
　コロナ禍でも児童が安心して学校生活を送れるように、自主的に小学校の消毒活動
を行っている若松地域づくり協議会の皆さん。大変なときだからこそ、地域でつながり、
力を合わせることが大切です。 
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域づくりとは、子どもから高
齢者まで、いつまでも笑顔
で暮らせる住みよいまちを

つくるため、住民の皆さんがそれぞれ
の特性を生かして、知恵と工夫をもっ
て「お互いさま」の気持ちで取り組む
活動です。
　そして、住民自らが地域の課題や宝
物を「見える化」するとともに、対策を
考え、課題解決に取り組むための指針
として、各地域づくり協議会によって
策定されたのが「地域計画」です。
　令和2年度～5年度にかけて、この
地域計画に基づき、さまざまな検討や
取り組みが行われています。

地

深伊沢地域づくり協議会の皆さんと
わらアートの『わらペン』
詳しくは4ページをご覧ください。

　本市では、住みよいまちを目指して、
地域づくりに力を入れています。みんな
で力を合わせ、20年後も、30年後も元気
で住みよいまちをつくりましょう。

つながりを大切に
進めよう！地域づくり

▲ 各地域づくり協議会が
作成した「地域計画」

互いにつながり、支え合う仕組みの「地域づくり協議会」

地域づくり
協議会って？

　地域づくり協議会とは、
住民、自治会やボランティ
ア、PTAなどの団体で構
成され、相互の連携や話
し合いなどにより、地域
課題の解決を図る団体
です。

交番
派出所

地区市民
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民生委員
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公民館
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住民

住民 住民

地域づくり協議会

詳しくは、市ホームページで▶
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少しでも体調がすぐれない場合は参加
をやめましょう。
参加の前に各自で検温しましょう。
こまめな手洗い・消毒を心掛けましょう。
マスクなどを着用しましょう。
参加人数に応じた広さの会場を使用
しましょう。
こまめに換気を行いましょう。
事前の準備を行い、長時間の会議や
活動を避けましょう。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たち
の日々の生活にさまざまな影響を及ぼしています。
地域づくりにおいても、今年度から地域計画に基
づく活動がスタートしたものの、感染防止のために、
残念ながら活動を延期や中止した地域もあります。
　コロナ禍においても、地域づくりを進めるために
は、「新しい生活様式」を取り入れた活動へと事
業を見直すことが必要です。
　実際に、「新しい生活様式」を取り入れた地域
づくり活動を紹介します。

　今年度開催された「栄地区地震防災訓練」。栄
地区地域づくり協議会を中心に、マスクの着用や
機材の消毒など、感染症対策を徹底した上で実施
されました。コロナ禍であっても、災害を想定した
訓練ができることを示しました。

子どもたちによる消火訓練
避難所設営訓練

地域協働課長

伊川  歩
いかわ  あゆみ

▲
◀

新しい生活様式を取り入れた地域づくりへ

栄地区地震防災訓練

　若松地区地域づく
り協議会では、放課
後に若松小学校の共
有スペースの消毒を
行っています。そのお
かげで児童が学校生
活に集中できる環境
をつくることができ
ています。

　新型コロナウイルス感染症の影
響で、地域づくり活動が中止や縮
小になるなど、制限がかかってい
るのが現状です。その結果、人と
の交流が少なくなり、高齢者のみ
ならず、あらゆる世代の人が社会
的孤立にさらされています。
　そんなときだからこそ、「つなが
り」を大切にした活動が重要に
なってきます。「新しい生活様式」
を取り入れながら、地域内や近隣
協議会をはじめ、行政やさまざま
な団体がつながることで、
社会的孤立の解消
を目指すとともに、
今の時代に合った
活動にしていきま
しょう。

