
2　｢これは、テストです。｣×3回
3　｢こちらは、鈴鹿市災害対策
本部です。｣
4　下り4音チャイム
※この試験放送は、FM放送(鈴鹿
ヴォイスFM78.3MHz)を受信で
きるラジオで聞くことができます。
※緊急防災ラジオをお持ちの方は、
防災ラジオが自動起動し最大音量
で放送されますので、事前に電源(
乾電池)の確認をお願いします。

防災スピーカーは放送が聞き
取りにくい場合があります。放送が
聞き取れなかったときなどは、電話
で放送内容を聞くことができます。

防災スピーカー放送内容
確認サービス    383-8007

第3回鈴鹿市教育振興基本
計画審議会を傍聴できます
企画課　 382-9038　 382-9040

　教育に関する基本的な計画
として教育振興基本計画を策
定するに当たり、教育施策に関
する大綱について審議します。

11月27日㈮　13時30
分から

市役所本館 11階教育
委員会室

10人（希望者多数の
場合は抽選）

当日13時から13時20
分まで、会場で受け付け

第3回鈴鹿市行財政経営計画
検証会議を傍聴できます
企画課　 382-9038　 382-9040

　第5次鈴鹿市総合計画第3期
行財政経営計画の適切な進行管
理を図るため、行政評価を活用し
た検証会議を開催します。

　11月12日㈭　18時30
分から
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モーターサイレンを
鳴らします

消防総務課　 382-9153　 383-1447

　消防団の出場信号や災害時
の避難信号として使用するモー
ターサイレンを更新し、正常に作
動するか確認するため、次のと
おり試験的に鳴らします。周辺の
皆さんには大変ご迷惑をお掛け
しますが、ご協力ください。

市内25カ所の消防
団待機所付近に設置するモ
ーターサイレン

11月24日㈫～27日㈮
10時～16時（1カ所につき20
秒程度）
※予備日　11月30日㈪

全国瞬時警報システム
(Jアラート)の試験放送を

行います
防災危機管理課

382-9968　 382-7603

　全国瞬時警報システム（Jアラ
ート）を利用して、国から送られてく
る地震・津波などの緊急情報を、
防災スピーカーやコミュニティFM
放送などの情報伝達手段を用い
て市民の皆さんに伝える放送訓
練を行います。

市内93カ所の防災
スピーカー、地区市民センター、
公民館、小中学校などの館内
放送、および鈴鹿ヴォイスFM
（78.3MHz）

11月25日㈬　11時から
※当日の災害などの状況によっては、
中止する場合があります。

1　上り4音チャイム

　市役所本館 12階
1203会議室

　ヒアリングによる外部
評価の実施について

　5人（希望者多数の
場合は抽選）
　当日18時から18時20

分まで、会場で受け付け

第11回鈴鹿市子ども・子育て
会議を傍聴できます

  児童保育課　 382-7606　 382-7607

11月19日㈭　13時～
15時

市役所本館 10階
1004会議室

10人（希望者多数の
場合は抽選）

当日12時55分まで、
会場で整理券を配布

第1回鈴鹿市行財政改革
推進委員会を傍聴できます
総務課　 382-9005　 382-2219

　台風11号の影響により延期した
本委員会をあらためて開催します。

11月20日㈮　14時30
分から

市役所本館 6階庁
議室

10人（希望者多数の
場合は抽選）

当日14時から14時15
分まで、会場で受け付け

平成27年度行政評価
実施結果を公表しました
総務課　 382-9005　 382-2219　
　平成27年度に実施した行政
評価の結果などを10月30日に
公表しました。市ホームページ
（行政ガイド→計画・財政・施策
→行政評価）または市政情報
課（市役所本館4階）の情報公
開コーナーでご覧いただけます。

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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鈴鹿亀山道路の
環境影響評価方法書の
縦覧と説明会を行います
都市計画課　 382-9063　 384-3938

11月10日㈫～12月9日
㈬（土・日曜日、祝日を除く）　8
時30分～17時

県都市政策課、県鈴鹿
建設事務所事業推進室幹線道路
課、鈴鹿市都市計画課、亀山市
都市計画室、県都市政策課の
ホームページ（　http://www.
　pref.mie.lg.jp/toshiki/hp/）

12月24日㈭まで
（必着）に、｢鈴鹿亀山道路の環境
影響評価方法書｣、氏名、住所
（法人などの場合は、名称、代表者
の氏名、主たる事務所の所在地）、
意見とその理由を記入の上、郵送・
電子メールまたは直接、県都市政
策課（〒514-8570　津市広明町
13 toshiki@pref.mie.jp）へ

