
表紙写真
2017 年からスタートした市役所で行う「届け出挙式」で
は、11 組もの夫婦が参加しています。市民の皆さんから
常に選ばれる都市として、輝き続けるため、施政方針の下、
市政をさらに前進させていきます。
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施政方針
「鈴鹿市総合計画 2023
後期基本計画」がスタート

　令和 2年度がスタートしまし
た。今回の特集では、「鈴鹿市総
合計画 2023　後期基本計画」に
掲げた 5つの「将来都市像を支
えるまちづくりの柱」と「自治体
経営の柱」に沿って、市政運営の
基本方針について紹介します。

現在、日本社会は本格的な人
口減少の局面に突入してお

り、全国各地で地方創生が声高に
叫ばれる中、ＡＩ（人工知能）や５
Ｇ（次世代無線通信システム）、自
動運転などの未来技術を活用した
超スマート社会の形成や、まちづ
くりの担い手としても期待される
関係人口の創出、ＳＤＧｓ（持続可
能な開発目標）など、新たなキー
ワードも唱えられております。
　このような方向性も積極的に取
り入れつつ、未来においても市民
の皆さまから常に選ばれる都市と
して、輝き続けるために市政を前
進させてまいります。
　いよいよ 4月からは、鈴鹿市
総合計画 2023 後期基本計画がス
タートしました。総合計画の着実
な推進を図るとともに、本市の未
来デザインを思い描きながら、令
和という新たな時代の環境づくり
を進めてまいります。

「大切な命と暮らしを
守るまち すずか」

「大切な命と暮らしを
守るまち すずか」

◆大規模自然災害や国際的な危機
管理事案などから 20万人市民
の皆さまを守るために、自助・
共助・公助の連携による防災・
減災力の強化を図るとともに、
本市の危機管理能力を一層強化
してまいります。
◆複雑化・多様化する消防・救急
需要に対応するため、引き続き
消防職員や消防団員の災害対応
能力の向上を図るほか、高規格
救急車や消防施設の計画的な整
備を進めてまいります。

◆交通安全教室や街頭啓発をはじ
めとした教育・啓発活動を推進
するとともに、高齢運転者の交
通事故防止、安全な交通環境の
整備に向けた危険箇所点検の実
施、危険な交差点における防護
柵の設置、区画線などの適正管
理を推進することで、交通事故
発生件数の減少を図ってまいり
ます。
◆犯罪に対する市民の皆さまの不
安解消に向け、関係機関と連携
し、街頭啓発活動などを実施す
るとともに、駅周辺の自転車駐
車場への防犯カメラの設置を、
今後も計画的に推進してまいり
ます。

【主な事業】
○緊急避難場所整備
　民間施設の津波避難ビル指定の
増加を図るため、津波避難ビル
の指定基準に合致する整備工事
費の一部を補助
○交通安全施設整備事業
　通学路に指定されている信号交
差点における安全対策の実施

「子どもの未来を創り 豊か
な文化を育むまち すずか」
「子どもの未来を創り 豊か
な文化を育むまち すずか」
◆市内の公立保育所の拠点施設と
なる西条保育所が開所いたしま
したので、病後児保育や一時預
かり保育などの特別保育事業の
実施や、さらなる保育サービス
の充実を図るため、土曜日の一
日保育事業をスタートいたしま
す。
◆公立・私立保育所、私立認定こ
ども園の保育料算定時の多子計
算に係る年齢制限を撤廃し、多
子世帯における保育料の負担軽
減を図ってまいります。
◆より質の高い授業を行う環境を
整えるため、学習用ＩＣＴ機器
を積極的に活用し、子どもたち
が分かりやすく、一人一人の能
力や特性に応じた学びが実現す
るよう取り組んでまいります。
◆子どもたちが安全で、安心して
学ぶことができる教育環境を充
実させるため、公立小・中学校
のトイレの洋式化・乾式化に順
次取り組んでまいます。
◆2021 年度の「三重とこわか国
体・三重とこわか大会」の開催
に向け、準備体制の構築と機運
の醸成を図ってまいります。

【主な事業】
○途切れのない支援事業
　発達に課題のある児童を早期に
発見し、充実した相談、支援業
務を継続して実施
○教育施設環境整備／学校トイレ
洋式化整備
　公立小学校トイレの洋式化およ
び乾式化に係る改修工事

「みんなが輝き 健康で笑顔
があふれるまち すずか」
「みんなが輝き 健康で笑顔
があふれるまち すずか」
◆高齢者の皆さまを支える仕組み
として、医療と介護の連携や、
地域での住民同士の支え合い活
動が広がるよう支援しながら、
地域包括ケアシステムの体制整
備を引き続き進めてまいります。
◆障がい者の皆さまを取り巻く地
域課題に対して、関係機関がよ
り連携して円滑な対応ができる
よう、相談支援センターのコー
ディネート機能を向上させるた
め、鈴鹿市障害者相談支援セン
ター「あい」にある基幹相談支
援センターとしての機能を強化
し、障がい者の方の自立に向け
た日常生活支援に一層取り組ん
でまいります。

◆医療体制の充実や市民の皆さま
の健康増進に向けて、一次・二
次救急医療機関との効率的な連
携を図るとともに、関係機関と
連携し、安定した医療サービス
の確保を図ってまいります。
◆妊婦期から子育て期までの途切
れのない支援を提供するため、
妊娠から出産、乳幼児期におけ
る子育てまでの包括的な支援を
積極的に進めることで、子ども
を安心して産み育てる環境を整
えてまいります。

【主な事業】
○地域支援事業／介護予防・日常
生活支援総合事業
　フレイル予防など高齢者の介護
予防に向けた取り組みの充実
○妊娠出産包括支援事業
　里帰り出産などによる産婦健康
診査の県外受診を助成対象とし
て追加



「自然と共生し 快適な生活
環境をつくるまち すずか」
「自然と共生し 快適な生活
環境をつくるまち すずか」

◆食品ロスゼロチャレンジモニ
ターなど、市民の皆さまの食品
ロス削減に対する関心を高める
ための取り組みなどを積極的に
行うことにより、ごみの排出量
抑制を図ってまいります。
◆優先度が高い道路を選定して効
率的な整備を進めるとともに、
市民の皆さまの生活に密着した
道路の計画的な維持・管理を行
うことで、地域内外への移動の
円滑化を図ってまいります。

◆新たに地域公共交通網形成計画
の策定に着手し、本市にふさわ
しい公共交通ネットワークの構
築を図るための調査、検討を進
めてまいります。
◆浸水被害が発生している地域の
被害軽減に向け、河川や排水路、
排水機場などを計画的に改修し
てまいります。
◆地震などの非常時における水道
水の安定供給につなげるため
に、重要性の高い基幹管路など
の耐震化に取り組みます。

【主な事業】
○食品ロス削減推進事業
　食品ロス削減の意識拡大のため
の各種啓発事業を実施
○バリアフリー化整備事業
　近鉄平田町駅構内の多機能トイ
レの新設や構内点字ブロックの
整備などのバリアフリー化

「活力ある産業が育ち 
にぎわいと交流が
生まれるまち すずか」

「活力ある産業が育ち 
にぎわいと交流が
生まれるまち すずか」

◆新名神高速道路にアクセスしや
すい交通利便性など、京阪神地
区に対する優位性などを積極的
にアピールするため、プロモー
ションも兼ねたイベントを展開
するほか、奨励金制度などを活
用して、市外からの優良企業の
誘致を図り、雇用拡大につなげ
てまいります。
◆認定農業者や新規就農者への支
援措置を集中化・重点化するこ
とで、担い手の確保や経営基盤
の強化といった課題に対応して
まいります。

◆伊勢型紙や鈴鹿墨といった伝統
産業や観光資源、食などの認知
度向上と販路拡大に向けて、首
都圏や関西圏のホテルにおいて
飲食事業者などに対して効果的
なＰＲ活動を行うための地域資
源コンシェルジュ事業を進めて
まいります。
◆引き続きモータースポーツフェ
スティバルを開催し、関係者と
の連携により公道パレードなど
本市独自の取り組みを進めま
す。

【主な事業】
○企業立地推進事業 /企業誘致
　新規工業団地への企業誘致を目
的としたアンケートおよび交流
会の実施
○鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地
区画整理事業費補助
　土地区画整理事業内で整備され
た公共施設（道路、水路、調整
池、公園など）について、整備
にかかる必要経費の一部を助成

「市民力、行政力の
向上のために」

「市民力、行政力の
向上のために」

◆複雑化・多様化している人権課
題の解決に向けて、学校、家庭、
地域社会などと連携した啓発活
動を行い、より一層若い世代へ
の啓発活動を推進し、市民全体
の人権尊重意識の向上を図って
まいります。
◆外国人市民の方々が地域で生活
する上で、日本語習得をはじめ
とする生活支援のための相談業
務などの取り組みがさまざまな
分野において進展するよう、関
係機関と連携した取り組みを推
進してまいります。
◆地域づくり協議会の皆さまとの
対話を継続的に行い、市民の皆
さまが地域に愛着を持ち、地域
の絆を深めながら互いに支え合
い、将来にわたって安心して暮
らし続けることができるよう、
住民主体の地域づくりをさらに
進めてまいります。

◆市職員の行政経営に対する意識
を一層高めるとともに、業務へ
の姿勢や地域とのコミュニケー
ション力・企画力・情報収集能
力などの政策形成能力のさらる
改善に取り組み、成果重視の行
政経営を推進してまいります。
◆ＩＣＴ技術の活用による業務の
効率化を進めるため、ＲＰＡ（ロ
ボティクス・プロセス・オート
メーション）導入に向けた効果、
検証を行うとともに、職員が健
康な状態で働くことができ、仕
事と生活のバランスをとること
ができる職場環境づくりをはじ
めとした、働き方改革を進めて
まいります。
◆各施設の長寿命化やバリアフ
リー化などの整備について、公
共施設マネジメントの観点から
計画的に進めていくとともに、
鈴鹿市文化会館の長寿命化改修
事業においては、ＰＦＩ事業の
導入可能性検討調査を行い、民
間活力の導入といった効果的な
手法を検討してまいります。

【主な事業】
○地域づくり推進事業
　各地域づくり協議会に対する地
域づくり一括交付金の交付
○ＲＰＡ導入効果検証事業
　市役所の事務におけるＲＰＡな
どの導入に向けた効果の検証を
実施

　本年度は、総合計画 2023 の
後半に入る年であり、基本構想
でめざしている、本市を愛し、
住み続けたいと思っていただけ
る市民の皆さまの期待に一層応
えていかなければならない節目
の一年であります。
　鈴鹿市総合計画 2023 の後期
基本計画や第 2期鈴鹿市まち・
ひと・しごと創生総合戦略に加
え、それぞれの分野での個別計
画もスタートいたします。
　基本構想では、市民力と行政
力の向上により将来都市像の実
現をめざすこととしています。
　このため、地域づくり協議会
の皆さまとも積極的に連携を図
りながら、効率的な行政経営を
行ってまいります。
　これまで進めてきた取り組み
をしっかりと踏まえながら、引
き続き本市が未来に向かって持
続的に発展できるよう、常にチャ
レンジしながら、後期基本計画
をはじめとした各計画における
それぞれの施策を確実に推進し
てまいります。
　将来都市像の実現に向け、皆
さまのご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

※この施政方針は概要です。全文は

市ホームページ（ 市長のページ ＞ 

施政方針 ）　(　http://www.city. 

suzuka.lg.jp/mayor/houshin/in

dex.html) でご覧いただけます。



※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。次回の募集は6月5日号掲載分です

とき／例会：第4土曜日、教室：
第3水曜日13時～16時45分　
ところ／白子コミュニティセン
ター(江島本町13-37)　内容／
課題吟と自由吟　参加料／例
会・教室とも500円　申込み／
不要　※初心者も大歓迎です。

毎日の生活や学校での困り
事などについて、知恵を出し
あったり情報交換をしましょ
う。発達が気になる子の家族
や支援者の方など、幅広い仲
間を募集しています。詳しく
は「みりみりはてな」で検索し
てください。

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
のオリジナルのゴスペルで愛を
テーマに歌っています。　参加
料／年200円　※キーボード
などの楽器が弾ける方を歓迎
します。

とき／毎週金曜日9時30分～
11時30分　ところ／ふれあ
いセンターふれあいホール
(南玉垣町6600)　内容／声
を合わせて一緒に歌いましょ
う。　※いつでも見学にお越
しください。

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。　※気軽にお
電話ください。

とき／4月19日㈰9時～12時　
ところ／青少年の森運動場　
内容／2本のポールを使った
軽スポーツです。仲間たちと郊
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。
詳しくはホームページまたは
電話で

とき／4月18日㈯12時30分
(開場12時)　ところ／県文化
会館小ホール(津市一身田上
津部田1234)　内容／ハーモ
ニカの音色による童謡・唱
歌・歌謡曲・アンサンブルな
どをお楽しみください。　入
場料／無料

対象／65歳以上　とき／4月
15日㈬10時から　ところ／
河川防災センター（庄野町
981-1）　内容／健康体操　
申込み／氏名、電話番号を電
話で（出れない場合は折り返
し連絡します）

対象／どなたでも　とき・と
ころ／火・木曜日19時～21
時：鈴鹿高専内柔道場、土曜
日9時～12時神戸高校または
鈴鹿市武道館　※元気に楽
しく強くなりましょう。詳しく
は電話またはホームページで

とき／4月18日㈯13時30分～16
時　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション(阿古曽町14-28)　内
容／講座「在宅医療はここまでや
れる」　講師／平山将司さん(どん
ぐり診療所院長　医師)　参加
料／500円　申込み／4月8日㈬
までに電話で　※識者4人との
トークセッションも行います。

対象／中学生以上　とき／4
月25日㈯9時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴
鹿多目的広場　参加料／
500円　申込み／4月24日㈮
までに、電話または電子メー
ルで　※随時会員を募集中
です。練習は毎週土曜日午前
中に行います。

とき／4月21日㈫13時30分～16
時　ところ／武道館(江島台
2-6-1)　内容／スマホで活動範
囲を広げることで、認知症を予
防し、健康寿命を延ばします。
　講師／平山実さん(スマホ講師)
　定員／40人（先着順）　参加
料／無料　申込み／電話で

対象／一般　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
に集合)　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

