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療広域連合（事業課　059-

　221-6884）

◆高齢者在宅訪問歯科健診

　自宅で介護を受けている後

期高齢者医療制度の被保険

者の方へ、訪問歯科健診の

希望の有無を調査します。

　対象の方に希望調査票（ア

ンケート）を送付しますので、記

入の上、同封する返信用封筒

でご返送ください。

対　象　在宅要介護3以上の

後期高齢者医療制度に加

入されている市内在住の方

と　き　10月～12月

内　容　口腔内（歯・義歯・か

み合わせなど）の状況、口腔

機能評価など

※受診後に簡単なアンケートを

お願いする予定です。

定　員　80人（応募者多数

の場合は選考）

問合せ　福祉医療課

　国民年金保険料の免除・

納付猶予・学生納付特例の

承認を受けた期間がある場

合は、保険料を全額納めたと

きよりも老齢基礎年金の受取

　◆後期高齢者歯科健診

　歯や入れ歯の状態、口の機

能などのほか、歯周病の有無

を調べる検査です。対象の方

へは、受診票や歯科医療機関

一覧表が送付されます。自身

の健康を維持・管理するため

にも受診しましょう。

対　象　令和3年3月31日時

点で75歳・77歳・80歳の

後期高齢者医療制度の被

保険者の方

と　き　9月1日㈬～12月20

日㈪の間で1回のみ

ところ　県内の指定歯科医

療機関

※実施しない歯科医療機関もあり

ますので、事前に受診を希望され

る医療機関へご確認ください。

内　容　問診、口腔内健診、口

腔機能評価

料　金　無料

※所定の健診項目以外の検査や

治療などを行った場合は、別途

費用が必要です。

申込み　電話で実施歯科医

療機関へ

問合せ　三重県後期高齢者医

額が少なくなります。

　これらの期間の保険料は、

将来受け取る老齢基礎年金

額を増額するために、10年以

内であればさかのぼって納め

ることができます（老齢基礎

年金受給中の方は除く）。

　ただし、免除などの承認を

受けた期間の翌年度から起

算して、3年度目以降に保険

料を追納すると、当時の保険

料額に経過期間に応じた加

算額が上乗せされますので、

ご注意ください。

持ち物　本人確認できるもの

（マイナンバーカード、運転免

許証など）、年金手帳

手続き　保険年金課、年金

事務所

問合せ　津年金事務所（　059-

　228-9112）

と　き　8月30日㈪・31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。

高齢者歯科健診

福祉医療課  　382-7627　 382-9455

国民年金保険料の免除期間・

納付猶予期間の追納

保険年金課  　382-9401　 382-9455

納税の夜間窓口

納税課 　382-9008　 382-7660



※「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

有　料　広　告

　5614）

　お子さんを公立の小・中学

校へ通学させる上で、経済的

にお困りの保護者の方に対

し、学用品費・学校給食費な

ど就学に必要な経費の一部

を援助します。

　援助を希望される方は、各

学校に備え付けの申請用紙

に必要事項を記入し、学校へ

提出してください。

※一定額の所得基準を設けて

います。

　鈴鹿市就学支援委員会で

は、障がいのある幼児・児童・

生徒が適切な環境で学べるよ

う就学先の判定を行っていま

す。令和4年度に特別支援学

校または特別支援学級への就

学を希望される方は、就学先

判定を受けてください。

申込み

〇保育所、幼稚園などに在籍

されていない方：9月17日㈮

までに学校教育課へ

〇保育所、幼稚園などに在籍

されている方：在籍の保育

所または幼稚園へ

消費生活センターへご相談く

ださい。

問合せ 鈴鹿亀山消費生活

センター（土・日曜日、祝日、

年末年始を除く9時～16時）

イスのサンケイホール鈴鹿

にインターネットを使用したラ

イブ配信および受信システム

を配備します。

　これにより、ホールや展示室

での催しのネット配信や、大型

スクリーンとプロジェクターを

活用した遠隔地の催しなどの

鑑賞が可能になります。10月

から利用開始予定ですので、

ぜひご活用ください。

※機器類を使用する場合は有料

です。

　8月は北方領土問題に対

する国民の理解をさらに深

め、全国的な北方領土返還

要求運動の一層の推進を図

る全国強調月間です。

※詳しくは、内閣府のホームページ

（　https://www8.cao.go.