○11月16日㈪　19時～21時　
　鈴鹿市役所本館 12階1203
大会議室
○11月19日㈭　19時～21時　
　亀山市役所 3階大会議室

県都市政策課（　059-
　224-2718）

平成27年度の公立保育所
嘱託調理員を募集します
児童保育課　 382-7606　 382-7607

昭和30年4月2日以降
生まれで、調理師免許を取得
または給食調理現場での勤
務経験を有する方　

保育所での調理
1人程度

給与は15万1,800
円で、各種手当（期末手当、
通勤手当など）があります。
　また、社会保険に加入します。

雇用した日～平成
28年3月31日

※更新する場合あり。
11月5日㈭から25日㈬

まで（必着、土･日曜日、祝日を
除く8時30分～17時15分）に、
採用試験申込書に必要事項
を記入の上、直接または郵送
で児童保育課（〒513-8701
（住所不要））へ
※採用試験申込書は、直接または郵送
で児童保育課へ請求してください。
郵送の場合は、封筒の表に朱書きで
｢嘱託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、92円切手を貼った12cm×23cm
程度)を同封してください。

12月6日㈰
※詳しくはお問い合わせください。

平成27年度の
臨時福祉給付金と

子育て世帯臨時特例給付金の
申請はお早めに
福祉総務課　臨時給付金室
　382-9886　　382-9887

　平成26年4月からの消費税
率引き上げに伴い、市民税が課
税されていない方や子育て世
帯への影響を緩和するため、暫
定的・臨時的な措置として給付
金を支給しています。それぞれ
の支給対象と思われる方には、
9月に申請書を送付しました。　
　申請から支給までは審査や処
理のため日数がかかりますので、
早めに申請してください。また、期
限を過ぎると受け付けられません。

平成28年2月1日㈪
※申請書を紛失した場合は、連絡し
　てください。
※公務員の方の子育て世帯臨時特
例給付金申請書の再発行は、勤務
先へお問い合わせください。

プレミアム付商品券の
使用期限が迫っています
商業観光課　 382-9016　 382-0304

　プレミアム付商品券の使用
期限は11月30日㈪までです。期
限を過ぎると、商品券は無効と
なり、使用できなくなります。

鈴鹿商工会議所（　382-
　3222 　 http : //suzuka-
　premium.jp/）

証明書コンビニ交付と
コンビニ交付利用者登録を

一時停止します
市民課　 382-9013　 382-7608

　システムメンテナンスのため、
次のとおり停止します。

11月24日㈫・25日㈬　
終日

○コンビニでの証明書自動交付
○市民課でのコンビニ交付利用
者登録

※市民課と地区市民センターの証
明書発行業務は通常どおり行い
ます。
※メンテナンスの状況により、停止
期間を変更する場合があります。
最新の情報は市民課へお問い合
わせいただくか、市ホームページ
でご確認ください。

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660　

11月29日㈰ 　9時～
16時30分

11月27日㈮・30日㈪　
17時15分～20時

納税課
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。
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空き家バンク制度への
登録物件と空き家利用者を

募集します
住宅課　 382-7616　 382-7615

　空き家に関する情報を発信
することにより、空き家の流通と
利活用を促進し、居住支援の充
実や地域の活性化のために、10
月に鈴鹿市空き家バンク制度が
スタートしました。この制度は、空
き家に関する情報を登録し、空き
家の売却、購入、賃貸借を希望
する方々に情報を提供するもの
です。
　現在、空き家を所有・管理して
いる方で、売却や賃貸をお考え
の方はぜひ登録してください。ま
た、空き家の購入や賃借をお考
えの方もぜひ利用者登録してく
ださい。登録いただいた情報は、
個人情報を除き、市ホームペー
ジで公開します。詳しくは、住宅
課へお問い合わせください。

地震に備えて
家具の転倒防止対策を

防災危機管理課
　382-9968　 382-7603　

　過去に発生した地震におい
て、けがをされた方の多くが家
具の転倒によるものです。家具
の転倒防止はすぐにできる防災
対策の一つです。つっぱり棒や
粘着マット、金具などさまざまな
方法があります。南海トラフ地震
などに備えて、食器棚など家具
の転倒防止対策をしましょう。

市では、災害時に支援が必
要な世帯を対象に家具固定事
業を行っています。

次のいずれかに該当
し、これまで利用したことがな
い世帯
65歳以上の高齢者のみの世
帯
身体障がい者手帳の交付を受
けている障がい者のみの世帯
療育手帳の交付を受けてい
る知的障がい者のみの世帯

市が委託した専門的
な知識を持つ大工さんが、家
具を3台まで固定します。
※1世帯1回限りです。
※借家の場合には、家主の承諾が
必要です。
※実施できる件数に限りがあります。

無料

平成28年1月29日㈮
までに、申込書を防災危機管理
課へ
※申込書は防災危機管理課、地区
市民センター、または市ホームペ
ージで入手できます。

住宅なんでも相談会を
行います
防災危機管理課

　382-9968　 382-7603　

　住宅の耐震改修やリフォーム
などに社会的な関心が高まって
います。市民の皆さんが安心し
て住宅に関する疑問や悩みな
どを大工さんに相談できる場と
して、無料で開催します。

