
表紙写真
　今年いよいよ開催される「三重とこわ

か国体・三重とこわか大会」。大会の成

功に向け、マスコットキャラクター「とこ

まる」が炬火トーチを掲げます。
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市　長　あけましておめでとうございます。

いよいよ「三重とこわか国体・三重とこわか

大会」開催の年を迎えました。鈴鹿市としま

しても、開催に向けた機運を高めながら、市

民の皆さんにも大いに楽しんでいただきた

いと考えています。

　先ほどの写真撮影の際に村上さんに

持っていただいた「炬火トーチ」は、市内

のものづくり企業が製作したもので、

本市の伝統工芸である伊勢型紙のデザ

インが用いられています。

　このように、市内でも多く

の方々がさまざまな立場

で今回の国体に関

わっていただいてい

ます。皆さんはど

のような形で

関わられてい

るのでしょうか。

吉　田　ハンドボールの成年男子に出場予定

です。国体には、過去5回出場していますが、

地元開催の大会に出場できる今回は、特に

楽しみにしています。

中　三重県ハンドボール協会の事務局長

　として、競技運営の中心部で関わっています。

高校の教諭をしていますので、特に地元の

高校生に競技の楽しさを知ってもらえれば

と考えています。

大　川　もともとスポーツが好きで、バレーボー

ルの日本リーグのコーチをしていました。今回ス

ポーツの祭典である国体に、鈴鹿市応援サ

ポーターとして携わっています。訪れる方に、

鈴鹿市を好きになってもらえるような「おもて

なし」をしていきたいです。

村　上　今までは、国体のことは知りませんでし

た。学校の授業の一環として、吉田さんをはじ

めハンドボールの選手の方に来ていただいて、

関わりを持つことができました。

市　長　国体のマスコット

キャラクターの「とこまる」も、

座談会に参加しています。村

上さん、とこまるは知ってい

ますか。

村　上　はい、

　知っています。

市　長　開催が近づいてきて、「とこまる」も忙

しくなってきました。「とこまる」と一緒に今

後も盛り上げていきたいと思いますが、先ほ

ど村上さんのお話にも出てきました「三重と

こわか国体出前授業」も、こうした盛り上げ

に向けた取り組みの一つです。具体的には、

どのような内容の授業が行われたのでしょ

うか。

吉　田　ハンドボールの簡単なルールを説

明し、実際にボールを使って、キャッチ

ボール、シュート練習をしていただきまし

た。その後、選手も加わったゲーム形式で、

ハンドボールの醍醐味である攻守の切り

替えの速さを体験していただきました。

村　上　私は普段、バレーボールをしています

が、バレーボールと同じように、ハンドボール

も最初は難しかったです。

市　長　今回の出前授業は一つの例ですが、こ

のように、国体を契機にスポーツの競技人口

が増えていくことは、非常に意味のあること

ですし、併せて、それぞれの競技団体の活動

が盛んになることにもつながると思いますが、

いかがでしょうか。

中　三重県は南北に長いですが、ハンドボールが

盛んに行われているのは、主に北勢・中勢・伊

賀地域で、南勢地域はそれほどではない状況

です。国体の開催によって、南勢地域でもハン

ドボールが浸透すればありがたいです。

市　長　46年前の三重国体では、鈴鹿市がバ

レーボールの会場となったことで、ジュニアバ

レーボールチームやママさんバレーボールチー

ムが地域で結成され、機運が盛り上がったとい

う経緯があります。大川さんは、当時競技運営

に関わられたそうですね。振り返ってみてどう

でしたでしょうか。

大　川　当時は企業スポーツが盛んで、特

にバレーボールは花形でした。そのような状

況でしたので、国体開催と相まってバレー

ボールが市民の皆さんの間でも非常に盛ん

となりました。今回の国体でも、「鈴鹿市に

ハンドボールあり」というような盛り上がり

があるといいですね。

中　市内にはハンドボールの社会人チームが2つ

ありますので、認知度を高めていきたいですね。

市　長　ところで、国体には「する人」、「見る

人」、「支える人」など、それぞれの関わり方が

あると思いますが、支える立場として、何かこ

うしていきたいというような思いがあれば教

えていただきたいのですが。

大　川　思いはたくさんあります。新型コロナウ

イルスの感染拡大が活動のブレーキになってい

ますが、それぞれの立場で思い出の1ページとな

るような国体になれば良いと思います。

市　長　そうですね。さまざまな立場や世代の

方々が活躍することで機運が高まっていくと

思いますので、コロナに負けない素晴らしい国

体にしていきたいですね。

　国体を「する人」である吉田さんは、本番に向

けての意気込みはいかがでしょうか。

吉　田　私は、国体が三重県で行われると聞い

て地元に戻ってきました。今までに何回か国

体に出場させていただいて、各県の盛り上が

りを肌で感じています。今回の国体では、ぜ

ひ鈴鹿市だけではなく、三重県の皆さんにも

感じていただいて、「チーム三重」として一丸

となって試合に臨みたいですね。

市　長　もちろん三重県一丸となって応援したい

と思います。村上さん、小学校の皆さんも応

援していますよね。

村　上　はい、ぜひ頑張ってほしいです。出前

授業が終わった後に、クラスのみんなで選手の

皆さんにサインをもらいました。

市　長　今回の三重国体は「ｗｉｔｈコロナ」とい

う形にならざるを得ないと思います。開会式や

閉会式の形式も変わりますし、多くのリハーサル

大会も中止となってしまいました。今後、本番に

向けて勢いをつけていきたいのですが、中さん、

高校生の皆さんの間では国体の話は出ますで

しょうか。

中　はい。選手として国体出場を目指している生

徒もいれば、競技スタッフとして参加予定の生

徒もいます。「いよいよ国体が近い」という思い

は強くなっていると思います。

大　川　国体は三重県をＰＲする絶好の機会で

す。勢いをつけるためにも、「みんなで楽しもう」、

「みんなでおもてなしをしよう」、こうした思いを

持ってモチベーションを上げていかなければい

けないと考えています。

市　長　市役所内でも、先ほど皆さんに

　ご利用いただいたエレベーターや階段な

ど、目立つ場所にとこまるをデザインした競

技種目のシールが貼ってあったかと思います。

引き続き、国体ＰＲに向け

　た取り組みを進めていきます。

　それでは最後になりますが、今回の国体に関

して、皆さんそれぞれの夢や目標、希望など、

メッセージをいただきたいと思います。　

村　上　競技を見に行くことをとても楽しみにして

います。私たち小学生にとっても分かりやすく、楽

しい国体であってほしいと思います。

大　川　とにかく行動することが大事です。今回

の国体では、ぜひ鈴鹿流のおもてなしの心を築

き上げ、全国に向けて、気持ちを一つに鈴鹿の

ＰＲをしていきたいですね。

　また併せて、「楽しく、健康に」、「わいわい、

がやがや」と、シニア世代の方々が関われる

国体になれば良いと思います。

中　一昨年に三重県で開催されたインターハイ

を通じて、県内の高校生同士の横のつ

　ながりができ、現在でも良い雰囲気が続いてい

ます。今度は国体ですので、高校だけではなく、

子どもから大人まで、より幅広い世代の方々の

つながりが生まれる大きなきっかけになればと

期待しています。

　また、新型コロナウイルスの影響で心配や

不安がある中、多くの方の知恵や努力で大会

の開催を実現することで、こうした不安になる

気持ちを立て直す力になるのではないかと考

えています。

吉　田　地元の応援がとても力になります。ぜ

ひとも力強い応援をいただければうれしい

です。皆さんの応援を励みに、地元鈴鹿で、

一発大きな花火を上げるような結果を残し

たいです。

市　長　今日お集りいただきました皆さんは、

立場も年齢もそれぞれ違いますが、だからこ

そ一緒になってできることがあるのではない

でしょうか。

　市民の皆さん一丸となって「三重とこわか国

体・三重とこわか大会」に向けてさらに盛り上げ

ていきたいと考えていますので、ぜひご協力を

お願いしたいと思います。

　本日はありがとう