　jp/hoppo/menu/henkan.

　html）をご覧ください。

　児童扶養手当の受給資格

者（母子家庭の母・父子家

庭の父など）は、8月31日㈫

までに子ども政策課で現況

届の手続きをしてください。

手続きをしないと、11月以降

の資格について更新ができ

ません。2年間手続きをしな

かった場合は、資格が喪失

になります。

※日 曜 窓 口を開 設しますので 、

平日に来庁できない方はご利用

ください。開庁日時など詳しくは、

対象の方へ郵送した案内「児童

扶養手当現況届について」をご

覧ください。

　「子どもがオンラインゲーム

で有料アイテムを購入し、カー

ド会社から高額な請求がきた」

という相談が後を絶ちません。

保護者が意図しない子ど

ものインターネット利用を防

ぐためにも、利用制限機能の

活用や、クレジットカード情報

や暗証番号の管理をお願い

します。

　もしトラブルになった場合は、

◆市内開催競技の観覧

観覧には事前申込が必要

です。観覧を希望される方

は、三重とこわか国体・三重と

こわか大会鈴鹿市実行委員

会ホームページを確認の上、

お申し込みください。

※申し込み多数の場合は、抽選に

より観覧者を決定します。

※新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の状況により、競技に

よっては無観客での開催とな

る場合があります。

◆国体チャンネル

各競技の熱戦の模様を、

ネット上の国体チャンネルで

ライブ・アーカイブ配信します。

◆観戦ガイドブック

市内開催競技の見どころや

ルールなどを掲載した｢観戦

ガイドブック｣を配布します。

と　き 8月27日㈮から

ところ 地区市民センター、

ている障がいをお持ちの方

と　き　11月11日㈭・12日㈮

10時～16時

※混雑を避けるため、個別に時間

を指定します。

ところ イスのサンケイホー

ル鈴鹿（市民会館）

内　容 障がい者雇用を予

定している企業20社程度

（予定）

※新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、入場時に検温など

を実施します。

参加料 無料

持ち物 事前にハローワーク

鈴鹿で交付される面接申

込書、履歴書（できる限りご

持参ください）、ハローワー

クカードまたはハローワーク

受付票（お持ちでない方

は、事前にハローワークにご

確認ください）

申込み 9月中旬までに、必ず

参加確認書をハローワーク

鈴鹿へ

※ 参 加 確 認 書はハローワーク

鈴鹿窓口で配布します。

※事前申し込みをせずに当日お越

しになった方は、参加できない

場合があります。

※詳しくはハローワーク鈴鹿にお

問い合わせください。

問合せ 鈴鹿公共職業安定

所（ハローワーク鈴鹿）

（　382 -8609　383 -

図書館

※数に限りがあります。

　「子どもの人権110番」は、

いじめ、体罰、児童虐待などを

はじめとした子どもの人権問

題をめぐる相談を専門的に受

け付ける電話相談窓口です。

　法務局職員または人権擁護

委員が無料で相談に応じます

ので、悩みなどがあればご連

絡ください。

※秘密は厳守します。 

期　間 8月27日㈮～9月2日

㈭8時30分～19時（土・日

曜日10時～17時）

問合せ 津地方法務局人権

擁護課（　059-228-4193）

　障がい者雇用を予定して

いる企業が、求人内容や職場

環境などを説明します。一般

企業への就職を考えている

障がいをお持ちの方は、気軽

にご参加ください。

対　象 公共職業安定所（ハ

ローワーク）に求職登録をし

三重とこわか国体情報

国体推進課  　382-9106　 382-9071

オンラインゲームでの
高額請求にご注意を

鈴鹿亀山消費生活センター

375-7611　 370-2900

児童扶養手当の
現況届をお忘れなく

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

障がい者就職面接会

障がい福祉課    382-7626     382-7607

令和4年度特別支援学校・
特別支援学級への就学

学校教育課  　382-7618　 382-9054

イスのサンケイホール鈴鹿
ライブ配受信システム配備

文化振興課  　382-7619　 382-9071

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課  　382-9038　 382-9040

全国一斉「子どもの
人権110番」強化週間

人権政策課  　382-9011　 382-2214

就学援助制度

学校教育課  　382-7618　 382-9054

子どもの人権110番

0120-007-110

（全国共通フリーダイヤル）

https://www8.cao.go.jp/hoppo/menu/henkan.html
https://www.city.suzuka.lg.jp/kokutai/to-general-viewers/
https://japangamestv.japan-sports.or.jp/


募集講座

玉掛け技能講習

と　き

学科：10月4日㈪・5日㈫8時40分～17時、

実技：10月6日㈬～8日㈮のいずれか1日を

選択 8時40分～17時

受講料（税込）

1万2,650円（教材費込）

申込開始日

9月2日㈭

※普通自動車運転免許証を

お持ちの方が対象です。

※普通自動車運転免許証を

お持ちの方が対象です。

学科：11月26日㈮8時20分～18時10分、

実技：11月27日㈯・28日㈰のどちらか1日を

選択 8時～17時10分

3万7,500円

9月27日㈪

フォークリフト運転技能講習

（31時間講習）

学科：10月5日㈫8時～17時30分、

実技：Ⅰコース 10月10日㈰・16日㈯・17日

㈰、Ⅱコース 10月6日㈬～8日㈮、Ⅲコース

10月12日㈫～14日㈭8時～17時15分

（最終日17時45分終了）

2万8,000円（教材費込） 9月1日㈬

有機溶剤取扱業務安全衛生教育 10月15日㈮9時50分～15時50分　 6,490円（教材費込） 9月9日㈭

クレーン運転業務特別教育

(床上操作式：5t未満)
10月20日㈬・21日㈭8時40分～17時 1万505円（教材費込） 9月15日㈬

パソコン講座

〈Office2016〉
10月18日㈪～22日㈮18時～21時

1万3,640円

（教材費込、PC貸出）
9月7日㈫

ガス溶接技能講習 10月26日㈫・27日㈬8時40分～17時 9,680円（教材費込） 9月22日㈬

アーク溶接特別教育 11月2日㈫・4日㈭・5日㈮8時30分～17時 9,900円（教材費込） 9月29日㈬

陶芸講座 10月18日㈪10時～15時 4,400円（教材費込） 9月8日㈬

※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

高所作業車運転技能講習

（作業床高10ｍ以上）

　「すずか産」食材を使った
レシピ動画や直売所の様子を
YouTubeで公開しています。
自身の「推し野菜」を見つけ
ましょう。
内　容　
・ワクワクがいっぱい！農産

物直売所に行ってみよう！
～食べて応援「すずか産」～

・地元食材で作る手打ち麺の
冷製パスタ

　第50回佐佐木信綱顕彰歌
会（12月4日㈯）で発表する献
詠短歌を募集します。
対　象　一般の部：どなたで

も、学校の部：小・中学生、
高校生
内　容

〇未発表自作短歌 一人一首
※用紙は自由です。

※難しい漢字にはふりがなを付

けてください。

〇撰者：佐佐木幸綱さん、佐佐
木頼綱さん

〇賞：信綱大賞、三重県知事
賞、三重県教育委員会教育
長賞、鈴鹿市長賞、鈴鹿市
教育長賞、佳作

※応募者全員に詠草集(応募作品

集)を配布します。

応募料　一般の部：1,000円、

学校の部：無料
※応募料は、作品に郵便小為替

で同封し、郵送してください

（現金書留も可）。

申込み　一般の部は9月30日
㈭まで、学校の部は9月12日
㈰までに、作品・氏名（ふりが
な）・住所・電話番号を郵送、
電子メールまたはホームペー
ジで、佐佐木信綱顕彰会

　（　374-3140　nobu63
　karuta@mecha.ne.jp
　　http://nobutsuna-
　karuta.org/ 〒513-0012

石薬師町1707-3 佐佐木
信綱記念館内顕彰会係)へ

※電子メールまたはホームページ

で申し込む場合は、電子メー

ルアドレスを必ず記入してく

ださい。 

と　き　8月31日㈫13時30
分から

ところ　上下水道局本館2階
第3会議室

定　員　5人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日13時15分から
13時25分まで会場で受け
付け

※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。

　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
が住み慣れた地域で安心して
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、認知症サポーター

カードとオレンジリングを配布し

ます。

対　象　市内に在住・在勤し
ている方
と　き　9月6日㈪①10時～

11時30分②14時～15時
30分

ところ　市 役 所 本 館 1 2 階
①1204会議室②1203

　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　鈴鹿中部認知症地

域支援推進員
参加料　無料
定　員　①10人②30人
※①②ともに先着順です。

申込み　8月25日㈬から電話
で長寿社会課へ

　日頃のストレスや悩みごと
をゆっくり話しましょう。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
軽にお越しください。
と　き　9月10日㈮、10月8

日㈮、11月12日㈮13時～
16時

※出入りは自由です。

※一人の相談時間は、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 﨑 　 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・

連絡先の記入が必要です。

※匿名希望の方は、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。

と　き　8月28日㈯・29日㈰
10時～16時

申込み　各講座申込開始日の
8時30分以降に、電話で鈴
鹿地域職業訓練センターへ

※市では、スキルアップ応援事業

を令和4年3月まで実施してい

ます。対象の方は無料で訓練を

受けられますので、ご活用くだ

さい。詳しくは市ホームページ

をご覧ください。なお、当事業

の問い合わせは、産業政策課

（　382-8698）へご連絡くだ

さい。

ところ　伊 勢 型 紙 資 料 館
（白子本町21-30）
内　容　伊勢型紙技術保存

会会員らが製作した伊勢型
紙および見本染めの展示

入館料　無料
主　催　重 要 無 形 文 化 財

保持団体 伊勢型紙技術
保存会

問合せ　伊 勢 型 紙 資 料 館
（　368-0240）

　ナガボノアカワレモコウ、ミズ
ギクなどを観察予定です。
と　き　9月11日㈯9時から
（少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群

落（ 地 子 町 5 6 3・西 條 町
675-1）

※自家用車でお越しの方には、当

日の8時45分に飯野地区市民セ

ンターで沼沢付近の駐車案内図

をお渡しします。現地付近の道

路は駐車厳禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま

でに直接、開催場所にお越しく

ださい。

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、

虫除けスプレー、長靴など
※雨天時は雨具をご用意ください。

問合せ　8月27日㈮から電話
で文化財課へ

しゃべり場「傾聴カフェ」

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

認知症サポーター養成講座

長寿社会課 　382-9886　 382-7607

伊勢型紙新作展

文化財課 　382-9031　 382-9071

金生水沼沢植物群落観察会

文化財課 　382-9031　 382-9071

上下水道事業経営
審議会の傍聴ができます

上下水道総務課　 368-1696　 368-1688

佐佐木信綱顕彰歌会
献詠短歌募集

文化財課 　382-9031　 382-9071

「すずか産」地産地消
動画公開中

農林水産課  　382-9017　 382-7610

鈴鹿地域職業訓練センター

講座案内（9月募集開始分）

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

ゆう て

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。

https://www.youtube.com/watch?v=YTP9lxWGZxQ&list=PLFEI7UKnryvekCPotTWPixpfV7lsyWEO7
http://nobutsuna-karuta.org/
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350


