
　

電話での三者通訳サービス
市民対話課　382-9058　 382-7660

　9月1日（火曜日）から、外国

人市民の皆さんが外国語のま

ま市役所に電話できる三者通

訳サービスをはじめました。

　鈴鹿市多言語通訳コールセン

ターに電話をすることで、『①電

話した人』、『②通訳する人』、

『③市役所の人』の3人で話を

することができます。

　市役所に相談したいことがあ

るときは、使ってください。

使えることば　①ポルトガル

語、②スペイン語、③英語、④

北京語、⑤韓国語、⑥ベトナム

語、⑦タガログ語、⑧ネパール

語、⑨インドネシア語、⑩タイ

語、⑪ロシア語、⑫ヒンディー語

電話ができる時間　月曜日～

金曜日8時30分～17時15分

※土曜日・日曜日、祝日（カレンダー

が赤い日）など、市役所が開いて

いない日は使えません。

※この記事は外国人市民にわかり

やすいよう「やさしい日本語」で

表記しています。

司法書士養育費相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重県青年司法書士協議会

が養育費に関する電話相談会

を開催します。養育費でお困りの

方は、ぜひご相談ください。

※全国青年司法書士協議会が日本

司法書士会連合会との共催で行

います。

※相談は無料で、予約は不要です。

※秘密は厳守します。

と　き　9月12日㈯10時～16

時

相談電話　0120-567-301

（フリーダイヤル）

問合せ　山本新（　090-5035-

　1750）

※採用予定人数については、今後
の採用計画の見直しなどにより
変更することがあります。

※障害者手帳の交付を受けている
方は職種区分「事務1」を受験で
きますが、それ以外の職種区分
についての受験を制限するもの
ではありません。

※保育士・幼稚園教諭（経験者）とし
て従事した期間（職務経験年数）
は、週の勤務時間が30時間以上
の勤務の期間とし、育児休業や休
職など、実際に勤務していない期
間を除きます。なお、申し込みの際
に自己申告書を提出してください。

※職種区分「消防」を受験される方
は、日本国籍を有することが条
件です。

※職種区分「消防」以外を受験され
る外国籍の方は、永住者または特
別永住者の在留資格が必要です。

※全ての職種について、地方公務
員法第16条の欠格条項に該当
しないことが条件です。

※受験資格など詳しくは、募集要
項をご覧ください。

◆第一次試験

と　き　10月18日㈰9時から

ところ　受験票送付時に案内
します。

申込み　9月17日㈭まで（土・
日曜日を除く8時30分～17

時15分）に、職員採用試験

申込書を直接または郵送で

人事課へ

※郵送の場合は、9月17日㈭17時15

分到着分まで有効です。

募集要項・申込書などの入手方法

　市ホームページ（人事・職

員採用）で入手できます。

　　　0570-037-888

※電話にはお金がかかります。
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市職員募集
人事課　382-9037　 382-2219

◆令和3年4月1日採用分

職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許など 年齢 学歴

事務1
（障がい者対象）
1人程度

障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳
など、または精神障害者保健福祉手帳）の
交付を受けている方

昭和60年4月2日
以降の生まれの方

事務2
11人程度

技術（土木）
4人程度

土木に関する技術的
業務

技術（建築）
1人程度

建築に関する技術的
業務

技術（電気）
2人程度

電気に関する技術的
業務

保健師
3人程度

保健に関する相談・
指導業務

保育士・
幼稚園教諭(一般)

5人程度

乳幼児の保育業務

学校、保育所などで
の給食調理業務

保健師免許を取得済みの方、または令和
　　3年3月末日までに取得見込みの方

調理師免許を取得済みの方、または令和
3年3月末日までに取得見込みの方

昭和55年4月2日
以降の生まれの方

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得済みの方、または令和3年3月末日まで
に取得見込みの方

昭和60年4月2日
以降の生まれの方

平成2年4月2日
以降の生まれの方

消防
8人程度

労務
（調理員）
1人程度

火災予防、救急、救助、
消火活動などの消防
業務

昭和60年4月2日
以降の生まれの方

企画、庶務、予算、経

理、調査、指導など
の一般行政事務

―

―

―

平成２年4月2日
以降の生まれの方

学校教育法に定める
大学院、大学、短期大
学、修業年限が2年以
上の専修学校専門課
程、高等専門学校、高
等学校、特別支援学
校高等部など高等学
校に準ずる学校を卒
業した方または令和
３年3月末日までに

