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　「平成28年度版ごみ収集カ
レンダー」、「家庭ごみの分け
方・出し方」、「プラスチックご
みの分け方・出し方」、有害ご
み専用収集袋を、広報すずか
3月5日号と共に配布します。
　これらを紛失された場合は、
廃棄物対策課または地区市
民センターでお渡しできます。
※有害ごみ専用収集袋は翌年度も
使用できます。袋が余った場合
は、廃棄物対策課または地区市
民センターへお持ちください。

※有害ごみ専用収集袋が不足す
る場合は、廃棄物対策課また
は地区市民センターでお渡し
します。

※一部地域では、有害ごみ専用収
集袋は3月20日号と共に配布し
ます。

　桜の森公園野球場は、芝生
の養生期間を経て、4月16日㈯
にオープンします。4月分の利
用に関する申請は、3月5日㈯

から石垣池公園管理事務所
（桜島町7-1-1 383-9010）で
受け付けます。
※利用申請期間は、使用日の前月
の第1土曜日から当日までです。

※平日の利用申請については、先
着順とします。

※土・日曜日、祝日の利用申請につ
いては、使用日の前月の第1土
曜日9時の時点で利用希望が
重複する場合は、抽選で決定し
ます。

問合せ　鈴鹿市体育協会（　
380-5015）

平成28年度版
ごみ収集カレンダー
などを配布します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

｢桜の森公園野球場｣を
オープンします

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
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　水道料金のお支払いは、
金融機関の本人指定の預
（貯）金口座から引き落とす口
座振替が便利です。下水道
や農業集落排水を使用して
いる家庭では水道料金と一
緒に引き落としされ、次回のメ
ーター検針時に、領収書に代
わり｢水道料金等振替済通知
書｣をお渡しします。
手続き　通帳、通帳届出印、
お客さま番号の分かるもの
（検針票など）を持って、金
融機関窓口へ

問合せ　水道料金等検針・
収納業務受託事業者 第
一 環境㈱（水道局内　
368-1671）

　国土交通省による鈴鹿川
河川敷の築堤護岸工事の終
了に伴い、鈴鹿川サイクリング
ロードの通行止が解除されま
した。
ところ　鈴鹿川サイクリング
ロード（木田橋から定五郎
橋までの区間）

鈴鹿川サイクリング
ロードの護岸工事が
終わりました

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

対　象　市内在住の20歳以
上の方

任　期　平成28年4月1日～
平成30年3月31日

内　容　年3回程度の会議に
出席し、障がい者に関する
施策などを総合的かつ計
画的に推進するために審
議します。

定　員　3人（応募多数の場
合は選考）

申込み　3月11日㈮までに、障
害福祉課に備え付けの応
募用紙で同課へ

と　き　2月29日㈪　13時30
分から

ところ　市役所本館 12階
1201会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏
まえて定員を決定し、必要
に応じて抽選で決定）

申込み　当日13時から13時
25分まで傍聴証を配布

　人権行政を効果的に進め
ていく基礎資料とするため、人
権問題に関する市民意識調
査を実施します。調査票が届
いた方はご協力ください。
対　象　市内在住で20歳以

上の方から無作為抽出さ
れた3,000人の方

調査期間　2月25日㈭～3月
25日㈮

調査方法　郵送による配布・
回収

※記入の上、同封の返信用封筒
で返送してください。

　PM2.5とは、大気中に浮遊
している2.5マイクロメートル以
下の小さな粒子のことです。
肺の奥深くまで入りやすいた
め、呼吸器系への影響に加
え、循環器系への影響が心
配されています。
　これから3月下旬までは、
PM2.5の濃度が高くなる傾向
がみられます。市では、県から
注意喚起を行う旨の連絡があ
った場合で、市内において高
濃度となる恐れがあるときは、
学校などへ通知するほか、市
ホームページなどでお知らせ
します。
※大気の状況は、環境省や県の
ホームページで確認できます。
風が弱く｢もや｣がかかっている
時は｢要注意｣と覚えていただ
くとよいでしょう。

