
　・事業収入が30％以上50％未

満減少している事業者：2分の1

申込み　令和3年1月4日㈪

から2月1日㈪(消印有効)ま

でに、中小企業庁が認定する

認定経営革新等支援機関な

どに確認を受けた申告書およ

び同機関に提出した書類一

式を添付の上、資産税課（〒

513-8701　住所不要）へ

※郵送での提出にご協力ください。

※認定経営革新等支援機関など

の確認には日数を要します。申

し込み期限を過ぎてしまった場

合、軽減措置を受けることがで

きなくなりますので、早めにお手

続きください。

※詳しくは、市ホームページおよび

中小企業庁ホームページをご覧

ください。

◆生産性向上特別措置法に

基づく固定資産税の特例措

置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の

影響を受けながらも新規に設備

投資を行う中小事業者などを支

援するため、固定資産税の特例

措置の適用対象に、一定の事業

用家屋および構築物が加えられ

ます。

　また、令和2年度までとなって

いる適用期限について、令和4

年度まで延長されます（予定）。

※適用対象など詳しくは中小企業

庁ホームページをご覧ください。

中小企業退職金共済制度

産業政策課　382-8698　 382-0304

　中小企業退職金共済制度は、

中小企業で働く従業員（パートも

含む）のための退職金制度です。

◆メリット

○新規に加入する事業主に対

して、掛け金の一部を国と市

が1年間助成します。

○掛け金は法人企業の場合は

損金として、個人企業の場合

は必要経費として、全額非課

税です。また、手数料もかかり

ません。

※資本金または出資金が1億円を

超える法人の法人事業税には、

外形標準課税が適用されます。

○社外積立で管理が簡単で

す。従業員ごとの納付状況や

退職金試算額を事業主にお

知らせします。

問合せ　中小企業退職金共済

事業本部（　03-6907-1234）

60歳以降も

国民年金保険料を

納めることができます

保険年金課　382-9401　 382-9455

　20歳以上60歳未満の方が

加入対象の国民年金は、40年

間（480月）全ての期間を納付

することで満額の老齢基礎年

金を受けることができます。何ら

かの理由で、国民年金保険料を

支払っていない期間がある60

歳以上65歳未満の方は、国民

年金に任意加入することで、受

給権の確保ができるだけでなく、

年金額を満額に近づけることが

できます。希望される方は、保険

年金課または津年金事務所で

手続きをしてください。

※65歳以上70歳未満の方でも、

任意加入することにより、受給

できる場合があります。

対　象　60歳以上65歳未満

の方（引き続き厚生年金な

どの被保険者年金に加入さ

れる方、または480月満了の

方を除く）

持ち物　年金手帳、通帳、通

帳届出印、本人確認書類

問合せ　津年金事務所（

059-228-9112）

令和2年分確定申告は

パソコン・スマホの活用を

市民税課　382-9446　 382-7604

　確定申告は、マイナンバーカー

ドとICカードリーダライタまたはマ

イナンバーカード対応のスマートフ

ォンがあれば、確定申告会場へ出

向くことなく、e-Tax（電子申告）を

利用して申告書を提出できます。

　新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から、パソコン・スマホに

よるe-Taxをぜひご利用ください。

※事前に税務署でID・パスワード

方式の手続きを行えば、マイナ

ンバーカードとICカードリーダラ

イタなどがない方も、e-Tax（電

子申告）が利用できます。

問合せ　鈴鹿税務署（　382-

　0353（ダイヤルイン））

中小事業者対象

固定資産税などの軽減措置

資産税課　382-9007　 382-7604

◆中小事業者に対する固定

資産税などの軽減措置

新型コロナウイルス感染症の

影響で事業収入が減少している

中小事業者などが所有する事業

用家屋および償却資産の令和3

年度固定資産税・都市計画税を、

事業収入の減少幅に応じて、一

部または全額を軽減します。

軽減対象

　・事業用家屋および設備など

の償却資産に対する固定資

産税

　・事業用家屋に対する都市計

画税

※土地や住宅用の家屋は、軽減の

対象にはなりません。

軽減の割合

　・事業収入が50％以上減少して

いる事業者：全額

荒れ地や空き家などが増え、

環境が悪化する。

◆「法定相続情報証明制度」の

　活用を

　法務局では、戸籍などの書

類を基に、法定相続人が誰で

あるのかを確認し、戸籍謄本な

どに代わる公的証明書を無料

で発行します。

　相続登記はもちろんのこと、

金融機関における預貯金の払

い戻しや税務署での相続税の

申告など、さまざまな相続手続

きで利用できます。ぜひ、ご活用

ください。

※詳しくは法務局ホームページ

（　http://houmukyoku.moj.go.