卒業見込みの方（これ
らの方と同等の資格
があると認められる
方を含みます）

保育士・
幼稚園教諭
（経験者）
1人程度

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得済みの方
令和2年8月31日時点で、保育士または幼
稚園教諭として公立の保育所、幼稚園また
は認定こども園で、通算3年以上勤務した
期間がある方

※技術については、
上記の学校にお
いてそれぞれの職
種に関する専門
課程・科目を履修
していることが必
要です。



事業者向け給付金

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症
の影響により、売り上げが減少
している事業主に対して、国か
ら給付金が支給されます。
※迅速かつ安全に給付を行うため、

電子（オンライン）申請で行います。

◆持続化給付金

売り上げが前年同月比50％
以上減少している事業主に対す
る給付金で、事業継続の下支え
のために活用できます。
対　象　中小法人、個人事業主
など

給付額

〇法人：最大200万円
〇個人事業者：最大100万円
給付額の計算方法

　前年の総売上（事業収入）－
　（前年同月比－50％月の売上げ
　×12カ月）
申込み　令和3年1月15日㈮
までに、持続化給付金ポー
タルサイト（　httpｓ//www.
jizokuka-kyufu.jp/）で

問合せ　持続化給付金事業
コールセンター（　0120-115-
　570）
◆家賃支援給付金

事業継続のため、賃借人（借
り主）である事業者に給付金を
支給し、地代・家賃（以下、賃
料）の負担を軽減します。
対　象　次の全てを満たす事
業者
○中小法人、個人事業主など
○5月～12月の売上高について
下記のいずれかを満たすこと
　・1カ月で前年同月比50％以上
減少している
　・連続する3カ月の合計で前年
同月比30％以上減少している
○自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料を支払って
いる

給付額　申請時の直近1カ月
における支払賃料（月額）に
基づき算定した給付額（月
額）の6倍
〇法人：最大600万円
〇個人事業者：最大300万円
申込み　令和3年1月15日㈮ま
でに、家賃支援給付金ポータ
ルサイト（　https://yachin-
shien.go.jp/）で

問合せ　家賃支援給付金コール
センター（　0120-653-930）

労働者向け休業支援金

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症
の影響により休業した中小企
業などの労働者のうち、休業中
に賃金（休業手当）を受けるこ
とができなかった方に対して、国
から給付金が支給されます。
対　象　令和2年4月1日から9
月30日までの間に事業主の
指示を受けて休業（休業手
当の支払いなし）した中小企
業などの労働者

給付額　①×②
①1日あたり支給額：休業前の1
日当たり平均賃金×80％（上
限1万1,000円）
②休業実績（各月の日数－就
労した、または労働者の事情
で休んだ日数）

申込み　4月から6月までの休
業分は、9月30日㈬(必着)ま
でに、必要書類(支給申請
書、支給要件確認書)を郵送
で厚生労働省　新型コロナ
ウイルス感染症対応休業支
援 金 ・ 給 付 金 担 当
(〒600-8799　京都中央郵
便局留置)へ

※必要書類や7月分以降の申し込み

などは、厚生労働省ホームページ

(   https://www.mhlw.go.jp/

stf/kyugyoshienkin.html)で

※労働者本人からの申し込みのほ

か、事業主を通じてまとめて申し込

むことができます。

※電子（オンライン）申請は準備中

です（8月25日現在）。2回目以降

の申請方法は1回目と同じ方法

にしてください。

問合せ　新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給
付金コールセンター（　
0120-221-276）

防犯カメラの設置

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　犯罪防止などを目的として、近
鉄長太ノ浦駅、箕田駅、磯山駅の
自転車駐車場に防犯カメラを設
置しました。設置場所には、「防犯
カメラ作動中」と表示しています。
　これを機に地域で見守り合
い、安全に安心して暮らせるま
ちとなるようご協力ください。
※防犯カメラで撮影された画像は、条