11月19日㈭　10時～
14時

市役所本館  1階市民
ロビー

耐震、介護改修、リフォ
ーム、新築など住宅に関すること

大工・設計士
三重県建設労働組合

鈴鹿支部（　382-1521）

お 知 ら せ

告
広
料
有
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市営住宅の入居者を募集します
　住宅課　382-7616　 382-7615

（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、住宅課までお問

い合わせください。
　11月9日㈪から30日㈪まで（土・日曜日、祝

　日を除く8時30分～17時15分）に、所定の申込書
　類に必要書類を添えて、直接住宅課へ
※申込書類は11月9日㈪から住宅課窓口で配布します。

応募者多数の場合は、12月17日㈭・
18日㈮（予定）の公開抽選会で決定します。

　平成28年1月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けら 　
れる世帯がありますので、申込みの際に申し出てく　
ださい。
※募集戸数、内容については、状況により変更する場　
合があります。

告
広
料
有
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曜日10時30分～16時）へ

全国一斉
｢女性の人権ホットライン｣
強化週間を実施します
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
場などでのセクシュアル・ハラス
メント、ストーカー行為など女性を
めぐるさまざまな人権問題につ
いて相談を受け付ける専用電
話窓口です。通常は平日の8時
30分から17時15分までですが、
次の期間は受付時間を拡大し
ます。相談は無料で、秘密は厳
守します。

11月16日㈪～22日㈰
　8時30分～19時
※土・日曜日は10時～17時

平日は津地方法務局
職員または人権擁護委員、土
･日曜日は名古屋法務局職員

津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

所得税の青色申告決算など
の説明会を開催します

市民税課　 382-9446　 382-7604

12月4日㈮　13時30
分～15時30分

ふれあいセンターふれ
あいホール（南玉垣町6600）
※青色申告決算書の用紙は、所得税
確定申告書の用紙に同封して2月
上旬ごろに送付する予定です。
※平成26年分の所得税の確定申
告を電子申告(e-tax)でされた
方には、所得税の確定申告書お

を図るためには、使用者のみなら
ず、労働者や労働組合、産業保
険スタッフなど、すべての関係者の
理解を得て、労使が一体となった
取り組みを行うことが重要です。

三重労働局では、労働条件、労
働契約などの見直しに関する相
談を受けたり助言を行うため、｢働
き方・休み方改善コンサルタント｣を
配置しています。資料提供、事業
場への個別訪問などを無料でしま
すので、お気軽にご利用ください。

三重労働局監督課 
（　059-226-2106）

｢有給が取れない｣｢突然会
社をクビになった｣｢上司から嫌
がらせを受けている｣など職場
のトラブルについて、専門の相談
員が面談や電話で相談を受け
付けます。相談は無料です。

三重労働局、労働基
準監督署

三重労働局企画室
（　059-226-2110）

暮らし何でも相談会を
開催します

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　賃金不払いや不当解雇、保
険見直しなど、暮らしに関するさ
まざまな相談に弁護士、社会保
険労務士などの専門相談員が
お応えします。

11月21日㈯　10時～
16時

労働福祉会館 （神戸
地子町388）

無料
電話で暮ら

しホットステーションすずか（鈴
鹿地区労働者福祉協議会事
務所内　　383-3358 火～金

三重県最低賃金が時間額
771円に改定されました
産業政策課　 382-8698　 382-0304

　三重県最低賃金は、10月1日
から18円引き上げられて、時間
額771円になりました。この最低
賃金は、年齢・雇用形態（パート・
アルバイトなど）を問わず、県内
で働く全ての労働者に適用され
ます。
　なお、特定の産業に該当する
事業場で働く労働者には、三重
県最低賃金とは別に、特定（産
業別）最低賃金が適用されます。
　また、中小企業支援のための
業務改善助成制度や最低賃金
ワンストップ無料相談窓口
（　0120-311-615）が設けられて
います。

三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

三重労働局からの
お知らせです

産業政策課　 382-8698　 382-0304

無期転換ルールとは、有期労
働契約が反復更新されて通算
5年を超えたとき、労働者の申し
込みにより、期間の定めのない
労働契約（無期労働契約）に転
換できるルールです。有期労働
契約の無期転換が円滑に進む
よう、労使の間で無期転換後の
労働条件の在り方についてよく
話し合い、あらかじめ就業規則
や労働契約書などに規定してお
きましょう。

賃金不払い残業（いわゆるサ
ービス残業）、長時間労働の解消

お 知 ら せ

女性の人権ホットライン
(全国共通)

ゼロナナゼロのハートライン

　0570-070-810
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よび青色申告決算書の用紙は送
付しません。
※青色申告決算書の用紙が必要な方
は、国税庁ホームページ(　http://
　www.nta.go.jp)から入手して
いただくか、税務署の窓口または
説明会当日に会場でお受け取り
ください。