とき／4月24日㈮～26日㈰10
時～17時(最終日は16時ま
で)　ところ／スズカ画廊(飯
野寺家840)　内容／水墨画
をはじめとする絵画の作品展

とき／5月31日㈰12時から　
ところ／文化会館けやきホール
(飯野寺家町810)　内容／バ
ンド演奏やフラダンスなど　
入場料／500円　申込み／当
日11時からホール入口で当日
券を販売します。

対象／小学生以上　とき／5月31日
㈰9時15分から、11時から、13時
30分から、各回15分前集合(雨天
時は6月7日㈰に延期)　ところ／
すずかの里山(徳居町46付近)　
参加料／大人2,500円、小・中学
生2,000円　定員／各回6人(先
着順)　申込み／5月17日㈰まで
に電子メールで

対象／小学生以上　とき／4月8
日㈬、15日㈬、22日㈬19時～20
時　ところ／武道館第2道場　
内容／日本の伝統武道なぎな
たを体験してみましょう。　参
加料／無料　申込み／電話で
（当日参加可）　※老若男女大
歓迎です。

鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

あおと

みりみり
　mili.mili.suzuka@gmail.com 旭が丘サークル　 386-5399 林あつ子　 383-6627 山原　　 372-0933　 　　　　　　090-2689-6957
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2020・4・56

※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。次回の募集は6月5日号掲載分です

とき／例会：第4土曜日、教室：
第3水曜日13時～16時45分　
ところ／白子コミュニティセン
ター(江島本町13-37)　内容／
課題吟と自由吟　参加料／例
会・教室とも500円　申込み／
不要　※初心者も大歓迎です。

毎日の生活や学校での困り
事などについて、知恵を出し
あったり情報交換をしましょ
う。発達が気になる子の家族
や支援者の方など、幅広い仲
間を募集しています。詳しく
は「みりみりはてな」で検索し
てください。

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
のオリジナルのゴスペルで愛を
テーマに歌っています。　参加
料／年200円　※キーボード
などの楽器が弾ける方を歓迎
します。

とき／毎週金曜日9時30分～
11時30分　ところ／ふれあ
いセンターふれあいホール
(南玉垣町6600)　内容／声
を合わせて一緒に歌いましょ
う。　※いつでも見学にお越
しください。

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。　※気軽にお
電話ください。

とき／4月19日㈰9時～12時　
ところ／青少年の森運動場　
内容／2本のポールを使った
軽スポーツです。仲間たちと郊
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。
詳しくはホームページまたは
電話で

とき／4月18日㈯12時30分
(開場12時)　ところ／県文化
会館小ホール(津市一身田上
津部田1234)　内容／ハーモ
ニカの音色による童謡・唱
歌・歌謡曲・アンサンブルな
どをお楽しみください。　入
場料／無料

対象／65歳以上　とき／4月
15日㈬10時から　ところ／
河川防災センター（庄野町
981-1）　内容／健康体操　
申込み／氏名、電話番号を電
話で（出れない場合は折り返
し連絡します）

対象／どなたでも　とき・と
ころ／火・木曜日19時～21
時：鈴鹿高専内柔道場、土曜
日9時～12時神戸高校または
鈴鹿市武道館　※元気に楽
しく強くなりましょう。詳しく
は電話またはホームページで

とき／4月18日㈯13時30分～16
時　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション(阿古曽町14-28)　内
容／講座「在宅医療はここまでや
れる」　講師／平山将司さん(どん
ぐり診療所院長　医師)　参加
料／500円　申込み／4月8日㈬
までに電話で　※識者4人との
トークセッションも行います。

対象／中学生以上　とき／4
月25日㈯9時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴
鹿多目的広場　参加料／
500円　申込み／4月24日㈮
までに、電話または電子メー
ルで　※随時会員を募集中
です。練習は毎週土曜日午前
中に行います。

とき／4月21日㈫13時30分～16
時　ところ／武道館(江島台
2-6-1)　内容／スマホで活動範
囲を広げることで、認知症を予
防し、健康寿命を延ばします。
　講師／平山実さん(スマホ講師)
　定員／40人（先着順）　参加
料／無料　申込み／電話で

対象／一般　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
に集合)　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

とき／4月24日㈮～26日㈰10
時～17時(最終日は16時ま
で)　ところ／スズカ画廊(飯
野寺家840)　内容／水墨画
をはじめとする絵画の作品展

とき／5月31日㈰12時から　
ところ／文化会館けやきホール
(飯野寺家町810)　内容／バ
ンド演奏やフラダンスなど　
入場料／500円　申込み／当
日11時からホール入口で当日
券を販売します。

対象／小学生以上　とき／5月31日
㈰9時15分から、11時から、13時
30分から、各回15分前集合(雨天
時は6月7日㈰に延期)　ところ／
すずかの里山(徳居町46付近)　
参加料／大人2,500円、小・中学
生2,000円　定員／各回6人(先
着順)　申込み／5月17日㈰まで
に電子メールで

対象／小学生以上　とき／4月8
日㈬、15日㈬、22日㈬19時～20
時　ところ／武道館第2道場　
内容／日本の伝統武道なぎな
たを体験してみましょう。　参
加料／無料　申込み／電話で
（当日参加可）　※老若男女大
歓迎です。
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※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。次回の募集は6月5日号掲載分です

とき／例会：第4土曜日、教室：
第3水曜日13時～16時45分　
ところ／白子コミュニティセン
ター(江島本町13-37)　内容／
課題吟と自由吟　参加料／例
会・教室とも500円　申込み／
不要　※初心者も大歓迎です。

毎日の生活や学校での困り
事などについて、知恵を出し
あったり情報交換をしましょ
う。発達が気になる子の家族
や支援者の方など、幅広い仲
間を募集しています。詳しく
は「みりみりはてな」で検索し
てください。

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
のオリジナルのゴスペルで愛を
テーマに歌っています。　参加
料／年200円　※キーボード
などの楽器が弾ける方を歓迎
します。

とき／毎週金曜日9時30分～
11時30分　ところ／ふれあ
いセンターふれあいホール
(南玉垣町6600)　内容／声
を合わせて一緒に歌いましょ
う。　※いつでも見学にお越
しください。

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。　※気軽にお
電話ください。

とき／4月19日㈰9時～12時　
ところ／青少年の森運動場　
内容／2本のポールを使った
軽スポーツです。仲間たちと郊
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。
詳しくはホームページまたは
電話で

とき／4月18日㈯12時30分
(開場12時)　ところ／県文化
会館小ホール(津市一身田上
津部田1234)　内容／ハーモ
ニカの音色による童謡・唱
歌・歌謡曲・アンサンブルな
どをお楽しみください。　入
場料／無料

対象／65歳以上　とき／4月
15日㈬10時から　ところ／
河川防災センター（庄野町
981-1）　内容／健康体操　
申込み／氏名、電話番号を電
話で（出れない場合は折り返
し連絡します）

対象／どなたでも　とき・と
ころ／火・木曜日19時～21
時：鈴鹿高専内柔道場、土曜
日9時～12時神戸高校または
鈴鹿市武道館　※元気に楽
しく強くなりましょう。詳しく
は電話またはホームページで

とき／4月18日㈯13時30分～16
時　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション(阿古曽町14-28)　内
容／講座「在宅医療はここまでや
れる」　講師／平山将司さん(どん
ぐり診療所院長　医師)　参加
料／500円　申込み／4月8日㈬
までに電話で　※識者4人との
トークセッションも行います。

対象／中学生以上　とき／4
月25日㈯9時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴
鹿多目的広場　参加料／
500円　申込み／4月24日㈮
までに、電話または電子メー
ルで　※随時会員を募集中
です。練習は毎週土曜日午前
中に行います。

とき／4月21日㈫13時30分～16
時　ところ／武道館(江島台
2-6-1)　内容／スマホで活動範
囲を広げることで、認知症を予
防し、健康寿命を延ばします。
　講師／平山実さん(スマホ講師)
　定員／40人（先着順）　参加
料／無料　申込み／電話で

対象／一般　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
に集合)　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

とき／4月24日㈮～26日㈰10
時～17時(最終日は16時ま
で)　ところ／スズカ画廊(飯
野寺家840)　内容／水墨画
をはじめとする絵画の作品展

とき／5月31日㈰12時から　
ところ／文化会館けやきホール
(飯野寺家町810)　内容／バ
ンド演奏やフラダンスなど　
入場料／500円　申込み／当
日11時からホール入口で当日
券を販売します。

対象／小学生以上　とき／5月31日
㈰9時15分から、11時から、13時
30分から、各回15分前集合(雨天
時は6月7日㈰に延期)　ところ／
すずかの里山(徳居町46付近)　
参加料／大人2,500円、小・中学
生2,000円　定員／各回6人(先
着順)　申込み／5月17日㈰まで
に電子メールで

対象／小学生以上　とき／4月8
日㈬、15日㈬、22日㈬19時～20
時　ところ／武道館第2道場　
内容／日本の伝統武道なぎな
たを体験してみましょう。　参
加料／無料　申込み／電話で
（当日参加可）　※老若男女大
歓迎です。
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2020・4・56

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／4月13日㈪～17日㈮8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、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)。

対象／幼児から高校生(親子
も可)　とき／毎月第2土曜日
13時15分から、14時30分か
ら　ところ／文化会館　参加
料／茶菓子代程度　申込み
／電話で（当日参加可）

対象／16歳以上男女　とき
／4月26日㈰10時～12時　
ところ／ホワイト歯科ビル2階
(イオン白子店前)　内容／全
日本剣道連盟の杖道です。　
申込み／電話で（当日参加
可）　※気軽にお越しくださ
い。

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　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　
※詳しくは、電話でお問い合わ
せください。

とき／5月10日㈰10時から　と
ころ／伝統産業会館　内容／寺
家周辺の吟行、三句投句　参加
料／1,000円　問合せ／電話で

対象／パーキンソン病と診断され、
ヤール分類3まで (日常生活を介
助なしで行える程度) の方で、本
人か家族で送迎できる方　とき
／4月19日㈰9時30分～10時30
分　ところ／リフィットプラス(稲
生町5549-2)　内容／進行を緩
やかにするための運動習慣を身
につけます。　参加料／200円

とき／第1・3火曜日19時15分
～20時15分　ところ／千代崎
中学校体育館　内容／バレエ、
ヨガ、フィットネスを取り入れ
た運動を行います。姿勢改善
やダイエットなどに効果的で
す。　参加料／1回500円

とき・ところ／月曜日14時か
ら：鈴鹿ハンター、金曜日14時
30分から：武道館　内容／姿
勢改善やダイエットに効果的
なボクササイズです。　参加
料／1回600円　申込み／17
時以降に電話で　※個人指導
についてはご相談ください。

とき／5月3日㈰9時30分～12
時　ところ／文化会館3階　美
術工芸室　内容／弾き語りラ
イブ、やさしい憲法10分講話、
気ままにティータイムなど　参
加料／無料

対象／本人、家族、関心のある
方どなたでも　とき／4月8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／第1・3・5木曜日18時
45分～20時45分、第2・4土曜
日9時45分～11時45分　と
ころ／三浜文化会館(四日市
市海山道町1-1532-1)、海蔵
地区市民センター(四日市市
大字東阿倉川622-1)　参加
料／月3,000円　※練習を見
学できます。

とき／4月25日㈯13時30分～
15時30分　ところ／文化会
館第1研修室　内容／講演
「遺伝子組み換え食品につい
て」　講師／河田昌東(まさは
る)さん　参加料／無料

絵本をプロジェクターで大き
く映し、マイクで読み聞かせ
る語り手ボランティアを募集
します。ご都合に合わせて、
体験会を開きます。　問合せ
／ショートメールで

対象／どなたでも　とき／5
月10日㈰14時～16時　とこ
ろ／桜の森白子ホーム　内容
／楽しくおしゃべりしながら、
写真立て作りを楽しみましょ
う。　参加料／300円　申込
み／電話で

とき／4月17日㈮10時～11時
(毎月第1木曜日、第3金曜日
の予定)　ところ／神戸コ
ミュニティセンター(神戸
9-24-52)　内容／笑いとヨ
ガの呼吸を合わせた健康法
です。　講師／松葉さゆりさ
ん　参加料／1回300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　内容／俳句の投句・互選・
講評、吟行会、他俳句会との交
流　※随時、入会を受け付け
ています。

対象／どなたでも　とき／4月
20日㈪13時30分～15時30分　
ところ／AGF鈴鹿体育館大会
議室　内容／童謡や唱歌、懐
かしいメロディを一緒に歌いま
しょう。　参加料／500円　申
込み／不要

とき／4月12日㈰13時から　
ところ／男女共同参画セン
ター　内容／日頃のお稽古の
成果を発表します。　入場料
／無料

とき／4月14日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　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。
不安と期待の新年度、一緒に
お話ししましょう。　参加料／
100円

対象／年少～中学生　とき／
毎週火・金曜日19時～21時　
ところ／稲生高校柔道場　
参加料／月1,500円　※稽古
などの詳細は「稲生少年柔道
クラブ」で検索してください。

とき・ところ／4月23日㈭10時
～12時：椿会館(山本町1871)、
5月28日㈭14時から：プリマ
ベーラ(高岡台1-3-2)　内容／
生バンドに合わせて皆さんで
唱歌、童謡、昭和歌謡を歌いま
す。　参加料／1,500円（飲食
代込）　申込み／電話で

磯路会　増井　 080-3281-0562

長岡純一　 090-3568-1332 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 鈴鹿市俳句連盟　山中　384-3928 デイサービスリハビリスタジオリフィットプラス

西澤要　 395-6090

バレトンインストラクターYUU
　balletone.yuu@gmail.com 伴砂織　 080-5298-6403 ピースアクションすずか実行委員会

山本あけみ　 090-1292-5588 下野和子　 370-4620

三重混声合唱団「あんだぁれ70」
平井　 090-9933-2299 　 https://andare70.jp

食の安全を考える会すずか(仮称)
萩森　 090-4269-0965

「お話出てこい」代表
中村　 090-4407-8426 桜の森白子ホーム　 373-4650

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 幹事　小山　 090-4469-2596 みな歌　田辺　 090-1782-3704