◆注意喚起発令時は

・屋外での長時間の激しい
運動や外出をできるだけ減
らしましょう。
・換気や窓の開閉を必要最
小限にしましょう。
・外出時は、マスク（インフル
エンザ用など）をするか、
外出後に充分うがいをしま
しょう。

鈴鹿市障害者施策推進
協議会委員を募集します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

人権問題に関する
市民意識調査を行います

人権政策課　 382-9011　 382-2214

PM2.5の濃度上昇に
ご注意ください

環境政策課　 382-7954　 382-2214

第10回鈴鹿市地域福祉
計画策定委員会を
傍聴できます

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

水道料金のお支払いは
便利な口座振替を
ご利用ください

営業課　 368-1670　 368-1685
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　個人番号制度対応に伴う
システムメンテナンスなどの
ため、次の期間サービスを停
止します。
サービス停止期間　12月27
日㈰23時～1月4日㈰　6時
30分

停止するサービス　コンビニ
での各種証明書の交付

※メンテナンスに伴う停止は12
月28日㈪のみですが、毎日23
時から6時30分までと、毎年12
月29日から1月3日まではもと
もと利用時間外であるため、上
記の期間連続して停止するこ
とになります。

第24回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
(公財)鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755

◆第24回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月12日㈯　10時から      ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第24回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌｢市民文化｣に掲載します。3月12日㈯から1部100円で販売します
ので、ご希望の方は直接、（公財）鈴鹿市文化振興事業団事務局(文化会館内)へお越しください。

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたので紹介します。

◆一般の部 （敬称略、同賞内順不同）

小説 福田かよ子

最
優
秀
賞

白い月・五代アイの生涯　
ジャンル賞 氏　名 作品名・作品

エッセイ 小川はつこ ヤマトダマシイ
アフォリズム 中山美保 式典のテープカットには、本当に汗をかいてきた人たちが、いつもいない。

詩 大谷仁志 僕は知っている
短歌 栗山恵美 知覧
俳句 大野信子

優
秀
賞

浦日和
川柳 圦山繁 冬支度
小説 多野中心 虎太郎
エッセイ 折戸典子 嫁いで・宣長の墓

作文･童話 由本真菜最
優
秀
賞

さくらんぼ
ジャンル賞 氏　名 作品名・作品

詩 該当者なし 
短歌 岡本結 風がふき秋になったと人間に伝えてくれるどんぐりの実が

俳句・川柳 辻本愛叶 赤と白お昼は仲間運動会
作文･童話 榎本ゆり おにぎり総選挙
詩 河合涼歌優

秀
賞

かくし味
短歌 瀧本愛莉 よる８時まっくらなにわ音立ててぱっときらめく花火とわたし

作文･童話／西飯健太
詩／郡山忠恵
短歌／岡本真弥、戸本花奈、市川大翔、市川結菜、玉木珠菜、北岡茉里奈、北山仁大、成山心優、栗山千賀子
　川島翔輝、水谷颯斗、末松みなみ、田中杏果、明石宗馬、市川真帆、川村優衣
俳句・川柳／松永怜奈、野田波輝、坂崎遥菜、内山栞里、山田康生、加藤琥哲、坂元遥香、中西優衣、須藤環
　佐藤大馳、服部凪沙、中嶋桃伽

評論／北川英昭
小説／橋倉久美子
エッセイ／浦田純奈、麦畑羊一
アフォリズム／樋口りゑ
詩／原君子

短歌／加藤道子、林かほる　
俳句／山中みきを
川柳／竹口みか子、松長一歩
　　　樋口りゑ

俳句・川柳 國分麻衣 入学の妹の顔花のよう

詩 桐山勧 猫よ
短歌 小林徳子 花とくらし
俳句 仲見たかし 夜の梅
川柳 芦田敬子 ため息

呼んですぐ来るのが犬とオジサン。呼ばなくてもやってくるのは猫とオバサン。アフォリズム 奥田かなえ

（敬称略、同賞内順不同）◆ジュニアの部

※奨励賞は、受賞者氏名のみ掲載しました。
※奨励賞の作品名・作品は、（公財）鈴鹿市
文化振興事業団ホームページに掲載しま
す(3月中旬ごろ予定)。
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トです。
と　き　2月27日㈯　9時～
15時

