
　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。公売に参加できる資格に
制限がありますので、詳しくは
下記へお問い合わせください。
と　き　5月25日㈬10時～11時
ところ　県津庁舎6階大会議室
問合せ　三重地方税管理回
収機構徴収第一課（津市
桜橋3-446-34 県津庁舎内
　059-213-7355   http://
　www.zei-kikou.jp/）

　鈴鹿商工会議所が取り組ん
でいるご当地グルメ「鈴カレー」
が特許庁から商標登録として
認可されました。そこでこの商標
を利用したメニューを考案し、販
売する飲食店を募集します。
対　象　市内に本社または
事業所があり、鈴鹿商工会
議所の会員である事業者

内　容　カレー粉と鈴鹿産の
食材を1品以上使用した料理

申込み　随時、所定の申請書
に必要事項を記入の上、関
係書類を添えて、直接または
郵便で鈴鹿商工会議所へ

※申請書は鈴鹿商工会議所ホー
ムページで入手できます。

審査・承認　鈴カレー実行委
員会が審査を行い、鈴鹿商
工会議所が承認します。

※承認された場合、登録料2,000
円(初回登録時のみ)、年間使
用料2,000円が必要です。

問合せ　鈴鹿商工会議所 飲

食部会（　382-3222）

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活において常時
特別な介護を必要とする方

障がい程度　身体障害者手
帳1級、療育手帳A1（最重
度）、精神障害者保健福祉
手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書(障が
い別)で判定します。

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、障がいを支給事由とす
る年金などを受給している方は
対象外です。

手当月額　1万4,600円
◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活において
常時特別の介護を必要と
する在宅の方

障がい程度　身体障害者手
帳1級程度、療育手帳A1
（最重度）程度、精神障害
者保健福祉手帳1級程度
の障がいが重複している
方、または重複障がいと同
等の障がいのある方

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書(障が
い別)で判定します。

※所得制限があり、施設に入所中
の方や、病院などに3カ月を超
えて継続入院をしている方は
対象外です。

手当月額　2万6,830円
◆特別児童扶養手当

対　象　施設などに入所してお
らず、国が定める障がいの程
度や所得に該当し、障がいを
支給事由とする公的年金を
受け取ることができない20歳
未満の児童を養育している方

障がい程度　身体障害者手
帳1～3級・4級の一部、療
育手帳A1（最重度）・A2
（重度）・B1（中度）・B2（軽
度）の一部、精神障害者保
健福祉手帳1・2級の一部

手当月額　1級5万1,500円、2級
3万4,300円（児童1人あたり）

対　象　次のいずれにも該当
する方
・市内在住の交通遺児
・小・中学校に入学、または中
学校を卒業する生徒

支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

申込み　必要書類を全て添え
て、随時、三井住友信託銀
行リテール受託業務部公益
信託グループ（〒105-8574
東 京 都 港 区 芝 3 - 3 3 - 1  
　　03-5232-8910）へ
必要書類　所定の申請書（小
･中学校、学校教育課）、在
学証明書（小･中学校）、交
通事故証明書（警察署）、
交通事故により遺児となっ
たことを証明する住民票な
どの書類（戸籍住民課、地
区市民センターなど）

※(　)内は書類の発行機関
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で再申請される場合は、
交通事故証明書は不要です。

障害児福祉手当・
特別障害者手当・

特別児童扶養手当のご案内
障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金支給の

ご案内

学校教育課　 382-7618　 382-9054

くらしの情報くらしの情報

商標「鈴カレー」を使った料理を
販売する事業者を募集します

産業政策課　 382-8698　 382-0304

不動産公売を行います

納税課　 382-9205　 382-7660
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対　象　次の全てに該当す
る方
○平成28年4月1日現在、鈴
鹿市国民健康保険に加入
していて、人間ドック受診時
も継続して加入している方
○昭和17年4月3日から昭和
61年4月2日生まれの方（平
成28年4月1日において30
歳以上74歳未満の方）
○平成27年4月1日から平成
28年3月31日の1年間を通
じて鈴鹿市国民健康保険
に加入していて、その期間
の国民健康保険税の滞納
がない方

と　き　7月1日㈮～11月30
日㈬

ところ　市内の受託医療機
関

内　容　問診、身体計測、理
学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液（腫瘍マーカー｛ＣＥＡ、Ａ
ＦＰ、男性：ＰＳＡ、女性：ＣＡ
125｝を含む）、胸部レントゲ
ン、胃検査（胃部レントゲンま
たは胃カメラ）　　