坂東伊順　 382-8262 つぅの会　保井　 090-4185-1514 稲生少年柔道教室
　 090-9189-5984

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

鈴鹿こども茶道教室

杖道無料体験 スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

新緑吟行会
参加者募集

パーキンソン
リハビリキャンプ

楽しく脂肪燃焼
バレトンレッスン

優しい
トランポリンボクササイズ 憲法記念日の憲法カフェ 認知症の人と

家族の会のつどい

合唱団員募集
馬場浩子と歌おう

食生活に「知」を
子どもたちに健康を

絵本シアター・語り手
募集

桜の森カフェ
～オリジナル写真立て作り～

笑いのエクササイズ
「笑いヨガ」 泉句会　会員募集 みんなで楽しく

歌いましょう

日本舞踊
坂東流一葉会の発表会

鈴鹿不登校を考える
親の会 柔道教室 うたごえ喫茶
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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／4月13日㈪～17日㈮8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、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)。

対象／幼児から高校生(親子
も可)　とき／毎月第2土曜日
13時15分から、14時30分か
ら　ところ／文化会館　参加
料／茶菓子代程度　申込み
／電話で（当日参加可）

対象／16歳以上男女　とき
／4月26日㈰10時～12時　
ところ／ホワイト歯科ビル2階
(イオン白子店前)　内容／全
日本剣道連盟の杖道です。　
申込み／電話で（当日参加
可）　※気軽にお越しくださ
い。

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　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　
※詳しくは、電話でお問い合わ
せください。

とき／5月10日㈰10時から　と
ころ／伝統産業会館　内容／寺
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料／1,000円　問合せ／電話で
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助なしで行える程度) の方で、本
人か家族で送迎できる方　とき
／4月19日㈰9時30分～10時30
分　ところ／リフィットプラス(稲
生町5549-2)　内容／進行を緩
やかにするための運動習慣を身
につけます。　参加料／200円

とき／第1・3火曜日19時15分
～20時15分　ところ／千代崎
中学校体育館　内容／バレエ、
ヨガ、フィットネスを取り入れ
た運動を行います。姿勢改善
やダイエットなどに効果的で
す。　参加料／1回500円

とき・ところ／月曜日14時か
ら：鈴鹿ハンター、金曜日14時
30分から：武道館　内容／姿
勢改善やダイエットに効果的
なボクササイズです。　参加
料／1回600円　申込み／17
時以降に電話で　※個人指導
についてはご相談ください。

とき／5月3日㈰9時30分～12
時　ところ／文化会館3階　美
術工芸室　内容／弾き語りラ
イブ、やさしい憲法10分講話、
気ままにティータイムなど　参
加料／無料

対象／本人、家族、関心のある
方どなたでも　とき／4月8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／第1・3・5木曜日18時
45分～20時45分、第2・4土曜
日9時45分～11時45分　と
ころ／三浜文化会館(四日市
市海山道町1-1532-1)、海蔵
地区市民センター(四日市市
大字東阿倉川622-1)　参加
料／月3,000円　※練習を見
学できます。

とき／4月25日㈯13時30分～
15時30分　ところ／文化会
館第1研修室　内容／講演
「遺伝子組み換え食品につい
て」　講師／河田昌東(まさは
る)さん　参加料／無料

絵本をプロジェクターで大き
く映し、マイクで読み聞かせ
る語り手ボランティアを募集
します。ご都合に合わせて、
体験会を開きます。　問合せ
／ショートメールで

対象／どなたでも　とき／5
月10日㈰14時～16時　とこ
ろ／桜の森白子ホーム　内容
／楽しくおしゃべりしながら、
写真立て作りを楽しみましょ
う。　参加料／300円　申込
み／電話で
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の予定)　ところ／神戸コ
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9-24-52)　内容／笑いとヨ
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流　※随時、入会を受け付け
ています。
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20日㈪13時30分～15時30分　
ところ／AGF鈴鹿体育館大会
議室　内容／童謡や唱歌、懐
かしいメロディを一緒に歌いま
しょう。　参加料／500円　申
込み／不要

とき／4月12日㈰13時から　
ところ／男女共同参画セン
ター　内容／日頃のお稽古の
成果を発表します。　入場料
／無料

とき／4月14日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　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。
不安と期待の新年度、一緒に
お話ししましょう。　参加料／
100円

対象／年少～中学生　とき／
毎週火・金曜日19時～21時　
ところ／稲生高校柔道場　
参加料／月1,500円　※稽古
などの詳細は「稲生少年柔道
クラブ」で検索してください。

とき・ところ／4月23日㈭10時
～12時：椿会館(山本町1871)、
5月28日㈭14時から：プリマ
ベーラ(高岡台1-3-2)　内容／
生バンドに合わせて皆さんで
唱歌、童謡、昭和歌謡を歌いま
す。　参加料／1,500円（飲食
代込）　申込み／電話で
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次回の募集は  6月 5日号掲載分です

※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。

●原稿規格／タイトル 15文字程度・

本文 80文字程度

●申込み／  4月13日㈪～17日㈮ 8時

30分から直接情報政策課 (本館 5

階 )へ

●注意事項／電話・ファクス・郵送・

電子メールでの申し込みや営業、

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 )。



Machikado Shot

コース最速タイムに挑む！？
鈴鹿シティマラソン

元気な

すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

M a c h i k a d o  S h o t

4月22 日㈮

このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは

二次元コードからアクセスしてください。動画

いざというときのために　山岳合同訓練

2016・6・5106

　入道ヶ岳および椿岩周辺で登山コースの確認・点

検と救助訓練が行われました。昭和61年6月に遭難

死亡事故が発生したのを機に、毎年春と秋に行って

います。参加したのは鈴鹿市職員山岳救助隊、鈴鹿

警察署、鈴鹿市中央

消防署、鈴鹿市山岳

協会、鈴鹿市観光協

会の皆さん50人です。

救助訓練で急斜面で

の降下訓練や、担架を

使っ

ての引き上げ訓練

などを行いま

した。

4

月

24
日㈰国境を越えてつながる絆　わいわい春まつり

　世界各国の文化を楽しめるわいわい春まつりが鈴鹿ハ

ンターと弁天山公園で行われました。民族衣装の試着体

験や、外国の料理、民芸品が用意されました。ステージで

はサンバやボサノバ、和太鼓演奏、合唱などが披露され、

フィナーレはみんなでつながってダンスを踊り、国際交流

を楽みました。

同訓練

検

死

い

動画

12 月 15 日㈰
　鈴鹿サーキット国
際レーシングコース
で第 22回鈴鹿シティ
マラソンが開催され、
全国から 6,616 人も
のランナーの皆さん
が参加しました。記

録を狙って縁石ギリギリを攻め
るランナーやコスチュームで注
目を集めようとするランナーな
ど、思い思いにアップダウンの
きつい難コースに挑んでいまし
た。

訓練の成果をご覧あれ
鈴鹿市消防出初式
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フィナーレはみんなでつながってダンスを踊り、国際交流

を楽みました。
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検

死

い

動画

1 月 5 日㈰

　鈴鹿サーキットで鈴鹿市消防出
初式が行われ 3,500 人もの皆さ
んが式典や訓練などを見守りまし
た。
　日頃の訓練の成果を披露した大
規模災害対応団員（ライドエイド
）によるパフォーマンスや消防隊
員による救助訓練、消防団の一斉
放水では、観客席からひときわ大
きな拍手が沸き起こっていました。

令和でNEW START ！
鈴鹿市成人式
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二次元コードからアクセスしてください。動画

いざというときのために　山岳合同訓練

2016・6・5106

　入道ヶ岳および椿岩周辺で登山コースの確認・点

検と救助訓練が行われました。昭和61年6月に遭難

死亡事故が発生したのを機に、毎年春と秋に行って

います。参加したのは鈴鹿市職員山岳救助隊、鈴鹿

警察署、鈴鹿市中央

消防署、鈴鹿市山岳

協会、鈴鹿市観光協

会の皆さん50人です。

救助訓練で急斜面で

の降下訓練や、担架を

使っ

ての引き上げ訓練

などを行いま

した。

4

月

24
日㈰国境を越えてつながる絆　わいわい春まつり

　世界各国の文化を楽しめるわいわい春まつりが鈴鹿ハ

ンターと弁天山公園で行われました。民族衣装の試着体

験や、外国の料理、民芸品が用意されました。ステージで

はサンバやボサノバ、和太鼓演奏、合唱などが披露され、

フィナーレはみんなでつながってダンスを踊り、国際交流

を楽みました。

同訓練

検

死

い

動画

１月 12 日㈰

　令和最初の成人式が市民会館で
行われ、参加した 1,148 人の新
成人の皆さんの門出を祝いました。
　「NEW START ～自由と希望～」
がテーマの成人式では、式典のほ
か鈴鹿太鼓による演奏や恩師から
のビデオレターの放映が行われ、
ビデオレターでは「懐かしい」な
どの声があがっていました。
　会場では色とりどりの振袖やス
ーツ、袴姿の皆さんが旧友と再会
し、談笑や写真撮影などをして、
喜び合っていました。
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鈴鹿市総合計画 2023 後期基本計画

鈴鹿市総合計画 2023 の

後期基本計画が

スタートしました

総合政策課　382-9038　382-9040
sogoseisaku＠city.suzuka.lg.jp

　4 月から始まった後期基本計画の
概要について紹介します。

鈴鹿市総合計画 2023 って？

　鈴鹿市総合計画 2023 は、まち
づくりの基本原則を定めた「鈴鹿
市まちづくり基本条例」の理念を
実現するために、2016 年から 2
023 年までの 8年間における将
来のまちづくりの方向性や具体的
な手法を明らかにした総合的な計
画です。

　鈴鹿市総合計画 2023 では、8
年間で実現を目指す将来都市像を
「みんなで創り 育み 成長し みん
なに愛され選ばれるまち すずか」
としています。
　また、将来都市像の達成度は、
「鈴鹿市に住み続けたいと思う市
民の割合」とし、毎年度、無作為
抽出方式で市民の皆さんへアンケ
ート調査を行っています。

鈴鹿市に住み続けたいと
思う市民の割合

【目標】90.0％（2023 年度）

【現状】87.3％（2019 年度）

スタートした後期基本計画

　後期基本計画では、将来想定さ
れるさまざまな政策課題に対して
適切に対応でき、市民の皆さんが
安心して暮らせる社会を実現する
ために、それぞれの分野における
施策および単位施策を進めていき
ます。
　また、市の成長・発展に向けて
、地域総ぐるみで取り組む必要が
あるため、地域計画に基づく地域
づくり協議会の取り組みと行政の
施策や単位施策とを相互に共有・
連携するなど、市民の皆さんと協
働のまちづくりを推進することで
、基本構想の実現を目指します。

「地域計画」：地域づくり協議会が
策定する計画のこと。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
針とするもの。

鈴鹿市総合計画 2023 の
詳細については、鈴鹿市ホー
ムページで公表しています。

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikaku/newplan/index.html
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西条保育所移転

4 月 1 日から

新西条保育所がオープン

病後児保育・一時預かり

保育が始まりました

子ども育成課　382-7606 　382-9054

kodomoikusei＠city.suzuka.lg.jp

　新築移転した西条保育所が開所し
ました。市内の公立保育所の拠点施
設として、新たに病後児保育や一時
預かり保育を行い、保育サービスの
充実を図ります。

病後児保育って？
　病後児保育とは、子どもが病気や
ケガの回復期にあり、保護者が仕事
などで家庭での保育が困難な場合
に、預けることができる保育サービ
スです。

対　象　以下のすべてに該当する
子ども
 ・市内在住の生後 6カ月～小学
6年生
 ・病気の回復期であること
 ・保護者の仕事や疾病などによ
り、家庭での保育が困難である
こと
 ・医師から病後児保育の利用に
ついて承認を得ていること
病気の範囲
 ・日常かかる病気（風邪、感染
性胃腸炎など）の回復期であり、
急性期は経過したものの、集団
保育が困難な場合
 ・感染症（おたふくかぜ、水ぼ
うそうなど）の回復期であり、
他児への感染期を経過している
場合
 ・ 慢性疾患（気管支喘息など）で、
発作などが治まり、症状が安定
している場合
 ・ 外科的疾患（骨折、やけどなど）
で症状が固定している場合
 ・その他、医師が利用可能と判
断した病気
と　き　月～金曜日　8時～ 17
時 30分　

※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

期　間　原則、連続 7日間 ( 閉所
日を含む）まで

※ただし、医師の判断により必要と

認められる場合には、7 日間を超

えて延長することができます。

料　金　2,000 円（食事代込）/
日　

※生活保護世帯は無料です。

定　員　原則、1日 6人まで
※お子さんの状態により、異なる場

合があります。

申込み　事前に登録の上、利用日
前日の 17時 30分までに電話
予約をし、その後、かかりつけ
医を受診して「医師連絡票」を
作成してもらってください。

※お子さんの状態を確認した上で、

当日受け入れを行います。

一時預かり保育って？
　一時預かり保育とは、保護者が仕
事などで一時的に家庭での保育が困
難な場合に、預けることができる保
育サービスです。

対　象　生後 6カ月～小学校就
学前の子ども
利用要件
・保護者が仕事、職業訓練、就学
などで家庭での保育が困難な場
合

・保護者の疾病、災害・事故、出
産、看護・介護、冠婚葬祭など
により緊急一時的に家庭での保
育が困難な場合
と　き　月～金曜日　8時 30分
～ 16時

※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

期　間　1カ月につき 14日以内
料　金
　3歳未満児　2,000 円（食事代
込）/日
　3歳以上児　1,500 円（食事代
込）/日

※生活保護世帯は無料です。

定　員　原則、1日 10人まで
※お子さんの状態により異なる場合が

あります。

申込み　事前に登録を
※登録方法などの詳細は保育所まで

お問い合わせください。

　西条保育所のほか、神戸保育所・
河曲保育所でも一時預かり保育を
実施しています。保育所により対
象児童など一部内容が異なります
ので、詳しくは各保育所までお問
い合わせください。
　神戸保育所（神戸 4-4-40）　

382-0537
　河曲保育所（十宮町 283）　

383-1643

新西条保育所
西条 8-19-1

382-6511　382-6518（病後児
保育・一時預かり保育専用）
nishijohoikusho@city.suzuka.lg.jp
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マイナンバーカード特設窓口開設