　ございました。

とこまる

（ ）
吉田  英太郎さん

三重とこわか国体ハンドボール成年男子

三重県選抜チーム有力候補、Hondaハンドボール部

村上  千紗さん

（三重とこわか国体出前授業受講、椿小学校5年生）

中　弘美さん

三重県ハンドボール協会事務局長、

稲生高校教諭（ ）

今回の特集に関するご意見・ご感想は国体推進課

382-9106 382-9071

 kokutaisuishin@city.suzuka.lg.jp

ホームページ

開催競技や日程など、大会に関す

る情報が盛りだくさんですので、

ご覧ください。

Ｔｗｉｔｔｅｒ

大会に関する情報をリアルタイムで

発信しています。ぜひフォローをお

願いします。

鈴鹿市応援サポーター
募集中

運営サポートや広報活動などをサ

ポートしていただきます。鈴鹿流

のおもてなしの心で、大会を一緒

に盛り上げましょう。

　「三重とこわか国

体・三重とこわか大

会」鈴鹿市実行委

員会では、市民一

丸となって大会を

盛り上げるため、さ

まざまな形でＰＲ

を行っています。

「とこまる」
からのご案内

「とこまる」
からのご案内

三重とこわか国体・
三重とこわか大会
～それぞれの夢・目標・希望を胸に～

　今年は、三重県で 46 年ぶりに「三重とこわか国体・

三重とこわか大会」が開催され、鈴鹿市では、8 競技

11 種目が行われます。

　今回の新春特集では、三重とこわか国体にゆかりの

ある皆さんをお迎えし、国体開催への意気込みや期待

することなどについて、お話をお伺いしました（本文

中敬称略）。

https://www.city.suzuka.lg.jp/kokutai/
https://twitter.com/suzuka_kokutai?s=11
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSe73MMq1nzHHeurjELqY12yKvle2ODp0AD08_dv5DH6DXNICQ/viewform


水道料金などに関する新サービス情報館 ❶
営業課　36 8 - 1 6 7 0　　36 8 - 1 6 8 5

　egyo＠city.suzuka.lg.jp

　2月1日㈪から、水道料金などの支払いや手続きに、口

座振替の割引制度サービスや口座振替のWeb受付サー

ビス、スマートフォン決済サービスが新たに加わります。

2月1日から始まる
新サービスを
お知らせします

2月1日から始まる
新サービスを
お知らせします

新サービスを紹介します

　水道料金などの支払いを口座振替にすると、1回
につき50円を割引きします。

利用方法　口座振替を利用して水道料金などを
支払っている方を対象に、「水道使用水量等の
お知らせ」（検針票）に記載のある振替予定日に
口座振替すると、50円を割引きします。振替結果

については、翌月の検針票をご覧ください。
※再振り替えは対象外です。

※すでに口座振替で納付されて

いる方は、手続き不要です。

※2月1日㈪以降の検針分から

適用します。

　　水道料金などの口座振替の申し込み手続きが、
インターネットでできます。

利用方法　パソコン・スマートフォン・タブレット端末
からインターネットを利用して、24時間いつでもど
こでも口座振替の申し込みができます。金融機関
の窓口に出向く必要がないため、銀行印は不要
です。左記の二次元コードからご利用ください。

※検針票にも二次元コードを掲載しています。

※左記の二次元コードは、新サービスが始まる２月1日

㈪から利用できます。

※百五銀行は2月1日㈪か

ら利用できます。また、5

月1日㈯に合併する三

重銀行・第三銀行（三十

三銀行）は準備ができ次

第利用できます。

お得！

便利！

口座振替の割引制度

口座振替のWeb受付

　　水道料金などの口座振替の申し込み手続きが、
インターネットでできます。

利用方法　パソコン・スマートフォン・タブレット端末
からインターネットを利用して、24時間いつでもど
こでも口座振替の申し込みができます。金融機関
の窓口に出向く必要がないため、銀行印は不要
です。左記の二次元コードからご利用ください。

※検針票にも二次元コードを掲載しています。

※左記の二次元コードは、新サービスが始まる２月1日

㈪から利用できます。

※百五銀行は2月1日㈪から利用できます。また、5月1

日㈯に合併する三重銀行・第三銀行（三十三銀行）は

準備ができ次第利用できます。

口座振替のWeb受付

スマートフォンやタブレット端末で水道料金など
の支払いができます。

利用方法　スマートフォンなど
　から、各種アプリを
　インストールします。
　登録を行った上で、納付書に
　あるバーコードをスマート
　フォンのカメラで読み取って
　ください。
※詳しくは、各種アプリの

ホームページをご覧ください。

※2月1日㈪以降の納付書発行分から適用になります。

スマートフォン（スマホ）決済

割引

対象のアプリは

次ページで

確認できます！

スマホ決済に利用できるアプリ

支払限度額　30万円以下
チャージ方法

　銀行口座からのチャージ
　ヤフーカードからのチャージ
　コンビニエンスストアでの現金チャージ

PayPay
　PayPayに電子マネーを
チャージ（入金）することで
納付できます。

支払限度額　30万円以下
チャージ方法

　銀行口座からのチャージ
　ネットバンキングからのチャージ
　コンビニエンスストアでの現金チャージ

支払秘書
　支払秘書に電子マネー
をチャージ（入金）すること
で納付できます。

支払限度額　5万円未満
チャージ方法

　銀行口座からのチャージ
　コンビニエンスストアでの現金チャージ
※限度額にご注意ください。

LINE Pay 
　LINEPayに電子マネー
をチャージ（入金）すること
で納付できます。

支払限度額　30万円以下

PayB
　PayBで登録した銀行口
座から即時決済で納付で
きます。

　・アプリのインストール時や利用時に発生する通
信料は、利用者負担になります。

　・領収証は発行されません。領収証が必要な場
合は、納付書記載の金融機関やコンビニエンス
ストアなどで納付してください。

　・コンビニエンスストアでのチャージは、アプリに
よって利用できる店舗が異なります。

　・登録した銀行口座の残高やチャージ金額が不
足している場合は納付できません（一部の銀行
では現在チャージを停止しています）。

　・パソコンやスマートフォン以前の携帯電話から
の納付はできません。また、タブレット端末は機
種により納付できない場合があります。

　・重複払いにご注意ください。

　・登録できない金融機関などがありますので、詳し
くは各種アプリのホームページでご確認ください。

注意事項

https://www.city.suzuka.lg.jp/suido/price/index2.html


確定申告情報館 ❷
市民税課　 3 8 2 - 9 4 4 6 　 　 3 8 2 - 7 6 0 4

　 shiminzei＠city.suzuka.lg.jp

　間もなく令和2年分の確定申告が

始まります。申告書は自身で作成し、

国税電子申告・納税システム（e-Tax）

または郵送などで提出してください。

確定申告について
お知らせします
確定申告について
お知らせします

と　き　2月2日㈫～3月26日㈮

　　　　（土・日曜日、祝日は除く）

　　　　9時～17時（受付16時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階　

　　　　イオンホール
※会場の混雑緩和のため、入場には日時が指定さ

れた「入場整理券」が必要です。

所得税及び復興特別所得税・贈与税
3月15日㈪

消費税及び地方消費税　

3月31日㈬
※所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消

費税の納税は、便利な口座振替をご利用ください。

確定申告会場

　前年に申告書など用紙が送付されている方の
うち、令和元年分の「所得税及び復興特別所得
税」または「消費税及び地方消費税」の確定申告
書を、下記の対象相談会場で書面
提出された方は、令和2年分の確定
申告から申告書等用紙に代えて、
「確定申告のお知らせ」が送付されます。