小学校の消毒ボランティア

コロナ禍の地域づくりを
安心して進めるために

以下のことを注意しましょう！

消毒作業の様子▶
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　新型コロナウイルス感染症の影響で制限はあるものの、「できることから地域づくりを」
との思いで活動されている地域の皆さん。その中で「つながり」を大切にしている活動を
紹介します。

深伊沢地域づくり協議会

名村 一宏会長
なむら  かずひろ

4 2021・3・5

つ な が る ！

つ な が る 地域づくりを紹介します！

地域内が
深伊沢

「わらアート」
つ な が る ！

地域と地域が
庄内・椿

「お出かけ支援サービス」

　複数の小学校区にまたがる深伊沢地域。
地域内住民のつながりを深めようと始めたのが、
わらアートです。
　深伊沢地域では以前から休耕田を活用し
た地域米を作っており、その稲わらを使って、
子どもたちと一緒に制作したのが、4ｍを超える
わらアートのペンギン『わらペン』。
　制作にあたっては、「知恵と力を出し合おう」と
いうスローガンのもと、ノートで参加者同士の思
いや進捗状況を共有し、意欲やつながりが途絶
えないように工夫。住民同士の交流のきっかけと
なりました。
　たくさんの取材を受けるなど、注目された
『わらペン』。今では地域の自慢です。

　運転免許の返納などにより、移動手段が
なくなったことで、買い物や病院に行けない。
そんな問題が地域的な課題としてあった庄内
地区と椿地区。
　問題解決のために始めたのが「お出かけ支
援サービス」です。サービスの実施にあたって
は、ボランティア人材や車いすも利用できる車
両が必要でしたが、両地区が協力することで、
人材と資金の確保ができました。
　事業がスタートした昨年の12月以降、地域
の高齢者の皆さんの新たな移動手段として
活用されています。

　今回の取り組みは、大変なこともたくさんあり
ましたが、何ものにも代えがたい「地域愛」へと

つながりました。今後も、「話」
「和」「輪」の3つの「わ」を大切
に、その「わ」が広がる活動へ
発展させたいと考えています。

庄内地区地域づくり協議会

大石 徹也会長
おおいし  てつ や

椿地区まちづくり協議会

三浦  均会長
み うら   ひとし

　免許返納や身体的
な理由で移動が困難
な方の買い物や通院
が課題でした。解決へ
向けた1歩目が踏み出
せて良かったです。

　今回実現した移動の
お手伝い同様、今後も
生活の中で生まれる小
さな声を的確につかみ、
必要性を迅速に判断し、
行動したいと思います。

わらアート制作中の様子
『わらペン』（深溝町）
▲

お出掛け支援に
使っている車両

▲ ロゴマーク▲

◀
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　長引くコロナ禍において、市民の皆様には「新しい生活様式」を取り入れながら
の地域づくり活動を進めていただいていることに感謝を申し上げます。
　私たち行政も協働のパートナーとして地域においての課題を共有しながら、
地域づくり協議会と共に課題解決に向けて行動してまいります。今後も引き続
き、地域と行政のつながりを大切に、お互いの理解を深め、信頼関係を築いて
まいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

今回の特集へのご意見・ご感想は地域協働課
 　382-8695 　 382-2214 　 chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

「ささえあいま庄野」

つ な が る ！地域と学校が加佐登 つ な が る ！地域と法人が庄野

「加佐登地区まちづくり協議会
活性化プロジェクト」

　白鳥塚古墳やかんこ踊りなどの伝統的な文化
や史跡が多くある加佐登地区。地域の皆さんに
地域のことをより一層知ってもらうため、神戸高
校放送部と協働して、これらの史跡や伝統行事
の映像作品の制作に取り組んでいます。
　活動を通じて、高校生の若い感性に触れ、
地域の皆さんも刺激を受けています。3年後
の完成が楽しみです。

