安やストレスを感
じる方が多くなっています。
　周囲の人の気づきや声かけ
が、「いのち」を守ることにつな
がります。あなたの力で救える
「いのち」があります。大切な
「いのち」を守りましょう。
◆大切な人の「いのち」を守る 
　ための行動
○気づき：家族や仲間の変化に
気づいて声をかける
○傾聴：本人の気持ちを尊重し、
耳を傾ける
○つなぐ：早めに専門家に相談
するよう促す
○見守り：温かく寄り添いながら、
じっくりと見守る
問合せ　三重県こころの健康
センター（相談専用電話番号
　059-253-7823）

※三重県こころの健康センターで
は、自殺予防・自死遺族電話相談
（毎週月曜日の13時～16時、祝
日の場合は火曜日）、専門面接相
談（予約制）を実施しています。

市税の口座振替
手続きはお早めに

納税課　382-7831　 382-7660

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに1カ月程度
かかります。口座振替を希望さ
れる方は、金融機関や地区市
民センター、納税課の窓口で、
早めにお手続きください。
※手続きには、通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）が必要です。
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第29回鈴鹿市文芸賞受賞者の決定
（公財）鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755

192021・3・5

　応募作品の中から、下記の方の受賞が決定しました。

　小説・評論等／野山之木樹、小坂彩夏　エッセイ／樋口祥巳　アフォリズム／小川はつこ　詩／澤田悟　
　短歌／城本山、樋口哲司　俳句／余川彬夫、稲垣敏子　川柳／玉木りょうこ、戴けいこ

奨励賞 
　作文･童話等／河内理桜　詩／佐藤瑛斗　短歌／加藤昂波、後藤凛人、植村悠真、谷口翼、川村捷人、
　佐々木煌真、中川ローマ、岡本和真、瀨古唯七、小川瑚乃華、辻悠樹、岡本真弥、豊田蘭、鈴木俊介、
　山﨑鷲　俳句・川柳／熊沢仁、鈴木里菜、近藤未來、新居愛由奈、佐野心彩、中田一美、伊藤柚葵、
　伊藤耀介、堀内勇志、藤井娃光、小川愛奏、金森梨心
※奨励賞は受賞者の氏名のみ掲載しました。作品名・作品は文化振興事業団ホームページに掲載します。
◆第29回鈴鹿市文芸賞贈呈式
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、関係者のみで執り行います。
◆第29回鈴鹿市文芸賞作品集
　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月13日㈯から1部200円で販売します
ので、ご希望の方は、直接(公財)鈴鹿市文化振興事業団事務局(文化会館内　月曜日、第3火曜日、祝日を
除く8時30分～17時15分)へお越しください。

◆一般の部

◆ジュニアの部

奨励賞 

　（敬称略、同賞内順不同）

　（敬称略、同賞内順不同）



部が新調されました。
※修復した山車は、4月11日（日）
に白子山中町内で展示予定です。

ひとり親家庭等学習支援
ボランティア事業

「まなびーの」参加者募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　「まなびーの」では学習支援
ボランティアが丁寧に指導し、
児童・生徒が学習方法や学習
習慣を身に付け、勉強に対する
苦手意識を克服します。
　4月からは、子育て応援館に
加えて、牧田コミュニティセンタ
ーでも開講予定ですので、ご参
加ください。
対　象　経済的な理由などに
より学習塾に通えない市内
在住のひとり親家庭の小学4
年生から中学3年生までの
方で、次の条件を全て満たす
方

　・児童扶養手当受給世帯であ
ること
　・現在、学習塾・家庭教師・通
信教育などを利用していない
こと

　・三重県または鈴鹿市が実施
する他の学習支援を受けて
いないこと
期　間　4月～令和4年3月（各
教室50回程度）
ところ
　・白子教室：子育て応援館(白
子駅前 6-33）
　・平田教室：牧田コミュニティセ
ンター(平田東町5-10）

※平田教室は、4月開設に向けて
調整中です。
定　員　各教室30人
受講料　無料
申込み・問合せ　3月18日㈭ま
で（消印有効）に、ひとり親家庭等
学習支援登録書に必要事項を
記入の上、児童扶養手当証書の
写しを同封して、郵送で鈴鹿市
母子寡婦福祉会（〒513-0052
下箕田3-9-18　北野好美　080-

　2633-9381）へ
※ひとり親家庭等学習支援登録
書は、子ども政策課窓口または
市ホームページで入手できます。
※受講者決定後、3月27日（土）15
時から、子育て応援館で説明会
を開催します。

鈴鹿サーキット
ファン感謝デーの開催見送り
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　鈴鹿サーキットファン感謝デー
（モースポフェス）は、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、
今年度の開催が見送られました。

いきいき鈴鹿
ツーデーウオークの中止
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　3月13日㈯・14日㈰に開催を
予定していた第8回いきいき鈴
鹿ツーデーウオークは、新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響
により、中止します。

　