例に基づき、犯罪捜査への協力な

どの場合を除いて、第三者への提

供は行いません。

令和3年鈴鹿市成人式

実行委員の追加募集

文化振興課　382-7619　 382-9071

   bunkashinko@city.suzuka.lg.jp 

　令和3年鈴鹿市成人式の企
画・運営に携わる実行委員を追
加で募集します。一生に一度の
成人式を自分たちの手でつくり
ましょう。
対　象　平成12年4月2日～平
成13年4月1日生まれの方で、
市内在住または本市出身者

申込み　電話または電子メー
ルで文化振興課へ

パートタイム

会計年度任用職員募集

（緊急雇用創出推進事業）

人事課　382-9037　 382-2219

新型コロナウイルス感染症の
影響により職を失った方などを
対象に、パートタイム会計年度
任用職員を募集します。
対　象

〇次のいずれかに該当する方
　・解雇や雇止めを余儀なくさ
れた方
　・内定取り消しとなった方
　・職を失ったまたは収入が大きく
減少した勤労学生
　・ハローワークに求職登録して
いる方
〇市内に在住、在学している方ま
たは通勤していた方
〇地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しない方
※年齢制限はありません。

※日本語でのコミュニケーションが

可能な方に限ります。

※外国籍の方については、任用期

間において従事可能な在留資格

を有する必要があります。

任用期間　10月1日㈭～令和
3年3月31日㈬

申込み　9月14日㈪（土・日曜日
を除く8時30分～17時15分)
までに、「鈴鹿市パートタイム
会計年度任用職員（緊急雇
用創出推進事業）登録申込
書」と必要書類を、直接人事
課（本館5階）へ
○必要書類
　・離職者：雇用保険受給資格
者証または離職票（離職日
が分かるもの）
　・内定取消者：内定取消通知
書またはこれに準ずるもの
　・勤労学生：学生証
　・ハローワークからの紹介状
（ハローワークを利用した方
のみ）
　・在留資格を証明する書類など
（外国籍の方のみ）
※『鈴鹿市パートタイム会計年度任

用職員（緊急雇用創出推進事業）

登録申込書』は市ホームページ

のほか、人事課や市役所総合案

内（本館1階）で入手できます。

※詳しくは、市ホームページをご覧

ください。

問合せ

勤務条件・応募について：
人事課
業務内容について：
各担当課

事務・用務
4人程度

職種
募集人数

業務内容 勤務日数・勤務時間 報酬

時給900円
382-9009

管財課　

382-9007
資産税課　

382-9004
市民対話課　

382-9031
文化財課　

382-7606
子ども育成課　

382-7626
障がい福祉課　

382-9025
市街地整備課　

382-9055
教育支援課　

382-9160
予防課　

時給900円

時給900円

時給900円

時給1，240円

時給900円

時給900円

時給900円

時給900円

時給900円

担当課

事務
1人程度

事務
1人程度

外国人通訳
1人程度

事務
1人程度

事務・用務
20人程度

事務
1人程度

用務
2人程度

用務
4人程度

事務・用務
1人程度

市庁舎などでの消毒などの環境
整備、事務補助など

1カ月当たり20日
1日4時間15分または4時間30分

（8時30分～13時または13時～17時15分　
休憩なし）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり20日
1日4時間（9時～13時　休憩なし）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり20日
1日5時間（12時～17時　休憩なし)

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり15日
1日7時間45分（8時30分～17時15分　
休憩60分）

1カ月当たり20日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

1カ月当たり15日
1日6時間（9時～16時　休憩60分）

市民相談事業および広聴事業に
おける事務補助など

ポルトガル語の通訳および行政
文書の翻訳

公立保育所および公立幼稚園で
の環境整備、事務補助など

障がい福祉サービス支給事務に
係る事務補助（パソコン入力、書
類整理）など

公園施設（遊具など）の点検・草刈り
などの軽作業（普通自動車の運転
を伴う）

学校施設の環境整備など
（普通自動車の運転を伴う）

防火対象物台帳の整理、書類処理
など、庁舎の簡単な清掃

固定資産税に関する申告書の
受付および現地調査補助、
パソコン入力など事務補助

古文書目録原稿のデータ入力、
美術工芸品や古文書などの整備
業務補助

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://yachin-shien.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html