個人番号カード（マイナン

バーカード）の交付申請受

付の特設窓口を開設します

戸籍住民課　327-5056　382-7608
　kosekijumin@city.suzuka.lg.jp

　マイナンバーカードの普及推進に
向けて、特設窓口を開設します。特
設窓口を利用した申請は、通常窓口
では行わない顔写真の撮影サービス
や本人限定受取郵便でカードを受け
取ることができるなど便利です。こ
の機会にマイナンバーカードを作り
ましょう。

対　象　市内に住民登録があり、
個人番号カードを初めてつくる
方　※申請者本人がお越しくださ

い。

と　き 4 月 13 日㈪～ 6月 30 日
㈫　9時～ 16 時 30 分（土・
日曜日、祝日を除く）　
ところ　市役所本館 12 階　
発行手数料　無料

個人番号カードの
交付申請に必要なものは

〇通知カード
※申請時に回収しますので、マイナ

ンバーカードが届くまでは、事前

にコピー

〇個人番号カード交付申請書兼電
子証明書発行申請書

　（通知カード下部分）
※紛失された方や記載内容に変更が

ある方は、当日申請書を再発行し

ます。

〇住民基本台帳カード（お持ちの
方のみ）

※申請時に回収し、廃止します。

〇本人確認書類　Aの中から 1点
または Bの中から 2点　

A
顔写真貼付のもので、最新の情報
が記載されているもの（運転免許
証、住民基本台帳カード、旅券、
在留カード、身体障害者手帳など）

または

B
「氏名・生年月日」または「氏名・
住所」が記載されたもの（健康保
険証、介護保険証、各種年金証書、
学生証など）　
※有効期限内の原本に限ります。

注意事項
○開設当初の週
や最終週は、
混雑が予想さ
れます。受け
付け順でお呼

びしますので、時間に余裕を
もってお越しください。

本人限定受取郵便

○特設窓口で申
請したマイナ
ンバーカード
は、本人限定
受取郵便で送
付するため、
受け取りの際に本人確認書類の
提示が必要です。

※書類の不足や不備などがあると、

マイナンバーカードを送付できな

い場合があります。

○申請時にマイナンバーカードの
暗証番号の記載が必要ですの
で、あらかじめ 4桁の暗証番
号をお考えください。　

※署名用電子証明書を希望する方は、

大文字英数字 6 桁～ 16 桁の暗証

番号もお考えください。

○15歳未満の方
や成年被後見人
が申請される場
合は、法定代理
人（親権者、成
年後見人）と一
緒にお越しくだ

さい。なお、両者の本人確認が
必要です ( 例　子：保険証 +母
子健康手帳、親権者：運転免許
証）。

○マイナンバーカードは地方公共
団体情報システム機構が作製す
るため、カード交付には 1カ
月半程度かかります。
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新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへ

産業政策課　382-8698　 382-0304

　影響を受けた中小企業者な
どに対する各種支援策をお知ら
せします。
〇三重県中小企業融資制度
（信用保証）
内　容　三重県により、それぞ
れ融資枠の拡大や保証料補
助率の上乗せ、据置期間の
延長などの事業者負担の軽
減、借入当初の資金繰りの支
援策が設けられました。

　　なお、セーフティネット資金
を利用する場合は、売上高な
どの減少に係る市の認定書
が必要です。
　・セーフティネット資金（保証4号）
　・セーフティネット資金（保証5号）
　・セーフティネット資金（危機関連
保証）
　・リフレッシュ資金
問合せ　三重県中小企業・
サービス産業振興課（　059-
　224-2447）、各取引先金融
機関

※セーフティネットに係る市の認定
については、産業政策課へお問
い合わせください。
〇日本政策金融公庫融資制度
（融資）
　・無利子・無担保融資
※新型コロナウイルス感染症特別
貸付および特別利子補給制度の
併用により、実質的な無利子にな
ります。
　・マル経融資（金利引き下げ）
問合せ　日本政策金融公庫事業
資金相談ダイヤル（　0120-
　154-505）
〇雇用調整助成金

内　容　事業者が労働者の雇
用維持を図った場合に、休業
手当や賃金などの一部を助
成するもので、特例措置とし
て要件の緩和や助成率の引
き上げなどが適用されます。
問合せ　三重労働局 雇用環
境・均等室総合労働相談コー
ナー（　059-226-2110）

※上記以外の支援策は、経済産業
省、三重県のホームページをご確
認ください。

75歳になる皆さんへ
国民健康保険料は
年金天引きされません 
保険年金課　382-9290　 382-9455

　国民健康保険などの健康保
険に加入している方は、75歳に
なると後期高齢者医療制度に移
行します。納付義務者の方が令
和2年度中（令和2年4月～令和3
年3月）に75歳になる場合は、令
和2年2月に支給された年金か
ら国民健康保険料が天引き（特
別徴収）されていた方でも、4月
以降は年金から天引きされませ
ん。この場合、納付書払や口座
振替（普通徴収）によって国民
健康保険料を納めていただくこ
とになります。7月中旬に送る令
和2年度国民健康保険料納付
通知書でご確認ください。
※後期高齢者医療制度については、
福祉医療課（　382-7627）へお
問い合わせください

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金制度では、国内に居
住する20歳以上60歳未満の全て
の方に、国民年金への加入が義
務付けられています。退職などで
年金の被保険者の種別が変わる

方は、必ず届出を行ってください。
届出をしないと、将来受け取る年
金額が少なくなるだけでなく、給
付を受けられない場合があります
ので、ご注意ください。
◆国民年金被保険者の種別
〇第1号被保険者：20歳以上
60歳未満の自営業者、学生、
フリーターなど
〇第2号被保険者：会社員や公
務員（厚生年金加入者）など
〇第3号被保険者：会社員や公
務員に扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者

◆こんなときは
〇会社などを辞めたとき
　　扶養されている配偶者も含
め、国民年金の加入届出が
必要です。保険年金課または
地区市民センター、年金事務
所で手続きをしてください。

※必要書類などは、下記へお問い
合わせください。
〇会社などに勤めたとき
　　会社などが年金事務所へ届
出をしますので、本人の届出は不
要です。扶養されている配偶者
（第3号被保険者）も同様です。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

戦没者のご遺族の方へ
第11回特別弔慰金支給

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

対　象　令和2年4月1日（基準
日）に、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法（以下援護法）に
よる遺族年金」などを受ける戦
没者の妻や父母がいない場合
で、次の順番で先順位の方

※ご遺族お一人に支給します。
①令和2年4月1日までに援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
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※後期高齢者医療制度については、
福祉医療課（　382-7627）へお
問い合わせください

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金制度では、国内に居
住する20歳以上60歳未満の全て
の方に、国民年金への加入が義
務付けられています。退職などで
年金の被保険者の種別が変わる

方は、必ず届出を行ってください。
届出をしないと、将来受け取る年
金額が少なくなるだけでなく、給
付を受けられない場合があります
ので、ご注意ください。
◆国民年金被保険者の種別
〇第1号被保険者：20歳以上
60歳未満の自営業者、学生、
フリーターなど
〇第2号被保険者：会社員や公
務員（厚生年金加入者）など
〇第3号被保険者：会社員や公
務員に扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者
◆こんなときは
〇会社などを辞めたとき
　　扶養されている配偶者も含
め、国民年金の加入届出が
必要です。保険年金課または
地区市民センター、年金事務
所で手続きをしてください。

※必要書類などは、下記へお問い
合わせください。
〇会社などに勤めたとき
　　会社などが年金事務所へ届
出をしますので、本人の届出は不
要です。扶養されている配偶者
（第3号被保険者）も同様です。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

戦没者のご遺族の方へ
第11回特別弔慰金支給

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

対　象　令和2年4月1日（基準
日）に、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法（以下援護法）に
よる遺族年金」などを受ける戦
没者の妻や父母がいない場合
で、次の順番で先順位の方

※ご遺族お一人に支給します。
①令和2年4月1日までに援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
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新型コロナウイルス
感染症の影響を受けた
事業者の皆さんへ

産業政策課　382-8698　 382-0304

　影響を受けた中小企業者な
どに対する各種支援策をお知ら
せします。
〇三重県中小企業融資制度
（信用保証）
内　容　三重県により、それぞ
れ融資枠の拡大や保証料補
助率の上乗せ、据置期間の
延長などの事業者負担の軽
減、借入当初の資金繰りの支
援策が設けられました。

　　なお、セーフティネット資金
を利用する場合は、売上高な
どの減少に係る市の認定書
が必要です。
　・セーフティネット資金（保証4号）
　・セーフティネット資金（保証5号）
　・セーフティネット資金（危機関連
保証）

　・リフレッシュ資金
問合せ　三重県中小企業・
サービス産業振興課（　059-
　224-2447）、各取引先金融
機関

※セーフティネットに係る市の認定
については、産業政策課へお問
い合わせください。
〇日本政策金融公庫融資制度
（融資）
　・無利子・無担保融資
※新型コロナウイルス感染症特別
貸付および特別利子補給制度の
併用により、実質的な無利子にな
ります。
　・マル経融資（金利引き下げ）
問合せ　日本政策金融公庫事業
資金相談ダイヤル（　0120-
　154-505）
〇雇用調整助成金

内　容　事業者が労働者の雇
用維持を図った場合に、休業
手当や賃金などの一部を助
成するもので、特例措置とし
て要件の緩和や助成率の引
き上げなどが適用されます。
問合せ　三重労働局 雇用環
境・均等室総合労働相談コー
ナー（　059-226-2110）

※上記以外の支援策は、経済産業
省、三重県のホームページをご確
認ください。

75歳になる皆さんへ
国民健康保険料は
年金天引きされません 
保険年金課　382-9290　 382-9455

　国民健康保険などの健康保
険に加入している方は、75歳に
なると後期高齢者医療制度に移
行します。納付義務者の方が令
和2年度中（令和2年4月～令和3
年3月）に75歳になる場合は、令
和2年2月に支給された年金か
ら国民健康保険料が天引き（特
別徴収）されていた方でも、4月
以降は年金から天引きされませ
ん。この場合、納付書払や口座
振替（普通徴収）によって国民
健康保険料を納めていただくこ
とになります。7月中旬に送る令
和2年度国民健康保険料納付
通知書でご確認ください。
※後期高齢者医療制度については、
福祉医療課（　382-7627）へお
問い合わせください

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金制度では、国内に居
住する20歳以上60歳未満の全て
の方に、国民年金への加入が義
務付けられています。退職などで
年金の被保険者の種別が変わる

方は、必ず届出を行ってください。
届出をしないと、将来受け取る年
金額が少なくなるだけでなく、給
付を受けられない場合があります
ので、ご注意ください。
◆国民年金被保険者の種別
〇第1号被保険者：20歳以上
60歳未満の自営業者、学生、
フリーターなど
〇第2号被保険者：会社員や公
務員（厚生年金加入者）など
〇第3号被保険者：会社員や公
務員に扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者
◆こんなときは
〇会社などを辞めたとき
　　扶養されている配偶者も含
め、国民年金の加入届出が
必要です。保険年金課または
地区市民センター、年金事務
所で手続きをしてください。

※必要書類などは、下記へお問い
合わせください。
〇会社などに勤めたとき
　　会社などが年金事務所へ届
出をしますので、本人の届出は不
要です。扶養されている配偶者
（第3号被保険者）も同様です。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

戦没者のご遺族の方へ
第11回特別弔慰金支給

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

対　象　令和2年4月1日（基準
日）に、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法（以下援護法）に
よる遺族年金」などを受ける戦
没者の妻や父母がいない場合
で、次の順番で先順位の方

※ご遺族お一人に支給します。
①令和2年4月1日までに援護法
による弔慰金の受給権を取
得した方
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電　話 電子メール ホームページファクス

②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を
有していることなどの要件に応じ
て、順番が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者
等の三親等内の親族(おい、
めいなど)

※戦没者等の死亡時まで引き続き
1年以上戦没者等と生計関係を
有していた方に限ります。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債
請求期間　令和5年3月31日まで
持ち物　印鑑（インク付き印鑑
や欠けたもの不可）、本人確
認書類（運転免許証、健康保
険証など）、令和2年4月1日
（基準日）以降の請求者の戸
籍抄本

※請求者の特別弔慰金の請求歴、
遺族の現況などによって必要な
書類が異なります。詳細は受付窓
口で案内します。
◆受付窓口
ところ　健康福祉政策課（市
役所本館2階）

※5月7日㈭から市役所本館1階市民
ロビーに受付窓口を設置します。

※混雑緩和のため、次のとおり地区
別の受付日を設けました。該当す
る日程での手続きにご協力くだ
さい。
○5月18日㈪～22日㈮
　井田川・久間田・椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
○5月25日㈪～29日㈮
　神戸・栄・天名・合川
○6月1日㈪～5日㈮
　玉垣・若松
○6月8日㈪～12日㈮
　一ノ宮・箕田
○6月15日㈪～19日㈮
　稲生・飯野・河曲

○6月22日㈪～26日㈮
　白子
○6月29日㈪～７月3日㈮
　牧田・石薬師
○7月6日㈪～7月10日㈮
　国府・庄野・加佐登

春の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　4月6日㈪から15日㈬まで、春
の全国交通安全運動が実施さ
れます。
　春の陽気に誘われ、行楽に
行かれる方が増加するこの時
季は、人や車の動きが活発にな
り、交通事故にあう危険性が高
くなります。市民の皆さん一人
一人が交通ルールを守り、交通
事故防止に努めましょう。

狂犬病予防注射時の
注意事項をお知らせします
環境政策課　382-9014　 382-2214

　3月5日号11ページ情報館でお
知らせした「狂犬病予防集合注
射」は予定どおり実施しますが、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、注意事項をお守りください。
〇注意事項
　・マスクを着用してください。
　・帰宅後は必ず手洗いをしてく
ださい。

　・発熱や咳などの症状のある
方は参加を自粛してください。

　・高齢者や基礎疾患のある方
は、感染予防対策を十分にし
てください。

※新型コロナウィルス感染症の影響
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。
◆狂犬病について
　狂犬病は動物・人間共通の感
染症で、発症すると治療方法が
な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
生しており、いつ海外から侵入し
てくるかわかりません。犬種、室
内飼いの区別にかかわらず、狂
犬病予防注射は必ず毎年受け
ましょう。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　382-7831　 382-7660