鈴鹿税務署個人課
税第一部門記帳指導担当
（西山　382-0351）

一日鈴鹿年金事務所を
開設します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　年金制度に対する理解を深
めていただくため、日本年金機
構津年金事務所が特別相談
所を開設します。
※同日、定例開催(毎月第2・第4水曜
日)の出張年金相談も行われます。

11月11日㈬　10時～
15時

文化会館 2階第1・5
研修室、鈴鹿商工会議所別
館 1階会議室

年金受給、国民年金
保険料の納付、厚生年金や
健康保険の加入、その他制
度に関する相談

年金手帳または年金
番号が分かるもの、印鑑、本
人確認できるもの（運転免許
証など）
※相談したい書類がある場合は、そ
の書類をお持ちください。
※代理人が相談する場合は、委任状
が必要です。詳しくはお問い合わ
せください。

津年金事務所（　059-
　228-9112）

水源地域内の土地取引には
事前届出が必要です

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　｢三重県水源地域の保全に
関する条例｣が施行されました。
平成28年1月1日以降に水源地
域内の土地取引を行う場合は、
30日前までに県に届出を行って
ください。届出が必要な水源地
域や届出方法については、県森
林・林業経営課にお問い合わせ
ください。

県四日市農林事務所
（四日市庁舎4階） 

県森林・林業経営課
（　059-224-2564）

木工体験や植樹活動などに
補助金を交付しています
農林水産課　 382-9017　 382-7610

　木工体験教室や森林環境教
室の開催など木と触れ合うことの
できる活動や、植樹・植栽など緑
を身近にする活動に、緑の未来
づくり事業補助金を交付します。

構成員の半数以上が
市内に在住する団体

事業にかかる経費の
うち、木材・苗木など県産原材
料の購入、電動工具のレンタ
ル、会場の賃借などにかかっ
た費用の2分の1を助成します
（上限10万円）。
※申請は必ず、事業を開始する前に
行ってください。

トイなおす(おもちゃ病院)を
開設します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。当日おもち
ゃを説明書と共にお持ち込みく
ださい。当日都合の悪い方は、
事前に廃棄物対策課までお持

ち込みいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りにきていただきます（当日
修理が完了したものは、当日お
渡しできます）。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。

11月22日㈰　10時～
15時（受付は14時まで）

図書館 2階視聴覚室
※テレビゲーム、キッズコンピュータ
ー、ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用
電動バイク、楽器などは修理でき
ません。

自衛官を募集します
市民課　 382-9013　 382-7608

自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所
　（　351-1723）、自衛官募集コール
センター（　0120-063-792　12
時～20時（年中無休））

18歳以上27歳未満
随時
11月13日㈮・14日㈯、

12月13日㈰
受付時に案内

15歳以上17歳未満の
男子

　推薦：12月5日㈯まで
　一般：平成28年1月9日㈯まで

　推薦：平成28年1月10日㈰
　　　から12日㈫までの間の
　　　指定する1日、
　一般：平成28年1月24日㈰（1次）

　推薦：高等工科学校（神奈川県）
　一般：三重県四日市庁舎（予定）
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津地方裁判所総務課
（　059-226-4172）

国際交流フェスタ
｢わいわい春まつり｣の
実行委員を募集します
（公財）鈴鹿国際交流協会
　383-0724　 383-0639
　　 sifa@mecha.ne.jp　

　例年4月に鈴鹿ハンターと弁
天山公園で開催している国際
交流フェスタ｢わいわい春まつり｣
は実行委員会形式で企画運営
を行っています。来年は4月24日
㈰に開催予定で、すでに10月か
ら内容などの検討を始めており、
今後は主に毎月第1金曜日の19
時から21時ごろまで会議を開く
予定です。現在この委員会に参
加していただける委員を募集し
ています。

電話または電子メール
で鈴鹿国際交流協会へ

障がい福祉制度の
紙おむつの給付対象を

拡大しました
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　これまでの給付対象者に加
えて、下記の条件に当てはまる
方が給付対象となっています。

3歳以上65歳未満の、
身体障害者手帳の上肢およ
び下肢機能障害の2級以上を
持ち、総合等級が1級で、排尿
または排便の意思表示が困
難な紙おむつを必要とする方

月6,000円
医師の意見書と見積

書を持って障害福祉課へ

コミュニティバス(C-BUS)
への広告を募集します
商業観光課　 382-9016　 382-0304

　平成28年度の鈴鹿市コミュニ
ティバス関係媒体への広告（有
料）を募集します。広告掲載を希
望される事業者は、12月18日㈮ま
でに商業観光課へ申し込んでく
ださい。
※市ホームページ(　 http://www.
city.suzuka.lg.jp/ad.html)で平成
28年度の募集要領を入手できます。