※受診場所や詳しい検査項目は

回覧チラシをご覧ください。
定　員　2,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,500円
申込み　4月20日㈬から5月
11日㈬までに、直接保険年
金課か地区市民センター
へ。または、はがきか封筒
で、件名「人間ドック受診
希望」、保険証の記号番
号、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を記
入の上、保険年金課（〒
513-8701 神戸1-18-18）へ

※電話、ファクス、電子メールでは
受け付けません。

※受診券などの郵送は6月下旬の
予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、人間ドック
と同時期に特定健康診査(申
込み不要)を実施しますので、ど
ちらかを受診してください。

　本市では、これまで以上に
厳しい財政状況の見通しなど
が示される中、総合計画2023
を中心としたトータルマネジメ
ントにおいて行財政改革を推
進し、持続可能な行政経営の
実現を目指すこととしていま
す。そのため、市議会や市民

の皆さんなどからいただいた
意見などを踏まえて、このた
び行財政改革の方向性など
を定める新たな鈴鹿市行財
政改革大綱を策定しました。
総務課の閲覧コーナーや市
ホームページなどでご覧いた
だくことができます。

対　象　次の全てに該当す
る方
・市内に在住・在勤・在学して
いる20歳以上の方
・月1回程度平日の昼間に開
催する会議に出席できる方
（6月上旬から8月までに3回
程度）

内　容　第三次鈴鹿市子ど
も読書活動推進計画策定
に係る会議に参加し、子ど
もたちの読書活動の推進に
ついて意見をいただきます。

定　員　3人
応募方法　4月20日㈬から5月
20日㈮までに、所定の応募
用紙に氏名、生年月日、住
所、電話番号、職業、「子ど
もと本をつなぐために市と市
民ができること」をテーマに
した作文（600字以上1000

字以内）を記入の上、直接
または郵送、ファクス、電子
メールで文化振興課へ

※応募用紙は、文化振興課と市
ホームページで入手できます。

※応募多数の場合は応募書類を
もとに選考し、5月下旬に応募
者全員に書面で結果を通知し
ます。

　本市の友好都市であるアメ
リカ・オハイオ州ベルフォンテン
市との友好協定の締結から
25年を迎えることを記念して、
「平和と友情」をテーマとした
絵画展を開催します。日々感じ
る平和や友情、これから始ま
る未来の平和と友情について
自由に描いた作品をお寄せく
ださい。
対　象　市内在住の中学生
規　定　四つ切またはB3判
サイズの画用紙に、鉛筆・水
彩・クレヨンなどで描いたも
の（パソコンなどの使用は
除く）

応募方法　4月25日㈪から7月
8日㈮まで（必着）に、市内
中学校に設置してある申込
書を記入して作品に添付
の上、市民対話課、市内中
学校、鈴鹿国際交流協会

へ
※申込書は市ホームページからも
入手できます。

◆絵画展

と　き　7月25日㈪～30日㈯
ところ　市役所本館1階 市
民ギャラリー

　埋蔵文化財包蔵地内で土
木工事などを行う場合は、文
化財保護法に基づき発掘届
出書の提出が必要です。これ
まで発掘届出、照会などは考
古博物館で受け付けていまし
たが、4月1日からは文化財課
（市役所本館9階）で受け付
けています。

　この制度は、防火・防災訓
練中の不慮の事故に対して
補償する制度です。
対象訓練

・行政機関主催の訓練
・地域内の自主防災組織が
主催する防火防災訓練
・地域内の自治会など、各種
団体が主催する防火防災
訓練

申込み　訓練実施前に「防
災研修会依頼書」、「消防
訓練計画書」のいずれか
を、防災危機管理課または
消防課へ

※「防災研修会依頼書」、「消防訓
練計画書」は、防災危機管理課、
消防課のほか、市ホームページ
からも入手できます。

　SUZUKA産学官交流会
シャクヤクプロジェクトから、シ
ャクヤクの切花を100人の方
にプレゼントします。
と　き　5月21日㈯の午前と
午後

※雨天の場合は22日(日)
ところ　市内の栽培場所
（研究圃場）
申込み　5月3日㈫まで（必
着）に郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号、希望
時間（午前・午後・どちらでも
よい）を記入の上、往復は
がきで㈲イトウグリーン（〒
519-0313 追分町2257 　
059-371-0598）へ