　jp/homu/static/index.html）を

ご覧ください。

未来につなぐ相続登記

管財課　382-9009　 382-7615

　相続後、長期間相続登記を

せずに放置しておくと、さまざま

な問題が発生します。大切な不

動産を次世代に引き継ぐため、

相続登記を行いましょう。

※相続登記とは、不動産の所有者が

亡くなり、相続したときの名義変

更手続きです。

相続登記をしない場合の問題点

○相続人の死亡などで、さらに

相続が発生し、相続人の確定

が難しくなる。

○相続登記の手続き費用が高

額になる。

○不動産の売却やローンの手

続きがすぐにできない。

○不動産が適正に管理されず、

問合せ　津地方法務局鈴鹿出

張所（　382-1171）

※専門家への依頼を検討されている

方は、司法書士にご相談ください

（三重県司法書士会　059-224-

　5171）。

Honda鈴鹿 

都市対抗野球大会出場

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　Honda鈴鹿硬式野球部が、11

月22日(日)から東京ドームで開催

される都市対抗野球大会に本市

代表として出場します。

　市民の皆さんの応援をよろしく

お願いします。

※壮行会および市民応援団の募集

は行いません。

市営住宅の入居者募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込み資格　次の要件全てに該当する方

　1.市内に在住または勤務している方

2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方

3.現に住宅に困っている方

4.市税の滞納がない方

5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方

6.暴力団員でない方

※高齢者世帯は前記要件を全て満たし、60歳以

上の方がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は前記要件1と3から6を全て満た

し、1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が

対象です。

※単身者の入居資格要件については、住宅政策課

へお問い合わせください。

申込み　11月5日㈭から30日㈪（土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分）までに、所定の申込書類に必

要書類を添えて、直接または郵送（11月30日必

着）で住宅政策課へ

※申込書類は、11月5日㈭から住宅政策課窓口または

市ホームページで入手できます。

選考方法　応募者多数の場合は、12月18日㈮(予定)