　地区内に住む高齢者の皆さんが安心して
暮らすため、ちょっとした困りごとを助け合う
取り組みを行う庄野地区。
　その取り組みの1つが「付き添い支援サー
ビス」です。運転免許の返納などで買い物や通
院ができないなどの困りごとを解決するため、
介護老人保健施設「鈴の丘」からバスの利用
提供を受け、外出の付き添いを行っています。

庄野地区まちづくり協議会

福祉部会 森口 義文部会長
もりぐち よしふみ

神戸高校 放送部

打田 羽麗さん
うち だ    う らら

加佐登地区まちづくり協議会

長谷川 俊男会長
は せ がわ とし お

　神戸高校放送部の
皆さんと協働しなが
ら、加佐登地区の歴
史財産や地域活動を
市内の皆さんへお伝
えしていきたいと思
います。

　将来的には、お困
りの高齢者に近隣の
支援者が気軽に声を
掛けられる体制を目
指したいと思います。

　買い物や通院のお手伝
いだけでなく、健康状態の
確認や安否確認、生きがい
づくりなどもお手伝いさせ
ていただきます。

　プロジェクトを通して、
加佐登地区の皆さんの
「地域愛」をとても感じ
ました。温かい皆さんと
私たちだからこそできる
まちづくりで、地域を盛
り上げていきたいです。

取材の様子（左：しめ縄教室、右：かんこ踊り）▲

◀

　地区内に住む高齢者の皆さんが安心して

付き添い支援サー
ビスで使用するバ
スとボランティア
の方

医療法人 白鳳会 鈴の丘

鈴鹿市長 末松 則子
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新型コロナウイルスワクチン接種推進課　　382-9291　　382-4187
 c v s e s s h u＠c i t y . s u z u k a . l g . j p
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　新型コロナウイルスワクチンの接種は、当面、確保で
きるワクチンの量に限りがあるため、次の①～④の順で接
種していくことになります。
　なお、高齢者への接種の開始は、早くても4月1日以
降になる見込みです。

　本市では現在、未確定な部分があるものの、接種開始準備を進めて
います。時期などの詳細については、決定次第、お知らせします。

新型コロナウイルスワクチン接種に
ついてお知らせします 
新型コロナウイルスワクチン接種に
ついてお知らせします 

情報館 ❶新型コロナウイルスワクチン接種
　

新型コロナワクチン接種の接種順は？ ワクチン接種の流れ

※妊婦や子どもの接種については、安全性や有効性の検討が
進められています。新たな情報が入り次第、お知らせします。

※クーポン券は接種時に必要ですので、接種
が終わるまで大切に保管してください。

65歳以上の方：3月下旬
16歳以上65歳未満の方：4月以降

接種場所

接種費用

どこで接種できるの？

接種費用はいくらかかるの？

無料です。

無料なのね！！

市内の実施医療機関や接種
会場について、現在調整して
います。会場が決まり次第、
お知らせします。

接種順① 医療従事者など

　対象者へ接種クーポン券を個別に郵送します。

クーポン券送付時期（予定）

　接種当日は接種クーポン券と本人確認
書類（運転免許証、健康保険証など）を
持って、実施医療機関や接種会場に行き、
接種を受けます。

①～③以外の方（１６歳未満は未定）

高齢者（昭和32年4月1日以前に
生まれた方）

高齢者以外で基礎疾患を有する方や
高齢者施設などで従事されている方

接種順②

接種順③

接種順④

※電話での予約は混み合うことが予想されますので、
　インターネットでの予約にご協力ください。

　接種可能な時期がきたら、インターネット
や電話などで事前に予約します。

〇月〇日
〇時から

2021・3・5

問合せ　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター　0120-761770（9時～21時）
　　　　みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン　059-224-2825（9時～21時）
　　　　※コールセンターおよびホットラインは、土・日曜日、祝日も受け付けています。　　　　

予想される副反応の種類や頻度などについては、下記へお問い合わせください。



7

　犬の飼い主は、愛犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせるよう法律
で義務付けられています。これに基づき、4月4日㈰から各地区で狂犬病
予防集合注射を行いますので、ご都合の良い会場で受けさせてください。

