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低所得の高齢者向けの年
金生活者等支援臨時福祉
給付金を支給します
健康福祉政策課 臨時給付金室　

382-9886　 382-9887

　賃金引上げなどの経済政
策の恩恵を受けにくい低所得
の高齢者の方を支援するため、
低所得の高齢者向けの年金
生活者等支援臨時福祉給付
金を支給します。
　支給対象になると思われる
方には、申請書を発送しました。
内容を確認し、申請書、申請・
受給者の本人確認書類、振
込口座確認書類などの必要
書類を提出してください。
受付期間　8月1日㈪まで

犬・猫の避妊手術費の
一部を助成します

環境政策課　 382-9014　 382-2214

対　象　平成28年4月1日から
平成29年3月31日までに避妊
手術をした犬・猫の飼い主で
ある市民の方

※犬は、登録済で、平成28年度狂
犬病予防注射済であること。猫
は、飼い猫であること。
助成金額　雄の犬：1,500円、
雌の犬：3,000円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　平成29年3月31日㈮
までに、環境政策課または市
内動物病院に備え付けの申
請書・請求書に必要事項を
記入の上、環境政策課へ

※申請書・請求書は、市ホームペー
ジでも入手できます。
　（生活ガイド＞生活便利帳＞その
他＞犬、猫の避妊手術の助成）
※申込期間内であっても、予算が
なくなり次第終了します。

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
策課に持参してください。
　修理後は、廃棄物対策課に
取りに来て
いただきま
す。当日修
理が完了
したものは、
当日お渡しすることもできます。
※廃棄物対策課での保管期間は1
年間です。連絡を受けましたら、
早めに取りに来てください。
と　き　5月22日㈰　10時～
13時

ところ　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（電子ピア
ノ・笛・ハーモニカほか）などは修
理できません。

バイクであいたいパレード
2016の参加者を募集します
地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

と　き　7月30日㈯　13時～
19時30分（予定）

※13時から各種イベントを開始、バ
イクパレードは18時30分スタート
集合場所　鈴鹿ハンター特設
会場
内　容　鈴鹿8時間耐久ロー
ドレース前夜祭として、交通
安全啓発車両を配備し、全
国各地から集まったバイクが、
鈴鹿サーキットの8耐前夜祭
会場に向けて日本最大級の
交通安全パレードを行います。

パレードコース　鈴鹿ハンター
駐車場～鈴鹿サーキット
申込み　5月20日㈮まで鈴鹿商
工会議所青年部ホームページ
（　http://www.suzuka-yeg.
　com/）で受け付け
※応募多数の場合は抽選

お 知 ら せ
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※｢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。



電　話 電子メール ホームページファクス

172016・5・5

鈴鹿市モノづくり元気企
業支援事業補助金の事業

を募集します
ものづくり産業支援センター

382-7011　 384-0868

　地域産業の基盤を支える市
内の中小製造企業などの技術
力の向上を図り、次世代産業
の活性化を目指すため、技術
開発に要する経費の一部を補
助します。
対象事業　市内に本社または
主たる事業所がある事業者
などが行う新商品や新技術
の研究開発で、大学や高専
などの高等教育機関や研究
機関などと共同で行う事業
開発やその指導を受けて行
う事業
補助金額　交付対象経費の2
分の1以内（50万円以上最大
240万円以内）
申込み　5月9日㈪から6月17日
㈮17時15分まで（必着）に、
申請書に必要事項を記入の
上、直接ものづくり産業支援
センター（市役所別館第3　2
階）へ

※申請後は、支援事業検討会議で
研究開発事業の内容をご説明い
ただき、意見聴取後、交付の可否
を決定します。
※要綱や申請書などは、同センタ
ー窓口または市ホームページで
入手できます。

鈴鹿市商談会等出展支援
事業補助金の第1次募集

を開始します
ものづくり産業支援センター

　382-7011　 384-0868

　市内の中小製造企業で開
発された優れた製品の販路拡
大と新規需要開拓などを促進
するため、商談会などに出展
する中小企業者、中小企業団
体などに対し、その参加出展
小間料の一部を補助します。
対象事業　国内外における商
談会など（一般消費者に対し
直接に販売することを主な目
的とするものおよび本市が主
催・共催をするものを除く）に
出展する事業
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内（最高10万円）
申込み　5月6日㈮から、申請書
に必要事項を記入の上、もの
づくり産業支援センター（市
役所別館第3　2階）へ