ところ　アピタ鈴鹿店（南玉
垣町3628）

内　容　火災予防キャンペー
ン、住宅防火推進事業、ち
びっこ消防車試乗・ちびっこ
消防服試着、消防車展示

　特別展「鹿‐『鹿と古代人』
その後‐」の関連講演会を行
います。
と　き　3月6日㈰　14時か
ら

ところ　考古博物館 講堂
講　師　馬場基さん（奈良文
化財研究所）

聴講料　無料

と　き　3月1日㈫13時～7日
㈪12時

※平日は8時30分～17時15分、
土曜日は10時～17時、日曜日
は9時～17時

ところ　市役所本館 1階市
民ギャラリー

内　容　県内外から寄せら
れた応募者総数11,601人
の短歌作品の中から、選り

受験資格　次の全てに該当
する方
・日本語をタガログ語（フィリピ
ン語）と英語に翻訳できる方
・日本語、タガログ語（フィリピ
ン語）、英語で通訳できる方
・普通自動車免許を取得の
方、または平成28年3月末
日までに取得見込みの方
（国際運転免許は不可）
・昭和31年（1956年）4月2日
以降生まれの方

※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、永住者か特別永
住者の在留資格が必要です。

雇用期間　雇用した日（4月採
用予定）～平成29年3月31日

※更新する場合あり。
勤務場所　市教育委員会事
務局（市役所内）

採用予定人数　1人
申込み　2月22日㈪から3月1
日㈫まで（土･日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、電
話で教育支援課へ

◆採用試験

と　き　3月4日㈮　9時～11時
ところ　市役所 10階1002ミ
ーティングルーム

内　容　面接、翻訳筆記試験

対　象　次の全てに該当す
る方
・市内の小学校で外国語活

動（5・6年生）の授業を支援
できる方（児童と積極的に
関わり、児童が英語を用い
てコミュニケーションを図る
楽しさを体験できるように担
任を支援できる方）
・英語を母語とする方
勤務場所　市内の小学校
定　員　若干名
※詳しくはお問い合わせください。

受験資格　次の全てに該当
する方
・施設の清掃や用具などの
整頓などを行い、子どもの
活動環境を整えられる方
・子どもが好きで、笑顔で温
かく接してくれる方
・土曜日の勤務が可能な方
・昭和31年（1956年）4月2日
以降生まれの方

※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、永住者か特別永
住者の在留資格が必要です。

勤務場所　人権教育センター
採用予定人数　1人
申込み　2月22日㈪から3月
1日㈫まで（土･日曜日を除
く8時3 0分～1 7時1 5分）
に、申込書を直接教育支
援課へ

※申込書は教育支援課窓口と市
ホームページで入手できます。

◆採用試験　

と　き　3月3日㈭　9時～11
時

ところ　市役所本館 10階
1002ミーティングルーム

内　容　面接

　2月27日㈯、3月5日㈯・21日
（月・休）は、工事のため、立体
駐車場を使用できません。
※市役所本館東側・市民会館西
側・立体駐車場西側の平面の
来客用駐車場は使用できます。

と　き　2月26日㈮・29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。

　鈴鹿ヴォイスＦＭ78.3MHz
で2月1日から、子どものため
の読み聞かせと子守歌の30
分番組が始まりました。テレビ
と違い、ラジオは耳からの情
報を理解し頭の中で映像化
するプロセスが、子どもの想
像力の育成に役立つそうで
す。ぜひお子さんとともにお聞
きください。

　22歳の若さで日本国憲法
における女性の権利条項の
草案作成に尽力されたベア
テ・シロタ・ゴードンさん。ベアテ
さんの映像や、さまざまな立場
のパネリストの意見交換を通
して、｢女性がしあわせになら
なければ平和は訪れない｣と
いうベアテさんの言葉につい
て考えます。
と　き　3月5日㈯　13時～
15時