鈴鹿市の国民健康保険
被保険者証をお持ちの方へ
保険年金課　382-7605　 382-9455

　現在お持ちの保険証（紺色）

の有効期限は9月30日㈬です。

新しい保険証（黄土色）を9月

中旬から簡易書留で順次発送

しますので、保険証を受け取っ

た方は、記載内容に誤りが無い

かご確認ください。

※新しい保険証の有効期間は、10

月1日㈭から令和3年9月30日

㈭までです。

※有効期限の切れた保険証は使え

ません。保険年金課または地区市

民センターへ返却してください。

※保険証のケースは、保険年金課ま

たは地区市民センターで入手で

きます。

※社会保険などに加入した場合

は、国民健康保険の喪失手続き

が必要です。保険年金課または

地区市民センターで手続きして

ください。

◆次の方は有効期限にご注意を

対　象　令和2年10月2日㈮か

ら令和3年9月30日㈭までに

75歳の誕生日を迎える方

有効期限　誕生日の前日

※75歳から保険証の発行元が変更

になり、三重県後期高齢者医療

広域連合が新しい保険証を郵送

します。

三重県特定不妊治療費
助成事業

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　新型コロナウイルス感染症の

影響を受けて、特定不妊治療を

実施している対象者の経済的負

担を軽減するため、特定不妊治

療に要する費用の一部を助成し

ます。

対象の治療期間　令和2年4

月1日㈬以降に治療を開始

し、令和3年3月31日㈬まで

に治療が終了したもの

対象年齢　治療開始初日の妻

の年齢が43歳未満の夫婦

※令和2年3月31日時点で妻の年齢が

42歳である夫婦であって、新型コロナ

ウイルス感染症の観点から、令和2年

度中に治療を延期した方も対象です。

収入要件　新型コロナウイルス

感染症の影響により、令和2年

2月から12月までの任意の期間

（1カ月以上）において、夫婦合

算の収入が前年同期間に比べ

て10％以上減少していること

※夫婦合算の収入は、夫婦同期間

で合算します。

助成額　上限5万円

申込み　令和3年3月31日㈬ま

でに、「新型コロナウイルス感染

症に係る三重県特定不妊治療

費助成事業申請書」および添

付書類を、直接または郵送で県

子育て支援課（〒514-8570　

津市広明町13）へ

※申請書および添付書類は、県ホーム

ページ（　https://www.pref.mie.

lg.jp/D1KODOMO/000239950.