申告書などの送付内容が変更されます

自宅のパソコン・スマホからe-Taxで！

　・確定申告会場の開設期間中は鈴鹿税務署

において申告相談は行いません（1月4日㈪

から2月1日㈪まで（土・日曜日、祝日は除く）

は鈴鹿税務署で申告相談を行います（1月4

日㈪から19日㈫までは事前予約が、1月

20日㈬から２月1日㈪までは入場整理券が

必要です））。

　・申告会場における混雑緩和のため、本年に

限り、開設期間を延長しますが、所得税及び

復興特別所得税・贈与税の申告と納税の期

限は例年通り3月15日㈪ですのでご注意く

ださい。

　・9時から10時までの間、会場への入口は専

門店街南入口のみです。

　・令和2年分の申告義務のない方が行う還付

申告は、5年間（令和3年1月1日～令和7年

12月31日）提出することできます。
※申告義務のない方が行う還付申告の例：

　年末調整済の給与所得のみの方で、医療費控除・

寄附金控除（ふるさと納税など）により還付を受

ける方

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー

ナー」を利用すると、税額などが自動計算され、所得税

及び復興特別所得税や贈与税の申告書などが自宅

のパソコンやスマートフォンで簡単に作成できます。作

成した申告書は、マイナンバーカードまたはID・パス

ワードでe-Tax送信することができます。

　また、作成した申告書を印刷し、郵送などで税務署

に提出することもできます。

※新型コロナウイルス感染防止のため、より安心・安全

な自宅からのe-Taxをご利用ください。

※マイナンバーカードを使用してe-Tax送信する場合は、

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必要です。

※ID・パスワードは、運転免許証などの本

人確認書類をお持ちの上、お近くの税

務署で事前に取得してください。

※申告書を郵送する場合は、申告書に本

人確認書類の写しの添付が必要です。

ご注意ください

　「入場整理券」は会場で当日配布しますが、

オンラインで事前に入手できる予定です。詳

しくは決まり次第、国税庁ホームページなど

でご案内します。
※入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願

いする場合があります。

対象の相談会場

問合せ

税理士会による無料相談会場、地方団体に

よる相談会場、青色申告会による相談会場

鈴鹿税務署　　382-0351（代表）
※自動音声案内により案内しています。確定申告に
　関するお問い合わせは「０」を選択してください

※37.5℃以上の発熱が認められる場合は入場をお断り

　させていただきます。ご来場の際はマスクの着用を

　お願いします。

申告と納税の期限

消費税の申告は…

　令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が

実施されました。これに伴い、売り上げや仕入れ、経

費に軽減税率（8％）対象品目がある場合、消費税確

定申告書を作成するためには、売り上げや仕入れ、

経費を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経

理」を行う必要があります。

　収支内訳書や青色申告決算書に記載の決算額

は税率ごとの区分がありませんので、収支内訳書な

どからは消費税確定申告書の作成ができません。こ

のため、課税期間内の課税取引を税率

ごとに区分できるよう、国税庁ホーム

ページに掲載している「課税取引金額計

算表（事業所得用）」などの様式を使っ

て、整理しておくと便利です。

※計算方法など詳しくは、国税庁

ホームページをご覧ください。 

お願い

「確定申告のお知らせ」が送付される方は、
申告書のほか青色申告決算書や収支内訳書
などが送付されません。国税庁のホームペー
ジから様式をダウンロードするなどの対応をお
願いします。

　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続

の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高

い公平・公正な社会を実現することを目的として、社

会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入され

ています。

　所得税及び復興特別所得税や贈与税などの申

告書は、税務署へ提出するたびに、申告者本人の

マイナンバー（個人番号）の記載および本人確認書

類の提示または写しの添付が必要です。

　なお、控除対象配偶者、扶養親族およ

び事業専従者などの方についても、マイ

ナンバーの記載が必要ですが、その方の

本人確認書類の提示または写しの添付

は不要です。

社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）について

（１）年間110万円を超える財産の贈与を受けた方

（２）次の特例の適用の対象となる贈与を受けた方

　　イ　配偶者控除（控除額2,000万円）

　　ロ　相続時精算課税（特別控除額2,500万円）

　　ハ　住宅取得等資金の非課税（※）

令和2年分の贈与税の
申告が必要な主な方

令和2年分の所得税及び
復興特別所得税の

確定申告が必要な主な方

本人確認書類の例

【例１】
個人番号カード
（番号確認と身元確認）

【例2】
通知カード（番号確認）
　　　　　+
運転免許証や健康保険の
被保険者証など（身元確認）

※国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の

最新情報は、国税庁ホームページ「社会保障・税番号

制度＜マイナンバー＞」をご覧ください。

（ⅰ）住宅用家屋の新設等に係る対価
　等の額に含まれる消費税等の税
　率が10％である場合

（ⅱ）（ⅰ）以外の場合

※非課税限度額は、住宅用家屋の種類および家屋の
　新築などに係る契約の締結日に応じて、表のとおり
　になります。



毎週木曜日10時から12時まで、
桜の森公園で体験会を行ってい
ます。スポーツは苦手だけど、今
年こそ運動不足を解消したい方
は、ぜひご参加ください。詳しく
は電話またはホームページで

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　
ところ／旭が丘公民館　第2小会議室　
内容／Jゴスペルという日本人のための
オリジナルゴスペルで愛をテーマに歌っ
ています。年齢を問わず誰でも参加でき
ます。　申込み／電話で　※キーボード
が弾ける方歓迎します。

とき／1月12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。心配なことや気に
なることを、一緒にお話しましょ
う。　参加料／100円

対象／どなたでも　とき／火・木・土
曜日19時～21時　ところ／市武道館
または神戸高校　内容／元気に楽し
く礼法と受身を身につけて、相手を思
いやる気持ちと強い体を作りましょ
う。　申込み／電話またはホームペー
ジ（鈴鹿練成会で検索）で

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／1月13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／1月17日㈰(雨天時1月24日㈰に
延期)　集合／白子新生公園9時20分　
内容／大黒屋光太夫記念館を訪ね
ます。　歩行距離／6km　参加料／
200円　※自由参加です。初参加者も
歓迎します。弁当は不要です。マスク
の着用をお願いします。

対象／文字入力ができる方で、パソコンを始めた
い方　とき／1月7日㈭13時～15時、21日㈭14時～
16時（毎月2回）　ところ／神戸コミュニティセン
ター　内容／エクセル・ワードでチラシ・家計簿・
画像処理・名簿など　参加料／1回500円　持ち
物／ノートパソコン(Windows8以上)　定員／各
回10人　※マスクの着用をお願いします。

学習支援のサポーターは、児童
養護施設の児童に1対1の支援を
行います。子どもが自らの力で学
習し、新たなことに取り組む意欲
が持てるようサポートしていきま
す。詳しくは電話でお問い合わせ
ください。

とき／1月22日㈮10時から、13時
30分から　ところ／らららカル
チャー(南江島町9-10)　内容／
押し花入りの電卓を作ります。　
参加料／1,500円　定員／各回
10人　申込み／電話で　※マス
クの着用をお願いします。

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤 　090-1747-3394

　http://www.snwc1130.com

旭が丘サークル　386-5399

つぅの会　保井　090-4185-1514

鈴鹿錬成会
　090-7609-2450　384-3741

下野和子　370-4620

鈴鹿市民歩こう会
鈴木利昭 　080-1611-9264

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

こどもサポート鈴鹿　383-1322

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい 　090-7048-8120

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集

旭が丘Jゴスペルクラブ

鈴鹿不登校を考える
親の会

鈴鹿錬成会　柔道教室
生徒募集

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

「初級パソコン講座」
受講生募集

学びサポーター募集

お花の電卓

●原稿規格／タイトル15文字程度・
本文80文字程度

●申込み／1月 18日㈪から22日㈮
8時30分までに、郵送、ファクス
または電子メール（〒513-8701
住 所 不 要 、　 3 8 2 - 2 2 19 、　
johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）
で情報政策課へ 。なお、確認のため、
郵送・ファクス・電子メール送信後は、
タイトル・氏名・電話番号を電話
で情報政策課（　382-9036）へ
ご連絡ください。

●注意事項／営業、政治、宗教活動と
認められるものは、お断りします
(企業・自営業者の活動を含む) 。

次回の募集は
３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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中

止・延期になる場合があります。詳しく

は、主催者にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、当面の間、窓口で
の受け付けを中止します。



意見公募手続～計画(案)
などへの意見募集～

対　象　

・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
※提出された意見は、個人が特定で

きないように類型化してまとめ、

回答とともに市ホームページで公

表します。個別の回答はしません。

※本案に直接関係のない意見につ

いては、一般的な市への意見とし

て取り扱います。

◆鈴鹿市都市マスタープラン

　（一部改定案）

都市計画課　382-9063　 384-3938

toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　活力ある都市づくりを目指し、
産業の立地誘導に向けて、鈴鹿
市都市マスタープランの一部を
改定する案がまとまりましたの
で、皆さんからのご意見を募集
します。
募集期間　1月6日㈬～2月5日
㈮（当日消印有効）
閲覧場所　都市計画課（市役
所本館9階）、総務課（市役所
本館4階）、地区市民センター、
市ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市都市
マスタープラン（一部改定案）
への意見」・住所・氏名・意見
を記入の上、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで都市
計画課（〒513-8701　住所
不要）または地区市民センタ
ーへ

◆鈴鹿市高齢者福祉計画(第9次

計画（2021～2023年度))（案）

長寿社会課　382-9886　 382-7607

　　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　高齢者福祉を推進する上で
基本となる考え方、目標、方向性
などを明らかにし、それらの実現
に向けた施策の策定を進めてき
ました。このたび、「鈴鹿市高齢
者福祉計画（第9次計画)(案)」
がまとまりましたので、皆さんから
のご意見を募集します。
募集期間　1月5日㈫～2月5日
㈮（当日消印有効）
閲覧場所　長寿社会課（市役
所本館2階）、総務課、地区市
民センター、市ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市高齢
者福祉計画(第9次計画
（2021～2023年度))（案）へ
の意見」・住所・市外在住の
方は就業または就学先名称・
氏名・意見を記入の上、直接、
郵送、ファクスまたは電子メー
ルで長寿社会課（〒513-
8701　住所不要）または地
地区市民センターへ

※意見する箇所のページ番号も明

記してください。全体に関する

意見については、不要です。

鈴鹿亀山地区広域連合
第8期介護保険事業
計画案への意見募集

　鈴鹿亀山地区広域連合

369-3204 369-3202

　skkaigo@mecha.ne.jp

　令和3年度から3年間の介護
保険事業の事業量、保険料基
準額およびサービスの供給量
確保のための方策などを明ら
かにする鈴鹿亀山地区広域連
合第8期介護保険事業計画案
がまとまりましたので、皆さんか
らのご意見を募集します。
意見を提出できる方　鈴鹿市
または亀山市に在住・在勤・在
学の方
募集期間　1月6日㈬～2月5日
㈮（17時必着）
閲覧場所　鈴鹿亀山地区広域
連合介護保険課（市役所西
館3階）、市長寿社会課、亀
山市長寿健康課、鈴鹿亀山
地区広域連合ホームページ
（　 https://www.suzuka
　kameyama-kouiki.jp/）
提出方法　件名「鈴鹿亀山地
区広域連合第8期介護保険
事業計画案に関する意見」
住所・氏名（ふりがな）・勤務
先または通学先（鈴鹿市また
は亀山市以外に在住の方の
み）意見を記入の上、直接、
郵送、ファクスまたは電子メ
ールで鈴鹿亀山地区広域連
合介護保険課（〒513-0801
神戸1-18-18市役所西館3
階）へ

※寄せられたご意見は、個人が特

定できないように類型化してま

とめ、回答とともに鈴鹿亀山地区

広域連合ホームページで公表し

ます。個別には回答しません。

都市計画変更案の縦覧
都市計画課　382-9063　 384-3938

変更案件

　・鈴鹿都市計画用途地域の変
更(鈴鹿市決定)
　・鈴鹿都市計画地区計画の変
更(鈴鹿市決定)(深溝地区地
区計画)
縦覧期間　1月7日㈭～21日㈭
（土・日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）　
縦覧場所　都市計画課
※縦覧期間内であれば、意見書の

提出ができます。

国有林モニター募集
農林水産課　382-9017　 382-7610

　国有林の事業運営などにつ
いて、国民の皆さんのご意見な
どを反映させるため、国有林モ
ニターを募集します。
対　象　県内在住で、森林・林
業および国有林に関心のある
成人の方

※平成30年度から令和2年度まで、

3年連続して国有林モニターを

務めた方を除きます。

任　期　4月1日㈭～令和4年3
月31日㈭
申込み　2月1日㈪までに近畿
中国森林管理局ホームペー
ジで

※詳しくは、同局ホームページをご

覧ください。

問合せ　近畿中国森林管理局
企画調整課（　06-6881
-3401）

結核レントゲン検診
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　結核は年々減少しているもの
の、今なお主要な感染症の一
つです。
　結核の予防、早期発見のた
めに、検診を受けましょう。
対　象　市内に住民登録をして
いる65歳以上の方（昭和31
年4月1日以前に生まれた方）

※今年度中に、市が実施する肺が

ん検診や職場などで胸部レント

ゲン検査を受診した方、または受

診予定の方は除きます。

と　き　2月15日㈪、3月18日
㈭9時～11時

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
料　金　無料
申込み　2月10日㈬までに健
康づくり課へ

固定資産税などの
軽減措置の申告期限

資産税課　382-9007　 382-7604

　新型コロナウイルス感染症の
影響により、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
計画税について、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。
　申告期限を過ぎた場合は軽
減措置を受けることができませ
んので、対象の事業者の方は、
早めに申告してください。
申告期限　2月1日㈪（消印有効）
※詳しくは、市ホームページまたは

中小企業庁ホームページなどを

ご覧ください。

納税の夜間・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口

と　き　1月28日㈭・29日㈮17
時15分～20時
◆休日窓口

と　き　1月31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。

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

https://www.suzukakameyama-kouiki.jp/


　

医療費控除の申告には
「医療費控除の明細書」の

ご用意を
市民税課　382-9446　 382-7604

　平成30年度の市・県民税の申

告から、医療費の領収書に代えて、

医療費控除の明細書の添付が

必要になりました。令和2年度まで

は経過措置として、医療費の領収

書の添付または提示による申告

ができたものの、令和3年度から

は、市・県民税の申告（確定申告

の場合は令和2年分）には、医療

費控除の明細書が必要です。

　明細書の添付がない場合、医

療費控除の適用を受けることが

できませんので、必ず医療費控除

の明細書を記入の上、申告書に

添付してください。

※医療費控除に使用した医療費の

領収書は、自宅で5年間の保管

が必要です。

◆「医療費控除の明細書」の

　書き方

　令和2年中に自己または生計を

一にする配偶者、その他の親族の

ために支払った医療費について、

領収書に記載されている病院・薬

局の名称、支払った医療費の額、

社会保険などで補てんされる金

額などの事項を記入してください。

※医療保険者から交付される「医療

費通知書」（必要な項目が全て記

載された原本に限る）を明細書に

添付することにより、明細書の記

載を一部省略できます。

必要な事項　以下の6項目です。

　・被保険者の氏名

　・医療を受けた年月

　・医療を受けた方の氏名

　・医療を受けた病院などの名称

　・被保険者などが支払った医

　療費の額

　・保険者などの名称

※「医療費控除の明細書」は市ホーム

ページ、地区市民センター（2月以

降）または市民税課で入手できます。

水道管の夜間洗管作業
上下水道総務課　368-1696　 368-1688

　上下水道局では、きれいで安

心な水道水をお届けするため、

水道管内の洗管作業を行いま

す。作業に伴い濁り水が発生し

ますので、ご理解とご協力をお

願いします。

※対象範囲のお宅には、お知らせ

文書を配布します。

と　き　1月26日㈫22時～27

日㈬6時

ところ　野町西二・三丁目、野

町中二・三丁目、野町東二丁

目、野町南一丁目

◆濁り水に注意してください

　作業中や作業後に、濁り水

が発生する場合があります。あ

らかじめ飲料水はくみ置きし、

作業後に洗濯などをする場合

は、数分程度水道水を流して、

透明になったことを確認してか

ら使用してください。

冬期の年次有給休暇
取得促進を

産業政策課　382-8698　 382-0304

　新型コロナウイルス感染症

対策として、新しい生活様式が

求められています。事業主の方

は、新しい働き方・休み方を実

践するためにも、年次有給休暇

の計画的付与制度や時間単位

の年次有給休暇制度を導入し

ましょう。

　特に休暇の分散化が求められ

ているこの冬は、計画的付与制

度を活用しましょう。

問合せ　三重労働局雇用環境・

均等室（　059-226-2110）

「令和2年分公的年金等の
源泉徴収票」の送付

保険年金課　382-9401　 382-9455

　令和2年中に老齢基礎年金や

老齢厚生年金などを受給された

方に対して、令和2年分として支

払われた年金の金額や、源泉徴

収された所得税額などをお知ら

せする「令和2年分公的年金等

の源泉徴収票」が、1月下旬に日

本年金機構から送付されます。

※障害年金・遺族年金は課税対象

ではないため、源泉徴収票は送

付されません。

※源泉徴収票の再交付は、ねんき

んダイヤルまたは年金事務所へ

ご連絡ください（市役所では再交

付できません）。

問合せ　ねんきんダイヤル（　

0570-05-1165（050で始まる

番号は　03-6700-1165））、

　津年金事務所（　059-228-

　9112）

子育て支援
ショートステイ事業

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142 　保護者の病気や出産、冠婚
葬祭、仕事などで児童の養育が

一時的に困難になった場合や、

緊急に一時的な保護が必要な

場合に、児童養護施設などでお

子さんをお預かりします。

※原則年間7日以内です。

※宿泊でお子さんをお預かりする

ショートステイのほかに、平日の

夜間や休日にお預かりするトワ

イライトステイもあります。

費　用　ショートステイに要する

経費の一部負担

※世帯の所得に応じて負担額は異

なります。

申込み　電話またはファクスで

子ども家庭支援課へ

市フルタイム
会計年度任用職員募集
（令和3年4月1日採用）

人事課　382-9037　 382-2219

申込み　1月5日㈫から20日㈬ま

で（土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分）に、「フルタ

イム会計年度任用職員採用試

験申込書」を人事課へ

※郵送の場合は、1月20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。

◆第一次試験

と　き　1月31日㈰9時から

ところ　市役所本館12階　

会議室

内　容　適性検査、事務能力

基礎試験（教養試験）

※第二次試験として面接試験など

を行います。詳細は、第一次試験

合格者に通知します。

※受験資格にある資格や免許など（障

害者手帳を除く）は、令和3年3月31

日までに、取得、卒業、または修了見

込みの方を含みます。

※全ての職種において、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。

※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。

※受験資格や勤務条件など詳しく

は、募集要項をご覧ください。

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス



　

一般競争入札による
市有地売却

管財課　382-9009　 382-7615

　駐車場用地や住宅用地など

に最適な市有地を売却します。

○物件（1）

所在地　弓削二丁目472（旧牧

田地区市民センター・公民館）

地　目　宅地

地　積　1501.93㎡

建　物　集会所（床面積）

377.46㎡、倉庫32.05㎡、物

置19.44㎡

用途地域　第二種中高層住居

専用地域

予定価格(売却最低価格)　

5,273万6,000円

◆入札

と　き　2月1日㈪10時

ところ　市役所本館10階　

1004入札室

申込み　1月5日㈫から28日㈭

まで（土・日曜日、祝日を除く８

時30分～17時15分）に、直接

管財課（市役所本館10階）へ

※郵送による申し込みはできません。

※入札参加申込方法など詳しくは、

管財課へ

◆物件の内部公開

と　き　1月19日㈫10時～11時

※建物内部の確認は、この機会のみ

です。

※参加申し込みは不要です。

文化財防火デー消防訓練
東分署　384-0119　 384-0119

　1月26日の「文化財防火デー」

に合わせて、若松地区自治会、大

黒屋光太夫顕彰会および若松分

団の皆さんと連携・協力した文化

財の搬出訓練を含む消防訓練を

実施します。

と　き　1月22日㈮10時30分

～11時30分

ところ　大黒屋光太夫記念館

（若松中1-1-8）

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、一般公開をせず実施します。

※訓練参加者はマスク着用とし、受

付で検温を実施します。

県営住宅1月定期募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

申込み　1月5日㈫から31日㈰

まで（消印有効）に、申込用紙

に必要事項を記入の上、郵送

で鈴鹿亀山不動産事業協同

組合(〒510-0253　寺家町

1085-1　373-6802)へ

※申込用紙は、三重県各建設事務所

または鈴鹿亀山不動産事業協同

組合の窓口で入手できます。

子育て応援館を利用する
子育て団体募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　子育て応援館を利用する子育て

団体を募集します。子育てサークル

の仲間と一緒にお子さん同士を遊

ばせたり、子育ての情報交換をした

りする場として、ご活用ください。

対　象　市内に活動拠点を置

き、主に市民で構成されてい

る子育て関係団体

利用時間　9時～12時、13時～

16時

※日曜日、祝日、年末年始（12月29

日～1月3日）は除きます。

利用可能施設　プレイルーム、

体育室、料理講習室

※料理講習室は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、利用でき

ない場合があります。

申込み　

①子育て応援館で団体の登録

申請を行い、登録証を受け

取ってください。

※発行まで10日程度かかります。

※令和3年度の登録申請は2月1日(

月)から開始します。

②毎月初日の開館日から翌月の

利用分を先着順で受け付け

ますので申請してください。

※同じ時間帯に複数団体の利用は

できません。

※午前・午後それぞれを1単位として、

1団体合計4単位まで利用できます。

問合せ　子育て応援館（白子

駅前6-33　387-6125）

マイナンバーカード
未取得者対象

交付申請書の再送付
戸籍住民課　327-5056　 382-7608

　1月26日㈫から2月中旬まで

に、地方公共団体情報システム

機構からマイナンバーカードの

交付申請書（二次元コード付き）

が順次発送されます。

　マイナンバーカードの取得を

希望される方は、郵送またはオ

ンラインでご申請ください。

対　象　マイナンバーカード未

取得者のうち、交付申請を行

っていない方

〇次の方には送付されません

　・75歳以上の方

　・令和2年中に出生などにより

申請書が添付された個人番

号通知書または通知カード

の送付を受けた方

　・中長期在留者など、地方出入

国在留管理局において、マイ

ナンバーカードの交付申請な

どについて周知が行われた方

問合せ　マイナンバー総合フリー

ダイヤル（　0120-95-0178）

※2月にオンライン申請が困難な

方などを対象とした交付申請サ

ポート（写真撮影、記入補助）の

実施を予定しています。詳しく

は、広報すずか1月20日号でお

知らせします。

鈴鹿市交通安全対策会議の
傍聴ができます

交通防犯課　382-9022　 382-7603

と　き　1月29日㈮14時～15

時30分

ところ　市役所本館5階　503

会議室

内　容　鈴鹿市交通安全計画

の進捗状況などについて

定　員　5人（希望者多数の場

合は抽選）

申込み　当日13時30分から13

時50分まで会場で受け付け

第2回総合教育会議の
傍聴ができます

総合政策課　382-9038　 382-9040

　総合教育会議では、教育を行

うための諸条件の整備のほか、

地域の実情に応じた教育、学術

および文化の振興を図るために

重点的に講ずべき措置などを議

題として、意見の交換を行います。

と　き　1月29日㈮15時から

ところ　市役所本館6階　庁

議室

定　員　10人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日14時30分から14

時50分まで、会場で受け付け

航空支援制度研修
中央消防署　382-9165　 382-9166

　大規模災害発生時に備えて、

三重県防災航空隊が県内各消

防本部との連携強化のために航

空支援制度研修を実施します。

　研修当日は、三重県警察航空隊

および三重県防災航空隊のヘリコ

プターが市内上空を飛行します。

騒音などが生じることがありますが、

ご理解とご協力をお願いします。

と　き　1月18日㈪13時～16時

ところ　三重交通Gスポーツの

杜鈴鹿

市有地と
鈴鹿市土地開発公社所有地を
先着順で売却します

管財課　382-9009　 382-7615

　市有地と鈴鹿市土地開発公社

が所有する物件について、先着順

で申し込みを受け付けしています。

申込み　管財課（鈴鹿市土地

開発公社事務局）へ

※一般競争入札を行った後、随時

売却している物件です。 

※先着順のため、申し込み済みの

場合があります。

※郵送による申し込みはできません。

※申込資格や申込方法など詳しくは、

管財課へ

鈴鹿市ものづくり企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小ものづくり製造企業

が有する優れた技術や製品を

紹介します。

と　き　1月17日㈰10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター1階　セン

ターコート、サブコート、屋外弁

天広場

内　容

　・市内中小製造企業の技術や製

品を紹介するための企業展示会

　・鈴鹿市ものづくり産業支援セン

ターの連携機関による展示会

　・鈴鹿市ものづくり産業支援セン

ターによる現場支援や人材育

成研修などの事業紹介

　・展示企業による自社PRタイム

　・企業体験コーナー（電動スケートボ

ードの試乗およびバイクの展示）

入場料　無料　

高校生向け
ものづくり企業紹介イベント
産業政策課　382-8698　 382-0304

　鈴鹿市ものづくり企業交流会

に出展する企業が、自社の特長

や魅力を紹介しますので、進路

検討の参考にしましょう。

対　象　高校生とその保護者

と　き　1月17日㈰10時45分

～12時20分

ところ　鈴鹿ハンター1階　サブ

コート

入場料　無料

申込み　高校の進路担当者を

通して、産業政策課

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

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.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


※｢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

　

緊急雇用サポート事業
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市が緊急雇用対策事業として
実施する緊急雇用サポート事業
の一環として、市内企業と求職
者のマッチングを図るイベントや
オンラインセミナーを開催します。
問合せ　株式会社名大社　
（　052-220-3588） 
◆鈴鹿お仕事フェア

　正社員、パート、アルバイトなど
鈴鹿市勤務の企業と面談できる
合同企業説明会です。参加費無
料、履歴書不要、服装・入退場自
由ですので、気軽にご参加ください。
対　象　市内で仕事（正社員・

パート・アルバイトなど）を探し
ている全ての求職者

※新卒学生、社会人、外国人の参加を

歓迎します。

と　き　1月24日㈰13時～16
時
ところ　市役所本館12階　

1203会議室など
内　容　合同企業説明会、就

職セミナー、お仕事相談会、
ハローワーク鈴鹿によるお仕
事紹介ブース

※出展企業は、鈴鹿市お仕事情報

サイト「鈴鹿deはたらこっ！」で

確認できます。

※求人情報掲載企業も随時募集し

ています。

◆オンライン鈴鹿お仕事フェア

と　き　1月24日㈰12時～13
時
内　容　鈴鹿お仕事フェアに出

展する企業が、インタビューや
仕事内容について、会場から
ライブ配信します。気になる企
業へは、「鈴鹿deはたらこっ！」
で応募やエントリーなどができ
ます。

※詳しくは、HPからご確認くださ

い。

育児男子のつどい
～しんちゃんの

絵本ライブを楽しもう～
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　父と子で、しんちゃんの絵本
ライブを楽しみましょう。また、父
親同士で交流しましょう。
対　象　市内在住の就学前の

子とその父親
と　き　1月23日㈯10時～11

時45分　
ところ　子育て応援館（白子

駅前6-33　387-6125）
内　容　親子で楽しむ「絵本

ライブ」、ミニ講演、講師を交
えた交流会

※ミニ講演、交流会時は、お子さんを

別室でお預かりします。

講　師　しんちゃん（三浦伸也
さん）（NPO法人こどもほが
らかワールド　理事長）
定　員　10組程度(先着順)
参加料　無料
申込み　1月12日㈫から15日

㈮(8時30分～17時15分)ま
でに、直接または電話で子ど
も政策課へ

ファミリー・サポート・センター
事業の提供会員養成講座

受講生の募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人

（依頼会員）の要望に応じて、子
育てを助ける人（提供会員）を
紹介し、相互の信頼と了解の上、
一時的にお子さんを預かる会
員組織です。
　今回、一時的なお子さんの
預かりや、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの運

営業務は、市がNPO法人こども

サポート鈴鹿へ委託しています。

対　象　市内在住の方
※資格や年齢は問いません。

とき・内容　
・2月17日㈬10時～15時30分　

子どもの権利・提供会員の役
割と心得、子どもの発達とこ
ころ

・2月18日㈭9時30分～15時30
分　子どもの病気、子どもの
栄養

・2月19日㈮9時30分～16時
　気になる子どもの支援、子ど

もの安全と対応
・2月24日㈬9時30分～16時
　小児看護、子どもの遊びと生

活
・2月25日㈭10時～16時　
　子育て支援事業の必要性、登

録について、社会的養護につ
いて、養成講座のまとめ
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人
受講料　無料（別途テキスト代

2,000円必要）
申込み・問合せ　電話またはフ

ァクスで鈴鹿市ファミリー・サ
ポート・センター（ 　・　
381-1171）へ

博物館入門講座
「弥生土器をみる」

考古博物館　374-1994　 374-0986

　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月14日㈰13時30分
から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　石井智大さん（三重

県埋蔵文化財センター）
定　員　40人（応募多数の場

合は抽選）
※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため人数を制限して実施し

ます。

聴講料　無料　
※講演会に参加の方は、常設展を

無料で観覧できます。

申込み　1月5日㈫から31日㈰
まで（必着）に、講座名・希望
者の住所・氏名・電話番号を
記入の上、往復はがき、ファク
スまたは電子メールで考古博
物館（〒513-0013　国分町
224）へ

※往復はがきの場合は、返信の宛

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。

鈴鹿サーキット南コース
市民走行会

「～クルマで遊ぼう～」
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　プロからレッスンを受けなが
ら、集中力と判断力が求められ
るサーキット走行を行います。
安全に楽しく走り、上手な運転
方法を習得しましょう。
対　象　運転免許を所持する

20歳以上の鈴鹿市民
※鈴鹿モータースポーツ友の会会

員であれば、市外の方も参加で

きます。（当日入会可。入会費・年

会費計3,000円別途必要）

と　き　2月9日㈫9時～17時
30分（予定）
ところ　鈴鹿サーキット南コース
講　師　畑川治さん、福山英

朗さん、脇田一輝さん、水谷
竜也さんなど地元出身・在住
のドライバー（予定）
定　員　25人（抽選）
※参加受理者には、1月22日(金)

までに各種案内を送付します。

車両規定　ナンバー付きであ
れば、軽自動車や商用車、ミニ
バンでも可

※トラックやオープンカーは不可

参加料　3,500円（昼食各自負
担　傷害保険料500円込）
申込み・問合せ　1月13日㈬ま

でに、住所・氏名・使用車種・
サーキット走行経験の有無を
記入の上、電話または電子メ
ールでNPO法人鈴鹿モータ
ースポーツ友の会(中野　
080-4537-2005（9時～18
時）　smsa@mecha.ne.jp
　http://www.suzuka-
msa.jp/)へ

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

有 料 広 告

https://suzuka-jobnavi.com/
https://suzuka-jobnavi.com/
https://suzuka-jobnavi.com/
http://www.suzuka-msa.jp/


　

第40回
鈴鹿市立小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

と　き　1月23日㈯・24日㈰10時

～17時、1月25日㈪10時～14時

ところ　イオンモール鈴鹿2階

イオンホール

入場料　無料

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、入場制限を行う場合

があります。

※マスクの着用をお願いします。

シニア向け無料就労相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　シニアの就労について、個別

相談に応じながら就労までのサ

ポートを行います。支援員と一

緒に自分らしい仕事を見つけま

しょう。

※ハローワークの求職活動の実績

対象になります。

対　象　おおむね55歳以上の方

と　き　1月19日㈫10時～16時

ところ　市役所本館7階　702

会議室

参加料　無料

申込み・問合せ　電話で三重

県生涯現役促進地域連携

協議会（　059-261-6153

平日9時～17時）へ

「鈴鹿墨」×「つまみ細工」
～イオンモール鈴鹿で
伝統工芸品に触れよう～
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　1月9日㈯10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　

中央コート（庄野羽山4-1-2）

内　容　鈴鹿の伝統的工芸品

鈴鹿墨を使って、つまみ細工

の染体験を行います。

定　員　各100人（当日先着順）

参加料　無料

主催・問合せ　イオンモール鈴

鹿（　375-0666）

※マスクの着用をお願いします。

新春キッチンカー
テイクアウトマーケット

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　1日最大6台のキッチンカーが、

さまざまなメニューを日替わりで

販売します。

と　き　1月8日㈮～12日㈫10

時～18時

ところ　イオン白子店（白子サ

ンズ）　西北駐車場

問合せ　（一社）中部ケータリング

サービス（　080-8267-7739）

鈴鹿墨の作品展
書道パフォーマンス

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　市内で活動する書道家の万

代香華さんが、書道パフォーマ

ンスや作品展を行います。

と　き　1月24日㈰

・10時～12時、13時～15時

　作品展示・鈴鹿墨の販売など

・11時から　書道パフォーマンス

（20分程度）

・13時30分～14時30分

　ミニ色紙への好きな文字の揮毫

　（一枚500円）

ところ　久居アルスプラザギャラ

リー（津市久居東鷹跡町246）

入場料　無料

※マスクの着用をお願いします。

防火管理講習（甲種新規・乙種）
予防課　382-9160　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、イ

ベントホール、百貨店など多くの

人が出入りや勤務し、または居

住する建物には、建物の用途・規

模・収容人員に応じて、防火管理

者を置かなければなりません。

と　き　　

　・防火管理甲種新規：2月9日㈫

9時～16時、10日㈬9時～15

時30分（2日間の受講）

　・防火管理乙種:2月9日㈫9時

～16時10分

ところ　消防本部4階　多目的

室（飯野寺家町217-1）

定　員　防火管理甲種新規・

乙種合わせて50人（先着順）

参加料　防火管理甲種新規・

乙種ともに3,750円

申込み　所定の申込用紙に必要

事項を記入し、裏面に氏名を記

載した写真（縦4.5cm・横3.5cm、

正面上三分身）を貼付の上、下

記期間中に直接予防課へ

○市内在住または市内の事業所

に勤務する方（市外の事業所

で鈴鹿市防火協会員を含む）：

1月12日㈫～29日㈮平日9時～

17時15分

○上記以外の方：1月25日㈪～

29日㈮平日9時～17時15分

※申込用紙は予防課窓口または市

ホームページで入手できます。

※電話での予約はできません。

※新型コロナウイルス感染症や災

害、その他不測の事態により開催

を中止する場合があります。

糖尿病予防教室～血糖値
が気になりはじめたら～
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　健康診断で「糖尿病の気があ

る」と言われたら、これまでの生活

習慣を見直すチャンスです。糖尿

病のことを知り、日常で続けられる

効果的な運動法や食べ方などを

楽しく学び、健康力を高めましょう。

対　象　40歳以上70歳未満

の市民で、血糖値が高めと言

われたことがある方

※糖尿病の方や持病で受診中の方は、主

治医に確認の上お申し込みください。

と　き

〇基礎・栄養編　2月10日㈬10

時～11時30分

〇運動編　2月24日㈬10時～

11時30分　

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　糖尿病予防の基本、

食事のコツ、運動体験

講　師　糖尿病療養指導士、管

理栄養士、健康運動指導士、保

健師

定　員　20人（先着順）

費　用　無料

申込み　1月13日㈬8時30分

から電話で健康づくり課へ

※2回とも参加できる方を優先し

ます。

※家族の方も参加できます。

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

申込み　1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）

◆背骨ととのえヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　2月3日・10日・17日・

24日各水曜日11時～12時

※実施日ごとに申し込みが必要です。

ところ　水泳場 会議室

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　

〇月曜日コース：2月1日・15日

11時～12時

〇金曜日コース：2月12日・26日

19時30分～20時30分

ところ　水泳場　会議室

定　員　各15人

参加料　2,200円（全2回　税込）

◆アンチエイジングヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　2月5日・19日・26日各

金曜日11時～12時

※実施日ごとに申し込みが必要です。

ところ　水泳場　会議室

定　員　各15人

参加料　各1,100 円(税込)

湿地帯保全活動
ボランティア募集

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　シラタマホシクサなどの希少

植物が生息する湿地帯保全のた

め、草刈りに協力いただけるボラ

ンティアを募集します。

と　き　1月26日㈫13時から2

時間程度（小雨決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園

中央広場付近湿地帯

※受付事務所前に集合してください。

内　容　三重自然誌の会の方

の指導を受け、湿地帯植物観

察地の清掃および草の搬出

定　員　20人程度

服　装　長靴・動きやすい服装

（汚れてもいい服装）・マスク要着用

申込み　電話またはファクスで

鈴鹿青少年の森へ

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

○市民税・県民税…4期

○国民健康保険料…7期

【納期限は2月1日㈪です】

の1 月 納税 納付・

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

立ち止まって考えよう!

迷信や根拠のない事柄

　新年あけましておめでとうご

ざいます。本年も人権尊重の輪

をよろしくお願いします。

　さて、今年の干支は丑（うし）。

牛は古来より農作業を手伝う

勤勉な動物で、その姿になぞら

え丑年生まれの人は「努力家

で働き者」や「粘り強く温厚」な

どと言われます。一方で「マイ

ペースで我が道を行く」や「頑

固で意地っ張り」とも言われま

す。このように、丑年生まれに限

らず、それぞれの干支の動物に

ちなんで性格を表したりするこ

とがあります。他にも、血液型や

星座などによって、性格を表し

たりすることもあります。しかし、

人それぞれに個性や良さがあ

り、「〇年生まれ」「〇型」「〇

座」と言って、ひとくくりにするこ

とはできません。

　さらに干支に限っても「丑年

生まれがウナギを食べるとよく

ないことが起きる」や「丙午の

女性は気性が荒い」、「五黄の

虎の女性は気が強い」など、根

拠のない迷信が残っています。

　このように私たちの身の回り

には、さまざまな風習や昔から

の言い伝え、迷信などがありま

す。その中には、人々の幸福を

願い、受け継つがれてきたもの

もありますが、まったく根拠のな

い迷信であっても「みんなが言

っているから」などの理由で、現

在まで残ってきたものもあります。

　迷信や根拠のない事柄にと

らわれている意識が、私たちの

生活を縛り、差別を温存し、人

を差別するように働き、人権問

題の解決を遅らせている原因

の一つになっています。「昔から

言われていることだから」「みん

なが言っているから」「みんなが

しているから」という理由だけで

何の疑問も持たず信じ込む前

に、ちょっと立ち止まって考えて

みてください。

ひのえうま

ご　 おう



あけましておめでとうございます。本年

も「広報すずか」をよろしくお願いします。

さて、今回の特集では、「三重とこわか国

体・三重とこわか大会」にゆかりのある方々

にお集まりいただき、それぞれ「する人」、

「支える人」、「見る人」の立場から、夢や目標

についてお話を伺いました。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響

で、国体のリハーサル大会などが中止となって

しまい、今回参加いただいた皆さんも、一様に寂しい思いが

あったようです。こういった状況だからこそ、人の心を前向き

に明るくするスポーツの無限の可能性について、熱く語る

皆さんの姿がとても印象に残りました。

コロナ禍で開催されるであろう、今回の「三重とこわか国

体・三重とこわか大会」。その中で生まれる感動の数々、発

信されるメッセージが、未来に向けての勇気や希望の架け橋

になることを願っています。（正）

　昨年10月、50歳以上を対象としたサーキット走行会

「脳内活性inサーキット」を、鈴鹿サーキット国際南コー

スで開催しました（鈴鹿モータースポーツ友の会主催）。

近年、高齢者による逆走やペダル誤操作などの事故が

増える中、サーキットという特別な場所での集中と緊張

感を要する走行を通じて、ヒトとクルマの調和や運転に

取り組む姿勢などを実感してもらうことを目的とした事

業です。

　今回のゲストは、1963年の第1回日本GP優勝者で、

86歳となった今でもレースに参戦する多賀弘明さん。講

師として、講演やレッスンの指導を行っていただきました。その

経験談は参加者にとって興味深いものになりました。

　技術の進歩により、自動車の運転がとても楽になった

分、「油断と漫然」で運転してしまえば、凶器になりかね

ません。ミスが許されないサー

キット走行体験は、参加者の危機

対応力、そして安全運転の実現

に大いに役立つものです。

　2月にもサーキット市民走行会

を開催しますので、皆さんぜひご

参加ください（17ページ参照）。

緊張と集中

サーキット走行を通じて学ぶ安全運転 

■ 福山英朗 （鈴鹿モータースポーツ友の会　副理事長）

快適空間

憩える

学べる

▲ゲストにお迎えした多賀弘明さん

図書館の魅力

『うし』

　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。今年は丑年。1月のテーマコーナー

『うし』から、おすすめの本を紹介します。

『十二支のおはなし』

　年の暮れに、神さま

が言いました。「新年の

ごあいさつにきなさい。

はやいものから順に十

二番目まで、一年間ず

つその年の大将にして

あげよう」動物たちは大

喜び。さてさて、だれが

一番になるのやら…。

（内田麟太郎／文　山本孝／絵　岩崎書店）

うし　どし

『お父さん、牛になる』 

　月曜日の朝、ゆうべは

ゴキゲンですき焼きを食

べていたお父さんが、ひと

晩たったら牛になってい

た。お母さんもおねえちゃ

んもぼくも、ただただボー

ゼン。ぼくたち一家は、な

んとか隠して生活を続け

ようとするけれど…。

本年も図書館をよろしく

お願いします。

あけましておめでとう

ございます。

（晴居彗星／作　ささめやゆき／画　福音館書店）

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】