ところ　男女共同参画センター
内　容　ドキュメンタリー映画
｢私は男女平等を日本国憲
法に書いた｣の一部上映と
パネルディスカッション

定　員　90人（先着順）
入場料　無料
託　児　先着10人程度、6カ
月～未就学児、無料

申込み　氏名と電話番号を電
話・ファクス・電子メールまた
は直接男女共同参画課へ

※託児を希望される場合は、2月
26日㈮までにお子さんの氏名、
年齢と月齢、住所もご連絡くだ
さい。

※鈴鹿市男女共同参画団体自主
企画事業として実施します。

　春季火災予防運動の一環
として、火災予防の重要性や
住宅用火災警報器の必要性
を皆さんにお知らせするイベン

すぐりの入選作品を一堂に
展示します。また、東海道石
薬師宿（1.8km）に設置し
た50首の歌額も併せて紹
介します。

主催・問合せ　佐佐木信綱
顕彰会（　374-3140）

と　き　3月6日㈰　10時～
12時30分

ところ　ふれあいセンター
内　容　
○講演会「中耳炎について」
「耳からくるめまいについ
て」、講師：鈴木慎也さん
（鈴鹿中央総合病院耳鼻
咽喉科医長）
○補聴器相談、担当医師：耳
鼻咽喉科医師

参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿市医師会事務
局（　382-3061　382-6841）

　お茶を飲みながら、日頃の
ストレスや悩みごとをゆっくり話
しませんか。傾聴を学んだスタ
ッフが、あなたのお話をお聴き
します。
※1人の相談時間は1時間が目安
です。

と　き　3月9日㈬　13時～
16時（出入りは自由）

ところ　保健センター 2階会
議室

参加料　無料
申込み・問合せ　初めて参
加される方は事前に電話で
ハーティ友 手（ 宮 崎 　
080-5133-3771）へ

外国人児童生徒支援員
(嘱託職員)を募集します

教育支援課　 382-9030　 382-9053

小学校外国語活動
英語アシスタントを
募集します

教育指導課　 382-9028　 383-7878

用務員(臨時職員)を
募集します

教育支援課　 382-9030　 382-9053

市役所立体駐車場の
使用を休止します

管財営繕課　 382-9009　 382-8188

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

鈴鹿ヴォイスＦＭ新番組
「パパママおやすみ」が

始まりました

教育指導課　 382-9028　 383-7878
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トです。
と　き　2月27日㈯　9時～
15時

ところ　アピタ鈴鹿店（南玉
垣町3628）

内　容　火災予防キャンペー
ン、住宅防火推進事業、ち
びっこ消防車試乗・ちびっこ
消防服試着、消防車展示

　特別展「鹿‐『鹿と古代人』
その後‐」の関連講演会を行
います。
と　き　3月6日㈰　14時か
ら

ところ　考古博物館 講堂
講　師　馬場基さん（奈良文
化財研究所）

聴講料　無料

と　き　3月1日㈫13時～7日
㈪12時

※平日は8時30分～17時15分、
土曜日は10時～17時、日曜日
は9時～17時

ところ　市役所本館 1階市
民ギャラリー

内　容　県内外から寄せら
れた応募者総数11,601人
の短歌作品の中から、選り

受験資格　次の全てに該当
する方
・日本語をタガログ語（フィリピ
ン語）と英語に翻訳できる方
・日本語、タガログ語（フィリピ
ン語）、英語で通訳できる方
・普通自動車免許を取得の
方、または平成28年3月末
日までに取得見込みの方
（国際運転免許は不可）
・昭和31年（1956年）4月2日
以降生まれの方

※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、永住者か特別永
住者の在留資格が必要です。

雇用期間　雇用した日（4月採
用予定）～平成29年3月31日

※更新する場合あり。
勤務場所　市教育委員会事
務局（市役所内）

採用予定人数　1人
申込み　2月22日㈪から3月1
日㈫まで（土･日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、電
話で教育支援課へ

◆採用試験

と　き　3月4日㈮　9時～11時
ところ　市役所 10階1002ミ
ーティングルーム

内　容　面接、翻訳筆記試験

対　象　次の全てに該当す
る方
・市内の小学校で外国語活

動（5・6年生）の授業を支援
できる方（児童と積極的に
関わり、児童が英語を用い
てコミュニケーションを図る
楽しさを体験できるように担
任を支援できる方）
・英語を母語とする方
勤務場所　市内の小学校
定　員　若干名
※詳しくはお問い合わせください。