　市内の小・中学校の児童・

生徒が、興味・関心をもって

取り組んだ観察や実験など

の研 究 記 録 、採 集 標 本 、創

意工夫した実験器具や装置

など、各 学 校の代 表 作 品を

展示します。

と　き 9月11日㈯・12日㈰

10時～17時、13日㈪10時

～14時

ところ 鈴鹿ハンター1階

　センターコート

入場料 無料

　ボランティアに関 心を持

ち、子どもの権利や生命の大

切さを知る機会として、ユー

スボランティア養成講座を行

います。

対　象　市内在住または在

学中の中学生から大学生

世代までの方

と　き 10月17日㈰10時～

16時

内　容 ボランティアって？

　子どもの権利を考えてみよ

う、助産師が送るいのちの

授業など

ところ 男女共同参画セン

ター（神戸2-15-18）

講　師　助産師ほか

定　員　10人（先着順）

受講料 無料

申込み 9月1 7日㈮から電

話 でつどい の 広 場トゥイ

ンクル（ N P O 法 人こども

サポート鈴 鹿 内 　 3 8 3 -

　1322 10時～15時30分

（土・日曜日、祝日を除く））へ

※講座受講後、ボランティア参加

鈴鹿市小・中学校
児童・生徒科学作品展

教育指導課  　382-9028　 383-7878

ユースボランティア養成講座

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

認定証を発行します。また、ボ

ランティアスタッフとしてトゥイ

ンクルで活動できます。

※トゥインクルは、0歳から3歳ま

での乳幼児とその保護者が親

子で過ごすことができる子育て

中の家庭の育児支援を目的と

した施設です。

　9月10日は下水道の日で

す。住環境や河川などの自然

環境の改善の啓発を目的に

下水道や水環境に関するパ

ネルなどを展示します。

と　き 9月2日㈭～7日㈫平日

10時～20時、土・日曜日9時

～20時（7日は15時まで）

ところ 鈴 鹿 ハンター 3 階

市民ギャラリー（算所2-5-1）

下水道・水環境パネル展

営業課 　368-1674　  368-1685

　 史 跡 伊 勢 国 分 寺 跡 歴 史

公園の活用について考える

シンポジウムを開催します。

と　き 10月17日㈰13時～

18時

ところ 文化会館 さつきプ

ラザ

内　容

〇基調講演：佐藤信さん（東京

大学名誉教授）、梶原義実

さん（名古屋大学教授）

〇事例報告：安藤寛さん（磐田

市教育委員会）、天野雄矢

さん（豊川市教育委員会）、

考古博物館学芸員

定　員 80人（応募者多数

の場合は抽選）

聴講料 無料

申込み 8月20日㈮から9月

25日㈯まで（必着）に、シ

ンポジウム名・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回につき、二人まで申し込み

　サポカーに同乗し、「衝突

被害軽減ブレーキ」などの先

進 安 全 技 術を体 験し、交 通

安全の大切さについて学び

ます。

※サポカー（セーフティー・サポー

トカー）とは、衝突被害軽減ブ

レーキなどの複数の運転支援

機能を備えた車です。

対　象 運転免許証を持つ

市内在住の65歳以上の方

と　き 9月26日㈰10時～

12時

ところ 中勢自動車学校（寺

家6-1-20）

定　員　50人（先着順）

参加料 無料

申込み 9月1日㈬から15日

㈬までに、住 所・氏 名・年

齢・連絡先を電話、ファクス

または電子メールで交通防

犯課へ

できます。

※手話通訳を希望する方は、そ

の旨を記載の上、お申し込みく

ださい。

対　象　市内中小製造企業

の管理職で、全4回の研修

に参加できる方

と　き 10月13日㈬、20日

㈬、27日㈬、11月10日㈬

9時～16時30分（最終日

は15時まで）

ところ ものづくり産業支援

センター会 議 室（ 市 役 所

別館第3 2階）

内　容 日常管理（目標あり

きの仕事）と問題解決（再

発防止とQCD体質向上）

のノウハウの習得、グルー

プ活動、他企業訪問など

定　員　8人（先着順）

参加料 無料

申込み 9月17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

まこと

ひろし

かじ わら よし みつ

ゆう や

高齢者サポカー体験試乗会

交通防犯課 　382-9022　 382-7603

kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

マネジメント研修

産業政策課 　382-7011　 384-0868

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

伊勢国分寺の
みりょく発見！シンポジウム
国分寺～過去・現在・未来～

考古博物館 　374-1994　 374-0986

      kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

伊勢国分寺復元イラスト

（早川和子さん画）

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 

　現在、新型コロナウイ

ルスワクチン接種が進め

られる中、聴覚障がい者

の皆さんへの接種も行

わ れています 。今 回 は

「コロナウイルスやワク

チン」に関する手話をご

紹介します。

コロナウイルス

左手「C」形の手前に
右手掌を置き、手首を
軸に左から右へ動かし、

予約

両手の小指を曲げて
上下にからませる

注射(を打つ)

左腕に右手３指で注射
を打つしぐさをする

筆談

左手掌につまんだ右
手２指で文字を書く
しぐさをし、

右手を残し、掌を上に
向けて左手を前へ出す

右手２指の円の動きを
左手５指の輪の上から
のぞき込む

右手２指の円の動きを右手２指の円の動きを

ワクチン

右手３指の指先を左手
掌につけて円を描くよう
に回す

https://www.youtube.com/watch?v=u2GTTNun3tY&feature=youtu.be
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