※第1次募集の予算額（50万円）
に達し次第、募集を終了します。
なお、第2次募集は7月1日㈮か
ら開始予定です。
※要綱や申請書などは、同センタ
ー窓口または市ホームページで
入手できます。
※申し込みする前に、同センターに
ご相談ください。

男女がいきいきと働いて
いる企業を募集します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　県では、男女がともに働きや
すい職場環境づくりを目的に、
休暇の取得促進や残業時間
の削減に取り組んだり、育児や
介護をしながら働き続けられる
職場づくりや男女が能力を発
揮できる職場づくりなどを積極
的に推進する企業などを｢男女
がいきいきと働いている企業｣と
して認証し、さらに当該年度の
認証企業などの中から知事表
彰企業を選考しています。
対　象　県内に本店または主
たる事務所があり、県内にお
いて事業活動を行う常時雇
用労働者を有する法人（営
利、非営利は問いません）
申込み・問合せ　5月31日㈫ま
で（必着）に、申請書などを記
入の上、郵送または直接、県
雇用対策課（　059-224-
2454　059-224-2455）へ

※申請書など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、おしごと三重ホーム
ページ（   http://www.pref.mie.
　lg.jp/oshigoto/）をご覧ください。

※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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市議会を
テレビ中継します
議事課　 382-7600　 382-4876

　5月臨時会の本会議をケーブ
ルネット鈴鹿122chで生放送し
ます。
と　き　5月16日㈪ 10時から、
17日㈫ 13時から（それぞれ
当日の会議終了まで）

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派代
表者会議、広報広聴会議、議会
だより編集会議は傍聴できま
す。日程は、市役所の掲示板と
市議会のホームページに掲載
します。ただし、日時が変更に
なる場合がありますので、事前
に議事課へご確認ください。

経済センサス活動調査を
行います

総合政策課　 382-7676　 382-9040

　総務省と経済産業省が｢平成
28年経済センサス‐活動調査｣を
実施します。この調査は、平成
26年に実施した｢経済センサス‐
基礎調査｣や平成27年に実施
した｢企業構造の事前確認｣に
よって得られた事業所や企業の
情報を活用して、売上高や経
理項目の把握に重点を置いて
います。政府が実施する統計
調査の中でも特に重要な調査
の一つであり、統計法により回
答義務のある調査です。
　調査票は、5月20日㈮から31
日㈫までに、都道府県知事が任
命した調査員（調査員証を付
けています）がお伺いして直接
配布するか、国が郵送します。

伊勢志摩サミットに伴い
検問や交通規制が
実施されます

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　5月26日㈭・27日㈮の伊勢志
摩サミットに伴い、県内でテロ防
止や国内外要人の安全確保の
ために検問が行われ、行き先を
尋ねられたり、持ち物を調べられ
ることがあります。また、5月25日
㈬から28日㈯にかけて、各国首
脳の移動に伴い、伊勢志摩地
域の道路や高速道路などで交
通規制が実施されます。
　混雑緩和のため、公共交通
機関の利用、マイカーの利用自
粛、事業用車両の運行調整な
どにご協力ください。
※ツイッター（アカウント名：サミット
高速道路交通情報（JARTIC）、ア
カウント：＠summit_jartic）や、三重

申込み　5月2日㈪から18日㈬まで（土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15分）に、｢職員採用試験
申込書｣を人事課へ

※申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してくださ
い。郵便で請求する場合は、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
（宛先を明記し、82円切手を貼った12cm×23cm程度
のもの）を必ず同封してください。また、市ホームペー
ジ｢人事・職員採用コーナー｣からも入手できます。
※全ての職種において、昭和31年4月2日以降の生まれ
の方で地方公務員法第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、永住者または特別
永住者の在留資格が必要です。
◆第一次試験
と　き　 5月29日㈰　9時から
ところ　市役所本館 12階会議室
内　容　事務適性検査（10分）、事務補助職一
般教養試験（90分）
◆第二次試験
　第一次試験合格者に対して面接試験を行いま
す。試験内容、日時、会場など詳しくは第一次試験
合格者通知の際に指定します。

平成28年度採用市嘱託職員を募集します
人事課　 382-9037　 382-2219

1人程度

相談支援員

１人程度

臨床心理士

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
3人程度
事　務

受験資格主な業務内容職種・採用予定人数

臨床心理士の資格を有し、発達検査（新版
K式、WISC等）が可能で、発達検査の実務
経験を1年以上有する方

子どもの発達に関する相談、子ど
もの発達検査、検査後の支援業
務

窓口や出先機関などでの一般事務
業務

生活困窮者からの各種生活相談業
務、生活保護申請相談に対する適正
な助言・指導業務

社会福祉士の資格を有し、福祉関係の職場
で１年以上の実務経験を有する方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方