受験資格　次の全てに該当
する方
・施設の清掃や用具などの
整頓などを行い、子どもの
活動環境を整えられる方
・子どもが好きで、笑顔で温
かく接してくれる方
・土曜日の勤務が可能な方
・昭和31年（1956年）4月2日
以降生まれの方

※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、永住者か特別永
住者の在留資格が必要です。

勤務場所　人権教育センター
採用予定人数　1人
申込み　2月22日㈪から3月
1日㈫まで（土･日曜日を除
く8時3 0分～1 7時1 5分）
に、申込書を直接教育支
援課へ

※申込書は教育支援課窓口と市
ホームページで入手できます。

◆採用試験　

と　き　3月3日㈭　9時～11
時

ところ　市役所本館 10階
1002ミーティングルーム

内　容　面接

　2月27日㈯、3月5日㈯・21日
（月・休）は、工事のため、立体
駐車場を使用できません。
※市役所本館東側・市民会館西
側・立体駐車場西側の平面の
来客用駐車場は使用できます。

と　き　2月26日㈮・29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。

　鈴鹿ヴォイスＦＭ78.3MHz
で2月1日から、子どものため
の読み聞かせと子守歌の30
分番組が始まりました。テレビ
と違い、ラジオは耳からの情
報を理解し頭の中で映像化
するプロセスが、子どもの想
像力の育成に役立つそうで
す。ぜひお子さんとともにお聞
きください。

　22歳の若さで日本国憲法
における女性の権利条項の
草案作成に尽力されたベア
テ・シロタ・ゴードンさん。ベアテ
さんの映像や、さまざまな立場
のパネリストの意見交換を通
して、｢女性がしあわせになら
なければ平和は訪れない｣と
いうベアテさんの言葉につい
て考えます。
と　き　3月5日㈯　13時～
15時

ところ　男女共同参画センター
内　容　ドキュメンタリー映画
｢私は男女平等を日本国憲
法に書いた｣の一部上映と
パネルディスカッション

定　員　90人（先着順）
入場料　無料
託　児　先着10人程度、6カ
月～未就学児、無料

申込み　氏名と電話番号を電
話・ファクス・電子メールまた
は直接男女共同参画課へ

※託児を希望される場合は、2月
26日㈮までにお子さんの氏名、
年齢と月齢、住所もご連絡くだ
さい。

※鈴鹿市男女共同参画団体自主
企画事業として実施します。

　春季火災予防運動の一環
として、火災予防の重要性や
住宅用火災警報器の必要性
を皆さんにお知らせするイベン

すぐりの入選作品を一堂に
展示します。また、東海道石
薬師宿（1.8km）に設置し
た50首の歌額も併せて紹
介します。

主催・問合せ　佐佐木信綱
顕彰会（　374-3140）

と　き　3月6日㈰　10時～
12時30分

ところ　ふれあいセンター
内　容　
○講演会「中耳炎について」
「耳からくるめまいについ
て」、講師：鈴木慎也さん
（鈴鹿中央総合病院耳鼻
咽喉科医長）
○補聴器相談、担当医師：耳
鼻咽喉科医師

参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿市医師会事務
局（　382-3061　382-6841）

　お茶を飲みながら、日頃の
ストレスや悩みごとをゆっくり話
しませんか。傾聴を学んだスタ
ッフが、あなたのお話をお聴き
します。
※1人の相談時間は1時間が目安
です。

と　き　3月9日㈬　13時～
16時（出入りは自由）

ところ　保健センター 2階会
議室

参加料　無料
申込み・問合せ　初めて参
加される方は事前に電話で
ハーティ友 手（ 宮 崎 　
080-5133-3771）へ

催 し 物

シンポジウム
｢いま日本の女性は本当に
しあわせになったか｣

男女共同参画課

　381-3113　 381-3119

  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

しゃべり場｢傾聴カフェ｣
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

消防ひろば
予防課　 382-9157　 383-1447

｢耳の日｣講演会と
補聴器相談

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

第3回特別展関連講演会
｢シカとヒト‐文字資料から

考える｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

佐佐木信綱顕彰歌会
入選作品と

信綱かるた道完成記念展
文化課　 382-9031　 382-9071
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児を希望される方はその旨
もお伝えください。