の公開抽選会で決定します。

入居時期　2月上旬（予定）

※障がい者世帯や一人親世帯など、優先措置を受け

られる世帯がありますので、申し込みの際に申し

出てください。

※募集戸数や内容については、状況により変更する

場合があります。

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 3戸 1万9,700円～4万1,800円

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者

世帯は申し込みできません）4～5階
団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

中層耐火造4階建て 1戸 1万3,700円～2万7,000円

ハイツ旭が丘 中旭が丘四丁目

一ノ宮団地 一ノ宮町1177-3

中層耐火造5階建て 2戸 1万6,700円～3万5,100円

◆世帯区分なし

（一定の要件を満たす場合は単身者も可）1階

※家賃は、申込者の世帯所得を基準に算出します。
なお、家賃以外に共益費などが必要です。

電　話 電子メール ホームページファクス

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html


裁判員候補者の
名簿記載通知発送

選挙管理委員会事務局

382-9001　 384-3302

　令和3年の裁判員候補者名

簿に登録された方に、名簿に登

録されたことの通知（名簿記載

通知）を11月中旬に送付します。

この通知は、令和3年2月ごろか

ら約1年間、裁判員に選ばれる可

能性があることを事前にお伝え

するものです。この段階では、裁

判所に出向く必要はありません。

　また、名簿記載通知と併せて

調査票を送付します。この調査

票は、裁判員候補者の方の事情

を早期に把握し、負担を軽減する

ためのものです。

※裁判員候補者名簿は、市区町村

の選挙管理委員会が選挙人名簿

からくじで無作為抽出した名簿を

基に、全国の地方裁判所で作成

します。令和3年の名簿に登録さ

れる人数は、全国で約23万

6,600人です。

問合せ　津地方裁判所事務局

総務課（　059-226-4172）

11月は労働保険適用
促進強化期間

産業政策課　382-8698　 382-0304

　労働保険の加入は法律で定

められています。一人でも雇用

した事業主の方は、加入手続き

を行いましょう。

○労働保険

　「労災保険（労働者災害補

償保険）」と「雇用保険」の

総称であり、政府が管理・運

営している強制加入保険で

す。農林水産業の一部を除

き、労働者（パートやアルバイ

トを含みます）を一人でも雇

用している場合、事業主また

は労働者の意思の有無に関

わらず必ず加入することが

法律で定められています。

○労災保険

　業務上の事由または通勤に

よる労働者の負傷、疾病、障

害または死亡などに対して、

迅速かつ公正な保護をする

ため、必要な給付を行う制度

です。

○雇用保険

　労働者の生活および雇用の

安定を図るとともに、失業した

際、再就職を促進するための

能力の開発・向上などの各種

援助を行う制度です。

◆労働保険の加入手続きを

　しないままでいると

　事業主が「故意」または「重

大な過失」により、労災保険の

加入手続きを行わない期間中

に生じた事故について労災給

付を行った場合は、さかのぼっ

て保険料などを徴収するほか、

保険給付額の40％または100

％を事業主から徴収します（費

用徴収制度）。

問合せ　三重労働局労働保険

徴収室（　059-226-2100）、

　最寄りの労働基準監督署ま

たは公共職業安定所

全国一斉「女性の
人権ホットライン」強化週間
人権政策課　382-9011　 382-2214

　「女性の人権ホットライン」は、

夫やパートナーからの暴力、職

場などでのセクハラやストーカ

ー行為といった女性をめぐるさ

まざまな人権問題の相談を受け

付けています。相談は無料で、

秘密は厳守します。

　

母子・父子および寡婦
福祉資金貸付相談

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　高校、大学、専修学校などに

在学または進学しようとする子

をもつ母子家庭の母および父

子家庭の父を対象に、修学資

金の貸付相談を行います。　

対　象　母子家庭の母、父子

家庭の父および父母のいな

い児童を養育する方

ところ　子ども政策課

貸付限度額（月額）

○国公立

　高等学校2万7,000円、高等

専門学校3万1,500円、短期

大学6万7,500円、大学7万

1,000円、専修学校（高等課

程2万7,000円、専門課程6万

7,500円、一般課程4万9,500

円）、大学院（修士課程13万

2,000円、博士課程18万

3,000円）

○私立

　高等学校4万5,000円、高等

専門学校4万8,000円、短期

大学9万3,500円、大学10

万8,500円、専修学校(高等

課程4万5,000円、専門課程

8万9,000円、一般課程4万

9,500円)、大学院（修士課

程13万2,000円、博士課程

18万3,000円）

貸付利率　無利子

貸付期間　在学期間中

償還期間　10年以内(専修学

校一般課程は5年以内)

※卒業後6カ月は償還を据え置き

ます。

申込み　事前に来訪日時を子

ども政策課へ

市フルタイム
会計年度任用職員募集
(保育士・幼稚園講師)

子ども育成課　382-7606　 382-9054

対　象　次の要件を全て満た

している方

　・保育士資格、幼稚園教諭免

許をいずれも取得の方または

令和3年3月末までに取得見

込の方

　・外国籍の方は、永住者または

特別永住者の在留資格があ

る方

　・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　保育所または幼稚

園での保育に関する業務

雇用開始　令和3年2月1日㈪

から、または4月1日㈭から

勤務条件　給与は21万2,600

円から21万7,400円で、その

他各種手当（期末手当、通勤

手当など）があり、社会保険

にも加入します。

※4月1日以降の給与は変更になる

場合があります。

定　員　5人程度

申込み　11月5日㈭から27日㈮

（土・日曜日、祝日を除く8時30

分～17時15分）までに、会計

年度任用職員採用試験申込

書、エントリーシート、作文を直

接または郵便で子ども育成課

（〒513-8701　住所不要）へ

※募集の詳細および申込書類は市

ホームページ(採用試験案内)また

は子ども育成課で入手できます。

※公立保育所では、パートタイム

会計年度任用職員も随時募集し

ています。

◆採用試験

と　き　12月20日㈰ 9時から

ところ　神戸保育所（神戸

4-4-40）

内　容　面接と簡単な実技

と　き　11月12日㈭～18日㈬

8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時までで、

名古屋法務局の担当者が対応

します。

市フルタイム
会計年度任用職員募集
(小学校給食調理員)

教育総務課　382-1214　 383-7878

対　象　調理現場での勤務経

験を有する方または調理師

免許、栄養士免許のいずれ

かを取得している方

業務内容　給食調理業務

任用期間　令和3年1月1日㈮

～3月31日㈬（更新あり）

勤務場所　学校給食センター

または小学校調理室

勤務条件　給与は16万100

円で、その他各種手当（期末

手当、通勤手当など）があり、

社会保険にも加入します。

定　員　1人程度

申込み　11月9日㈪から12月2

日㈬(土・日曜日、祝日を除く8

時30分～17時15分）までに

会計年度任用職員採用試験

申込書を直接または郵送で

教育総務課（〒513-8701

住所不要）へ

※申込書は、直接または郵送で教育

総務課へ請求してください。郵送

で請求する場合は、封筒の表に朱

書きで「会計年度任用職員採用

試験申込書希望」と記入の上、返

信用封筒（宛先を記入し、94円切

手を貼った12ｃｍ×23ｃｍ程度）

を必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　12月12日㈯

ところ　学校給食センター（岡

田町724）

内　容　個別面接

※合否については、提出書類を含

め総合的に判断し、12月下旬(予

定)に文書で通知します。

第27回
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　11月19日㈭9時30

分～11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9時15分から9時

25分まで会場で傍聴整理券

を配布

ふれあい農園の
利用者募集

農林水産課　382-9017　 382-7610

　ガーデニング感覚で四季の花

や野菜を育て、土に親しむことが

できる「ふれあい農園」の利用者

を募集します。利用希望者は開園

者へ直接お問い合わせください。

○ちいさなふぁーまー農園

ところ　若松西2-275-1

募集区画数　8区画

面積・利用料　開園者と要相談

開園者　町谷駿さん（肥田町

251　090-2264-2088）

市ホームページの
一時利用停止

情報政策課　382-9036　 382-2219

　ネットワークのメンテナンスに

伴い、市ホームページの利用が

できませんので、ご注意ください。

と　き　11月7日㈯2時～3時

（最大30分間）、12日㈭23時

～24時

※利用停止中は、がん検診と市民の

声の入力フォームが利用できま

せん。

相談電話番号

　0570-070-810

（全国共通）

電　話 電子メール ホームページファクス



介護職員初任者研修
（通信講座）

長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　県内に住民登録のあ

る働いていないおおむね70

歳未満の方で、研修修了後

に福祉・介護職場で働ける方

期　間　12月10日㈭～令和3

年3月9日㈫

※期間中、三重県社会福祉会館

で、10日間のスクーリング（直接

講師が対面で講義や実習を行う

こと）があります。

内　容　送付するテキストなど

の資料で学習し、指定する期

日までにレポート課題を提出

定　員　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　11月18日㈬(必着)まで

に、電話で三重県福祉人材セ

ンター（　059-227-5160）へ

保育のお仕事相談会
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　市内の公私立保育所(園)、

認定こども園、公私立幼稚園が

参加し、各園のPRや保育の仕

事に関する相談を行います。

※「すずっこランド2020」内で開催

します。

対　象　保育士資格および幼

稚園教諭免許を取得している

方、または取得予定の方

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　同じ病気の方のお話を聞い

たり、お互いの悩みを話し合っ

たり、一人で悩まずにお話しま

しょう。

対　象　がん患者・がん患者の

家族の方など 

と　き　11月27日㈮13時30分

～15時30分

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

参加料　無料

申込み・問合せ　事前に電話

で三重県がん相談支援センタ

ー（　059-223-1616）へ

※悪天候や感染症などで中止にな

る場合がありますので、事前に

ご確認ください。

健康力アップ教室
「知る！わかる！できる！
～高血圧予防～」　

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　高血圧を予防するには、適正

体重の維持や塩分控えめな食

事が効果的です。日常生活で気

軽に取り入れられる運動や減塩

のポイントを取り入れた食事につ

いて楽しく学び、この機会にご自

分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歳の市

民

と　き

○栄養編　12月9日㈬10時～

11時30分

○運動編　12月24日㈭9時30

分～11時

ところ　保健センター

内　容　生活習慣病予防の講

話、運動体験

定　員　20人（先着順）

参加料　無料

申込み　11月12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、お申し込みください。

※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

骨を知り、生活習慣を見直して

みましょう。

対　象　20歳から64歳の市民

※骨粗しょう症の治療中の方を除き

ます。

と　き　12月1日㈫13時30分

～15時

ところ　保健センター

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）

納税の夜間・休日窓口

納税課　382-9008 382-7660

◆夜間窓口

と　き　11月27日㈮・30日㈪

17時15分～20時

◆休日窓口

と　き　11月29日㈰9時～12

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。

図書館（本館・江島分館）を

休館します

図書館　382-0347 382-4000

　蔵書点検のため休館します。

と　き　11月18日㈬～24日㈫

※休館中の本の返却は、本館・江

島分館の夜間返却口をご利用く

ださい。

参加料　無料

申込み　11月10日㈫8時30分

から電話で健康づくり課へ

認知症サポーター養成講座
長寿社会課　382-9886　 382-7607

　認知症サポーターは、認知症

を正しく理解し、認知症の方や家

族を温かく見守る応援者です。認

知症の方とその家族が安心して

暮らしていくために、認知症につ

いて知ることから始めましょう。

※受講者には、認知症サポーター

の証として、オレンジリングを配

布します。

対　象　市内在住・在勤してい

る方

と　き　11月19日㈭18時30

分～20時、24日㈫13時30分

～15時

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

内　容　認知症について、認知

症の人と接するときの心構え

など 

講　師　鈴鹿市認知症地域支

援推進員

参加料　無料

定　員　各30人（先着順）

申込み　11月9日㈪から、電話

で長寿社会課へ

※参加者はマスク着用、手指消毒

をお願いします。発熱などの症

状がある方は、参加を控えてく

ださい。

と　き　11月23日（月・祝）9時～

12時、13時～16時

※紹介する園が、午前と午後で入れ

替わります。

ところ　文化会館　さつきプラザ

内　容　保育の仕事相談

※三重県保育士・保育所支援セン

ターによる潜在保育士ミニ相談

会も同時開催します。

企画展
「空を見上げたくなる日
熱気球のまち鈴鹿」

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　中止になった今年の｢鈴鹿バ

ルーンフェスティバル2020｣。

これまでの鈴鹿バルーンフェ

スティバルを振り返るとともに、

次年度の開催を願って、企画

展を開催します。

と　き　11月18日㈬～24日㈫

平日8時30分～17時15分、土

曜日10時～17時、日曜日9時～

17時

※11月23日(月・祝)は除きます。

ところ　市役所本館1階　市

民ギャラリー

内　容　熱気球バスケットなど

の機材展示、過去のフォトコ

ンテスト受賞作品・鈴鹿バル

ーンフェスティバルパンフレッ

ト・ポスターの展示

入場料　無料

主　催　鈴鹿バルーンフェス

ティバル実行委員会

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。

こつ

こっちょ きんちょ

※｢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

有 料 広 告

電　話 電子メール ホームページファクス

https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail%EF%BC%86no=152


鈴鹿墨書道わぁるどかっぷ
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

※当選者には、座席指定券を12月

7日㈪に発送予定です。

※応募の際入手した個人情報は、

当事業でのみ使用します。

※来場の際は、マスクの着用・検

温・来場者名簿の記入などにご

協力ください。

考古博物館体験講座
「とんぼ玉を作ろう」

考古博物館　374-1994　 374-0986

　 kokohakubutsukan@city.suuka.lg.jp

対　象　中学生以上
と　き　12月19日㈯・20日㈰

9時15分～10時45分、11時
30分～13時、14時～15時
30分

※開始15分前から受け付けを行い

ます。

ところ　考古博物館　展示ホ
ール
内　容　とんぼ玉を2個作り、

そのうち1個をストラップまた
はネックレスにします。

※アクセサリー部品は提供します。

講　師　安藤邦江さん（ガラ
ス工芸職人）
定　員　各6人（定員を超えた

場合は、抽選）
参加料　2,500円（材料費）
申込み　11月5日㈭から12月

6日㈰(必着)までに、講座名、
希望時間（第3希望まで）、
希望者の住所・氏名（学年）・
電話番号を記入の上、往復
はがき、電子メールまたはフ
ァクスで考古博物館（〒513-
0013 国分町224）へ

※往復はがきで申し込む場合は、

返信宛名欄に代表者の住所・氏

名を記入してください。 

※1枚につき二人まで申し込みで

きます。

人権を考える市民のつどい
演劇「はなのき村」

人権政策課　382-9011　 382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　小学生とその家族を対象に、
人権の大切さ、命の尊さを感じ
ていただく機会として、人権を考
える市民のつどいを開催します。
と　き　12月20日㈰
　・午前の部：10時30分～11時

35分
　・午後の部：14時～15時05分
※開場は各回1時間前です。

ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）
内　容　心優しい人たちが住む

村にやってきた盗人が、温かく受
け入れられることで、世間への
憎しみや恨みを忘れ、悔い詫び
る気持ちへと変化し、人との関り
によって成長する物語です。
出　演　劇団うりんこ
定　員　各100人（抽選・全席

指定）
入場料　無料
主　催　鈴鹿市・鈴鹿市教育

委員会
申込み　11月26日㈭（必着）ま

でに、件名「はなのき村希望」・
郵便番号・住所・氏名・電話番
号・枚数・希望の時間帯（午前・
午後・どちらでも）を記入の上、
直接、はがき、ファクスまたは電
子メールで人権政策課（〒
513-8701　住所不要　平日
8時30分～17時15分）へ
託　児　各公演5人まで、無料
（生後6カ月～小学校就学
前）。人数・年齢・性別を記載
し、座席指定券と一緒にお申
し込みください。

※1回の申し込みで、4枚まで応募

できます（1枚で一人入場可）。

※用具は貸し出します。

申込み　電話で鈴鹿青少年の
森へ

鈴鹿大学・
鈴鹿大学短期大学部
公開講座「身近な感染症」
総合政策課　382-9038　 382-9040

　“ウィズ　コロナ”が叫ばれる中、
私たちは感染症とどう向き合う
べきでしょうか。身近な感染症に
ついての知識を学び、日常に活
かせる予防対策について考えま
す。
と　き　12月6日㈰10時30分

～12時
ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学

短期大学部　講義室
講　師　小川真由子さん(鈴鹿

大学こども教育学部准教授)
定　員　30人（最少5人）
受講料　500円
申込み・問合せ　12月1日㈫

までに、希望講座名・氏名（フリ
ガナ）・性別・生年月日・郵便番
号・住所・日中の連絡先・電子メ
ールアドレスを、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで鈴鹿大
学・鈴鹿大学短期大学部（〒
510-0298　郡山町663-
222　372-2121　372-
2827　 soumu@suzuka.
ac.jp)へ

シルバー人材センター
入会説明会

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

382-6092 382-6093

対　象　健康で働く意欲のあ
る60歳以上の方
とき・ところ

○11月16日㈪13時30分から
玉垣公民館

○11月17日㈫10時から
稲生公民館

税を考える週間
市民税課　382-9446　 382-7604

　11月11日から17日までは「税
を考える週間」です。私たちのく
らしを支える税について、ぜひこ
の機会に考えてみてください。
※国税庁の取り組みや税に関する

情報は、インターネット番組「We

ｂ-TAX-TV」で配信しています。

※詳しくは国税庁ホームページ

（　 httpｓ://www.nta.go.jp/）を

ご覧ください。

問合せ　鈴鹿税務署（　382-
　1476）　
◆関連イベント

と　き　11月17日㈫～29日㈰
ところ　鈴鹿ハンター1階　東

入口特設会場
内　容

　・「小学生の税に関する習字・
絵はがきコンクール」入賞作
品展示

　・「中学生の税についての作
文」入賞作品展示

　・税に関するポスター掲示お
よび各種パンフレット配布
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署
問合せ　東海税理士会鈴鹿

支部（　382-7715）

ディスクゴルフ体験会
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　11月22日㈰10時～
12時(小雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園

ディスクゴルフ場
講　師　三重県ディスクゴル

フ協会
定　員　20人（先着順）
※小学生は保護者の同伴が必要です。

参加料　無料
服　装　動きやすい服装（汚れ

てもいい服装）、マスク着用
※飲み物は各自ご用意ください。

○11月20日㈮13時30分から
飯野公民館

○11月25日㈬10時から
石薬師公民館

○11月25日㈬13時30分から
河曲公民館

○12月2日㈬13時30分から
ふれあいセンター（南玉垣町）

○12月8日㈫10時から
シルバー人材センター研修室

※毎月第2火曜日、シルバー人材セ

ンターで入会説明会を開催して

います。

内　容　シルバー人材センタ
ーの概要、会員の就業状況
など

多言語災害ボランティア
養成研修(基礎編)
(公財)鈴鹿国際交流協会

383-0724 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　災害時、外国人市民へ円滑
な情報提供を行っていただける
多言語災害ボランティアを養成
するため、研修を行います。外
国語ができる方だけでなく、や
さしい日本語で説明できる方も、
ぜひご参加ください。
と　き　12月5日㈯　13時30

～15時
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
内　容　活動の説明、多言語

表示シートなど市の取り組み
の確認
申込み　12月3日㈭までに、氏

名・住所・電話番号・対応でき
る言語をファクスまたは電子メ
ールで（公財）鈴鹿国際交流
協会へ

電　話 電子メール ホームページファクス

子どもの部（中学生以下）

テーマ

用　紙

一般の部（高校生以上）

「すずか」「すみ」「鈴鹿」「墨」

「鈴鹿墨」「墨美彩色」から選

んで書いてください。

令和3年の願い・希望につ

いて好きな文字または絵で

表現してください。

半紙（タテ向き）
半紙または半切2分の1以内

（タテ向き）

ボクビサイショク

出品料　無料
※送料は自己負担

審　査　MVP賞、鈴鹿市長賞、
特別審査員賞、鈴鹿墨賞など
を選定します。

※特別審査員として、書家の樋口

鈴峯さんが審査します。

※入賞者には賞状や副賞をお渡し

します。

申込み　12月24日㈭から令和
3年1月29日㈮（必着）までに、
ホームページ（ 　ｈｔｔｐｓ：
//www.city.suzuka.lg.jp/t
opics/files/4968.ｈｔｍｌ）で
紹介した方法で
◆展覧会

令和3年3月5日㈮から12日㈮
まで、イオンモール鈴鹿で入賞作
品を展示します。MVP賞作品は、
令和3年4月から近鉄白子駅東
口ギャラリーでも展示します。

https://www.city.suzuka.lg.jp/topics/files/4968.html
https://www.nta.go.jp/


障 が い 福 祉 課　 382-7626 　 382-7607
　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214
　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　日本各地で発生する台風や
豪雨による災害、近い未来に発
生が予想される大震災に備え、
皆さんは既にハザードマップの
確認や避難物資の準備を行っ
ていることでしょう。その中で、皆
さんに知ってもらいたいことがあ
ります。それは障がいのある方
にとって、災害はより恐ろしいも
のだということです。
　障がいのある方の中には、災
害情報を得られなかったり、避難
したくてもできない方がいます。
過去の災害では命を落とす結
果を招いています。また、障がい
のある子がいるご家庭では、「周
りに迷惑をかけてしまうから」とい
う理由で、避難所へ行くことを諦
めてしまう場合があります。このよ
うに、避難ができなかったり、ため
らったりすることで、大切な命が
失われてしまうことは絶対に避
けなければなりません。
　災害が発生したとき大切なこ
とは、障がいのある方に対する
地域の皆さんの理解です。避
難所での配慮や支援が、避難
しやすい環境につながります。
　ノンフィクション作家・評論家
の柳田邦男さんは、身近な誰か
を指す二人称や客観的な立場
の第三者を指す三人称に対し
て、他者の悲しみや困難を想像
し、心を寄り添わせる「2.5人称
の視点」というものを提唱して
います。これは「自分が同じ立
場だったら」や「障がいのある
家族がいたら」と想像すること
です。
　これから起こる災害を乗り越
えるためにも、健常者の方も、障
がいのある方も、2.5人称の視
点を持つことを心掛けましょう。

障がい者と災害について

鈴鹿文学祭
清水先生　生誕100年記念

図書館　382-0347　 382-4000

　鈴鹿市を拠点に活躍した文
芸評論家清水信さんの生誕
100年を記念し、地元の文学研
究団体「鈴鹿土曜会」による記
念講演会を開催します。
と　き　11月15日㈰13時30分
ところ　図書館2階　視聴覚室
内　容　
　・第1部：講演「遠近“北斗”と
　清水信」　講師：竹中忍さん
　(文芸評論家『北斗』主宰)
　・第2部：シンポジウム「文学
　の現状と未来」、参加者によ
　るフリートーク
定　員　30人
参加料　無料
問合せ　鈴鹿土曜会(衣斐　

　382-6722)
※マスクの着用をお願いします。

※11月7日(土)から16日㈪まで、図

書館2階で記念展示を行います。

小規模・中小企業者向け
新型コロナウイルス感染症に

対する支援施策
オンラインセミナー

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症に
対する政府などの支援施策の中
から、IT化へ向けた取り組みに活
用できる補助金などを解説します。
と　き　12月3日㈭14時～16時
ところ　鈴鹿商工会議所4階
　大ホール 
※オンラインで受講できます。

内　容　
　・政府などの支援施策の概要

とは
　・クラウドサービスでデータを

共有化する方法など
講　師　横田秀珠さん（イーン

スパイア㈱　代表取締役）　

と　き　学科：12月14日㈪・15
日㈫、実技：12月16日㈬～18
日㈮の中で1日を選択　8時
40分～17時　
受講料　1万2,650円（教材費

込）
申込み　11月12日㈭から
◆樹木剪定講座

と　き　12月5㈯・6日㈰9時～
16時
受講料　8,800円（教材費込）
申込み　受付中

鈴鹿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

　11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）
◆背骨ととのえヨガ

対　象　18歳以上の女性
と　き　12月2日・16日・23日
（各水曜日）11時～12時
ところ　水泳場 会議室
内　容　背骨を整える優しいヨ

ガで、バランス感覚と体幹を
養いましょう。

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月26日㈭までに、

電話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222）へ

ポリテクセンター三重
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

曜日実施）への参加が必要です。

期　間　令和3年1月5日㈫～6
月28日㈪
内　容

○テクニカルオペレーション科：
機械設計CAD、NC工作機
械などの学習

○電気設備技術科：電気工事、
シーケンス制御などの学習
受講料　無料
※訓練期間中、無料で託児サービ

スが利用できます（要事前相

談）。

申込み　12月4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
　 https://www3.jeed.

　or.jp/mie/poly/）へ

鈴鹿地域職業訓練センター
12月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

申込み　事前に電話で問い合
わせの上、鈴鹿地域職業訓
練センター窓口へ

※規模を縮小して実施しています。

◆ガス溶接技能講習

と　き　12月1日㈫・2日㈬8時
40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　受付中
◆玉掛け技能講習

健康寿命を延ばし
活躍するための講演会
地域協働課　382-8695　 382-2214

◆①健康寿命を延ばす方策と

地域づくりの必要性

と　き　11月22日㈰　
講　師　吉村平さん（三重大

学）
◆②唄って元気になり、体操

をして筋肉を増やす

と　き　12月13日㈰　
講　師　藤田ノブさん・藤城孝

子さん（100歳大学）
◆③健康づくりと薬、健康長

寿の方策

と　き　12月20日㈰　
講　師　鈴木宏治さん（鈴鹿

医療科学大学）
◆④健康長寿の方策

と　き　令和3年1月31日㈰
講　師　橋元慶男さん（心身健

康科学協会）
◆⑤健康寿命と歯と口の関係

と　き　令和3年2月7日㈰　
講　師　榮孝二さん（さかえ歯

科医院）
◆⑥これからの構想の話し合い

と　き　令和3年2月21日㈰　
講　師　中田悌夫さん・花井

錬太郎さん（100歳大学）
ところ　①、③～⑥：ふれあい

センター(南玉垣町6600)、
　②：武道館(江島台2-6-1)
参加料　2,000円
※参加料は、6回通しの費用です。

申込み　（一社）100歳大学
（　090-4083-1648）へ
※本事業は令和2年度鈴鹿市まち

づくり応援補助金交付団体が行

う事業です。

講　師　Ricoさん
定　員　15人
参加料　3,300 円（税込　全

3回）
◆アンチエイジングヨガ

対　象　18歳以上の女性
と　き　12月4日・11日・18日
（各金曜日）11時～12時
ところ　水泳場 会議室
内　容　体幹を使うポーズを

取り入れ、10年後の自分に感
謝されるカラダづくりをしてい
きましょう。
講　師　Ricoさん
定　員　各15人
参加料　各1,100 円(税込)
◆ひめトレ＆エクササイズ

対　象　18歳以上の女性
と　き

　・昼の部：12月3日㈭・15日㈫
　11時～12時
　・夜の部：12月4日・11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、姿

勢を改善します。
※ひめトレポールは貸し出しします。

講　師　坂元聡子さん
定　員　各15人
参加料　各1,100 円(税込)
◆やさしいシッティングバレ

ーボール

対　象　18歳以上の方
と　き　12月18日㈮10時30

分～12時
ところ　体育館
内　容　座った姿勢で行うバレ

ーボールで、やわらかいボー
ルを使用します。
講　師　向井泉さん
定　員　20人
参加料　500円(税込)

○国民健康保険料…5期

　【納期限は11月30日㈪】

の11月 納税 納付・

ひとし

つか お

電　話 電子メール ホームページファクス

https://www.3.jeed.or.jp/mie/poly/