令和3年度伊勢型紙教室
生徒募集

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

対　象　小学4年生以上
と　き　4月11日㈰から毎月第
2・第4日曜日13時～16時（変
更の場合あり）
ところ　伝統産業会館　研修
室（寺家3-10-1）
内　容　型紙の彫刻・図案作
成・型染めなど

講　師　伊勢型紙の伝統工芸
士
定　員　30人（先着順）
参加料　年間1万円（初回一括
納付・別途材料費必要）

申込み　3月14日㈰10時から
電話で伝統産業会館（　
386-7511）へ

鈴鹿市消防団PR映像
中央消防署　382-9133　 382-3905

　地域に最も密着した防災機関で
ある消防団について、もっと知って
もらうために「鈴鹿市消防団PR映
像」を作成しました。映像はCNS
（地上12ch）で放送されているほ
か、市の公式YouTubeでも公開し
ていますので、ぜひご覧ください。

勝速日神社
祭礼用山車の修復

文化財課　382-9031　 382-9071

　宝くじの受託事業収入が財
源のコミュニティ助成事業助成
金を活用して、白子山中町所有
の勝速日神社祭礼用山車（市
指定有形民俗文化財）の土台
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消防団PR映像▼

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。



令和3年度前期スポーツ教室　参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071
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　前期スポーツ教室の参加者を募集します。なお、令和3年度は「三重とこわか国体・とこわか大会」開催の
ため、年間の実施回数が少なくなります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、教室開始前に検温やマスク着用の有無などを確認します。
保険料　800円（短期3カ月保険）
※複数の教室に参加しても、一人あたりの保険料は変わりません。
申込み　3月9日㈫から19日㈮までに参加料と保険料を添えて、鈴鹿市スポーツ協会（14日㈰を除く9時～
　17時)、またはAGF鈴鹿体育館（土・日曜日を除く9時～13時）へ    
※なぎなた・柔道・剣道のみ、市武道館（土・日曜日を除く9時～20時まで)で申し込みができます。 
※卓球教室の申し込みは、1教室のみです。       
※なぎなた教室の参加料は、高校生以上は1,500円、中学生以下は1,200円です。     
※申込者が定員を超えた場合は、令和2年度後期スポーツ教室に参加していない市内在住の方を優先とし、それ以外の
　方で抽選します。       
※申込者が定員を大幅に下回る場合は、教室を中止する場合があります。      
※子ども同伴での参加は、ご遠慮ください。       
問合せ　鈴鹿市スポーツ協会（　399-7120　石垣池公園管理事務所内）

電　話 電子メール ホームページファクス



セミナー、お仕事相談会、ハロー
ワーク鈴鹿によるお仕事紹介ブ
ース　
出展企業情報　鈴鹿市お仕事
情報サイト「鈴鹿deはたらこっ！」
で掲載 
※求人情報やセミナー情報も掲載
しています。
※求人情報掲載企業も随時募集し
ています。
◆オンライン鈴鹿お仕事フェア
と　き　3月20日（土・祝）12時
～13時
内　容　鈴鹿お仕事フェア出展
企業のお話やイベント情報を
ライブ配信します。気になる企
業への応募やエントリーがウェ
ブ上で行うことができます。
※詳しくは、下記の二次元コードか
らご確認ください。

Suzuka POPコンテスト
大賞発表

図書館　382-0347　 382-4000

　今年も力作ぞろいの応募作品
の中から、各部門の大賞を決定
しました。応募いただいたポップ
全てをおすすめ本と一緒に図書
館本館に展示していますので、ぜ
ひご覧ください。また、この機会に
おすすめ本を読んでみてください。
大　賞　
○小学生の部　嶋田諭さん
　『くもの糸』

○ティーンズの部　仲陽代里さん
　『ライバル・オン・アイス1』

○一般の部　中野恵津子さん
　『帰還』

◆作品展示
と　き　3月3日㈬～4月5日㈪
ところ　図書館本館1階　閲覧室
※本館展示後、江島分館でも展示
します。

鈴鹿市手話言語条例
施行2周年記念

「咲む」上映会＆監督講演会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

と　き　4月3日㈯上映会13
時10分～15時10分、講演会
15時20分～16時40分（受付
12時から）
ところ　イスのサンケイホール
鈴鹿　ホール
内　容　『咲む』((一財)全日
本ろうあ連盟創立70周年記
念映画)の上映会、早瀨憲太
郎さん(映画監督)の講演会

※手話通訳と要約筆記があります。
入場料　高校生以上1,500円、
小・中学生800円、未就学児
無料（当日整理券を配布）
申込み　氏名・区分（聞こえない
人・聞こえる人）・整理券の枚数
を、電子メールで鈴鹿市聴覚
障害者協会(　 suzukadeaf
　@gmail.com)へ