　学習支援ボランティアは少人
数で丁寧に指導し、児童が学
習方法や学習習慣を身に付け
て、勉強に対する苦手意識を克
服することを目標としています。
対　象　市内在住のひとり親
家庭の小学4年生から中学
3年生までで、以下のいず
れにも該当する方
・児童扶養手当受給世帯で
あること。
・現在、学習塾・家庭教師・通
信教育などを利用していな
いこと。
・県または市が実施する他の
学習支援を受けていないこと。

と　き　平成28年4月～平
成29年3月（計50回程度）

ところ　勤労青少年ホーム
（平成28年4月から子育て
応援館として使用、白子駅
前6-33）

定　員　小学4～6年生、中
学1・2年生、中学3年生　
各10人

受講料　無料
申込み　2月20日㈯から3月
1 0日㈭まで（当日消印有
効）に、登録書に必要事項
を記入の上、児童扶養手
当の証書の写しを同封し
て、郵送で鈴鹿市母子寡
婦福祉会（〒513－0052 下
箕田3-9-18 北野好美）へ

※登録書は、児童保育課窓口と市
ホームページで入手できます。

※受講者決定後、説明会を開催し
ます(事業の説明や申込要件の

講座・教室

子育て支援センターりんりん

　・　372-3303

第2回子育て支援セミナー

と　き　3月12日㈯・13日㈰ 
ところ　鈴鹿サーキット
内　容　「対決」をテーマに日
本を代表する選手と、そして
かつて世界を沸かせたレジェ
ンドたちが登場します。
※詳しくは鈴鹿サーキットホー
ムページ（　http://www.

　suzukacircuit.jp/）をご覧く
ださい。

料　金　このページ下部に掲
載の入場券を持参すれば無
料（別途駐車料金が必要）

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

内　容　協議会の取り組みの
紹介、本市・三重県・周辺市
町（桑名市・四日市市・亀山
市・津市・菰野町）の観光・
物産のPR、ご当地キャラ登
場など

問合せ　商業観光課
※詳しい内容は鈴鹿F1日本グラ
ンプリ地域活性化協議会ホーム
ページ(　http://suzuka21.

　com/)をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

内　容　2輪・4輪マシン展示・
搭乗、キッズモータースポー
ツ教室、中学生レーシング
マシン同乗体験など

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会事務局（中野　
080-4537-2005）

※詳しい内容は鈴鹿モータース
ポーツ友の会ホームページ
(　http://www.suzuka-

　msa.jp/)をご覧ください。

　伊勢型紙の伝統工芸士を
講師に迎え、伊勢型紙教室を
開催します。
対　象　小学4年生以上
と　き　平成28年4月から平
成29年3月までの毎月第2・
第4日曜日　13時～16時

ところ　伝統産業会館
内　容　型紙の彫り方・図案・
型染など

定　員　15人（先着順）
参加料　年間1万円（別途材
料費）

※第1回開講日に一括納付
申込み　3月13日㈰9時から
電話で伝統産業会館（　
386-7511）へ

　子育てについて参加者の
皆さんと一緒に学び合うセミナ
ーです。
対　象　乳幼児の保護者
と　き　3月16日㈬　10時～
11時30分

ところ　子育て支援センター
りんりん

内　容　今回は｢お母さんの
健康と子どもの成長｣につ
いて学ぶとともに、参加者の
皆さんと語らいます。また、
骨密度測定も行います。

講　師　健康づくり課職員
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
託　児　15人程度
申込み　2月20日㈯から3月4
日㈮までに、電話で子育て
支援センターりんりんへ。託

確認など)。

申込み・問合せ　フォークリフ
ト技能講習・小型移動式ク
レーン運転技能講習以外
は、受講開始日の1カ月前
から受け付け。事前に電話
でお問い合わせの上、同セ
ンター窓口へ