htm)で入手できます。

※郵送の場合は、できるだけ「簡易

書留」で送付してください。

※今後の状況により、申請期限が

延長される場合があります。

問合せ　県子育て支援課（

059-224-2248）

後期高齢者健康診査を
受診しましょう

福祉医療課　382-7627　 382-9455

　後期高齢者医療制度に加入

する被保険者の方を対象に、健

康診査を実施しています。受診

券などが送付された対象の方

は、期日までに受診しましょう。

対　象　8月31日㈪までに、三

重県の後期高齢者医療制度

に加入された被保険者の方

※施設入所中の方や長期入院中の

方などは対象外です。

受診券の発送時期　令和2年

4月までに加入された方は6月

下旬、5月から7月までに加入

された方は8月下旬、8月に加

入された方は9月下旬

期　間　11月30日㈪までに、1

回のみ

料　金　500円または200円

※対象者ごとに料金が異なります

ので、受診券に記載された料金

をご確認ください。

※所定の健診項目以外の治療な

どを行った場合は、別途費用が

必要です。

問合せ　三重県後期高齢者医

療広域連合事業課（　059-

221-6884）

※新型コロナウイルス感染症の影

響により、期間中でも中止にな

る場合がありますので、事前に

希望する医療機関へ必ず連絡を

した上で、受診してください。

学芸員募集
（フルタイム会計年度任用職員）

文化財課　374-1994　 374-0986

対　象　次の要件を全て満た

している方

　・学校教育法に基づく大学また

は大学院で考古学・人類学ま

たは歴史学を専攻、卒業また

は修了し、埋蔵文化財発掘調

査についての知識・経験を有

する方

※調査参加経歴書の提出が必要です。

　・パソコン操作（入力・検索など）

ができる方

　・採用日までに学芸員資格を取

得済みの方

　・採用日までに普通自動車免許

を取得済みの方

　・地方公務員法第16条の欠格

条項に該当しない方

業務内容　埋蔵文化財の発

掘調査・室内整理および報

告書作成に関する業務

雇用期間　採用日から令和3

年3月31日㈬まで（更新あり）

勤務条件　給与は17万9,600

円で、その他各種手当（期末

手当、通勤手当など）がありま

す。また、社会保険にも加入し

ます。

※詳細は募集要項をご覧ください。

定　員　1人程度

申込み　「職員採用試験申込

書」ほか必要書類を、考古博

物館(〒513-0013　国分町

224）へ

※随時募集します。ただし、充足さ

れた場合は、受付を終了します。

※募集要項、申込書などは、考古博

物館へ直接または郵便（84円切

手を貼った返送用封筒を同封の

こと）で請求するか、考古博物館

ホームページまたは考古博物館

SNS（ツイッター、フェイスブック）

から入手してください。

◆採用試験

と　き　応募者に別途連絡

ところ　考古博物館

内　容　筆記・実技試験、面接

事業主の方へ
新型コロナウイルス対策
新しい働き方・休み方を
産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染対策と

して、新しい生活様式が求められる

中、新しい働き方・休み方を実践す

るためには、労働者のさまざまな事

情に応じた柔軟な働き方・休み方

に資する時間単位の年次有給休

暇制度や、計画的な業務運営に資

する年次有給休暇の計画的付与

制度の導入が効果的です。

　各企業は、従業員の年次有給

休暇取得を十分考慮するととも

に、時間単位の年次有給休暇制

度や計画的付与制度の導入を検

討しましょう。

問合せ　三重労働局雇用環境・

均等室 指導班（　059-226-

　2110）

鈴鹿市ものづくり企業
交流会出展企業を募集

産業政策課　382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市の産業活性化に向けて開

催する「鈴鹿市ものづくり企業

交流会」への出展企業を募集

します。

対　象　市内に本社または主

たる事業所を有する中小製

造企業者

と　き　令和3年1月17日㈰

10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター(算所

2-5-1)

募集ブース数　27社(先着順)