裁判員制度の名簿記載
通知を発送します
選挙管理委員会事務局
　382-9001　 384-3302

　津地方裁判所から、平成28
年の裁判員候補者名簿に登録
された方に対し、名簿に登録さ
れたことの通知を11月中旬に送
付します。この通知は、平成28
年2月ごろから平成29年2月ごろ
までの間に、裁判員に選ばれる
可能性があることを事前に伝え
るものです。この段階では、まだ
裁判所に行く必要はありません。
　また、名簿記載通知と併せて
調査票をお送りします。この調査
票は、裁判員候補者の方の事
情を早期に把握し、1年を通じて
明らかに辞退が認められる場合
などには裁判所にお越しいただ
くことのないようにして、裁判員候
補者の方の負担を軽減するた
めのものですので、お尋ねする
項目に当てはまらない方は、返送
していただく必要はありません。
※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
作成されます。平成28年の名簿
に登録される人数は、全国で22
万9200人です。

考古博物館を
無料開放します

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　「関西文化の日」を記念して、
考古博物館の観覧料が無料に
なります。企画展「黄金に輝く-信
長・秀吉の瓦-」と常設展示を無
料でご覧いただけます。

11月14日㈯・15日㈰
考古博物館

　11月14日㈯・15日㈰　
14時から

　考古博物館 特別展
示室

　無料
　不要

今年の漢字｢1字｣を
募集します

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　今年は家族、社会、あなた自身
にとってどんな一年でしたか。こ
の一年を象徴する漢字1字を募
集し、考古博物館で展示します。

11月10日㈫から12月
2日㈬までに、漢字1字を毛筆で
半紙（習字紙）に書いたものを
考古博物館（〒513-0013　国
分町224）へ
※氏名の記載は自由　　　
※漢字を選んだ理由を名刺大程度
の用紙に書き添えてください。
※応募作品は返却しません。

考古博物館
サポート会（中森　383-1995）

12月5日㈯～25日㈮
※7日・14日・15日・21日・24日は休
館日

考古博物館

お 知 ら せ
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鈴鹿フラワーパークフェスタ
市街地整備課　 382-9027　 382-7615

　11月22日㈰　10時～
15時（雨天決行）

　鈴鹿フラワーパーク 
（加佐登町1690-1）

新鮮野菜などの販売・模擬店
鈴鹿の花・植木の展示即売
鈴鹿の特産品の実演販売
機関車搭乗体験
おねえさんとあそぼう
ダンスパフォーマンス＆ミニ
　レッスン
卯の花、植木、剪定枝チップ

　堆肥のプレゼント 
生け垣設置補助相談

※天候などにより内容が変更となる
場合があります。

文化の薫る歴史街道
活性化事業文化講演会
「信綱の人と仕事」
文化課　 382-9031　 382-9071

　郷土が生んだ偉人、佐佐木
信綱の功績と人となりについて、
佐佐木幸綱さん（早稲田大学
名誉教授）がお話しします。

11月27日㈮　15時～
16時30分（開場14時30分）

文化会館 さつきプラザ
200人（当日先着順）
無料
不要

佐佐木信綱記念館特別展
｢信綱と雪子～二人三脚の

文筆活動～｣
文化課　 382-9031　 382-9071

11月6日㈮～12月13日
㈰　9時～16時30分
※月曜日と第3火曜日は休館日

佐佐木信綱記念館

　展示室（石薬師町1707-3）
妻の雪子との生活が

信綱の活動にどのような影響
を与えたのか、その一端を明ら
かにし、彼女と共に歩んだ約50
年間の軌跡を描き出します。

無料

11月7日㈯　13時30分
～16時

佐佐木信綱記念館

特別展解説
講演｢木下利玄・人と作品｣

　久留原昌宏さん（鈴鹿工業高
　等専門学校准教授）

70人（当日先着順）
鈴鹿市、佐佐木信綱

　顕彰会

寺院・官衙シリーズ講演会
「稲沢市の古代寺院」
考古博物館　 374-1994　 374-0986

　11月21日㈯ 14時から
　考古博物館 講堂
　北條献示さん（稲沢市

教育委員会）
　無料　

文化財講演会
｢となりの町の文化財―
内部の史跡・旧跡について｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

12月20日㈰　14時～
15時30分　

考古博物館 講堂
東川修さん（うつべ町

かど博物館館長）
考古博物館

サポート会（中森　383-1995）

JICAボランティア写真展
｢48,135人の軌跡｣
市民対話課　 382-9058　 382-7660

　今年で青年海外協力隊事業

は50周年を迎えます。50周年を記
念して、東海地域出身のボランテ
ィアが撮影した開発途上国での
活動写真を展示します。青年海外
協力隊やシニア海外ボランティア
などが、現地の人 と々共に生活し、
共に働き、共に笑いながら行ってき
た活動を写真を通して紹介します。