井 田 川 公 民 館
国 府 公 民 館
住 吉 公 民 館
平 野 町 民 会 館
羽 山 共 進 集 会 所
庄 野 公 民 館
ＪＡ 鈴 鹿 牧 田 支 店
牧田コミュニティセンター
神戸コミュニティセンター

旭 が 丘 公 民 館
白子コミュニティセンター
AGF鈴鹿体育館東駐車場

ＪＡ 鈴 鹿 玉 垣 支 店
鈴鹿市ふれあいセンター
末 広 町 集 会 場
清 和 公 民 館

鈴鹿市伝統産業会館
鼓 ヶ 浦 公 民 館
京 田 集 会 所
栄 公 民 館
郡 山 公 民 館
合川公民館前旧農協倉庫
ＪＡ 鈴 鹿 天 名 支 店
ＪＡ 鈴 鹿 稲 生 支 店

ＪＡ鈴 鹿 加 佐 登 支 店
鈴 峰 公 民 館
庄 内 公 民 館
椿 公 民 館

深 伊 沢 公 民 館
久 間 田 公 民 館
自 由 ヶ 丘 集 会 所
石 薬 師 公 民 館

千代崎海水浴場駐車場
ＪＡ 鈴 鹿 若 松 支 店
下 箕 田 集 会 所
箕 田 公 民 館
長 太 公 民 館
ＪＡ鈴 鹿 一ノ宮 支 店
河曲地区市民センター
三重県鈴鹿庁舎駐車場

　狂犬病は動物・人間共通の
感染症で、発症すると治療法
が無い、非常に恐ろしい病気で
す。世界の多くの国では現在で
も発生していて、いつ海外から
侵入してくるか分かりません。
犬種、室内飼いの区別に関わ
らず、狂犬病予防注射は必ず
毎年受けさせましょう。なお、
注射を受けた犬には注射済票
が交付されます。

対　象　生後91日以上の犬
費　用　3,400円

◆接種の際の注意点
●犬を押さえられる方が連れて来てください。
●首輪や胴輪は抜けないようにしっかりと装着してください。
●ふん尿の後始末ができるようにご用意ください。
●注射はどの会場でも受けられます。
●日程が合わない場合は、各動物病院で注射を受けてください。
※注射料金は各動物病院へお問い合わせください。
●犬の登録が済んでいる方には事前に案内はがきを郵送します。内容を
　確認し、誤りがあれば記入し、必ず会場にお持ちください。
※案内はがきを紛失した、または届かなかった場合でも、会場で申込書に
記入すれば、注射を受けられます。

※犬の登録が済んでいない場合は、会場でも登録ができます。登録手数料
3,000 円をお持ちください。

※案内はがきが届いた犬が既に死亡している場合、死亡届の提出が必要
です。なお、案内はがきに死亡日を記入し、犬鑑札を添付することで、死
亡届として提出することもできます。

●犬が高齢、妊娠中、病気などの場合は、自分で判断せずに、必ず獣医
　師の診察を受けてください。場合によっては「狂犬病予防注射猶予
　証」（有料）の発行を受け、環境政策課へ提出することで、予防注射
　を最長１年猶予できます。

●飼い主は必ず、事前の検温・マスクの着用・会場に設置したアルコールでの消毒をお願いします。
●発熱や咳など、体調のすぐれない方は来場をご遠慮ください。
●必要最低限の人数でお越しください。

狂犬病予防注射日程表

新型コロナウイルス感染防止のためのお願い

4月４日（日） 

5日（月） 

6日（火） 

11日（日）

14日（水） 

15日（木） 

18日（日） 
 9:10～9:30
 9:45～10:25
10:40～11:00
11:15～11:45
13:00～13:20
13:30～13:50
14:05～14:35
14:45～15:30
15:45～16:15