　市税の口座振替開始には、手
続きに約1カ月かかりますので、
希望される方は早めに手続きを
お願いします。
　なお、申し込み手続きは金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口でできます。
持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　4月26日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　4月28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。
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②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を
有していることなどの要件に応じ
て、順番が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者
等の三親等内の親族(おい、
めいなど)

※戦没者等の死亡時まで引き続き
1年以上戦没者等と生計関係を
有していた方に限ります。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債
請求期間　令和5年3月31日まで
持ち物　印鑑（インク付き印鑑
や欠けたもの不可）、本人確
認書類（運転免許証、健康保
険証など）、令和2年4月1日
（基準日）以降の請求者の戸
籍抄本

※請求者の特別弔慰金の請求歴、
遺族の現況などによって必要な
書類が異なります。詳細は受付窓
口で案内します。
◆受付窓口
ところ　健康福祉政策課（市
役所本館2階）

※5月7日㈭から市役所本館1階市民
ロビーに受付窓口を設置します。

※混雑緩和のため、次のとおり地区
別の受付日を設けました。該当す
る日程での手続きにご協力くだ
さい。
○5月18日㈪～22日㈮
　井田川・久間田・椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
○5月25日㈪～29日㈮
　神戸・栄・天名・合川
○6月1日㈪～5日㈮
　玉垣・若松
○6月8日㈪～12日㈮
　一ノ宮・箕田
○6月15日㈪～19日㈮
　稲生・飯野・河曲

○6月22日㈪～26日㈮
　白子
○6月29日㈪～７月3日㈮
　牧田・石薬師
○7月6日㈪～7月10日㈮
　国府・庄野・加佐登

春の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　4月6日㈪から15日㈬まで、春
の全国交通安全運動が実施さ
れます。
　春の陽気に誘われ、行楽に
行かれる方が増加するこの時
季は、人や車の動きが活発にな
り、交通事故にあう危険性が高
くなります。市民の皆さん一人
一人が交通ルールを守り、交通
事故防止に努めましょう。

狂犬病予防注射時の
注意事項をお知らせします
環境政策課　382-9014　 382-2214

　3月5日号11ページ情報館でお
知らせした「狂犬病予防集合注
射」は予定どおり実施しますが、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、注意事項をお守りください。
〇注意事項
　・マスクを着用してください。
　・帰宅後は必ず手洗いをしてく
ださい。

　・発熱や咳などの症状のある
方は参加を自粛してください。
　・高齢者や基礎疾患のある方
は、感染予防対策を十分にし
てください。

※新型コロナウィルス感染症の影響
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。
◆狂犬病について
　狂犬病は動物・人間共通の感
染症で、発症すると治療方法が
な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
生しており、いつ海外から侵入し
てくるかわかりません。犬種、室
内飼いの区別にかかわらず、狂
犬病予防注射は必ず毎年受け
ましょう。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　382-7831　 382-7660

　市税の口座振替開始には、手
続きに約1カ月かかりますので、
希望される方は早めに手続きを
お願いします。
　なお、申し込み手続きは金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口でできます。
持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　4月26日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　4月28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。
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②戦没者等の子
③戦没者等の父母、孫、祖父
母、兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を
有していることなどの要件に応じ
て、順番が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者
等の三親等内の親族(おい、
めいなど)

※戦没者等の死亡時まで引き続き
1年以上戦没者等と生計関係を
有していた方に限ります。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債
請求期間　令和5年3月31日まで
持ち物　印鑑（インク付き印鑑
や欠けたもの不可）、本人確
認書類（運転免許証、健康保
険証など）、令和2年4月1日
（基準日）以降の請求者の戸
籍抄本

※請求者の特別弔慰金の請求歴、
遺族の現況などによって必要な
書類が異なります。詳細は受付窓
口で案内します。
◆受付窓口
ところ　健康福祉政策課（市
役所本館2階）

※5月7日㈭から市役所本館1階市民
ロビーに受付窓口を設置します。

※混雑緩和のため、次のとおり地区
別の受付日を設けました。該当す
る日程での手続きにご協力くだ
さい。
○5月18日㈪～22日㈮
　井田川・久間田・椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
○5月25日㈪～29日㈮
　神戸・栄・天名・合川
○6月1日㈪～5日㈮
　玉垣・若松
○6月8日㈪～12日㈮
　一ノ宮・箕田
○6月15日㈪～19日㈮
　稲生・飯野・河曲

○6月22日㈪～26日㈮
　白子
○6月29日㈪～７月3日㈮
　牧田・石薬師
○7月6日㈪～7月10日㈮
　国府・庄野・加佐登

春の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　4月6日㈪から15日㈬まで、春
の全国交通安全運動が実施さ
れます。
　春の陽気に誘われ、行楽に
行かれる方が増加するこの時
季は、人や車の動きが活発にな
り、交通事故にあう危険性が高
くなります。市民の皆さん一人
一人が交通ルールを守り、交通
事故防止に努めましょう。

狂犬病予防注射時の
注意事項をお知らせします
環境政策課　382-9014　 382-2214

　3月5日号11ページ情報館でお
知らせした「狂犬病予防集合注
射」は予定どおり実施しますが、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、注意事項をお守りください。
〇注意事項
　・マスクを着用してください。
　・帰宅後は必ず手洗いをしてく
ださい。

　・発熱や咳などの症状のある
方は参加を自粛してください。
　・高齢者や基礎疾患のある方
は、感染予防対策を十分にし
てください。

※新型コロナウィルス感染症の影響
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。
◆狂犬病について
　狂犬病は動物・人間共通の感
染症で、発症すると治療方法が
な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
生しており、いつ海外から侵入し
てくるかわかりません。犬種、室
内飼いの区別にかかわらず、狂
犬病予防注射は必ず毎年受け
ましょう。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　382-7831　 382-7660

　市税の口座振替開始には、手
続きに約1カ月かかりますので、
希望される方は早めに手続きを
お願いします。
　なお、申し込み手続きは金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口でできます。
持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　4月26日㈰9時～12時
◆夜間窓口
と　き　4月28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。
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公共下水道事業区域を
削減します

下水道工務課　368-1662　 368-1665

　公共下水道事業は、公衆衛
生の向上と海や河川の水質保
全を目的に、市街化区域の人
口が密集した地域を優先して、
昭和63年度から進めている事
業です。
　令和2年3月末には、計画区
域面積に対して、汚水を流すこ
とができる供用開始区域面積の
割合は約50％になりましたが、
全ての整備が完了するには、さ
らなる期間と多額の費用が必
要です。
　このため、公共下水道・農業
集落排水処理施設・合併処理
浄化槽などの各汚水処理方式
の中から、費用を最小限に抑え、
効率良く最適に整備できる方法
について検討を進めています。
　検討の結果、このたび事業
計画を見直して、公共下水道
事業の計画区域から下記の区
域を削減し、合併処理浄化槽
の区域に位置付けすることとし
ました。
　なお、削減した市街化区域に
ついては、個人の合併処理浄化
槽設置整備を促進するための
設置補助を拡充しますので、ご
活用ください。
削減区域　市街化調整区域お
よび市街化区域の一部（加
佐登町、加佐登一～四丁目、
高塚町、庄野町、汲川原町）

※詳しくは、鈴鹿市上下水道局ホー
ムページ（　 http://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/）をご覧く
ださい。

合併処理浄化槽
設置補助金の申請受付
営業課　368-1674　 368-1685

対象地域　次の区域を除いた
市内全域
　・下水道事業計画区域
　・農業集落排水事業区域
　・大型合併処理浄化槽処理区域
対象となる浄化槽または工事
　・5人槽から10人槽までの合
併処理浄化槽
　・住宅などの新築における合
併処理浄化槽の設置
　・既設の単独処理浄化槽また
は汲み取り便槽から合併処
理浄化槽に転換する場合に
おける合併処理浄化槽の設
置、単独処理浄化槽の撤去
および配管
補助金額　
　・新築による設置（5人槽）：12
万6,000円から
　・合併処理浄化槽への転換（5
人槽）：25万5,000円から、撤
去費：9万円、配管費：6万円

農業集落排水
接続促進補助金の申請受付
営業課　368-1674　 368-1685

対　象　農業集落排水処理施
設に接続するために、新たに公
共ますを設置し、条例に定める
手続きを適正に行っている方
対象経費　汚水を農業集落排
水処理施設に流入させるため
に必要な公共ますの設置費
補助金額　設置費のうち交付
対象経費の2分の1の金額
（上限15万円）
※詳しくは、鈴鹿市上下水道局ホー
ムページ(　http://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/)をご覧く
ださい。

公共下水道を使用できる
区域を拡大しました
営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日から、公共下水道が
使用できる区域が広がりました。
今回供用開始になる区域は、牧
田、白子、稲生、飯野、一ノ宮、玉
垣、若松、神戸、栄の各一部で、
合計約41ヘクタ－ルです。
　これにより、すでに供用してい
る区域と合わせて、約2,180ヘ
クタ－ルが公共下水道を使用で
きる区域になりました。

5月の水道料金などの
納期限および口座振替日
営業課　368-1670　 368-1685

　4月検針分の水道料金などの
納期限および口座振替日は、大
型連休のため、5月11日㈪から
13日㈬に変更します。

「すずか新商品
創造プロジェクト塾【第2期】」

参加事業者募集
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域資源を活用した
魅力ある“売れる”商品づくりに
向けて、必要となる知識の吸収
や新商品の試作、販売会への
出店など、座学と実践の両面か
ら一体的に学びます。
対　象　市内事業者（加工・製
造・販売、飲食事業に携わる方）
で、次の参加条件を満たす方
　・全ての講座に出席が可能で
あること
　・“売れる”新たな商品づくりに
向けた意欲を有すること
　・他の参加事業者と前向きに
意見交換ができること

　・第1期（令和元年度）に参加
していないこと
参加料　無料
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使用できる区域が広がりました。
今回供用開始になる区域は、牧
田、白子、稲生、飯野、一ノ宮、玉
垣、若松、神戸、栄の各一部で、
合計約41ヘクタ－ルです。
　これにより、すでに供用してい
る区域と合わせて、約2,180ヘ
クタ－ルが公共下水道を使用で
きる区域になりました。

5月の水道料金などの
納期限および口座振替日
営業課　368-1670　 368-1685

　4月検針分の水道料金などの
納期限および口座振替日は、大
型連休のため、5月11日㈪から
13日㈬に変更します。

「すずか新商品
創造プロジェクト塾【第2期】」

参加事業者募集
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域資源を活用した
魅力ある“売れる”商品づくりに
向けて、必要となる知識の吸収
や新商品の試作、販売会への
出店など、座学と実践の両面か
ら一体的に学びます。
対　象　市内事業者（加工・製
造・販売、飲食事業に携わる方）
で、次の参加条件を満たす方
　・全ての講座に出席が可能で
あること
　・“売れる”新たな商品づくりに
向けた意欲を有すること
　・他の参加事業者と前向きに
意見交換ができること
　・第1期（令和元年度）に参加
していないこと
参加料　無料
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公共下水道事業区域を
削減します

下水道工務課　368-1662　 368-1665

　公共下水道事業は、公衆衛
生の向上と海や河川の水質保
全を目的に、市街化区域の人
口が密集した地域を優先して、
昭和63年度から進めている事
業です。
　令和2年3月末には、計画区
域面積に対して、汚水を流すこ
とができる供用開始区域面積の
割合は約50％になりましたが、
全ての整備が完了するには、さ
らなる期間と多額の費用が必
要です。
　このため、公共下水道・農業
集落排水処理施設・合併処理
浄化槽などの各汚水処理方式
の中から、費用を最小限に抑え、
効率良く最適に整備できる方法
について検討を進めています。
　検討の結果、このたび事業
計画を見直して、公共下水道
事業の計画区域から下記の区
域を削減し、合併処理浄化槽
の区域に位置付けすることとし
ました。
　なお、削減した市街化区域に
ついては、個人の合併処理浄化
槽設置整備を促進するための
設置補助を拡充しますので、ご
活用ください。
削減区域　市街化調整区域お
よび市街化区域の一部（加
佐登町、加佐登一～四丁目、
高塚町、庄野町、汲川原町）

※詳しくは、鈴鹿市上下水道局ホー
ムページ（　 http://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/）をご覧く
ださい。

合併処理浄化槽
設置補助金の申請受付
営業課　368-1674　 368-1685

対象地域　次の区域を除いた
市内全域
　・下水道事業計画区域
　・農業集落排水事業区域
　・大型合併処理浄化槽処理区域
対象となる浄化槽または工事
　・5人槽から10人槽までの合
併処理浄化槽
　・住宅などの新築における合
併処理浄化槽の設置
　・既設の単独処理浄化槽また
は汲み取り便槽から合併処
理浄化槽に転換する場合に
おける合併処理浄化槽の設
置、単独処理浄化槽の撤去
および配管
補助金額　
　・新築による設置（5人槽）：12
万6,000円から
　・合併処理浄化槽への転換（5
人槽）：25万5,000円から、撤
去費：9万円、配管費：6万円

農業集落排水
接続促進補助金の申請受付
営業課　368-1674　 368-1685

対　象　農業集落排水処理施
設に接続するために、新たに公
共ますを設置し、条例に定める
手続きを適正に行っている方
対象経費　汚水を農業集落排
水処理施設に流入させるため
に必要な公共ますの設置費
補助金額　設置費のうち交付
対象経費の2分の1の金額
（上限15万円）
※詳しくは、鈴鹿市上下水道局ホー
ムページ(　http://www.city.

　suzuka.lg.jp/suido/)をご覧く
ださい。

公共下水道を使用できる
区域を拡大しました
営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日から、公共下水道が
使用できる区域が広がりました。
今回供用開始になる区域は、牧
田、白子、稲生、飯野、一ノ宮、玉
垣、若松、神戸、栄の各一部で、
合計約41ヘクタ－ルです。
　これにより、すでに供用してい
る区域と合わせて、約2,180ヘ
クタ－ルが公共下水道を使用で
きる区域になりました。