11月24日㈫～30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
※初日は13時から、最終日は15時まで

市役所本館　1階市民
ギャラリー

独立行政法人国際協
力機構（JICA）、鈴鹿市

椿縁結び市
農林水産課　 382-9017　 382-7610

　｢椿の農業と地域を考える会｣
では、椿大神社前で恒例の椿
縁結び市を開催します。

11月28日㈯・29日㈰
9時から（28日は16時ごろまで、
29日は15時ごろまで）

椿大神社駐車場（椿
会館前）

｢椿ご縁鍋｣の無料振る舞い
（両日実施、無くなり次第終
了）、椿地区および市内外の
産品販売、マジックショー、寄
せ植え体験など
※天候などにより内容が変更になる
場合があります。

催 し 物

ジャイカ
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○市立中学校　
　11月14日㈯～16日㈪　10時
～17時（最終日は13時まで）
○市立幼稚園・小学校　
　12月5日㈯～7日㈪　10時～
17時（最終日は13時まで）

イオンモール鈴鹿　2
階イオンホール

いちばの朝市
農林水産課　 382-9017　 382-7610

　新鮮な野菜・果実・鮮魚・魚介
類など安全安心、おいしいものを
たくさんそろえています。マグロの
解体ショーや模擬競りなどのイ
ベントも予定しています。

11月22日㈰　7時～
12時

北勢地方卸売市場
（四日市市河原田町）

北勢地方卸売市場
管理事務所（　347-8111）

税を考える週間行事
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。この機会に税
の役割を考えてみませんか。

11月8日㈰　12時45分
～16時

鈴鹿ハンター　1階サ
ブコート

｢小学生の税に関する習字・
絵はがきコンクール｣表彰式
｢中学生の税についての作文・
税の標語｣表彰式
税理士による｢税金よろず無
料相談会｣
各種パンフレット配布

※入賞作品展示を11月19日(木)か
ら30日(月)まで鈴鹿ハンター3階
市民ギャラリーで行います。

鈴鹿税務連絡協議会
東海税理士会鈴鹿

支部（　382-7715）

　特集ページを開設し、動画で
国税局や税務署の仕事を紹介
するインターネット番組や、税の
役割を分かりやすく解説したス
ライドなど、税に関する情報を掲
載します（　http://www.nta.
go.jp）

鈴鹿税務署総務課
（　382-1476）

ウインターアドベンチャー
鈴鹿青少年センター
378-9811　 378-9809

　鈴鹿青少年の森公園で自然
体験活動や、楽しいクッキング、
ロマンティックなキャンドルファイ
ヤーなどを行います。

小学4年生～中学2
年生

12月12日㈯・13日㈰
（1泊2日）

鈴鹿青少年センター
とその周辺

42人（応募者多数の
場合は抽選）

4,500円（宿泊費、食
費、材料費、保険料など）

11月25日㈬17時まで
（必着）に、直接鈴鹿青少年
センター窓口へ

中学校給食試食会
学校教育課　 382-1214　 382-9054 
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　5月から開始した中学校給食
について、試食会を開催します。

市内の公立小中学生
の保護者とその同伴者（同伴者
は1人まで。保護者以外でも可）

12月1日㈫～4日㈮　
11時～13時

第二学校給食センタ
ー（稲生4-2-50）

各40人（希望者多数
の場合は抽選。参加していた
だける方のみ11月25日㈬まで
に案内を送付します）

1人300円（当日会場
で支払い）

11月5日㈭から18日㈬
までに、住所、氏名（同伴者も）、
児童生徒の学校名と氏名、電
話番号、参加希望日（1つだけ
指定してください）を記入の上、
はがきまたは電子メールで学
校教育課（〒513-8701（住所
不要））　gakkokyoiku@city.
　suzuka.lg.jp）へ
※申込みは1人1回まで

市立幼稚園・小・中学校
美術作品展

教育指導課　 382-9028　 383-7878

　子どもたちの個性を生かした
絵画、彫刻、デザイン、工作など
の美術作品を展示します。入場
無料です。

くらしの情報くらしの情報
催 し 物
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※ご都合の良い時間にお越しくだ
さい。