13:30～14:10
14:25～14:55
15:10～15:30

13:30～14:00
14:10～14:40
14:55～15:15
15:25～15:45

 9:10～9:50
10:00～10:40
10:50～11:10
11:25～11:50
13:00～13:45
14:00～14:20
14:30～14:55
15:10～15:55

13:30～14:00
14:15～14:50
15:00～15:30
15:50～16:30

13:30～13:55
14:10～14:40
14:50～15:20
15:30～16:05

 9:00～9:50
10:00～10:30
10:40～11:05
11:15～11:45
13:00～13:45
14:00～14:40
14:55～15:10
15:25～16:05

愛犬に予防注射を受けさせましょう愛犬に予防注射を受けさせましょう

情報館 ❷狂犬病予防注射
　環境政策課　　382 - 9 0 1 4　　38 2 - 2 2 1 4

  k a n k y o s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

※会場や時間を必ずご確認の上、ご来
場ください。

※駐車スペースが限られる会場もあり
ますので、お車で来場される場合は十
分にご注意ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、中止する場合があります。なお、
中止する場合は、市ホームページでお
知らせします。

2021・3・5
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※利用状況により、対応できない場合があります。

情報指令課　382 - 9 1 5 6　　36 9 - 0 3 2 6
　　 j o h o s h i r e i＠ c i t y . s u z u k a . l g . j p　

119番三者間同時通訳情報館 ❸

外国人の方も安心して
119番通報ができます

三者間同時通訳って？

　日本語が話せなくても大
丈夫です。通報時に、日本
語が話せないことをお伝え
ください。
　落ち着いて、今の状況を
あなたの言葉で詳しく伝え
ましょう。　 

　鈴鹿市消防本部では、電話通訳センターを介した「三者間同時通訳（通
報者・指令員・通訳者）」による119番多言語対応を実施しています。

　外国人からの119番通報を消防本部の指
令センターで受けた場合、119番指令員がそ
れを電話通訳センターへ転送（通訳の依頼）
することで、三者間同時通話ができます。
　これは、外国人からの119番通報に、迅速
かつ的確に対応するためで、24時間365日、
主要な言語で対応しています。

通報時に伝えてほしいこと

①火事か、救急か
②場所（住所や目標になる建物・交差点など）
③状況（何がどうなっているか）
④通報者の氏名と連絡先

お知り合いの外国人の方にも伝えてあげてください。

119番通報時

英語・中国語・韓国語・
ポルトガル語・スペイン語

24時間
対応言語

8時～17時
対応言語

タイ語・ベトナム語・ロシア語・
フランス語・タガログ語・ネパール語

（外国語）
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　昨年10月、市ホームページの外国人向けペー
ジとフェイスブック「Amigo SUZUKA」を開設し
ました。ポルトガル語やスペイン語、「やさしい日本
語」で発信しており、新型コロナウイルス感染症に
関する情報をはじめ、外国人市民にとって必要と
思われる有益な市の情報などを正確かつ迅速に
提供しています。　　
　今後、一人でも多くの外国人市民に情報が行き渡

るよう、フェイスブックに掲載した本市
の情報に対し、「いいね」や「シェア」が
増えることを期待しています。
※「やさしい日本語」：日本語に不慣れな
外国人にも分かりやすいよう、漢字に
ルビを付けたり、表現や文の構造を簡
単にした日本語のこと

外国人向けホームページとＳＮＳによる正確な情報発信

　近年、アジア諸国からの外国人市民が増加したこともあり、市役所
の窓口では多言語での対応を求められています。そこで、テレビ電話
機能のあるタブレット端末を使って、来庁する外国人市民と行政職員
の会話をオペレーターが通訳する「多言語通訳システム」を導入して
います。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあって相談件数
が急増したことから、台数を増やして対応しています。
　13言語に対応しており、市役所の窓口だけでなく、学校などでも活
用しています。