◆新入社員安全衛生教育

と　き　4月6日㈬　8時40分
～16時20分　

受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆自由研削砥石特別教育

と　き　4月7日㈭または8日
㈮　8時40分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費1,188円）

◆玉掛技能講習

と　き　学科：4月18日㈪・19
日㈫、実技：4月20日㈬・21日
㈭・22日㈮の中で選択受講
　8時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆フォークリフト運転技能講

習 (31時間講習)

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：4月12日㈫ 8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
4月13日㈬～15日㈮、Ⅱコー
ス4月19日㈫～21日㈭8時
～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　3月14日㈪から
◆小型移動式クレーン運転技

能講習

と　き　学科：5月17日㈫・18
日㈬8時45分～17時15分、
実技：5月19日㈭または20日
㈮8時30分～18時

ところ　日本クレーン協会
（津市あのつ台4-3-5）
受講料　2万3,145円（教材費
込）

※玉掛技能講習修了者は2万
2,145円(教材費込)　

申込み　3月10日㈭から

◆very Berry アイシング教室 

　季節にちなんだクッキーに
アイシングでかわいくデコレー
ションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　3月8日㈫　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
申込み　2月23日㈫から受け
付け。水泳場窓口またはホ
ームページで

◆テニスアカデミー春の無料

体験レッスン

対　象　①年中～小学2年
生、②小・中学生（未経験者）

と　き　3月20日㈰・26日㈯・
27日㈰・30日㈬　①14時～
14時50分、②15時30分～
16時30分

申込み　専用ダイヤル（　080-
　9733-6629）へ

ひとり親家庭に育つ
児童などの学習支援
｢まなびーの｣

児童保育課　 382-7661　 382-7607

伊勢型紙教室
産業政策課　 382-8698　 382-0304

催 し 物

2016モータースポーツ
ファン感謝デー

商業観光課　 382-9020　 382-0304

くらしの情報くらしの情報
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3月12日㈯ 2016モータースポーツ ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

入
場
券

（鈴）

3月13日㈰ 2016モータースポーツ ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要



児を希望される方はその旨
もお伝えください。

　学習支援ボランティアは少人
数で丁寧に指導し、児童が学
習方法や学習習慣を身に付け
て、勉強に対する苦手意識を克
服することを目標としています。
対　象　市内在住のひとり親
家庭の小学4年生から中学
3年生までで、以下のいず
れにも該当する方
・児童扶養手当受給世帯で
あること。
・現在、学習塾・家庭教師・通
信教育などを利用していな
いこと。
・県または市が実施する他の
学習支援を受けていないこと。

と　き　平成28年4月～平
成29年3月（計50回程度）

ところ　勤労青少年ホーム
（平成28年4月から子育て
応援館として使用、白子駅
前6-33）

定　員　小学4～6年生、中
学1・2年生、中学3年生　
各10人

受講料　無料
申込み　2月20日㈯から3月
1 0日㈭まで（当日消印有
効）に、登録書に必要事項
を記入の上、児童扶養手
当の証書の写しを同封し
て、郵送で鈴鹿市母子寡
婦福祉会（〒513－0052 下
箕田3-9-18 北野好美）へ

※登録書は、児童保育課窓口と市
ホームページで入手できます。

※受講者決定後、説明会を開催し
ます(事業の説明や申込要件の

と　き　3月12日㈯・13日㈰ 
ところ　鈴鹿サーキット
内　容　「対決」をテーマに日
本を代表する選手と、そして
かつて世界を沸かせたレジェ
ンドたちが登場します。
※詳しくは鈴鹿サーキットホー
ムページ（　http://www.

　suzukacircuit.jp/）をご覧く
ださい。

料　金　このページ下部に掲
載の入場券を持参すれば無
料（別途駐車料金が必要）

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

内　容　協議会の取り組みの
紹介、本市・三重県・周辺市
町（桑名市・四日市市・亀山
市・津市・菰野町）の観光・
物産のPR、ご当地キャラ登
場など

問合せ　商業観光課
※詳しい内容は鈴鹿F1日本グラ
ンプリ地域活性化協議会ホーム
ページ(　http://suzuka21.