※応募者多数の場合は抽選とし、
当選者には場所、日時など詳
細をご連絡します。なお、時間
はご希望に沿えない場合があ
ります。

第三次鈴鹿市子ども読書活動
推進計画策定に係る会議の
市民委員を募集します

文化振興課　 382-7619　 382-9071

  bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

新しい鈴鹿市行財政改革
大綱を策定しました

行政経営課　 382-9005　 382-9040

市国保人間ドック受診者を
募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

くらしの情報くらしの情報

告

広

料

有

※「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。
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回覧チラシをご覧ください。
定　員　2,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,500円
申込み　4月20日㈬から5月
11日㈬までに、直接保険年
金課か地区市民センター
へ。または、はがきか封筒
で、件名「人間ドック受診
希望」、保険証の記号番
号、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を記
入の上、保険年金課（〒
513-8701 神戸1-18-18）へ

※電話、ファクス、電子メールでは
受け付けません。

※受診券などの郵送は6月下旬の
予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、人間ドック
と同時期に特定健康診査(申
込み不要)を実施しますので、ど
ちらかを受診してください。

　本市では、これまで以上に
厳しい財政状況の見通しなど
が示される中、総合計画2023
を中心としたトータルマネジメ
ントにおいて行財政改革を推
進し、持続可能な行政経営の
実現を目指すこととしていま
す。そのため、市議会や市民

の皆さんなどからいただいた
意見などを踏まえて、このた
び行財政改革の方向性など
を定める新たな鈴鹿市行財
政改革大綱を策定しました。
総務課の閲覧コーナーや市
ホームページなどでご覧いた
だくことができます。

対　象　次の全てに該当す
る方
・市内に在住・在勤・在学して
いる20歳以上の方
・月1回程度平日の昼間に開
催する会議に出席できる方
（6月上旬から8月までに3回
程度）

内　容　第三次鈴鹿市子ど
も読書活動推進計画策定
に係る会議に参加し、子ど
もたちの読書活動の推進に
ついて意見をいただきます。

定　員　3人
応募方法　4月20日㈬から5月
20日㈮までに、所定の応募
用紙に氏名、生年月日、住
所、電話番号、職業、「子ど
もと本をつなぐために市と市
民ができること」をテーマに
した作文（600字以上1000

字以内）を記入の上、直接
または郵送、ファクス、電子
メールで文化振興課へ

※応募用紙は、文化振興課と市
ホームページで入手できます。

※応募多数の場合は応募書類を
もとに選考し、5月下旬に応募
者全員に書面で結果を通知し
ます。

　本市の友好都市であるアメ
リカ・オハイオ州ベルフォンテン
市との友好協定の締結から
25年を迎えることを記念して、
「平和と友情」をテーマとした
絵画展を開催します。日々感じ
る平和や友情、これから始ま
る未来の平和と友情について
自由に描いた作品をお寄せく
ださい。
対　象　市内在住の中学生
規　定　四つ切またはB3判
サイズの画用紙に、鉛筆・水
彩・クレヨンなどで描いたも
の（パソコンなどの使用は
除く）

応募方法　4月25日㈪から7月
8日㈮まで（必着）に、市内
中学校に設置してある申込
書を記入して作品に添付
の上、市民対話課、市内中
学校、鈴鹿国際交流協会

へ
※申込書は市ホームページからも
入手できます。

◆絵画展

と　き　7月25日㈪～30日㈯
ところ　市役所本館1階 市
民ギャラリー

　埋蔵文化財包蔵地内で土
木工事などを行う場合は、文
化財保護法に基づき発掘届
出書の提出が必要です。これ
まで発掘届出、照会などは考
古博物館で受け付けていまし
たが、4月1日からは文化財課
（市役所本館9階）で受け付
けています。

　この制度は、防火・防災訓
練中の不慮の事故に対して
補償する制度です。
対象訓練

・行政機関主催の訓練
・地域内の自主防災組織が
主催する防火防災訓練
・地域内の自治会など、各種
団体が主催する防火防災
訓練

申込み　訓練実施前に「防
災研修会依頼書」、「消防
訓練計画書」のいずれか
を、防災危機管理課または
消防課へ

※「防災研修会依頼書」、「消防訓
練計画書」は、防災危機管理課、
消防課のほか、市ホームページ
からも入手できます。

　SUZUKA産学官交流会
シャクヤクプロジェクトから、シ
ャクヤクの切花を100人の方
にプレゼントします。
と　き　5月21日㈯の午前と
午後

※雨天の場合は22日(日)
ところ　市内の栽培場所
（研究圃場）
申込み　5月3日㈫まで（必
着）に郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号、希望
時間（午前・午後・どちらでも
よい）を記入の上、往復は
がきで㈲イトウグリーン（〒
519-0313 追分町2257 　
059-371-0598）へ