参加料　無料

申込み　10月30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もの

づくり産業支援センターへ
有料広告

※｢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。

※有料広告掲載に関するお問い合わ

せは、情報政策課(　382-9036)へ

https://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000239950.htm


守りたい 大切な いのち

自殺予防週間

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　9月10日はWHO（世界保健

機関）が定めた世界自殺予防デ

ー、9月10日から16日までは自

殺予防週間です。

　大切な人の「いのち」を守るた

めには、周囲の人の気付きや声掛

けが大きな支えになります。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

〇気付き　家族や仲間の変化

に気付いて声を掛ける

〇傾聴　本人の気持ちを尊重

し、耳を傾ける

〇つなぐ　早めに専門家に相

談するよう促す

〇見守り　温かく寄り添いなが

ら、じっくりと見守る　

※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（月～金曜日13時～16時、祝

日・年末年始を除く）、専門面接

相談（予約制）を実施していま

す。相談されたい方は、相談専用

電話番号（　059-253-7823、

　　0120-01-7823（三重県内の

み））へ

令和3年度

指定予定地域密着型

サービス事業者公募説明会

鈴鹿亀山地区広域連合

369-3205 369-3202

対象事業者　鈴鹿・亀山市内

で地域密着型サービス事業

を計画している法人

と　き　9月29日㈫11時から

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

内　容　定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、看護小規

模多機能型居宅介護に関す

る施設整備について

申込み　9月23日㈬までに、申

込書をファクスで鈴鹿亀山地

区広域連合へ

※募集内容や申込書などは、鈴鹿亀

山地区広域連合ホームページ（

https://www.suzukakameya-

ma-kouiki.jp/）をご覧ください。

納税の休日・夜間窓口

納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　9月27日㈰9時～12時

◆夜間窓口

と　き　9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。

世界アルツハイマー月間

長寿社会課　382-9886　 382-7607

　国際アルツハイマー病協会

は、世界保健機関（WHO）の後

援を受けて、9月21日を「世界ア

ルツハイマーデー」と宣言し、9

月を「世界アルツハイマー月間」

と定めています。毎年、この期間

中は、世界の70以上の国と地

域で、認知症の当事者団体をは

じめ、行政やNPO団体などが、

認知症に関する啓発や、本人と

介護する家族を支援する活動を

展開しています。本市でも、認知

症になっても安心して暮らせるま

ちを目指して、関係団体がさまざ

まな啓発活動を行います。

◆世界アルツハイマー月間啓

発活動

と　き　9月21日（月・祝）11時

～15時

ところ　鈴鹿ハンター1階　サ

ブコート（算所2-5-1）

内　容　（公社）認知症の人と

家族の会鈴鹿地区会が中心

となり、認知症の啓発活動を

行います。

◆市役所市民ギャラリー展示

と　き　9月23日㈬～29日㈫

ところ　市役所本館1階　市民

ギャラリー

内　容　認知症についての啓

発展示

◆図書館展示

と　き　9月30日㈬まで

ところ　図書館1階　ロビー

内　容　認知症についての啓

発展示

健康力アップ教室
「知る！わかる！できる！
～高コレステロール予防編～」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　食べ過ぎや運動不足などの

生活習慣は、コレステロールや

中性脂肪などを高くする原因

になります。この機会に自身の

生活習慣を振り返り、健康力を

高めましょう。

対　象　20歳から64歳までの

市民の方で、生活習慣病予

防に関心のある方

と　き　

①基礎・栄養編　10月13日㈫

10時～11時30分

②運動編　10月29日㈭10時～

11時30分

ところ　保健センター（西条

5-118-3）　

内　容　生活習慣病予防の講

話と運動体験 

定　員　20人（先着順）

参加料　無料

申込み　9月11日㈮8時30分か

ら、電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は、主治医

に確認の上、申し込みください。

※2回とも参加できる方を優先します。

骨こつ教室
「貯骨と貯筋
してみませんか？」

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　骨粗しょう症は若いころから

の生活習慣が大きく影響しま

す。骨粗しょう症の予防方法や

自分の骨を知ることで、生活習

慣を見直してみましょう。

対　象　20歳から64歳までの

市民の方

※骨粗しょう症の治療中の方は除

きます。

と　き　10月22日㈭10時～11

時30分

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　骨粗しょう症の予防

対策の講話、簡易骨密度測

定、骨折危険度チェック

定　員　20人（先着順）

参加料　無料

申込み　9月10日㈭8時30分

から、直接または電話で健康

づくり課へ

第41回鈴鹿市民アイデア展

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市民の皆さんの科学・技術へ

の関心を高め、豊かな創造性を

育むため、学習や生活などの中

から生まれたアイデア作品を、広

く市民に展示します。

と　き　9月25日㈮～27㈰金曜

日：10時～20時、土曜日：9時

～21時、日曜日：9時～17時

ところ　鈴鹿ハンター1階　セ

ンターコート

内　容　

〇工夫考案（工作）部門：創意

工夫されたもの、生活に役立

つもの、科学的な考えに基づ

いた夢のあるものなど

〇絵画部門：未来への夢を描い

たもの、自由奔放な発想をした

もの、純粋で素朴なものなど

湿地帯植物観察会

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　9月27日㈰10時～12時

（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園

内（住吉町南谷口）

※集合場所は、鈴鹿青少年の森受

付事務所です。

内　容　園内湿地の希少植物

を学びます。

講　師　清水善吉さん（三重自

然誌の会）、市川正人さん（三

重自然誌の会）

定　員　20人(先着順)