タブレット端末を用いた多言語通訳システムの導入

　1月末時点で、市内には50カ国を超える8,758人の外国人市民が生活して
います。市では、コロナ禍でも外国人市民が安心して生活できるよう、さまざま
な取り組みを行っています。

コロナ禍での多文化共生推進の
取り組みについてお知らせします
コロナ禍での多文化共生推進の
取り組みについてお知らせします

情報館 ➍多文化共生
　市民対話課　　382 - 9 0 5 8　　38 2 - 7 6 6 0

  s h i m i n t a i w a＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

　市内には大学などに在籍する外国人留学生が多数居住しています。
留学生の皆さんは、新型コロナウイルス感染症の影響による出入国規
制に伴い、母国に帰省できず、不安を抱えて生活しています。
　そこで、本市の将来を担う人材として応援し、今まで以上に本市に親
しみを持ってもらうため、市内在住の留学生を対象に、本市の特産品な
どの支援物資を進呈し、併せて、新型コロナウイルス感染症に関する情
報も伝えました。

外国人留学生応援事業の実施

▲タブレット端末を使用した三者通訳

▲進呈した支援物資

Português （ポルトガル語）
Español（スペイン語）

EspañolPortuguês
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　軽自動車税(種別割）は、毎年4月1日現在で軽自動車などを所有している方に課税されます。

市民税課　382 - 9 0 0 6　　38 2 - 7 6 0 4
　　sh i m i n z e i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

　令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新規取得した軽四輪など（三輪以上の軽自動車で新車に限る）で、下
記の条件を満たす車両は、令和3年度分の軽自動車税（種別割）が軽減されます。 

軽自動車税(種別割）情報館 ❺

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車 

軽自動車税（種別割）のグリーン化特例（軽課） 

第一種
第二種（乙）
第二種（甲）
ミニカー

50cc以下または0.6kw以下
二輪のもので50cc超90cc以下または0.6kw超0.8kw以下
二輪のもので90cc超125cc以下または0.8kw超1.0kw以下

125cc超250cc以下
250cc超

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
2,400円
5,900円
3,600円
6,000円

4,600円
1万2,900円
8,200円
6,000円
4,500円

3,900円
1万800円
6,900円
5,000円
3,800円

3,100円
7,200円
5,500円
4,000円
3,000円

自家用
営業用
自家用
営業用

乗用

貨物

原動機付自転車

車　　　　　　　種 税率（年税額）

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

農耕作業用
その他（特殊作業用）小型特殊自動車

三輪（660cc以下）
軽
自
動
車

四輪
以上
（660cc
以下）

車　　種
税率（年税額）

①平成27年3月31日以前に最初
　の新規検査を受けた車両

②平成27年4月1日以降に最初
　の新規検査を受けた車両

③最初の新規検査から
　13年経過した車両

※平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両（①）は、③に該当するまでは税率(年税額)を据え置きます。
※最初の新規検査から13年を経過した車両について、税率(年税額)を引き上げます（グリーン化の観点から改正するため、
　電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引自動車を除く）。 
※最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。 

※乗用車および貨物車については、窒素酸化物などの排出量が平成30年排出ガス基準値より50％以上、または平成17年
　排出ガス基準値より75％以上少ないものであることが条件です。
※令和3年度分の軽自動車税（種別割）のみ適用となります。軽減にあたり手続きは必要ありません。

令和3年度軽自動車税(種別割）の納税通知書は、5月7日㈮に発送予定です。

平成30年排出ガス規制に適合、または平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
令和2年度燃費基準値より30％以上燃費性能が良いもの
　　　　　　〃　　　　　10％以上　　　　　　　〃
平成27年度燃費基準値より35％以上燃費性能が良いもの
　　　　　　〃　　　　　　15％以上　　　　　　　〃