※応募者多数の場合は抽選とし、
当選者には場所、日時など詳
細をご連絡します。なお、時間
はご希望に沿えない場合があ
ります。

埋蔵文化財の発掘届出
などの窓口が変わりました
文化財課　 382-9031　 382-9071 シャクヤクの切花を

プレゼントします
地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

防火防災訓練災害補償等
共済制度をご利用いただけます

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

消防課　 382-9154　 383-1447

平和と友情をテーマにした
絵画展の作品を募集します
市民対話課　 382-9058　 382-7660

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ
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　若者就業サポートステーシ
ョン・みえが、県と連携して出
張相談を実施しています。
対　象　39歳までの無業状態
の若者とその家族・関係者

と　き　毎月第2・第4水曜日
13時～17時

ところ　市役所本館 7階
701ミーティングルーム

内　容　職業的自立に向け
た支援、キャリア・カウンセラ
ーによる個別面談

参加料　無料
申込み・問合せ　若者就業
サポートステーション・みえ
（　059-271-9333 平日9時
～18時）

と　き　5月22日㈰9時30分
～12時（最終受付は11時
30分）

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

内　容　遺言、遺産分割協議
など相続登記に関する相談、
売買・贈与・担保権抹消など
不動産登記に関する相談、
会社・法人登記に関する相
談、金銭トラブルなど身近な
法律問題に関する相談、借
金や自己破産に関する相談、
成年後見に関する相談など

定　員　50人（先着順）
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会
鈴亀支部（寺尾　380-0743）

　5月は、赤十字社員増強運動
月間です。災害救援、国際活
動、医療活動、血液事業など人
道に基づく赤十字の各種事業
は、主に毎年皆さんからご協力
いただく事業資金で実施してい
ます。赤十字運動月間は、こうし
た赤十字活動をご理解いただ
き、事業資金をご協力いただく
推進月間です。皆さんの温かい
ご支援とご協力をお願いします。

◆休日窓口

と　き　4月24日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　4月27日㈬・28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。

　杉原千畝展をはじめ、「原
爆展」「鈴鹿にも戦争があっ
た」などの展示や講演会など
を行います。あらためて平和と
は何か、命の大切さについて、
みんなで考えてみませんか。
と　き　5月27日㈮～29日㈰
10時～20時

ところ　イオンモール鈴鹿

2階イオンホール
内　容

○展示　杉原千畝、広島長崎
原爆、鈴鹿市の戦中戦後な
どのパネル・資料展示、参加
コーナー（平和の絵本、折り
鶴を作って長崎に送ろうなど）
○講演会など
　27日㈮14時～16時 国際
平和サロン、28日㈯14時～
15時 講演会 講師：國枝大
索さん（杉原千畝記念館館
長）、29日㈰13時30分～15
時 平和の本の読み聞かせ 
講 師：木 村 由 美 子さん
（JPIC読書アドバイザー）
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教
育委員会　

後　援　岐阜県八百津町、
福井県敦賀市、UNHCR、
（公財）笹川平和財団、（公
財）鈴鹿国際交流協会

協　力　NPO法人杉原千畝
命のビザ、「2016平和への
祈り展」市民実行委員会

　国指定天然記念物「金生
水沼沢植物群落」で季節の
希少植物をご覧いただく機会
として観察会を実施します。初
回の5月7日㈯はレンゲツツジを
ご覧いただく予定です。
と　き　5月7日㈯、6月4日
㈯、7月2日㈯・30日㈯、9月
10日㈯、10月22日㈯ 10時

から（少雨決行） 
ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車の方は、9時30分に飯
野地区市民センター駐車場で
受け付けをし、駐車案内図を配
布します。現地付近の道路は駐
車厳禁です。

※徒歩・自転車の方は直接植物群
落に来てください。

定　員　各25人（先着順）
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具）
申込み　各開催日の15日前
から、電話で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

　深谷公園内を散策しながら、
植物や昆虫の観察を行います。
と　き　5月22日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　深谷公園（八野町）
※9時50分に公園管理事務所前
に集合

講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、篠木善重さ
ん（三重昆虫談話会）

参加料　無料
申込み　5月18日㈬17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・電
子メールで環境政策課へ

　ゴールデンウィークに日替わ
りで体験講座を開催します。
人気の勾玉作りは限定色の
ピンクも登場します。
ところ　考古博物館
内容・参加料・とき

○勾玉作り（300円）、土笛作
り（200円） 4月29日（金・祝）
～5月8日㈰9時～10時、13
時～14時（5月2日㈪・6日㈮
は休館日） 
○火おこし体験（100円） 4月
29日（金・祝）～5月1日㈰9時
30分～11時30分、13時30
分～15時30分
○土鈴作り（200円） 5月3日
（火・祝）9時30分から、13時
30分から 定員：各10人（先
着順）
○草木染め（500円） 5月4日（水・
祝） 9時30分から、13時30分
から 定員：各10人（先着順）
○プラバンキーホルダー（無
料） 5月5日（木・祝）9時30分
～11時30分、13時30分～
15時30分
○弓矢体験（100円） 5月7日
㈯・8日㈰9時30分～11時30
分、13時30分～15時30分

※詳しくは、お問い合わせいただ
くか、考古博物館ホームページ
をご覧ください。

　「椿の農業と地域を考える
会」では、皆さんとの交流とご
縁づくりを行うイベントの参加
者を募集します。今年第1弾
の舞台は鈴鹿山麓に広がる
茶園です。
と　き　5月15日㈰　9時～
14時ごろ（雨天でも実施）

ところ　茶工場｢伊勢茶工
房ささら｣（椿一宮町3000）、
茶園、椿地区市民センター

内　容　
・新茶の摘み取りと手もみ
体験
・県下最大のお茶工場の見学

・いばら餅づくり
・きのこご飯の昼食会と地元
産品の軽トラ市

定　員　30人程度
参加料　中学生以上2,500円
（急須付き）、小学生以下
1,000円

申込み　5月8日㈰までに、氏
名、参加人数、連絡先など
を電話で矢田邦昭（　090-
　2680-3536）へ
※天候などの理由で内容は変更
となる場合があります。

　有数の茶どころ「すずか」で
生産された「かぶせ茶」の振る
舞いと販売を行います。新茶の
さわやかな薫りと「かぶせ茶」の
旨みをお楽しみください。
と　き　5月7日㈯・8日㈰ 10
時～18時

ところ　イオンモール鈴鹿　
北コート

　地元鈴鹿亀山地域の花の
生産者が生産や選別を行っ
た鮮度の良い花を、母の日に
合わせて紹介します。産地だ
からこそできる温室直送のこ
だわりの花を生産者自らが即
売します。
と　き　5月6日㈮～8㈰　10
時～20時

ところ　イオンモール鈴鹿1

階中央コート・北コート

◆寄せ鉢づくり

申込み　7日㈯・8日㈰10時か

ら整理券（参加料1,500円、

先着順）を販売

○問合せ　鈴鹿花き温室組合

　(廣瀬　　090-7431-4833)

若者の就業支援のための
出張相談が受けられます
産業政策課　 382-8698　 382-0304

司法書士無料相談会が
行われます

市民対話課　 382-9004　 382-7660

納税の夜間窓口・休日窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

赤十字活動にご協力ください

健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

くらしの情報くらしの情報

催 し 物

NPO法人杉原千畝のビザc

8 2016・4・20

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　 382-9031　 382-9071

2016平和への祈り展
杉原千畝～その記録と功績～
ユネスコ世界記憶遺産へ
人権政策課　 382-9011　 382-2214



　5月は、赤十字社員増強運動
月間です。災害救援、国際活
動、医療活動、血液事業など人
道に基づく赤十字の各種事業
は、主に毎年皆さんからご協力
いただく事業資金で実施してい
ます。赤十字運動月間は、こうし
た赤十字活動をご理解いただ
き、事業資金をご協力いただく
推進月間です。皆さんの温かい
ご支援とご協力をお願いします。

◆休日窓口

と　き　4月24日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　4月27日㈬・28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。

　杉原千畝展をはじめ、「原
爆展」「鈴鹿にも戦争があっ
た」などの展示や講演会など
を行います。あらためて平和と
は何か、命の大切さについて、
みんなで考えてみませんか。
と　き　5月27日㈮～29日㈰
10時～20時

ところ　イオンモール鈴鹿

2階イオンホール
内　容

○展示　杉原千畝、広島長崎
原爆、鈴鹿市の戦中戦後な
どのパネル・資料展示、参加
コーナー（平和の絵本、折り
鶴を作って長崎に送ろうなど）
○講演会など
　27日㈮14時～16時 国際
平和サロン、28日㈯14時～
15時 講演会 講師：國枝大
索さん（杉原千畝記念館館
長）、29日㈰13時30分～15
時 平和の本の読み聞かせ 
講 師：木 村 由 美 子さん
（JPIC読書アドバイザー）
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教
育委員会　

後　援　岐阜県八百津町、
福井県敦賀市、UNHCR、
（公財）笹川平和財団、（公
財）鈴鹿国際交流協会

協　力　NPO法人杉原千畝
命のビザ、「2016平和への
祈り展」市民実行委員会

　国指定天然記念物「金生
水沼沢植物群落」で季節の
希少植物をご覧いただく機会
として観察会を実施します。初
回の5月7日㈯はレンゲツツジを
ご覧いただく予定です。
と　き　5月7日㈯、6月4日
㈯、7月2日㈯・30日㈯、9月
10日㈯、10月22日㈯ 10時

から（少雨決行） 
ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車の方は、9時30分に飯
野地区市民センター駐車場で
受け付けをし、駐車案内図を配
布します。現地付近の道路は駐
車厳禁です。

※徒歩・自転車の方は直接植物群
落に来てください。

定　員　各25人（先着順）
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具）
申込み　各開催日の15日前
から、電話で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

　深谷公園内を散策しながら、
植物や昆虫の観察を行います。
と　き　5月22日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　深谷公園（八野町）
※9時50分に公園管理事務所前
に集合

講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、篠木善重さ
ん（三重昆虫談話会）

参加料　無料
申込み　5月18日㈬17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・電
子メールで環境政策課へ

　ゴールデンウィークに日替わ
りで体験講座を開催します。
人気の勾玉作りは限定色の
ピンクも登場します。
ところ　考古博物館
内容・参加料・とき

○勾玉作り（300円）、土笛作
り（200円） 4月29日（金・祝）
～5月8日㈰9時～10時、13
時～14時（5月2日㈪・6日㈮
は休館日） 
○火おこし体験（100円） 4月
29日（金・祝）～5月1日㈰9時
30分～11時30分、13時30
分～15時30分
○土鈴作り（200円） 5月3日
（火・祝）9時30分から、13時
30分から 定員：各10人（先
着順）
○草木染め（500円） 5月4日（水・
祝） 9時30分から、13時30分
から 定員：各10人（先着順）
○プラバンキーホルダー（無
料） 5月5日（木・祝）9時30分
～11時30分、13時30分～
15時30分
○弓矢体験（100円） 5月7日
㈯・8日㈰9時30分～11時30
分、13時30分～15時30分

※詳しくは、お問い合わせいただ
くか、考古博物館ホームページ
をご覧ください。

　「椿の農業と地域を考える
会」では、皆さんとの交流とご
縁づくりを行うイベントの参加
者を募集します。今年第1弾
の舞台は鈴鹿山麓に広がる
茶園です。
と　き　5月15日㈰　9時～
14時ごろ（雨天でも実施）

ところ　茶工場｢伊勢茶工
房ささら｣（椿一宮町3000）、
茶園、椿地区市民センター

内　容　
・新茶の摘み取りと手もみ
体験
・県下最大のお茶工場の見学

・いばら餅づくり
・きのこご飯の昼食会と地元
産品の軽トラ市

定　員　30人程度
参加料　中学生以上2,500円
（急須付き）、小学生以下
1,000円

申込み　5月8日㈰までに、氏
名、参加人数、連絡先など
を電話で矢田邦昭（　090-
　2680-3536）へ
※天候などの理由で内容は変更
となる場合があります。

　有数の茶どころ「すずか」で
生産された「かぶせ茶」の振る
舞いと販売を行います。新茶の
さわやかな薫りと「かぶせ茶」の
旨みをお楽しみください。
と　き　5月7日㈯・8日㈰ 10
時～18時

ところ　イオンモール鈴鹿　
北コート

　地元鈴鹿亀山地域の花の
生産者が生産や選別を行っ
た鮮度の良い花を、母の日に
合わせて紹介します。産地だ
からこそできる温室直送のこ
だわりの花を生産者自らが即
売します。
と　き　5月6日㈮～8㈰　10
時～20時

ところ　イオンモール鈴鹿1

階中央コート・北コート

◆寄せ鉢づくり

申込み　7日㈯・8日㈰10時か

ら整理券（参加料1,500円、

先着順）を販売

○問合せ　鈴鹿花き温室組合

　(廣瀬　　090-7431-4833)

自然観察会

環境政策課　 382-7954　 382-2214

  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿新茶まつり

農林水産課　 382-9017　 382-7610

すずか母の日 花フェスタ

農林水産課　 382-9017　 382-7610
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電　話 電子メール ホームページファクス

ゴールデンウィークも
やっぱり考古博物館

考古博物館　 374-1994　 374-0986

鈴鹿・椿の縁結びプロジェクト
2016新茶の摘み取り体験ほか

農林水産課　  382-9017　 382-7610



　県環境学習情報センターで
は、環境をいろいろな視点から
考え、幅広く環境について学ぶ
「環境基礎講座」を開催して
います。環境問題の解決に向
けて、まずは身近な環境問題
について学んでみませんか。
対　象　18歳以上の方（県
民優先）

とき・内容　6月18日㈯「環
境問題と水環境」、26日㈰
「ごみ問題」、7月 2日㈯「地
球温暖化」、8月21日㈰「公
害と大気汚染」、28日㈰「自
然・森 林 」、9 月1 7日㈯
「ESDと環境学習」　10時
～16時15分

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター（8月21日㈰のみ「四
日市公害と環境未来館」）

申込み　5月25日㈬まで（必
着）に県環境学習情報セン
ター（　059 - 3 29 - 2 000　
info@eco-mie.com）へ

※応募多数の場合は抽選
※1日や半日の参加もできます。

と　き　5月11日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室
内　容　エッセイの書き方、ド
ラマの作り方

講　師　福嶋礼子さん、清水
信さん

定　員　70人（先着順）

受講料　1,000円（当日支払）
申込み　電話・はがき・ファクス
などで、受講希望日、住所、
氏名、電話番号を記入の
上、（公財）鈴鹿市文化振
興事業団（〒513 -0802　
飯野寺家町810）へ

　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、基礎か
ら学べるパソコン教室を開催
しています。個別対応でいつ
からでも参加できますので、お
気軽にお越しください。
と　き　火・土曜日を除く平日
および休日
　午前の部：9時30分～12時
30分
　午後の部：13時30分～16
時30分

ところ　すずかのぶどう内
内　容　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。
受講料　3時間1,500円（入
会金・年会費不要）

問合先　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（イオ
ン白子店3階　・　387-0767）

申込み　記載のないものは受
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、鈴鹿地域
職業訓練センター窓口へ

◆Office 2013

　初めてW o r d・E x c e l・
PowerPointを操作する方を
対象に、基本的な操作からア

プリケーション間の連携操作
までを効率よく学習します。
と　き　5月23日㈪～27日㈮ 
9時～12時　

受講料　1万508円（別途教
材費2,592円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：5月23日㈪・24
日㈫、実技：5月25日㈬・26日
㈭・27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）

◆アーク溶接特別教育

と　き　6月1日㈬～3日㈮　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆陶芸講座

　ろくろで花器や茶器を創作
（作品を2点焼き上げ）
と　き　6月7日㈫　10時～
15時　

受講料　4,320円
◆Word2013初級

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成、図・写真などの
貼り付けを学習します。
と　き　6月14日㈫～17日㈮
9時～12時

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆職長・安全衛生責任者教育

　新たに職長の業務に就か
れる方や監督者に対する講
習です。
と　き　6月14日㈫・15日㈬
　8時30分～17時
受講料　1万2 ,960円（別途
教材費2,060円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：6月7日㈫8時

～17時10分、実技Ⅰコース：
6月8日㈬～10日㈮、Ⅱコース
6月14日㈫～16日㈭8時～
17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　5月2日㈪から受け
付け

申込み　4月22日㈮から先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページから

◆パワーヨガ教室

対　象　一般女性
と　き　5月6日・20日、6月3日・
17日、7月1日・15日　各金曜
日　10時～11時

定　員　10人（先着順）
参加料　4,800円（6回分）

◆水中ウォーク教室

対　象　一般成人
と　き　5月12日～6月16日　
毎週木曜日　13時～14時

定　員　30人
参加料　3,600円（6回分）
◆親子ジーウィ教室

　親子で一緒に楽しくレッス
ン。運動をしながら英語を学び
ます。 
対　象　歩けるお子さんから
未就園児とその保護者

と　き　5月12日・26日、6月9
日・23日、7月7日・21日　各
木曜日　11時～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　7,500円（6回分）
◆バレトン教室 
　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動
対　象　①一般女性、②お
子さん連れのママ

と　き　5月13日・27日、6月10
日・24日、7月8日・22日　各
金曜日　①9時45分～10
時45分、②11時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　4,800円（全6回）
◆はじめての大人バレエ教室 

　バレエ初心者の方を対象
にした教室です。
対　象　一般女性
と　き　5月16日・30日、6月13
日・27日、7月11日・25日　各
月曜日　11時～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　7,200円（6回分）
◆夜のリラックスヨガ

対　象　一般成人
と　き　5月16日～6月27日
（6月6日除く）　毎週月曜日
　19時30分～20時30分

定　員　15人
参加料　5,100円（6回分）

講座・教室

環境基礎講座

環境政策課　 382-7954　 382-2214

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを
取りもどせ！」（第1回）

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755 

パソコン講習

情報政策課　 382-9003　 382-2219

職業訓練講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

くらしの情報くらしの情報
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受講料　1,000円（当日支払）
申込み　電話・はがき・ファクス
などで、受講希望日、住所、
氏名、電話番号を記入の
上、（公財）鈴鹿市文化振
興事業団（〒513 -0802　
飯野寺家町810）へ

　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、基礎か
ら学べるパソコン教室を開催
しています。個別対応でいつ
からでも参加できますので、お
気軽にお越しください。
と　き　火・土曜日を除く平日
および休日
　午前の部：9時30分～12時
30分
　午後の部：13時30分～16
時30分

ところ　すずかのぶどう内
内　容　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。
受講料　3時間1,500円（入
会金・年会費不要）

問合先　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（イオ
ン白子店3階　・　387-0767）

申込み　記載のないものは受
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、鈴鹿地域
職業訓練センター窓口へ

◆Office 2013

　初めてW o r d・E x c e l・
PowerPointを操作する方を
対象に、基本的な操作からア

プリケーション間の連携操作
までを効率よく学習します。
と　き　5月23日㈪～27日㈮ 
9時～12時　

受講料　1万508円（別途教
材費2,592円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：5月23日㈪・24
日㈫、実技：5月25日㈬・26日
㈭・27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）

◆アーク溶接特別教育

と　き　6月1日㈬～3日㈮　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆陶芸講座

　ろくろで花器や茶器を創作
（作品を2点焼き上げ）
と　き　6月7日㈫　10時～
15時　

受講料　4,320円
◆Word2013初級

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成、図・写真などの
貼り付けを学習します。
と　き　6月14日㈫～17日㈮
9時～12時

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆職長・安全衛生責任者教育

　新たに職長の業務に就か
れる方や監督者に対する講
習です。
と　き　6月14日㈫・15日㈬
　8時30分～17時
受講料　1万2 ,960円（別途
教材費2,060円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：6月7日㈫8時

～17時10分、実技Ⅰコース：
6月8日㈬～10日㈮、Ⅱコース
6月14日㈫～16日㈭8時～
17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　5月2日㈪から受け
付け

申込み　4月22日㈮から先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページから

◆パワーヨガ教室

対　象　一般女性
と　き　5月6日・20日、6月3日・
17日、7月1日・15日　各金曜
日　10時～11時

定　員　10人（先着順）
参加料　4,800円（6回分）

◆水中ウォーク教室

対　象　一般成人
と　き　5月12日～6月16日　
毎週木曜日　13時～14時

定　員　30人
参加料　3,600円（6回分）
◆親子ジーウィ教室

　親子で一緒に楽しくレッス
ン。運動をしながら英語を学び
ます。 
対　象　歩けるお子さんから
未就園児とその保護者

と　き　5月12日・26日、6月9
日・23日、7月7日・21日　各
木曜日　11時～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　7,500円（6回分）
◆バレトン教室 
　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動
対　象　①一般女性、②お
子さん連れのママ

と　き　5月13日・27日、6月10
日・24日、7月8日・22日　各
金曜日　①9時45分～10
時45分、②11時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　4,800円（全6回）
◆はじめての大人バレエ教室 

　バレエ初心者の方を対象
にした教室です。
対　象　一般女性
と　き　5月16日・30日、6月13
日・27日、7月11日・25日　各
月曜日　11時～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　7,200円（6回分）
◆夜のリラックスヨガ

対　象　一般成人
と　き　5月16日～6月27日
（6月6日除く）　毎週月曜日
　19時30分～20時30分

定　員　15人
参加料　5,100円（6回分）

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
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　視覚障がいは、「全く見えない」「ぼやけて
見える」「見える範囲が狭い」などさまざま
で、音声や手で触れることで情報を得ていま
す。視覚障がいがない方は、次のように手伝
うことができます。
○音声案内のない信号の横断歩道では、
「信号が青になりましたよ」などと声をか
け、要望があれば、一緒に渡りましょう。誘
導する時は、腕を持ってもらい、斜め一歩
前を歩きましょう。
○掲示板などの文字情報の読み上げや、

　今回から2カ月に1回、「どんな障がいがあるのか」
「いっしょにできることはどんなことか」について考えて
いきます。

考えよう障害者差別解消法　

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

視覚障がいの方が困っていること