保健センター
骨密度測定、ミニ講話、

栄養相談（希望者）
※かかとで測定しますので、はだし
になれる服装でお越しください。

無料
不要

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たり、
一人で悩まずにお話ししましょう。

がん患者、がん患者の
家族の方

11月16日㈪　13時30
分～15時30分

保健センター
無料
不要
三重県がん相談支援

センター（　059-223-1616）

鈴鹿医療科学大学｢碧鈴祭｣
企画課　 382-9038　 382-9040

11月14日㈯10時～
17時、15日㈰10時～16時

鈴鹿医療科学大学 
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）

各学科の発表、サー
クルの発表、模擬店、音楽ライ
ブ、お笑い芸人によるステージ

鈴鹿医療科学大学
学生課（　340-0336）

11月14日㈯　10時～
14時30分

鈴鹿医療科学大学 
千代崎キャンパスB講義棟
3515教室

○｢美容鍼灸・秋冬篇｣（10時5
分～10時45分、鈴木聡さん
（鍼灸学科准教授））
○｢たのしい（は=）おいしい！｣
（10時55分～11時35分、大槻
誠さん（医療栄養学科助教））
○ ｢子どもと大人の絆を深める
かかわり方 ～CAREプログラ
ムの紹介～｣（11時45分～12
時25分、土田幸子さん（看護
学科准教授））
○｢ロボットリハビリテーションの
現在と将来｣（13時30分～14
時10分、畠中泰彦さん（理学
療法学科教授））
○｢核医学検査について｣（14時
20分～15時、中舎幸司さん（放
射線技術科学科助教） ）

無料
鈴鹿医療科学大学

庶務課（　340-0333）
※詳しくは大学ホームページをご
覧ください。

青少年育成市民会議
公開講座｢つなぐ｣

生涯学習課　 382-7619　 382-9071

11月28日㈯　13時30
分～16時（受付13時から）

ふれあいホール

○第1部　市内小中学生作文
コンクール表彰式、最優秀作
品2篇の朗読
○第2部　講演会｢かぞくで日本
一周｣　講師 山崎潤弥さん　

200人
無料

鈴鹿市青少年
育成市民会議事務局（　・　
382-0713 平日10時～15時）

子どもの権利学習会
in鈴鹿

子ども家庭支援課
382-9140　 382-9142

　11月は児童虐待防止推進月
間です。また、11月20日は国連が
定めた｢世界こどもの日｣です。こ
の日に児童虐待の現状を知り、
子どもが地域で健やかに育つ
環境や、子どもの権利について
考える学習会を開催します。

11月20日㈮　10時～
12時

男女共同参画センター
子どもの権利について

の学習会と市内における取り
組みについて

鈴木聡さん（県北勢
児童相談所所長）

鈴鹿里山学院、こども
サポート鈴鹿　ほか

50人
100円（資料代）

※参加者全員にオレンジリボンをプ
レゼント

NPO法人21世紀の
子育てを考える会．鈴鹿（　090-
　1415-3749　　kosodate21
　suzuka@hotmail.com）

骨密度チェック
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　骨粗しょう症は、骨の量が減り、
もろくなる病気で、閉経後の女性や
高齢者に多くみられます。若い頃
からの生活習慣が大きく影響しま
すので、骨密度チェックで普段の
生活習慣を見直してみませんか。

市内在住の20歳以上
の方
※平成27年度に保健センターで骨
密度チェックを受けた方、骨粗しょ
う症の治療中の方を除く

12月7日㈪・8日㈫　9時
30分～11時、13時30分～15時 

講座・教室へきれいさい
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製造業の中小企業者向け
求人セミナー｢効果的な
自社の魅力の伝え方
～ターゲットを定めた
アピール方法とは～｣
産業政策課　 382-8698　 382-0304