　com/)をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

内　容　2輪・4輪マシン展示・
搭乗、キッズモータースポー
ツ教室、中学生レーシング
マシン同乗体験など

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会事務局（中野　
080-4537-2005）

※詳しい内容は鈴鹿モータース
ポーツ友の会ホームページ
(　http://www.suzuka-

　msa.jp/)をご覧ください。

　伊勢型紙の伝統工芸士を
講師に迎え、伊勢型紙教室を
開催します。
対　象　小学4年生以上
と　き　平成28年4月から平
成29年3月までの毎月第2・
第4日曜日　13時～16時

ところ　伝統産業会館
内　容　型紙の彫り方・図案・
型染など

定　員　15人（先着順）
参加料　年間1万円（別途材
料費）

※第1回開講日に一括納付
申込み　3月13日㈰9時から
電話で伝統産業会館（　
386-7511）へ

　子育てについて参加者の
皆さんと一緒に学び合うセミナ
ーです。
対　象　乳幼児の保護者
と　き　3月16日㈬　10時～
11時30分

ところ　子育て支援センター
りんりん

内　容　今回は｢お母さんの
健康と子どもの成長｣につ
いて学ぶとともに、参加者の
皆さんと語らいます。また、
骨密度測定も行います。

講　師　健康づくり課職員
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
託　児　15人程度
申込み　2月20日㈯から3月4
日㈮までに、電話で子育て
支援センターりんりんへ。託

確認など)。

申込み・問合せ　フォークリフ
ト技能講習・小型移動式ク
レーン運転技能講習以外
は、受講開始日の1カ月前
から受け付け。事前に電話
でお問い合わせの上、同セ
ンター窓口へ

◆新入社員安全衛生教育

と　き　4月6日㈬　8時40分
～16時20分　

受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆自由研削砥石特別教育

と　き　4月7日㈭または8日
㈮　8時40分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費1,188円）

◆玉掛技能講習

と　き　学科：4月18日㈪・19
日㈫、実技：4月20日㈬・21日
㈭・22日㈮の中で選択受講
　8時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆フォークリフト運転技能講

習 (31時間講習)

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：4月12日㈫ 8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
4月13日㈬～15日㈮、Ⅱコー
ス4月19日㈫～21日㈭8時
～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　3月14日㈪から
◆小型移動式クレーン運転技

能講習

と　き　学科：5月17日㈫・18
日㈬8時45分～17時15分、
実技：5月19日㈭または20日
㈮8時30分～18時

ところ　日本クレーン協会
（津市あのつ台4-3-5）
受講料　2万3,145円（教材費
込）

※玉掛技能講習修了者は2万
2,145円(教材費込)　

申込み　3月10日㈭から

◆very Berry アイシング教室 

　季節にちなんだクッキーに
アイシングでかわいくデコレー
ションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　3月8日㈫　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
申込み　2月23日㈫から受け
付け。水泳場窓口またはホ
ームページで

◆テニスアカデミー春の無料

体験レッスン

対　象　①年中～小学2年
生、②小・中学生（未経験者）

と　き　3月20日㈰・26日㈯・
27日㈰・30日㈬　①14時～
14時50分、②15時30分～
16時30分

申込み　専用ダイヤル（　080-
　9733-6629）へ

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

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
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ら、集落内では絶対に餌を食べさせないよう
住民の方が追い払いをしていただくことが大
切です。
　農林水産課では、追い払いや威嚇をする
ための花火・発射用パイプを無料で配布して
います。また、防護柵の設置に対する補助制
度や防護柵の有効な設置方法につきまして
もお問い合わせください。

市政に対するご意見などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660
　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

サルが農作物を食べてしまうので、困
っています。

無防備な農地はサルのエサ場になっ
てしまいますので、防護柵を設置して

大切な作物を守ることが必要です。また、野
菜くずや収穫せずに放置した果樹など、どん
な餌であれ集落内では食べさせないこと、
人慣れを進めないことが獣害対策において
最も重要です。そのため、防護柵を用いなが

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けら

れた皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

サルの被害

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス


