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令和3年（2021年）

◆新型コロナウイルスに感染

された方、その疑いのある

方へのお願い

もやせるごみの出し方

　使用済みマスクやティッ

シュ、食べ残しの生ごみなど

の「もやせるごみ」は、小分け

袋に入れた後、空気を抜いて

しっかり縛り、小分け袋をもや

せるごみの認定袋に入れて

出してください。

◆ごみを出すときの注意点

・ごみ袋にはごみを詰め過

ぎず、しっかりしばって封を

しましょう。

・ごみ袋が破裂しないように

空気を抜いて出しましょう。

・生ごみは水切りをしっかりし

ましょう。

・正しく分別し、決められた日

の朝8時までに、決められた

ごみ集積所に出しましょう。

・ごみを出した後は、しっかり

手を洗いましょう。

資源ごみ 粗大ごみ

１週間程度の保管に

ご協力ください。

　家族やごみの収集作業員

などに新型コロナウイルスを

感染させないため、家庭ごみ

を出すときは、日頃から次の

点にご協力ください。

新型コロナウイルス感染

防止のため、家庭ごみの

出し方にご協力ください

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

その他のごみ

　プラスチックごみ、もやせな

いごみ、資源ごみＡ・Ｂ、有害

ごみ、粗大ごみなどの腐りに

くいものやごみ出しを急ぐ必

要のないものは、１週間程度

保管してから出してください。



募集内容

①出前教室

地域の住民団体に出張して

実施する教室です。

②Web教室

Zooｍなどを利用して、自宅

にいる方に遠隔で実施する

教室です。

※ 介 護 予 防 教 室 は 、介 護 サー

ビス事 業 所 職 員や専 門 職 講

師 など が 、地 域 の 高 齢 者 に

実 施する、運 動・栄 養・口 腔・

認 知 症などに関する講 座 の

ことです。

　市の広報活動に関して、市民

の皆さんの満足度や利用状況

などを把握し、最も効率的で効

果的な情報発信手段・方法へ

とつなげていくため、アンケート

調査を実施します。調査票が届

いた方は回答にご協力ください。

対　象　市内在住の18歳以

上の方の中から、無作為抽

出した3,000人

回答方法　調査票にご記入

市の広報活動に関する
アンケートにご協力を

情報政策課　 382-9036　 382-2219

の上、同封の返信用封筒

で、3月19日㈮までにご返

送ください。

◆夜間窓口

と　き　2月25日㈭・26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。

納税の夜間窓口

納税課　 382-9008　 382-7660

オートバイや軽自動車な

どに課税される軽自動車税

種別割は、毎年4月1日現在

の所有者に課税されます。

車両を処分したときは廃車

の手続き、譲渡したときは名

義変更の手続きを行ってく

ださい。なお、手続きをしな

いと、いつまでも課税されま

す。また、月割制度がないた

め、4月2日以降の手続きで

は、全額課税となりますので

ご注意ください。

　また、トラクターやフォーク

リフトなどの小型特殊自動

車を所有されている場合は、

標識の交付を受け、車体に

取り付ける必要があります。

車両によって手続きに必要

なものや機関が異なります

ので、次の担当機関へ詳細

を確認の上、手続きを行って

ください。

※3月は窓口が大変混み合います。

問合せ

①125cc以下の原動機付自

転車・小型特殊自動車（農

耕車を含む）：市民税課

②125ccを超え250cc以下

の軽二輪車、250ccを超え

る小型二輪車：中部運輸局

三重運輸支局（津市雲出長

常町1190-9　050-5540-

2055）

③軽四輪車：軽自動車検査協

会三重事務所（津市雲出

長常町1190-1　050-

3816-1779）

※②③は、鈴鹿市自家用自動車

オートバイや軽自動車
などの廃車・名義変更を

お忘れなく

市民税課　382-9006　 382-7604

協会（矢橋1-21-23　382-

1075）が手続きを代行してい

ます（有料）。

　3月の納期（国民健康保険

料9期）は3月31日㈬です。令

和2年度国民健康保険料の

納期は9期で最後となります。

　国民健康保険料は、7月か

ら毎月1期ずつ納期（年金か

らの天引き（特別徴収）の場

合は、偶数月ごと）があります。

納付を忘れている場合など

は、早急に保険年金課にご連

絡ください。

　国民健康保険は万が一の

病気やけがに備えて、お金を

出し合い安心して治療が受

けられる制度です。国民健康

保険料はそのための大切な

財源で、国民健康保険料の

滞納が増えると医療費の支

払いができなくなり、保険料

率を上げなければなりません。

特別な理由もなく滞納した世

帯は保険証が使えなくなるほ

か、さまざまな保険給付も受

けられなくなりますので、納期

限内納付にご協力ください。

マイナンバーカードのオン

ライン申請が困難な方などを

対象に、交付申請サポート

（写真撮影、記入補助）を行

います。この機会にぜひご申

請ください。

対　象　鈴鹿市に住民登録

がある方

と　き　3月30日㈫までの

マイナンバーカード
交付申請サポート

戸籍住民課　 327-5056　 382-7608

国民健康保険料の納付を
お忘れなく

保険年金課　 382-9290　 382-9455

月・火・木・金曜日（2月23

日（火・祝）を除く）10時～

16時

ところ　鈴鹿市マイナンバー

カードセンター（算所2-5-1

鈴鹿ハンター2階　382-

1213）

※地方公共団体情報システム機

構から送付された「個人番号

カード交付申請書 兼 電子証明

書発行／更新申請書」をお持ち

いただくと、手続きがスムーズ

に行えます。

次号の広報すずか3月5日

号とともに「令和3年度版ご

み収集カレンダー」を各世帯

へ配布します。なお、「家庭ご

みの分け方・出し方」につい

ては、2019年に配布したも

のを引き続きご利用ください。

※「家庭ごみの分け方・出し方」は、

市ホームページ、廃棄物対策

課または地区市民センターで

入手できます。

　令和3年度介護予防教室

の受託事業者を募集します。

詳しくは、2月19日㈮から市

ホームページ（入札・契約情

報／公告（物件））に掲載す

る募集要項をご覧ください。

ごみ収集カレンダーを
配布します

廃棄物対策課 　382-7609　 382-2214

介護予防教室
（出前教室・Web教室）を
実施する事業者募集

長寿社会課　 382-9886　 382-7607

　地域の身近にある景観資

源で、歴史的または文化的価

値がある建築物・樹木につい

て、今回、新たに4件を本市の

登録地域景観資産として登

録しました。

※詳しくは、市ホームページ

　（　https://www.city.suzuka.

　lg.jp/gyosei/plan/keikan/

　index.html#13）をご覧ください。

登録日　令和3年1月29日

登録内容　建築物（2件）、

樹木（2件）

※地域景観資産は、築造50年以

上経過した建築物や工作物、樹

齢50年以上経過した樹木で景

観的・文化的価値があり、一定

の要件を満たすものが対象にな

ります。存続させたいものがあ

れば、気軽にご相談ください。

◆新たに登録された地域景観

資産（建築物）

◆新たに登録された地域景観

資産（樹木）

金光寺（柳町）金光寺（柳町）
こん こう じこん こう じ

金光寺のソテツ金光寺のソテツ

ふく ぜん じふく ぜん じ

福善寺（土師町）福善寺（土師町）

ぼ だい じゅぼ だい じゅ

金光寺の菩提樹金光寺の菩提樹

鈴鹿市地域景観資産の
登録を行いました

都市計画課     382-9063     384-3938

https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index.html#13


※「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　

催 し 物

　 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

有　料　広　告

と　き　3月7日㈰9時～16時
30分（体験終了16時）

ところ　考古博物館
内　容

○勾玉作り（白、ピンク、黒）、火
起こし、弓矢、草木染め、ネイ
チャークラフト、ネイチャー
ゲーム、アート体験、似顔絵、
竹馬、竹とんぼ、消しゴム
はんこ、親子でたこ揚げ

○常設展の観覧無料、国分
寺跡現地解説

○キッチンカーによる飲食販売
※菅原神社の「梅まつり」と連携

します。

※各体験（事前申込制あり）や

イベントなど詳しくは、チラシ

または博物館ホームページを

ご覧ください。

※手話通訳があります。

※悪天候や感染症の影響などに

より、中止する場合があります。

事前にご確認ください。

対　象　子どもとその家族
と　き　3 月 7日㈰ 1 1 時～

1 4 時
ところ　本 照 寺（ 稲 生 塩 屋

2-20-23）
定　員　約50人（先着順）
参加料　高校生以上300円、

考古博物館「春まつり！」

考古博物館 　374-1994　 374-0986

子ども食堂

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

中学生100円、小学生以下
無料

主　催　鈴鹿市母子寡婦福
祉会

申込み　2月2 8日㈰までに
北野（　385-4832、　080-

　2633-9381）へ
※子ども食堂は、食事の提供の

ほか、地域の場を活用して子ど

もの居場所をつくり、子どもた

ちを見守る事業です。

　気候危機の原因や現象、そ
れに対する対策など世界の現
状について学びます。今、地球
に住む私たちができることを一
緒に考え、安心して暮らせる未
来を子どもたちに残しましょう。
と　き　3月20日（土・祝）10時

から
ところ　講 演 会：Z o o m 、

ビーチクリーン：白子港緑地
内　容　ウェブ講演会、海岸

でのビーチクリーン活動
講　師　谷 口たかひささん
（環境活動家）
参加料　無料
定　員　100人程度
申込み・問合せ　3月17日㈬

17時までに、住所・氏名・電
話番号・参加人数を電話ま 
たは電子メールでNPO法人

環境保全ウェブ講演会＆
ビーチクリーン

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　聴き方を学んだスタッフが、
あなたのお話をお聴きします
ので、気軽にご参加ください。
この機会に日頃のストレスや悩
みごとをゆっくり話しましょう。
と　き　3月12日㈮、4月9日

㈮、5月14日㈮13時～16
時（出入り自由）

※1人の相談時間は1時間が目安

です。

ところ　保健センター
参加料　無料
申込み・問合せ　電話でハー

ティ友 手（ 宮 崎 　 0 8 0 -
5133-3771）へ

※新型コロナウイルス感染症対

策のため、受付で住所・氏名・

連絡先の記入をお願いします。

※匿名希望の方には、電話で

お話をお聴きします。

※悪天候や感染症の影響など

により、中止する場合があり

ますので、事前にご確認く

ださい。

しゃべり場「傾聴カフェ」

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

三重県生涯現役促進地域
連携協議会（　059-261-

　6153、　059-261-1762）へ

　子育ての悩みをもつ保護者
同士で、思いを話し合ったり情
報交換などを行います。心理士
に相談もできますので、気軽に
ご参加ください。
対　象　子ども（0歳～18歳）の

子育てに悩みをもつ保護者
と　き　3月15日㈪9時30分

～11時30分
ところ　市 役 所 本 館 1 2 階

1205会議室
※託児が必要な方は、事前に子ど

も家庭支援課へご連絡ください。

　 学 校 へ 行きづらいと感じ
ているお子さんに対して、家
族としてどのように接したり
支えたりしていけるのかを
一 緒 に 考 える保 護 者 の 交
流会です。
　今年度最後となる今回は、
県の臨床心理士の方を招き、
お話を伺う予定です。気軽に
お申し込みください。
※市適応指導教室のスタッフが

子育てトーク

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

学校へ行きづらい
児童生徒の保護者の交流会

「ほっとさろん」

教育支援課　 382-9055　 382-9053

コーディネーターを務めます。

対　象　市内小・中学校の児
童・生徒の保護者

と　き　3月12日㈮14時～
15時30分

ところ　市役所西館1階 市
適応指導教室（けやき教室）

定　員　10人程度
参加料　無料
申込み　直接または電話で

教育支援課へ

対　象　令和3年4月1日現
在、市内在住または在学す
る小学2年生から中学生ま
での方

※中学生は経験者に限ります。

と　き　4月3日から原則毎週
土曜日の午後

ところ 三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、

　鈴峰ゴルフ倶楽部
内　容　打球練習、ラウンド

練習など
※初心者には基礎から指導します。

定　員 5人（先着順）
参加料　月1 ,000円（別途

入会金として1,000円必要）
主催・申込み　電話またはファ

クスで鈴鹿市ゴルフ協会（鈴
峰ゴルフ倶楽部 田中　371-

　0711　371-1518）へ

春期ジュニアゴルフ教室
生徒募集

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　鈴花（　090-5639-1340
（代表 石川）　suzuhana.20

　20suzuka＠gmail.com)へ
※詳しくは、鈴花ホームページ

（　https://suzuhana-2020.

　jimdofree.com/）をご覧く

ださい。

　高年齢者雇用に関心のある
企業と求職者との運命の出会
いをサポートします。
※事前予約制です。

※履歴書不要、服装自由です。

※雇用保険受給者の方は「求職活

動実績」になりますので、雇用保

険受給者証をご持参ください。

対　象 県 内 在 住 の 5 5 歳
以上の求職者

と　き　3月4日㈭ 1 3 時～
16時

ところ ホテルグリーンパー
ク鈴鹿2階 鈴鹿の間（白子
4-15-20）

内　容　シニア世代の雇用
に関心のある企業・事業所
が、企業概要・仕事内容に
ついて詳しく説明します。

※映像による職場体験コーナー

もあります。

定　員　40人（先着順）
申込み・問合せ　3月3日㈬ま

でに、電話またはファクスで

シニア世代のための
合同企業説明会

産業政策課　 382-8698　 382-0304

すず  はな

https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://suzuhana-2020.jimdofree.com/


手と手でこころをつなぐ

　このコーナーでは、手話

に対する理解と普及を図る

ため、皆さんに手話に関す

る情報を発信しています。

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

耳の日

　3月3日は「耳の日」で
す。耳の日は、難聴と言
語障がいを持つ人々の悩
みを少しでも解決したい
という社会福祉への願い
から、昭和31年に社団法
人日本耳鼻咽喉科学会
により制定されました。3
の字が耳の形に似ている
ことや、「 3 3 」の語呂
合わせから3月3日になっ
たと言われています。
　毎年耳の日には、全国
各地で手話の普及や聴
覚障がいに関する理解促
進のためのイベントが開
催されています。皆さんも
耳の日を機会にぜひ手話
を覚えてみてください。

右手人差し指を立て、左手
３指を横からくっつけます。
漢字の「日」の形です。

右手２指で耳たぶを
つまみます。

耳の日

両手３指を上下に並べ、
胸に引き寄せます。

ひな祭り

み み

～17時
受講料　1万2,650円（教材

費込）
申込み　3月11日㈭から
◆ガス溶接技能講習

と　き　学科：4月20日㈫・21
日㈬8時40分～17時、実技：
4月21日㈬8時40分～17時
受講料　9,680円（教材費込）
申込み　3月18日㈭から
◆職長・安全衛生責任者教育

と　き　4月27日㈫・28日㈬
8時30分～17時
受講料　1万5,300円（教材

費込）
申込み　3月23日㈫から
◆フォークリフト運転技能

講習（31時間講習）

対　象  普通自動車免許証
をお持ちの方
と　き 学科：4月6日㈫8時～

17時30分　実技：Ⅰコース
4月7日㈬～9日㈮、Ⅱコース
4月14日㈬～16日㈮ 8時～
17時15分（最終日17時
45分終了）
受講料  2万8,000円（教材

費込）
申込み　3月1日㈪から
◆高所作業車運転技能講習

（作業床高10ｍ以上の高所

作業車）

対　象　普通自動車免許取
得またはクレーン修了者

と　き 学科：5月7日㈮8時
20分～18時10分、実技：
5月8日㈯・9日㈰のどちら
か1日を選択 8時～17時
10分
受講料　3万7,500円（移動式

クレーン運転士、小型移動式
クレーン運転技能講習修了
者は3万5,500円）
申込み　3月8日㈪から

◆小型移動式クレーン運転

技能講習（5ｔ未満）

と　き 学科：5月22日㈯・
23日㈰ 8時20分～17時

　実技：5月29日㈯または30日
㈰のどちらか1日を選択 8時
～17時10分
受講料  2万4,000円（教材

費込）
申込み　3月22日(月)から
◆パソコン講座

　〈Office2016〉

対　象　日本語入力ができ
る方
と　き　4月19日㈪～23日㈮

9時～12時
内　容　W o r d 、E x c e l 、
　 Powe r Po i n tの基 本 操

作と各アプリケーション間
の連携など
受講料  1万3,640円（教材

費込、PC貸出）
申込み　3月9日㈫から

～20時30分、18日㈭14時
15分～15時15分

ところ　水泳場 会議室
内　容　音楽に合わせてリズ

ム良く身体を動かして楽し
みましょう。運動不足を改
善したい方、スリムになりた
い方、ダンスが上手になり
たい方におすすめです。
講　師　村中圭子さん
定　員　各15人
参加料　1,100円（税込）
※ズンバとは、ラテン系音楽な

どで行うフィットネスプログ

ラムです。

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センタ－の窓口へ

※教材費は、テキスト改訂など

により価 格 が 変 更される場

合があります。

※ 会 員に加 入されると特 典 が

あります。詳しくはお問い合

わせください。

◆新入社員安全衛生教育

と　き　4月5日㈪8時40分
～16時20分
受講料　6,380円（教材費込）
申込み　3月4日㈭から
◆自由研削砥石特別教育

と　き　4月6日㈫・27日㈫
のどちらか1日を選択 8時
40分～16時20分

受講料　6,820円（教材費込）
申込み　3月4日㈭から
◆玉掛技能講習

と　き　学科：4月12日㈪・
13日㈫8時40分～17時、
実技：4月14日㈬～16日㈮
の中で1日を選択 8時40分

鈴鹿地域職業訓練センター

講座案内（3月募集開始分）

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

12時
○1日（土曜日）コース
　4月10日・24日、5月8日・

22日10時～15時（昼休憩
あり、最終日は12時まで）

ところ　三重県視覚障害者
支 援センター（ 津 市 桜 橋
2-131）
定　員　各コース25人程度
受講料　無料（別途テキスト

代として880円が必要）
申込み・問合せ　3月19日㈮

までに、申込書類を三重県
視覚障害者支援センター

（　059-213-7300　059-
　228-8425　mieten@zc.
　ztv.ne.jp　http://www.
　zc.ztv.ne.jp/mieten/p/）へ
※申込書類はホームページで入

手できます。ホームページが閲

覧できない方は、三重県視覚

障害者支援センターにお問い

合わせください。

申込み　2月24日㈬から直接
水 泳 場 窓口またはホーム
ページで（先着順）
◆カラー診断

対　象　18歳以上の方
と　き　3月11日㈭11時～

12時
ところ　水泳場 会議室
内　容　あなたに似合う色を

みつけて、美しさや心地よ
さを演出するカラー術を学
びましょう。
講　師　Konomiさん
定　員　10人
参加料　500円（税込）
◆はじみてみようズンバ！

対　象　18歳以上の女性
と　き　3月17日㈬19時30分

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

 

　応募作品約3,400点の中
から選ばれた入賞作品を展示
します。
と　き　3月5日㈮～12日㈮

10時～21時
ところ　イオンモール鈴鹿2階

南コート（庄野羽山4-1-2）
入場料　無料
※3月6日㈯10時から16時ま

で、同会場で鈴鹿墨の販売を

行います。

　視覚に障がいがある方に
対してボランティア 活 動を
行う音訳奉仕者を養成する
講習会です。
対　象　次 の 全てに該当す

る方
・視覚障がい者の福祉に理

解と熱意のある方
・全7回の講習会に参加でき

る方
・音訳の経験がない方
・パソコンの使用ができる方
・ 講 習 会 終 了 後 、ボ ラン

ティアとして活 動 意 欲 の
ある方

と　き　

○半日（火・金曜日）コース　
4月9日・13日・16日・20日・
23日、5月7日・14日10時～

音訳奉仕者養成講習会

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

鈴鹿墨書道わぁるどかっぷ

作品展

地域資源活用課　382-9016　 382-0304

ぼく しょう はる のぶ

墨匠 伊藤晴信さん作

展示作品イメージ

http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/
https://www.youtube.com/watch?v=h99p4JQ8otc&feature=youtu.be
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