製造業の中小企業の
人事担当者

11月26日㈭　13時～
17時

市役所別館第3　2階
自社の魅力発見方法

や必要な人材像などを、2級キャ
リア・コンサルティング技能士によ
る参加型の講習で学びます。

大山佳子さん（（有）
オフィスパティ）

40人（先着順）
11月18日㈬までに、電

話で産業政策課へ

働く人のためのメンタル
トレーニングセミナー
産業政策課　 382-8698　 382-0304

働いている方ならどな
　たでも

11月28日㈯　10時か
ら（受付9時30分から）

文化会館 
高畑好秀さん（メンタル

トレーナー）
無料
あり（11月13日㈮まで

にお問い合わせください）
鈴鹿勤労者連絡

協議会（　383-3359 火～金
曜日10時～16時）

すずかのぶどうパソコン講習
市政情報課　 382-9003　 382-2214

　NPO法人市民ネットワークす
ずかのぶどうでは、パソコンに関

する相談やミニ講習、グループ活
動支援講習など、さまざまなICT
推進活動を実施しています。

土曜日、第1・第3火曜
日を除く平日および休日
　午前：9時30分～12時30分
　午後：13時30分～16時30分

　イオン白子店（サンズ）
　3階すずかのぶどう

パソコン基礎（ワード、
エクセル、インターネット、電子
メールなど）
※ノートパソコンをお持ちください。

3時間1,500円（入会
金不要）

NPO法人市民ネットワー
クすずかのぶどう（　387-0767）

消費税転嫁対策セミナー
愛され続けるための
｢お店ファン｣の作り方
商業観光課　 382-9016　 382-0304

事業を営んでいる方
12月7日㈪　14時～

16時
鈴鹿商工会議所 2階

特別会議室

｢お客さま｣を分けましょう
｢新規客｣｢常連客｣｢ファン顧
客｣、お客さまを｢育てる｣秘訣
とは　など

中村哲也さん（（株）
百五経済研究所経営コンサ
ルティング部主任研究員）

30人（先着順）
無料
鈴鹿商工会議所
12月2日㈬までに、電話で

鈴鹿商工会議所（　382-3222）へ

ノロウイルス食中毒
予防講習会

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

12月11日㈮　14時～

15時40分（受付13時30分から）
労働福祉会館 1階

　（神戸地子町388）
ノロウイルスによる食

中毒予防について
鈴鹿保健所衛生指

導課職員　ほか
100人（先着順）
無料
氏名、参加人数、連

絡先を電話またはファクスで
鈴鹿食品衛生協会へ

鈴鹿食品衛
生協会（　・　382-9806）

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

11月21日㈯　13時～
16時30分

鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念館

○｢新しい機能性表示食品制
度はあなたの健康生活に活
かせるか｣長村洋一さん（鈴
鹿医療科学大学副学長）
○｢東大ハチ公物語｣正木春彦
さん（東京大学大学院教授）
○｢遺伝子で決められたあなたの
運命は変えられるか｣岩谷良則
さん（大阪大学大学院教授）

無料
鈴鹿医療科学大学

（　383-8991　 383-9666）

（一社）日本薬膳学会
市民公開講座

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

11月29日㈰　10時30
分～11時50分

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6号館 

｢腸は考える～薬膳と
健康長寿～｣王暁明さん（帝

講座・教室



電　話 電子メール ホームページファクス

312015・11・5

京平成大学教授）
無料
不要
鈴鹿医療科学大学

東洋医学研究所（　381-2385
　　381-2386（10時～14時））

健康セミナー
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

11月9日㈪から電話で
健康づくり課へ

　靴の履き方や選び方、効果的
な歩き方などウオーキングについ
て学べます。自分に合った歩き
方をみつけて、一緒にウオーキン
グライフを楽しみませんか。

20歳以上の市民
※2日間とも参加できる方を優先します。
※持病があり受診中の方は、主治医
に確認の上、申し込んでください。

12月5日㈯・12日㈯　
9時～12時

保健センター
ウオーキング実技と講話
日本ウオーキング協会

主任指導員
40人（先着順）
無料

食塩摂取量が多い人ほど高血
圧になりやすく、また、高血圧を放
置すると脳卒中や心筋梗塞を引
き起こす要因にもなります。一緒に
減塩の工夫を学んで、毎日の食
卓から減塩生活を始めませんか。 

20歳～64歳の市民
12月11日㈮　10時～

12時30分
保健センター
調理実習と講話
20人（先着順）
500円（材料費）

スポーツ短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

11月8日㈰から先着
順受け付け。水泳場窓口また
はホームページで

2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

11月18日㈬
　午前の部 : 11時～12時30分、
午後の部 : 13時30分～15時

各30組（先着順）
1,050円

サンタの巻き寿司を作ります。
一般成人（お子さんを

連れて参加できます）
11月19日㈭　10時30

分～12時
16人（先着順）
2,600円（材料費込）

　近年では、自宅のパソコンだけでなく、携帯電話、特
にスマートフォンの急速な普及に伴い、インターネットは
子どもたちにとっても身近なものになっています。情報
の収集や発信、コミュニケーションの手段として活用し、
私たちの生活は飛躍的に便利なものとなり、情報媒
体としてますます便利で身近なものになっています。
　インターネットは、私たちの生活を豊かにする便利な
道具である反面、使い方を間違えたり、悪意をもって
使うと“凶器”にもなります。たとえば掲示板への個人
情報の掲載などによるプライバシーの侵害、誹謗・中
傷や差別的な表現の書込みなど、インターネット上で
は、名前や顔を比較的知られずに情報を発信するこ
とが可能なため、現実の世界よりも人権を軽視した行
為が問題となっています。また、携帯電話利用者の低

年齢化がますます進んでおり、インターネットを通じた
誘い出しにより未成年者が犯罪に巻き込まれるという
事例も発生しています。
　インターネットの世界においても、画面の向こうに、自
分と同様に人権のある他者の存在を意識することが
大切です。利用に当たっては、常に書込みの相手や
読み手に配慮することが大切です。利用によって人
権を侵害しないためには、普段の生活と同じように他
者に対する配慮が必要となります。また、さまざまなトラ
ブルを防止するためには、一定のルールやマナー作り
をしなければ加害者や被害者になってしまうこともある
のです。インターネットを利用する皆さん一人一人がル
ールとマナーを守り、決して悪用することなく、お互いの
人権を尊重した行動を取るように心掛けましょう。

インターネットにもルールとマナーを
j inkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人権政策課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@ci ty .suzuka. lg . jp教育支援課 　382-9030　 382-9053

　○国民健康保険税・・5期
【納期限は11月30日(月)です】