5月の水道料金などの
納期限および口座振替日
営業課　368-1670　 368-1685

　4月検針分の水道料金などの
納期限および口座振替日は、大
型連休のため、5月11日㈪から
13日㈬に変更します。

「すずか新商品
創造プロジェクト塾【第2期】」

参加事業者募集
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域資源を活用した
魅力ある“売れる”商品づくりに
向けて、必要となる知識の吸収
や新商品の試作、販売会への
出店など、座学と実践の両面か
ら一体的に学びます。
対　象　市内事業者（加工・製
造・販売、飲食事業に携わる方）
で、次の参加条件を満たす方
　・全ての講座に出席が可能で
あること
　・“売れる”新たな商品づくりに
向けた意欲を有すること
　・他の参加事業者と前向きに
意見交換ができること
　・第1期（令和元年度）に参加
していないこと
参加料　無料

152020・4・5

電　話 電子メール ホームページファクス

※交通費、食費などは参加者の実費
負担です。
講　師　内田勝規さん(㈱よし
もとプロダクツエンタテインメ
ント　物産事業エグゼクティ
ブプロデューサー)
定　員　10事業者程度
※申し込み状況により、お断りする
場合があります。
申込み　4月1日㈬から15日㈬
(当日消印有効)までに、件名
「すずか新商品創造プロジェク
ト塾【第2期】申込」・事業所な
どの名称・取扱商品・参加者
名・住所・連絡先を記入の上、
直接、郵送、ファクスまたは電
子メールで地域資源活用課
（〒513-8701（住所不要））ま
たは地区市民センターへ

パートタイム会計年度
任用職員（保育士など）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　市内の公立保育所（10園）で
勤務する非正規の職員を随時
募集します。

その他手当　交通費、期末手
当（条件あり）、有給休暇
申込み　子ども育成課へ
※採用試験はありません。
※随時職員登録します。

障がいに関する
各種手当の額改定

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　令和2年4月分から、次のとお
り手当額が改定されます。

〇特別児童扶養手当(1級)
　月額5万2,200円⇒月額5万
2,500円
〇特別児童扶養手当(2級) 
　月額3万4,770円⇒月額3万
4,970円
〇障害児福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円
〇特別障害者手当
　月額2万7,200円⇒月額2万
7,350円
〇経過的福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円

緑の募金にご協力を
農林水産課　382-9017　 382-7610

　緑の募金は、おいしい水やきれ
いな空気、地球温暖化の防止な
ど、多くの恵みを与えてくれる森
林を育むため、植樹や育樹の支
援などに役立てられます。将来の
世代に豊かな地球環境を残せる
よう、(公社)三重県緑化推進協
会と連携して、緑の募金活動を
実施しますので、ご協力ください。
申込み　5月29日㈮までに、農
林水産課、地区市民センター
の募金箱へ　　　

※払込取扱票でも募金できます。払
込取扱票は、募金箱設置場所で
入手できます。

からだと歯のこと
何でも電話相談

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　日頃から気になっている「から
だと歯に関する悩み」を医師・歯
科医師が直接回答します。
と　き　4月19日㈰10時～15
時

相談番号　　059-225-1071、
　059-225-8747

相談料　無料
問合せ　三重県保険医協会
（　059-225-1071　 http://
　mie-hok.org)

史跡伊勢国分寺跡
歴史公園完成

考古博物館　374-1994　 374-0986

　古代から受け継いだ貴重な
歴史的遺産を保存・継承するた
め、文化財の重要性や地域の
歴史を学ぶ場として、考古博物
館北隣に史跡伊勢国分寺跡歴
史公園が完成しました。　　　
　　

　歴史公園は約4.8haの芝生公
園で、園内には国分寺の講堂・金
堂など、主要な建物の位置がわ
かるように表示し、遊歩道や休憩
施設（あずまや）を設けました。ま
た、考古博物館3階の展望デッキ
からは全景を一望することができ
ます。ぜひご利用ください。
※伊勢国分寺跡は、奈良時代に聖
武天皇の詔により、伊勢国に創
建された国分寺の史跡です。

職種
保育士（資格有）
保育補助員（資格無）
保健師・看護師
調理員・介助員
用務員

1，200円
1，040円
1，200円
920円
900円

時給

みことのり

152020・4・5

電　話 電子メール ホームページファクス

※交通費、食費などは参加者の実費
負担です。
講　師　内田勝規さん(㈱よし
もとプロダクツエンタテインメ
ント　物産事業エグゼクティ
ブプロデューサー)
定　員　10事業者程度
※申し込み状況により、お断りする
場合があります。
申込み　4月1日㈬から15日㈬
(当日消印有効)までに、件名
「すずか新商品創造プロジェク
ト塾【第2期】申込」・事業所な
どの名称・取扱商品・参加者
名・住所・連絡先を記入の上、
直接、郵送、ファクスまたは電
子メールで地域資源活用課
（〒513-8701（住所不要））ま
たは地区市民センターへ

パートタイム会計年度
任用職員（保育士など）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　市内の公立保育所（10園）で
勤務する非正規の職員を随時
募集します。

その他手当　交通費、期末手
当（条件あり）、有給休暇
申込み　子ども育成課へ
※採用試験はありません。
※随時職員登録します。

障がいに関する
各種手当の額改定

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　令和2年4月分から、次のとお
り手当額が改定されます。

〇特別児童扶養手当(1級)
　月額5万2,200円⇒月額5万
2,500円
〇特別児童扶養手当(2級) 
　月額3万4,770円⇒月額3万
4,970円
〇障害児福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円
〇特別障害者手当
　月額2万7,200円⇒月額2万
7,350円
〇経過的福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円

緑の募金にご協力を
農林水産課　382-9017　 382-7610

　緑の募金は、おいしい水やきれ
いな空気、地球温暖化の防止な
ど、多くの恵みを与えてくれる森
林を育むため、植樹や育樹の支
援などに役立てられます。将来の
世代に豊かな地球環境を残せる
よう、(公社)三重県緑化推進協
会と連携して、緑の募金活動を
実施しますので、ご協力ください。
申込み　5月29日㈮までに、農
林水産課、地区市民センター
の募金箱へ　　　

※払込取扱票でも募金できます。払
込取扱票は、募金箱設置場所で
入手できます。

からだと歯のこと
何でも電話相談

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　日頃から気になっている「から
だと歯に関する悩み」を医師・歯
科医師が直接回答します。
と　き　4月19日㈰10時～15
時
相談番号　　059-225-1071、
　059-225-8747
相談料　無料
問合せ　三重県保険医協会
（　059-225-1071　 http://
　mie-hok.org)

史跡伊勢国分寺跡
歴史公園完成

考古博物館　374-1994　 374-0986

　古代から受け継いだ貴重な
歴史的遺産を保存・継承するた
め、文化財の重要性や地域の
歴史を学ぶ場として、考古博物
館北隣に史跡伊勢国分寺跡歴
史公園が完成しました。　　　
　　

　歴史公園は約4.8haの芝生公
園で、園内には国分寺の講堂・金
堂など、主要な建物の位置がわ
かるように表示し、遊歩道や休憩
施設（あずまや）を設けました。ま
た、考古博物館3階の展望デッキ
からは全景を一望することができ
ます。ぜひご利用ください。
※伊勢国分寺跡は、奈良時代に聖
武天皇の詔により、伊勢国に創
建された国分寺の史跡です。

職種
保育士（資格有）
保育補助員（資格無）
保健師・看護師
調理員・介助員
用務員

1，200円
1，040円
1，200円
920円
900円

時給

みことのり

152020・4・5

電　話 電子メール ホームページファクス

※交通費、食費などは参加者の実費
負担です。
講　師　内田勝規さん(㈱よし
もとプロダクツエンタテインメ
ント　物産事業エグゼクティ
ブプロデューサー)
定　員　10事業者程度
※申し込み状況により、お断りする
場合があります。
申込み　4月1日㈬から15日㈬
(当日消印有効)までに、件名
「すずか新商品創造プロジェク
ト塾【第2期】申込」・事業所な
どの名称・取扱商品・参加者
名・住所・連絡先を記入の上、
直接、郵送、ファクスまたは電
子メールで地域資源活用課
（〒513-8701（住所不要））ま
たは地区市民センターへ

パートタイム会計年度
任用職員（保育士など）募集
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　市内の公立保育所（10園）で
勤務する非正規の職員を随時
募集します。

その他手当　交通費、期末手
当（条件あり）、有給休暇
申込み　子ども育成課へ
※採用試験はありません。
※随時職員登録します。

障がいに関する
各種手当の額改定

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　令和2年4月分から、次のとお
り手当額が改定されます。

〇特別児童扶養手当(1級)
　月額5万2,200円⇒月額5万
2,500円
〇特別児童扶養手当(2級) 
　月額3万4,770円⇒月額3万
4,970円
〇障害児福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円
〇特別障害者手当
　月額2万7,200円⇒月額2万
7,350円
〇経過的福祉手当
　月額1万4,790円⇒月額1万
4,880円

緑の募金にご協力を
農林水産課　382-9017　 382-7610

　緑の募金は、おいしい水やきれ
いな空気、地球温暖化の防止な
ど、多くの恵みを与えてくれる森
林を育むため、植樹や育樹の支
援などに役立てられます。将来の
世代に豊かな地球環境を残せる
よう、(公社)三重県緑化推進協
会と連携して、緑の募金活動を
実施しますので、ご協力ください。
申込み　5月29日㈮までに、農
林水産課、地区市民センター
の募金箱へ　　　

※払込取扱票でも募金できます。払
込取扱票は、募金箱設置場所で
入手できます。

からだと歯のこと
何でも電話相談

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　日頃から気になっている「から
だと歯に関する悩み」を医師・歯
科医師が直接回答します。
と　き　4月19日㈰10時～15
時
相談番号　　059-225-1071、
　059-225-8747
相談料　無料
問合せ　三重県保険医協会
（　059-225-1071　 http://
　mie-hok.org)

史跡伊勢国分寺跡
歴史公園完成

考古博物館　374-1994　 374-0986

　古代から受け継いだ貴重な
歴史的遺産を保存・継承するた
め、文化財の重要性や地域の
歴史を学ぶ場として、考古博物
館北隣に史跡伊勢国分寺跡歴
史公園が完成しました。　　　
　　

　歴史公園は約4.8haの芝生公
園で、園内には国分寺の講堂・金
堂など、主要な建物の位置がわ
かるように表示し、遊歩道や休憩
施設（あずまや）を設けました。ま
た、考古博物館3階の展望デッキ
からは全景を一望することができ
ます。ぜひご利用ください。
※伊勢国分寺跡は、奈良時代に聖
武天皇の詔により、伊勢国に創
建された国分寺の史跡です。

職種
保育士（資格有）
保育補助員（資格無）
保健師・看護師
調理員・介助員
用務員

1，200円
1，040円
1，200円
920円
900円

時給

みことのり

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。

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対　象　満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期　間　7月1日㈬から1年間
モニター区間　鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）
定　員　1人
申込み　5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（　059-229-
　2218　059-229-2231)へ
※応募用紙はホームページ（　　
　https://www.cbr.mlit.go.jp/
　mie./river/aigo/index.html）
　で入手するか、電話で請求して
　ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と　き　5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ　文化会館けやきホール
内　容　夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定　員　500人
入場料　500円（当日支払い）
申込み　電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託　児　無料　6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（　http://

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

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
　また、メインステージでパ
フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と　き　8月1日㈯・2日㈰
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Ｃ　2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

　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。



有 料 広 告
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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。

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対 象 満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期 間 7月1日㈬から1年間
モニター区間 鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）
定 員 1人
申込み 5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（ 059-229-
2218 059-229-2231)へ

※応募用紙はホームページ（
https://www.cbr.mlit.go.jp/
mie./river/aigo/index.html）
で入手するか、電話で請求して
ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課 381-3113 381-3119

県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と き 5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ 文化会館けやきホール
内 容 夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定 員 500人
入場料 500円（当日支払い）
申込み 電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託 児 無料 6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（ http://
www.city.suzuka.lg.jp/danjo/）
をご覧ください。

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課 382-9020 382-0304

第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
また、メインステージでパ

フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と き 8月1日㈯・2日㈰
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Ｃ 2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

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。
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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。

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対 象 満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期 間 7月1日㈬から1年間
モニター区間 鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）

定 員 1人
申込み 5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（ 059-229-
2218 059-229-2231)へ

※応募用紙はホームページ（
https://www.cbr.mlit.go.jp/
mie./river/aigo/index.html）
で入手するか、電話で請求して
ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課 381-3113 381-3119

県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と き 5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ 文化会館けやきホール
内 容 夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定 員 500人
入場料 500円（当日支払い）
申込み 電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託 児 無料 6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（ http://
www.city.suzuka.lg.jp/danjo/）
をご覧ください。

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課 382-9020 382-0304

第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
また、メインステージでパ

フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と き 8月1日㈯・2日㈰
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Ｃ 2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

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。

※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※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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申込み 5月15日㈮までに、すずか
フェスティバルホームページ（
http://www.suzufes.com）で
問合せ すずかフェスティバル
実行委員会事務局（市観光
協会内 〒510-0241白子駅
前17-12 火～日曜日 9時
30分～18時 380-5595
info@suzufes.com)

日本薬膳学会
管理薬膳師養成講座
健康づくり課 382-2252 382-4187

「からだのしくみ」から「病気予
防や回復に役立つ食養生」まで
を丁寧に解説し、東洋医学・西
洋医学を融合した新しい「薬膳」
を伝えます。
対　象 薬膳や栄養学を学び
たい方、西洋医学や東洋医学
の基礎を学びたい方
と き 各月1回（全11回）9時
30分～16時40分

※各月とも日曜日に開催します。
※開催期間は、6月から令和3年2
月までです。

※8月の講座はありません。6月・7月・
9月は月2回開催します。

ところ 鈴鹿医療科学大学千代
崎キャンパス（岸岡町1001-1）

内 容 薬膳学・栄養学などの
講義（5科目）と薬膳実習

※日本薬膳学会認定資格「管理薬
膳師」が取得可能です。

定 員 30人（先着順）

受講料 8万円（前・後期各４万円）
主 催 日本薬膳学会
共 催 鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ 5月22日㈮
(必着)までに、鈴鹿医療科学
大学（薬膳学会事務局
384-9211）へ

※詳しくは、日本薬膳学会ホーム
ページ（ http://yakuzen.jpn.
org/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