おおむね75％

おおむね50％
おおむね25％
おおむね50％
おおむね25％

電気・天然ガス
軽自動車
乗用車

（ガソリン車）
貨物車

（ガソリン車）

条　件車　種 軽減率

軽自動車税（種別割）の税率（年税額）をお知らせします

三輪・四輪以上の軽自動車
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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。
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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▶

㈬

㈫

㈪

㈪
㈪

㈪

㈪

㈪
㈮
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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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告
広
料
有

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

告
広
料
有

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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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
広
料
有

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有

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
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　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

212021・3・5

　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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広 報すずか 　2 0 2 1 年３月 5 日 号
　私が子どものころ、住んでいた町では、毎年3月
に「送る会」をしていました。「送る会」とは、町内の
小学生が公民館に集まって小学6年生の卒業をお
祝いし、みんなでケーキやビンゴゲームを楽しむ会
です。他にも町内行事が多く、楽しい時間を過ごし
たのを覚えています。皆さんの地域では、どんな行
事がありますか。
　今回の特集は「地域づくり」。コロナ禍での活動

やつながりを大切にしている活動を紹介しました。
「わらペン」の取材中、深伊沢地域の皆さんは
「つま先を作るのが難しかったんやに」や「ここか
ら撮影するとベストショットや」などとお話しされ、
わらペンへの愛をひしひしと感じました。地域の
皆さんが自ら立ち上がり、協力してできたものだ
からこそのこの思い。地域づくりで、このような思
いがたくさん生まれることを願っています。（恵）
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　鈴鹿モータースポーツ友の会では、新型コロナウイル
ス感染症の影響で、2020年度のいくつかの事業を中
止せざるを得ませんでした。そんな中でも、会員の皆さ
んに少しでもモータースポーツの魅力を味わっていただ
くため、さまざまな取り組みを企画しました。
　例えば、鈴鹿サーキットで行われた「クラブマンレー
ス（4輪）」および「サンデーロードレース（2輪）」の無料
観戦とコントロールタワー見学やバス走行をセットにし

たイベント、マイカーでの鈴鹿サーキット国際レーシン
グコース体験走行（2周）などです。これらのイベント
により、会員の皆さんにモータースポーツと触れ合っ
ていただきました。
　まだまだ厳しい状況は続くと思われますが、本会
では「モータースポーツのまち・鈴鹿」ならではの楽し
さと感動をお伝えしていきたいと考えています。
　現在、本会の2021年度会員（2022年2月末日まで
有効）の募集を行って
います。皆さんの加入
をお待ちしています。
詳しくは「鈴鹿モーター
スポーツ友の会」で検
索してください。

スマートフォン用
広報すずか

快適空間
憩える
学べる

鈴鹿モータースポーツ友の会
仲間に加わりませんか？ 

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局）

▲鈴鹿サーキット・マイカー体験走行 

やよい

図書館の魅力 『ひかるさくら』 

『満開！さくら日和』
 　薬売りの彦一は、山中で
出会った病人たちに、持っ
ていた薬をみんな分け与え
てやった。山道で夜を明か
すことにした彦一は、闇の中
に、ぼうっとひかる、さくらの
木を見つけて…。

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただける
憩いの場「図書館」。その魅力についてお伝えして
いきます。3月のテーマコーナー『満開！さくら日
和』では、3月27日の「さくらの日」にちなみ、桜の
本を紹介しています（4月5日（月）まで）。

　満開に咲き誇る桜
は、春を彩る風物詩と
して、私たちを楽しま
せてくれます。この機
会に、桜の本を通して、
一足先にお花見気分
を味わいましょう。

（帚木蓬生／作　小泉るみ子／絵　岩崎書店）

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

『さくら研究ノート』

　日本でいちばん植え
られているさくら、ソメイ
ヨシノについてイラストで
わかりやすく解説。桜の
木の1年を追って、桜の
花、芽、葉や実の秘密、
冬の間の木のようすな
どを紹介する。

（近田文弘／著　大野八生／絵　偕成社）

ははきぎ　ほうせい