参加料　無料

持ち物　長靴・動きやすい服

装・飲み物・筆記用具・マスク

※雨天時は雨具が必要です。

申込み　電話またはファクスで鈴

鹿青少年の森受付事務所へ

生活援助従事者研修
（通信講座）の受講生募集

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足を

改善するため募集します。

対　象　次の全てを満たす方

・県内に住民登録していること

・おおむね70歳未満の方で、

現在就労していないこと

・研修修了後、福祉・介護職場

で働けること

と　き　10月14日㈬～12月4日㈮

内　容　送付するテキストなどに

より学習し、指定する各期日まで

にレポート課題を提出します。

※スクーリング場所（課題などの提

出）は、三重県社会福祉会館（津

市桜橋2-131）です。

定　員　各39人（応募者多数

の場合は抽選）

受講料　無料（テキスト代は自

己負担）

申込み　9月16日㈬（必着）

※詳しくは、三重県社会福祉協議会

福祉人材課　介護職員初任者研

修担当（　059-227-5160）へ

お問い合わせください。

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

　地域の日本語教室では、さま

ざまな国の皆さんが日本語で日

本語を学習しています。

　ボランティアとなって外国人

と交流し、学び合いましょう。

と　き　10月1日・8日・15日・

22日・29日（各木曜日）　13

時30分～14時30分

内　容　Zoomを活用したオン

ラインセミナー

講　師　舟橋宏代さん、桟敷

まゆみさん、加納雅美さん

受講料　1,000円（5回分）

申込み　9月24日㈭までに氏

名・住所・電話番号・日本語

を教えた経験の有無を記入

の上、ファクスまたは電子メー

ルで鈴鹿国際交流協会へ

※本講座は、春に教室形式で予定

していたものをオンラインに替

えて実施します。

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。

https://www.suzukakameyama-kouiki.jp/
http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


地域活性化雇用
創造プロジェクト

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　雇用の継続・創出につなげる
ため、女性や企業担当者を対象
にオンラインでのセミナー、キャリ
アカウンセリングを実施します。
講座・研修を修了するとオープ
ンバッジ（デジタル証明）が授与
されます。
参加料　無料
研修運営　㈱wiwiwセミナー

事務局
主催・問合せ　（公財）三重県

産業支援センター地域活性
化雇用創造プロジェクト（津
市栄町1-891三重県合同ビ
ル内　059-253-1260
chipro@miesc.or.jp）

◆女性の再就職・キャリアアップ

支援

結婚や出産など、さまざまな
事情で仕事を離れている女性
の再就職やキャリアアップなど
を支援します。
※キャリアカウン セリング

（Zoom）もあります。

対　象　県内在住の女性
申 込 み ホームページ（

https://www.wiwiw.com/
　event/6675）で
○ステップ1.イントロダクション

セミナー（Zoom）
※まずはこちらにご参加ください。

と　き　10月1日㈭13時30分
～15時

定　員　90人(先着順)
申込み　9月24日㈭まで
○ステップ2.スキルアップ研修
（eラーニング）

と　き　10月1日㈭～12月14
日㈪

○ステップ 3 . 面 接セミナー
（Zoom)