在住外国人への日本語学習
を支援する日本語ボランティア
は、日本語で日本語を教えるた
め、外国語ができない方でも支
援できます。この講座では、日本
語の教え方に加えて、ワーク
ショップを通して話題を学習へと
発展させる方法を学びます。
対 象 できる限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方
と き 5月16日㈯～6月13日
㈯毎週土曜日13時30分～15
時、15時10分～16時40分

ところ 鈴鹿大学
定 員 20人（先着順）
講 師 舟橋宏代さん、桟敷ま
ゆみさん、加納雅美さん
受講料 一般6,000円、賛助会
員3,000円（会員(年会費2,000
円)には随時加入できます）

申込み 4月30日㈭までに、郵便
番号・住所・氏名・電話番号をはが
き、ファクスまたは電子メールで、
鈴鹿国際交流協会（〒513-0801
神戸1-17-5 別館第3）へ

文化財講演会
～国分町の宝物(二)～
考古博物館 374-1994　 374-0986

と き 4月25日㈯14時から
ところ 考古博物館 講堂
内 容
〇壬申の乱―川曲の坂下について
講師：磐城直嗣さん（光明寺住職）
〇『伊勢国分寺陳跡碑記』について
講師：中森成行さん(考古博
物館サポート会)
参加料 無料
※講演会に参加の方は、常設展・速報
展の観覧料が無料になります。

主 催 考古博物館サポート会
問合せ サポート会事務局 中森
（　383-1995）

市民健康講座の中止
健康づくり課 327-5030 382-4187

3月20日号8ページ健康館で
お知らせした下記の市民健康講
座は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。
と き 4月16日㈭
ところ ふれあいセンターふれ
あいホール
内 容 痔と便秘～原因と治
療法について～
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電 話 電子メール ホームページファクス

かわ わ さか

ちんせき

しげ ゆき

ひ き

いわ き なお つぐ

もと

※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

申込み 5月15日㈮までに、すずか
フェスティバルホームページ（
http://www.suzufes.com）で
問合せ すずかフェスティバル
実行委員会事務局（市観光
協会内 〒510-0241白子駅
前17-12 火～日曜日 9時
30分～18時 380-5595
info@suzufes.com)

日本薬膳学会
管理薬膳師養成講座
健康づくり課 382-2252 382-4187

「からだのしくみ」から「病気予
防や回復に役立つ食養生」まで
を丁寧に解説し、東洋医学・西
洋医学を融合した新しい「薬膳」
を伝えます。
対　象 薬膳や栄養学を学び
たい方、西洋医学や東洋医学
の基礎を学びたい方
と き 各月1回（全11回）9時
30分～16時40分

※各月とも日曜日に開催します。
※開催期間は、6月から令和3年2
月までです。

※8月の講座はありません。6月・7月・
9月は月2回開催します。

ところ 鈴鹿医療科学大学千代
崎キャンパス（岸岡町1001-1）

内 容 薬膳学・栄養学などの
講義（5科目）と薬膳実習

※日本薬膳学会認定資格「管理薬
膳師」が取得可能です。

定 員 30人（先着順）

受講料 8万円（前・後期各４万円）
主 催 日本薬膳学会
共 催 鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ 5月22日㈮
(必着)までに、鈴鹿医療科学
大学（薬膳学会事務局
384-9211）へ

※詳しくは、日本薬膳学会ホーム
ページ（ http://yakuzen.jpn.
org/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

在住外国人への日本語学習
を支援する日本語ボランティア
は、日本語で日本語を教えるた
め、外国語ができない方でも支
援できます。この講座では、日本
語の教え方に加えて、ワーク
ショップを通して話題を学習へと
発展させる方法を学びます。
対 象 できる限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方
と き 5月16日㈯～6月13日
㈯毎週土曜日13時30分～15
時、15時10分～16時40分

ところ 鈴鹿大学
定 員 20人（先着順）
講 師 舟橋宏代さん、桟敷ま
ゆみさん、加納雅美さん
受講料 一般6,000円、賛助会
員3,000円（会員(年会費2,000
円)には随時加入できます）

申込み 4月30日㈭までに、郵便
番号・住所・氏名・電話番号をはが
き、ファクスまたは電子メールで、
鈴鹿国際交流協会（〒513-0801
神戸1-17-5 別館第3）へ

文化財講演会
～国分町の宝物(二)～
考古博物館 374-1994　 374-0986

と き 4月25日㈯14時から
ところ 考古博物館 講堂
内 容
〇壬申の乱―川曲の坂下について
講師：磐城直嗣さん（光明寺住職）
〇『伊勢国分寺陳跡碑記』について
講師：中森成行さん(考古博
物館サポート会)
参加料 無料
※講演会に参加の方は、常設展・速報
展の観覧料が無料になります。

主 催 考古博物館サポート会
問合せ サポート会事務局 中森
（　383-1995）

市民健康講座の中止
健康づくり課 327-5030 382-4187

3月20日号8ページ健康館で
お知らせした下記の市民健康講
座は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。
と き 4月16日㈭
ところ ふれあいセンターふれ
あいホール
内 容 痔と便秘～原因と治
療法について～
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電 話 電子メール ホームページファクス

かわ わ さか

ちんせき

しげ ゆき

ひ き

いわ き なお つぐ

もと
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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。

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対　象　満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期　間　7月1日㈬から1年間
モニター区間 鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）
定　員　1人
申込み 5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（ 059-229-
　2218　059-229-2231)へ
※応募用紙はホームページ（　
https://www.cbr.mlit.go.jp/
mie./river/aigo/index.html）
　で入手するか、電話で請求して
ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と　き　5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ　文化会館けやきホール
内　容 夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定　員　500人
入場料　500円（当日支払い）
申込み 電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託　児 無料　6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（ http://
www.city.suzuka.lg.jp/danjo/）
をご覧ください。

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
また、メインステージでパ

フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と　き 8月1日㈯・2日㈰
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Ｃ 2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

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。

　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。
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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。

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対　象　満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期　間　7月1日㈬から1年間
モニター区間 鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）
定　員　1人
申込み 5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（ 059-229-
　2218　059-229-2231)へ
※応募用紙はホームページ（　
https://www.cbr.mlit.go.jp/
mie./river/aigo/index.html）
　で入手するか、電話で請求して
ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と　き　5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ　文化会館けやきホール
内　容　夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定　員　500人
入場料　500円（当日支払い）
申込み　電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託　児 無料　6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（ http://
www.city.suzuka.lg.jp/danjo/）
をご覧ください。

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
また、メインステージでパ

フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と　き 8月1日㈯・2日㈰

16 2020・4・5

Ｃ 2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

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。
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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。

料
有

お相手探しから結婚に至るまで親身に
サポートします。ご両親からのご相談も
歓迎です。まずはお気軽にお電話ください。

河川愛護モニター募集
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

日常生活の範囲内で把握で
きる河川の利用状況やゴミなど
の不法投棄、水質異常、沿川地
域の要望などについて、河川管
理者へ連絡いただける河川愛
護モニターを募集します。
対　象　満20歳以上の健康な
方で、河川に接する機会が多
く、河川に関心のある方
期　間　7月1日㈬から1年間
モニター区間 鈴鹿川左岸（四
日市市河原田町国道23号
塩浜大橋付近～鈴鹿市高岡
町 鈴鹿橋付近）

定　員　1人
申込み 5月27日㈬(必着)までに
応募用紙を、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで国土交
通省三重河川国道事務所河
川占用調整課（ 059-229-
　2218　059-229-2231)へ
※応募用紙はホームページ（　
https://www.cbr.mlit.go.jp/
mie./river/aigo/index.html）
　で入手するか、電話で請求して
ください。

男女共同参画連携
映画祭2020

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携した「映画祭」
を開催します。本市での上映映
画は「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」
です。
と　き　5月16日㈯13時45分
～15時30分（開場13時）
ところ　文化会館けやきホール
内　容 夫のヒキタクニオ（松
重豊）は、自身が子どもができ
にくい体だと知り、妻のサチ
（北川景子）とともに「懐妊ト
レーニング」を始めることに。
そして、この経験の中で、男性
の不妊治療に関する問題や、
妊活における女性の心と身体
の痛みを知ることになる。作
家ヒキタクニオの自伝的エッ
セイを基にした映画です。
定　員　500人
入場料　500円（当日支払い）
申込み 電話または電子メール
で男女共同参画課へ（先着順）

託　児　無料　6カ月～未就学児、
先着10人。申し込みは5月8日㈮
17時までに男女共同参画課へ

※映画祭の詳細は、チラシや男女共同
参画センターホームページ（　http://

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

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　第24回すずかフェスティバル
（すずフェス）の参加チームを募
集します。1チーム5人から参加
でき、踊りのジャンルや年齢は問
いません。
　また、メインステージでパ
フォーマンスの披露やPRなどの
場として活用できるパフォーマン
スタイム参加者も募集します。ぜ
ひご応募ください。
と　き　8月1日㈯・2日㈰

16 2020・4・5

Ｃ　2019「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」製作委員会

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。

※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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申込み　5月15日㈮までに、すずか
フェスティバルホームページ（　
http://www.suzufes.com）で
問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局（市観光
協会内　〒510-0241白子駅
前17-12　火～日曜日　9時
30分～18時　380-5595　
　info@suzufes.com)

日本薬膳学会
管理薬膳師養成講座
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　「からだのしくみ」から「病気予
防や回復に役立つ食養生」まで
を丁寧に解説し、東洋医学・西
洋医学を融合した新しい「薬膳」
を伝えます。
対　象　薬膳や栄養学を学び
たい方、西洋医学や東洋医学
の基礎を学びたい方
と　き　各月1回（全11回）9時
30分～16時40分

※各月とも日曜日に開催します。
※開催期間は、6月から令和3年2
月までです。

※8月の講座はありません。6月・7月・
9月は月2回開催します。

ところ　鈴鹿医療科学大学千代
崎キャンパス（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳学・栄養学などの
講義（5科目）と薬膳実習

※日本薬膳学会認定資格「管理薬
膳師」が取得可能です。

定　員　30人（先着順）

受講料 8万円（前・後期各４万円）
主　催 日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ 5月22日㈮
(必着)までに、鈴鹿医療科学
大学（薬膳学会事務局
　384-9211）へ

※詳しくは、日本薬膳学会ホーム
ページ（ http://yakuzen.jpn.

　org/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

　在住外国人への日本語学習
を支援する日本語ボランティア
は、日本語で日本語を教えるた
め、外国語ができない方でも支
援できます。この講座では、日本
語の教え方に加えて、ワーク
ショップを通して話題を学習へと
発展させる方法を学びます。
対　象 できる限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方
と　き 5月16日㈯～6月13日
㈯毎週土曜日13時30分～15
時、15時10分～16時40分
ところ　鈴鹿大学　
定　員　20人（先着順）
講　師　舟橋宏代さん、桟敷ま
ゆみさん、加納雅美さん
受講料 一般6,000円、賛助会
員3,000円（会員(年会費2,000
円)には随時加入できます）

申込み 4月30日㈭までに、郵便
番号・住所・氏名・電話番号をはが
き、ファクスまたは電子メールで、
鈴鹿国際交流協会（〒513-0801
神戸1-17-5　別館第3）へ

文化財講演会
～国分町の宝物(二)～
考古博物館 374-1994　 374-0986

と　き　4月25日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容
〇壬申の乱―川曲の坂下について
講師：磐城直嗣さん（光明寺住職）
〇『伊勢国分寺陳跡碑記』について
　講師：中森成行さん(考古博
　物館サポート会)　
参加料　無料
※講演会に参加の方は、常設展・速報
展の観覧料が無料になります。

主　催 考古博物館サポート会
問合せ サポート会事務局 中森
（　383-1995）

市民健康講座の中止
健康づくり課　327-5030　 382-4187

3月20日号8ページ健康館で
お知らせした下記の市民健康講
座は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。
と　き 4月16日㈭
ところ ふれあいセンターふれ
あいホール
内　容 痔と便秘～原因と治
療法について～

172020・4・5

電　話 電子メール ホームページファクス

かわ わ さか

ちんせき

しげ ゆき

ひ き

いわ き なお つぐ

もと

※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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申込み 5月15日㈮までに、すずか
フェスティバルホームページ（　
http://www.suzufes.com）で
問合せ すずかフェスティバル
実行委員会事務局（市観光
協会内 〒510-0241白子駅
前17-12　火～日曜日　9時
30分～18時　380-5595　
　info@suzufes.com)

日本薬膳学会
管理薬膳師養成講座
健康づくり課　382-2252　 382-4187

「からだのしくみ」から「病気予
防や回復に役立つ食養生」まで
を丁寧に解説し、東洋医学・西
洋医学を融合した新しい「薬膳」
を伝えます。
対　象　薬膳や栄養学を学び
たい方、西洋医学や東洋医学
の基礎を学びたい方
と　き 各月1回（全11回）9時
30分～16時40分

※各月とも日曜日に開催します。
※開催期間は、6月から令和3年2
月までです。

※8月の講座はありません。6月・7月・
9月は月2回開催します。

ところ 鈴鹿医療科学大学千代
崎キャンパス（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳学・栄養学などの
講義（5科目）と薬膳実習

※日本薬膳学会認定資格「管理薬
膳師」が取得可能です。

定　員　30人（先着順）

受講料　8万円（前・後期各４万円）
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　5月22日㈮
(必着)までに、鈴鹿医療科学
大学（薬膳学会事務局　　
　384-9211）へ

※詳しくは、日本薬膳学会ホーム
ページ（　 http://yakuzen.jpn.

　org/）をご覧ください。

日本語ボランティア養成講座
(公財)鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639　 sifa@mecha.ne.jp

在住外国人への日本語学習
を支援する日本語ボランティア
は、日本語で日本語を教えるた
め、外国語ができない方でも支
援できます。この講座では、日本
語の教え方に加えて、ワーク
ショップを通して話題を学習へと
発展させる方法を学びます。
対　象　できる限り全講座に
出席でき、日本語支援活動
に参加していただける方
と　き　5月16日㈯～6月13日
㈯毎週土曜日13時30分～15
時、15時10分～16時40分
ところ　鈴鹿大学　
定　員　20人（先着順）
講　師　舟橋宏代さん、桟敷ま
ゆみさん、加納雅美さん
受講料　一般6,000円、賛助会
員3,000円（会員(年会費2,000
円)には随時加入できます）

申込み 4月30日㈭までに、郵便
番号・住所・氏名・電話番号をはが
き、ファクスまたは電子メールで、
鈴鹿国際交流協会（〒513-0801
神戸1-17-5　別館第3）へ

文化財講演会
～国分町の宝物(二)～
考古博物館 374-1994　 374-0986

と　き　4月25日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容
〇壬申の乱―川曲の坂下について
講師：磐城直嗣さん（光明寺住職）
〇『伊勢国分寺陳跡碑記』について
　講師：中森成行さん(考古博
　物館サポート会)　
参加料　無料
※講演会に参加の方は、常設展・速報
展の観覧料が無料になります。

主　催 考古博物館サポート会
問合せ サポート会事務局 中森
（　383-1995）

市民健康講座の中止
健康づくり課　327-5030　 382-4187

3月20日号8ページ健康館で
お知らせした下記の市民健康講
座は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止します。
と　き 4月16日㈭
ところ ふれあいセンターふれ
あいホール
内　容 痔と便秘～原因と治
療法について～

172020・4・5
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実はそれ、ぜんぶ三重なんです！
～GWや夏休みに行こう！
令和版三重の旅～

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　4月18日㈯～6月14日
㈰9時～17時まで（5月2日㈯
～6日(水・振休)19時まで）

※休館日は各月曜日（5月4日を除く）、
５月7日㈭です。
ところ　県総合博物館2階　
交流展示室（津市一身田上
津部田3060）
内　容　県内の各市町から地
域の名所ポスターや観光パン
フレット、写真やパネル、PR動
画などを一堂に集め、地域別
に展示します。
〇4月25日㈯・26日㈰は鈴鹿市
デー
　・伊勢型紙を使ったポーチ染め
ワークショップ
　・写真家“熱田護”さんが撮影
したF1写真の展示
主　催　県観光局（　059-224-
　2830）

ものづくり産業支援センター
「リーダー研修」

産業政策課　382-7011　 384-0868

　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内の中小製造企業
で働く係長、班長クラスの方で、
8日間の研修に参加できる方
と　き　5月16日㈯・22日㈮・30
日㈯、6月5日㈮・13日㈯・19日
㈮・27日㈯、7月3日㈮9時～16
時30分（6月5日8時30分～16
時30分、6月19日8時30分～16
時50分、7月3日12時30分まで）

※予備日は7月10日㈮です。
ところ　市役所別館第3　2階
ものづくり産業支援センター
会議室

手話奉仕員養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住、在勤また
は在学する18歳以上の方
で、手話の学習経験がなく、
全課程の7割以上を受講で
きる方
と　き　5月12日から令和3年
3月17日までの第1・2・4・5
火曜日、第3水曜日、第4木
曜日19時30分～21時と第4
土曜日13時15分～16時30
分（予定）
ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）（予定）
内　容　聴覚障がい者の支援
者として携われるための日常
会話程度の手話表現技術を
学習します。

定　員　25人（応募者多数の
場合は抽選）

受講料　無料（別途テキスト代
3,300円）

申込み　4月20日㈪までに、申込
用紙を直接障がい福祉課へ

※申込用紙は障がい福祉課で入手
できます。

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

　4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）
◆ちびっこらんど運動あそび
対　象　3歳～4歳児　　
と　き　5月18日・25日、6月1
日・15日・22日(各月曜日)15
時15分～16時

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　カラダを動かす楽しさ
を体感します。
講　師　山舗恵美子さん
定　員　15人
参加料　4,950円(全5回)

内　容　ものづくり製造現場の
改善手法に関する講義、グ
ループ活動
定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　4月24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

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　382-9159　 383-1447　
◆危険物取扱者試験
と　き　乙種第4類　6月7日
㈰・14日㈰、丙種　6月14日
㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1-20）
申込み
〇電子申請　4月6日㈪9時か
ら17日㈮17時までに、（一財）
消防試験研究センターホーム
ページで
〇書面申請　4月9日㈭から20
日㈪(当日消印有効)までに、
願書に必要事項を記入の
上、郵送で(一財)消防試験
研究センター三重県支部
（〒514-0002津市島崎町
314）へ

※願書は、消防本部、中央消防署、
中央消防署各分署、南消防署で
入手できます。

◆予備講習会（乙種第4類）
対　象　乙種第4類を受験予
定の方
と　き　5月8日㈮9時30分～
16時
ところ　消防本部4階多目的
室（飯野寺家町217-1）
定　員　50人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月6日㈪から予防課
（平日8時30分～17時15分）へ
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　鈴鹿市人権教育センターでは、障がいのある
子どもたちや外国につながりのある子どもたちが
参加する体験活動などを行っています。また、中学
生の有志が集まる「子どもの人権ネットワーク」の
取り組みも行っています。
　「子どもの人権ネットワーク」では、差別やいじ
めをテーマに、一人一人がこれまでの自分の体
験を語り合いながら、身の回りにある差別やいじ
めをなくすため、意見交流をしています。時には、
涙をこらえながら体験を語る姿も見られます。
　また、人権劇の創作も行っています。今年度は
人権劇のテーマを『いじりといじめ』として、日常
にある“からかい”が相手を深く傷つけていること
を訴え、「自分にはどんな行動ができるのか」を
考えてもらう内容で創作しました。いじめをなくす
ための人権劇にするために、どうすれば観てい
る人に自分たちの思いが伝わるのかなど、子ども
たちは互いの考えを出し合って何度も話し合い

ました。そして「いじめられる方にも原因がある
というのは絶対におかしい」や「違いを認め合
うことができたら、みんなが安心して幸せにな
れる」といった思いを込めて、人権劇の練習を
重ねました。
　できあがった人権劇は、12月の鈴鹿市と亀山
市の生徒会役員が集う生徒会研修会で発表し
ました。生徒会役員からは「人権劇から、違いに
よって差別やいじめが起こってしまうことがわか
りました。違いがあってあたり前という考えを広
めていきたい」との感想を聞くことができました。
　「子どもの人権ネットワーク」に集う中学生た
ちは、集まって話し合いを重ねるうちに、「仲間と
ともに差別やいじめをなくしていきたい」という
気持ちを強くしていきました。まずは、互いが思い
を共有すること、そのことが、差別やいじめをなく
すための大きな一歩になると感じています。

子どもの人権ネットワーク
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

電　話 電子メール ホームページファクス

◆背骨ととのえヨガ
対　象　一般女性
と　き　5月13日、20日、27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、バランス感覚と体幹を
養いましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　20人
参加料　3,300円(全3回)
◆テニスアカデミー体験入会
キャンペーン
対　象　5歳から小学生までの
初心者
期　間　4月5日㈰～30日㈭
ところ　庭球場　
内　容　期間中（平日：17時～
18時、土・日曜日・祝日：10時
～11時）であれば、1回の体
験レッスンが受けられます。

※時間を変更する場合があります。
講　師　三村鷹哉さん
参加料　無料
申込み・問合せ　期間中に電
話で講師（三村　080-9733-
　6629）へ

6月開講
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
木曜実施）への参加が必要です。

期間・内容　
　・6月3日㈬～11月25日㈬溶接
技術科・住宅リフォーム技術科
　・6月3日㈬～12月21日㈪電気
施工技術科（企業実習付
コース）
受講料　無料

申込み　5月8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
　http://www3.jeed.or.jp/
　mie/poly/）へ
※訓練期間中、無料で託児サービス
を利用できます（要事前相談）。

すずか茶ポーター
新茶摘み取りイベント中止
農林水産課　382-9017　 382-7610

　3月20日号4ページでお知らせ
した「新茶摘み取り協力隊すず
か茶ポーター」の新茶摘み取りイ
ベントは、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止します。

○固定資産税・都市計画税…1期
【納期限は4月30日㈭です】

の4 月 納税 納付・
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　鈴鹿市人権教育センターでは、
障がいのある子どもたちや外国に
つながりのある子どもたちが参加
する体験活動などを行っていま
す。また、中学生の有志が集まる
「子どもの人権ネットワーク」の
取り組みも行っています。
　「子どもの人権ネットワーク」
では、差別やいじめをテーマに、
一人一人がこれまでの自分の体験
を語り合いながら、身の回りにあ
る差別やいじめをなくすため、意
見交流をしています。時には、涙
をこらえながら体験を語る姿も見
られます。
　また、人権劇の創作も行ってい
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『いじりといじめ』として、日常
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快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

貸出回数上位の本～本館～

　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。
今回は令和元年度（4月 1日～ 2月
28日）に図書館本館で貸出回数が多
かった本を紹介します。

【貸出回数上位 11 冊】

　令和元年度、最も貸出回数が多かっ
たのは、2年連続で、島田ゆか作の
大人気「バムとケロ」シリーズより『バ
ムとケロのさむいあさ』でした。しっ
かり者でおおらかなバムといたずら
が大好きなケロの日常を描いた大人
も子どもも楽しめる絵本です。ぜひ
シリーズを通して読んでみてくださ
い。

『バムとケロのさむいあさ』
（島田ゆか／作　文渓堂）

　きょうはとっても寒い日。こんな
日はうらの池もきっと凍っているは
ず。バムとケロはスケートと釣りの
道具をもって池にいきました。する
と、あひるさんが一緒に凍りついて
いるではありませんか！二人は急い
で助け出します。

【紹介文は株式会社図書館流通センター

の書誌詳細から引用】

　図書館では他にも人気の本

を多数取りそろえています。

ぜひご来館ください。

レーシングコースは

生きている

　6.004→6.033→5.943→5.913→
5.911→5.859→5.864→5.859…（km）
これらの数字、実は鈴鹿サーキット
の全長の変遷です。現在、4輪と 2
輪で一部使用コースが違うため、そ
れぞれ 4輪 5.807 ㎞、2輪 5.821 ㎞
となっています。
　では、なぜ距離が変化してきたの
でしょうか。それは安全対策のため
です。レーシングマシンは日々、性
能を向上させているため、戦いの場
となるレーシングコースにも相応の
進化が求められます。コースアウト
したマシンを受け止める安全地帯（
バンカーなど）や緩衝装置（タイヤ
バリアなど）が代表的なものです。
　57 年前に行われた 4輪最高峰レー
スのラップタイムは約 2分 40 秒。現
在では F1 のコースレコードが 1分
27 秒 064 で、平均時速に換算すると
約 240 ㎞にまで達しました。基本的
なレイアウトを変えることなく、半
世紀以上にわたり、時代に応じて進
化しながら世界最高峰の走りを支え
る鈴鹿サーキット。まさに「レーシ
ングコースは生きている」のです。

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ
友の会　事務局長）

広報すずか  2 0 16 年 5月 5日号

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100 （代表） http：//www.city.suzuka.lg.jp/

■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp

■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係

　　　　　　　  059-375- 4381 　　  059-340-8810

　レースオフィシャルとは、レース運営をサポートする

スタッフの総称です。鈴鹿サーキットで年間を通じて

開催されているさまざまなレースなど、小さなレース

から国際イベントまでを支えていただいています。オ

フィシャルは基本的にボランティアです。

情熱と手弁当で支えてきた歴史に裏打ちされたものです。

　「モータースポーツ都市宣言」を2004年に行った

鈴鹿市。その価値をより高めるべく、鈴鹿サーキット

とN PO 法人鈴鹿モータースポーツ友の会では、「鈴鹿

市民オフィシャルグループ」を結成、推進しています。

鈴鹿市民の皆

さんのチカラ

をお待ちして

います。

応募資格：鈴

鹿市に在住・

通勤・通学され

ている方

今回の特集で使用する写真を撮りに、神戸保育所へ

行ってきました。園庭で元気いっぱい遊ぶ子どもたち

の姿を見ていると、わが子のように微笑ましく思いま

した。

子どもたちは見慣れない私にも元気良く「こんにち

は」と元気良くあいさつをしてくれました。スーツ姿だ

と敬遠されることも多いので嬉しくなり、怪獣の真似

をしてみたところ、みんな笑ってくれました。怪獣に

なった私をピストルで撃つ真似や光線を出す真似な

どで応えてくれたので、大げさにやられる振りをす

るなど、楽しく触れ合うことができました。久しぶり

に童心に返ることができました。

大人になるにつれて、仕事や家事などに追われて

自由に遊ぶ時間は少なくなるかと思います。しかし、

ときには子どものように、無邪気に遊ぶ時間を持つ

余裕があると良いのかもしれませんね。（誠）

レースの現場を見つめ続けて

　伸び伸び描いてます

　生涯学習の一つとして牧田地区

の絵描き好き25人が集まって、毎

週金曜日に牧田公民館で活動して

います。油絵や水彩画、アクリル画

など各々が得意な分野で、好きな

テーマで絵を描いています。特に決

まりごともなく、世間話などをしな

がら楽しく取り組んでいます。

　上達を実感する喜び

　講師の方に教えてもらいながら、

意見交換をしてみんなで上達して

いけるように心掛けています。昔

の作品を見返すと「こんな感じ

だったのか」と今の自分の上達を

実感することもあります。描いた

分だけ上達していけるものだと思

いますので、これからも描き続け

ていきます。

　年に一度は作品展

　毎年年度末には展示会をスズ

カ画廊で開催しており、一人一、

二点展示します。この日のために

仕上げた集大成を見てもらえると

嬉しいです。果物や風景、人物など

さまざまな種類の作品を展示し、

楽しんでもらっています。どなたで

も気軽にお越しください。

牧田画遊会

■語り手

(鈴鹿モータースポーツ友の会理事)

キ ー ボ ー ド

　新しい年度がスタートしました。
今年は暖冬の影響で、桜の開花も早
いようですが、満開の桜の下、新し
い環境での生活を始める方も多いと
思います。
　市役所でも、この 4月から一部の
組織変更が行われ、新しい体制での
業務がスタートしました。その一つ
が「国体推進局」の設置です。「三重
とこわか国体・三重とこわか大会」
の開催は 2021 年ですが、実はその
前年の今年から、本大会に先駆けて
競技別リハーサル大会が行われる予
定です。本市では、ハンドボールや
サッカーなど、6競技 8種目が行わ
れ、本大会に向けての機運も徐々に
高まっていくはずです。
　広報すずかでは、4月 20 日号から
国体・大会にスポットを当てたコー
ナーが始まります。ここで競技や選
手に関する情報を得れば、より一層
本大会が身近に感じられること間違
いなし。皆さん、乞うご期待くださ
い。
（正）
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