ものづくり産業支援センター
ベーシック研修

産業政策課　382-7011　 384-0868

　　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内中小製造企業の
新規採用従業員、一般従業員

※全3回の研修への参加が条件です。
と　き　4月5日㈪～7日㈬9時
～16時30分（7日は15時10
分まで）
ところ　市役所別館第3　2階
会議室
内　容　現場で役立つものづく
りの心得と基礎知識について
の講義など
定　員　18人（先着順）
参加料　無料
申込み　3月19日㈮までに、直
接、電話、ファクスまたは電子メ
ールで産業政策課へ

緊急雇用サポート事業
鈴鹿お仕事フェア

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症の影
響による緊急雇用対策事業として
緊急雇用サポート事業を実施します。
問合せ　株式会社名大社（　
052-220-3588） 

◆鈴鹿お仕事フェア
　正社員、パート、アルバイトなど
市内勤務の企業と面談できる合
同企業説明会です。参加費無料、
履歴書不要、服装自由、入退場自
由ですので、気軽にご参加ください。
対　象　新卒学生、社会人、外
国人など市内で仕事（正社員・
パート・アルバイトなど）を探して
いる全ての求職者　
と　き　3月20日（土・祝）13時
～16時
ところ　市役所本館12階　
内　容　合同企業説明会、就職

鈴鹿お仕事フェア LINE公式
「鈴鹿市お仕事ナビ」

さとる

なか ひ よ り

え
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教 育 支 援 課　 382-9055　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp
教 育 指 導 課　 382-9028　 383-7878　 kyoikushido@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　日常生活を送る中で、私たちはさまざまな体
験をしたり、見聞きしたりしています。
　そのような中、初めは少し違和感を感じたこ
とでも、何度も繰り返すことで、少しずつ自分の
中に溶け込み、やがては「当たり前」となってし
まうことがあります。
　よくも悪くも、「当たり前」の状態になってしま
うと、これまで感じていた違和感が薄らいでしま
います。
　先日、あるテレビ番組で、新型コロナウイルス
感染症対策に伴う外出自粛期間中、インター
ネットやSNSなどで人権を侵害するような内容
の動画などが多数配信され、多くの方が視聴

していることが問題視されていました。
　人権を侵害するような動画などを初めて目
にしたとき、ほとんどの方は違和感や嫌悪感を
感じることでしょう。しかし、このような動画など
の視聴機会が増えると、人権侵害が「当たり
前」の感覚として認識され、違和感や嫌悪感
が無くなってしまうことが危惧されます。
　人権感覚は、いつ、どんなときでも失ってはな
らないものです。そのためには、日頃から何でも
「当たり前」と思わずに、何か違和感を感じたと
きは、一度立ち止まって考えることが大切です。
そうすることで、皆さんの人権感覚が磨かれ、人
権に配慮した社会につながっていくことでしょう。

「当たり前」と思わず立ち止まって考えよう

スポーツの杜 短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　

392-7071　 372-2260

申込み　3月9日㈫から直接水
泳場窓口またはホームペー
ジで（先着順）
◆大人バレエ
対　象　18歳以上の女性
と　き　4月19日・26日、5月31
日、6月14日・28日、7月12日各
月曜日、①11時～12時、②12
時15分～13時15分
ところ　水泳場 スタジオ
定　員　各9人
参加料　各7,920円（税込　全6
回）
◆運動と英語のジーウィ教室
対　象　未就園児（1～3歳）と
保護者
と　き　4月13日・27日、5月
11日、6月8日・22日、7月13日
各火曜日11時～12時
ところ　水泳場 会議室
定　員　15人
参加料　8,580円(税込　全6回)
◆やさしい☆子宮エクササイズ

対　象　18歳以上の女性（子
どもの同伴可）
と き　4月13日・27日、5月11日、
6月1日・8日・22日各火曜日14
時10分～15時
ところ　水泳場 スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円(税込　全6回)
◆水中リズムウォーク
対　象　18歳以上の方
と　き　4月13日・20日・27日、
5月11日、6月1日・8日・15日・
22日・29日各火曜日13時～14
時
ところ　水泳場 25ｍプール
定　員　20人
参加料　7,920円(税込　全9回)
◆リズミックスエクササイズ
対　象　18歳以上の方
と　き　4月22日、5月6日・13
日、6月3日・17日、7月1日各
木曜日11時～12時
ところ　水泳場　会議室
参加料　6,600円(税込　全6回)
◆パワーヨガ
対　象　18歳以上の女性

と　き　4月16日・30日、5月
14日、6月11日・25日、7月9日
各金曜日10時～11時
ところ　水泳場 スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円(税込　全6回)
◆バレトン教室
対　象　18歳以上の女性
と　き　4月23日、5月7日、6
月4日・18日、7月2日・16日各
金曜日
○一般クラス 9時45分～10時
45分
○ママクラス(子どもの同伴可) 
11時～12時
ところ　水泳場 会議室または
スタジオ
定　員　各20人
参加料　各6,600円(税込　全6
回)

○国民健康保険料…9期
【納期限は3月31日㈬です】

の３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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