と　き　12月10日㈭13時30
分～15時

定　員　90人(先着順)
申込み　12月3日㈭まで
○ステップ4.企業と求職者の意

見交換会（Zoom）
と　き　令和3年1月21日㈭

13時30分～15時
定　員　90人(先着順)
申込み　令和3年1月14日㈭

まで
◆多様で働きやすい職場づくり

オンラインセミナー

働き方改革やダイバーシティ
マネジメントを推進し、多様な人
材が力を発揮できる職場づくり
を支援します。
対　象　県内に本社または事

業所がある経営者・人事労
務担当者

申 込 み ホームページ（
https://www.wiwiw.com/

　event/6673)で
○ダイバーシティ・マネジメント

実践講座（Zoom）
と　き　11月18日㈬13時30

分～15時
定　員　100人(先着順)
申込み　11月11日㈬まで
○ダイバーシティ・マネジメント

実践講座（eラーニング）
と　き　10月1日㈭～12月14日㈪
定　員　100人（先着順）　
○企業と求職者の意見交換会
（Zoom）

と　き　令和3年1月21日㈭
13時30分～15時

定　員　100人（先着順）
申込み　令和3年1月14日㈭まで

クライミングジュニア体験会
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

372-2511 372-8002

対　象　小学3年生～中学生
と　き 9月26日㈯9時30分～

10時30分、11時～12時、13
時30分～14時30分

※雨天時は、当日の8時に実施また

は中止の判断をします。

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿 サッカー・ラグビー
場クライミングウォール

内　容　普段、子どもたちが体
験できないクライミングという
スポーツに挑戦します。
※最上部からのロープで体を引き

上げて安全を確保するトップロー

プクライミングで行います。

定　員　各10人（先着順）
参加料　500円（当日払い）
持ち物　運動ができる服装、

運動靴、タオル、飲み物
※クライミングに必要な道具は用

意します。

申込み　9月11日㈮から18日
㈮までに、三重交通Gスポー
ツの杜 鈴 鹿ホームページ

（　http://www.garden.
　suzuka.mie.jp/）で申し込む

か、電話または直接サッカー・
ラグビー場窓口へ
※当日は、三重県山岳スポーツクラ

イミング連盟公認指導員が安全

に十分気を付けて指導します。

※体験中の事故については、応急

処置を行いますが、それ以外の

責任は負いません。

※スポーツ傷害保険に加入しますが、

補償は保険の範囲内に限ります。

スポーツの杜鈴鹿短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

392-7071 372-2260

　9月8日㈫から、直接水泳場
窓口またはホームページで（先
着順）
◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　18歳以上の女性
と　き　9月25日、10月9日・

23日(各金曜日)20時～21時
ところ　水泳場　会議室
内　容　ひめトレポールを使用

して、骨盤底筋群を意識した
姿勢改善をします。

※使用するポールは貸し出します。 
講　師　坂元聡子さん
定　員　15人
参加料　3,300円（税込 全3回）
◆バレーボール教室体験会

対　象　18歳以上の方
と　き　9月30日㈬10時～12時
ところ　体育館
内　容　基礎から楽しく学びます。
講　師　阪辰夫さん
定　員　10人
参加料　無料

就労マルシェの中止
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　9月に開催予定の「鈴鹿市
発障がい者の就労マルシェ」は、
新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止します。
※障がい者就職面接会は、規模を

縮小し、後日開催します（予定）。

詳細が決定次第、改めてお知らせ

します。

ポリテクセンター三重
職業訓練受講生募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者

※受講希望者は施設見学会（毎週木

曜日実施）への参加が必要です。

訓練期間　11月6日㈮～ 令和
3年4月27日㈫

内　容　電気保全技術科
受講料　無料　
※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）。

申込み　10月2日㈮までに、電
話でポリテクセンター三重

（　320-2645　四日市市西日
野町4691　https://www3.

　jeed.or.jp/mie/poly/）へ

お詫びと訂正

　広報すずかの掲載内容に
ついて、下記のとおり誤りがあ
りました。お詫びして訂正します。
〇8月5日号9ページ
正：鈴鹿シティロータリークラブ
誤：鈴鹿シティローターリー  
　 クラブ
〇8月20日号15ページ
正：年金事務所出張相談
　 9日・23日
誤：年金事務所出張相談

19日・23日

　「子どもの権利条約」とも呼ば
れる「児童の権利に関する条約」
は、1989年11月の国連総会で採
択され、翌年9月に発効されました。
2019年現在、日本を含む196の
国と地域で締約されています。
　この条約では、18歳未満の子
どもを「権利をもつ主体」と位置
づけ、次の4つの権利と基本原
則を定めています。
4つの権利
〇生きる権利：全ての子どもの

命が守られること
〇育つ権利：医療や教育、生活

への支援などを受け、友だち
と遊んだりすること

〇守られる権利：暴力や搾取、
有害な労働などから守られる
こと　　

〇参加する権利：自由に意見を
表したり、団体を作ったりでき
ること

4つの基本原則
〇生命、生存および発達に対す

る権利：命を守られ成長でき
ること

〇子どもの最善の利益：子ども
にとって最もよいこと

〇子どもの意見の尊重：意見を
表明し参加できること

〇差別の禁止：差別のないこと
　本市では、これらの子どもの
権利を具体的な施策や実践で
生かしていくことが重要であると
考え、「第2期鈴鹿市子ども・子
育て支援事業計画（令和2～6年
度）」において、「子どもの権利」
について明記しています。今後も
子どもたちの健やかな育ちを支
援し、子どもの人権が尊重され
るまちづくりを進めていきます。

子どもの権利条約

子ども政策課　 382-7661 　 382-9054　
　kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　 382-9011 　 382-2214　
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

○国民健康保険料…3期

【納期限は、9月30日㈬です】

の9 月 納税 納付・

https://www.wiwiw.com/event/6675
https://www.wiwiw.com/event/6673
http://www.garden.suzuka.mie.jp/
https://www3.jeed.or.jp/mie/poly/