お 知 ら せ
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対　象　本市に在住・在勤する
35歳以下の勤労青少年
対象事業　本市に関係する勤
労青少年を対象に、勤労青
少年の相互交流、地域交流、
国際交流、ボランティア活動
の交流などを通じて社会参
加または就労支援を行う事業
補助金額　補助対象経費の2
分の1に相当する額（最高25
万円）
申込み　5月9日㈪から6月3日
㈮17時15分まで（必着）に、

県警察ホームページでも情報を提
供しています。
問合せ　三重県警察（　 059-
　222 -0110）

鈴鹿市勤労青少年交流事
業補助金を交付します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

　勤労青少年の自主的、主体
的な社会参加への促進を図る
ため、勤労青少年が自ら企画、
実施する交流事業に要する経
費の一部を補助します。

申請書に必要事項を記入の
上、必要書類を添えて産業
政策課へ

※要綱や申請書などは、産業政策
課窓口または市ホームページで
入手できます。
※申請後は、事業内容を精査して
交付の可否を決定します。なお、
期間内に申請が3件以上あって
交付申請金額が予算上限に達し
た場合は、不交付または対象経
費の2分の1に満たない交付額
になることがあります。

申込資格（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3～6を全て満たし、
1級～4級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、お問い合わせください。

申込み　5月9日㈪から31日㈫まで（土・日曜日
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、直接住宅政策課へ

※申込書類は5月9日㈪から住宅政策課窓口で配布します。
※応募者多数の場合は、6月16日㈭・17日㈮（予定）
に公開抽選会で決定します。
入居時期　7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、申し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。

市営住宅の入居者を募集します
住宅政策課　 382-7616　 382-8188

団　　地
ハイツ旭が丘
安塚団地
一ノ宮団地
桜島団地
高岡山杜の郷

所　在　地
中旭が丘三・四丁目
安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3
桜島町五丁目
高岡台四丁目

構　　造
中層耐火造4・5階建て
中層耐火造4階建て
中層耐火造4階建て
中層耐火造4階建て
中層耐火造3階建て

募集戸数
4 戸
5 戸
3 戸
5 戸
5 戸

家　　賃
16,700円～35,600円
10,800円～23,400円
12,400円～27,000円
14,500円～32,000円
20,000円～42,900円

安塚団地

一ノ宮団地

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

4 戸

2 戸

11,700円～23,700円

12,400円～27,400円

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

14,400円～28,300円2 戸中層耐火造4階建て十宮三丁目十宮団地

◆身体障がい者世帯

19,700円～40,800円3 戸中層耐火造3階建て高岡台四丁目高岡山杜の郷

◆高齢者世帯・身体障がい者世帯

◆高齢者世帯（単身者も可）

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込めません）
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災害時の情報収集のため
のアマチュア無線局を

募集します
防災危機管理課

　 382-9968　 382-7603

　本市と災害時応援協定を締
結している｢災害ボランティアア
マチュア無線鈴鹿｣では、災害
時に、ボランティアとして各自の
周辺情報を市役所のアマチュ
ア無線局へ送信するアマチュ
ア無線の会員を募集していま
す。関心のある方は、下記の会
合へ参加してください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方

と　き　5月15日㈰　9時から
ところ　河川防災センター2階
会議室（庄野町981-1）
問合せ　災害ボランティアアマ
チュア無線鈴鹿（棚瀬裕吉
JA2AFM　382-1511　 afm@

　mecha.ne.jp）

国民年金学生納付特例
制度の申請をお忘れなく
保険年金課　 382-9401　 382-9455

　所得がないため、国民年金
保険料の納付が困難な学生に
対して、保険料の支払いを猶
予できる｢学生納付特例制度｣
があります。
　学生納付特例を受けるには毎
年度申請が必要です。希望する
方は、保険年金課または地区市
民センターで手続きをしてください。
猶予された期間の保険料は、猶
予を受けてから10年以内であれ
ば追納することもできます。
持ち物　年金手帳、印鑑、学
生証または在学証明書（原
本）、仕事を退職して学生に

なった方は雇用保険の離職
票または受給資格者証（公
務員だった方は辞令書）
問合せ　津年金事務所　
（　059-228-9112）、年金ダ
イヤル（　 0570-05-1165）

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月29日㈰　9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　5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。

骨密度チェック
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　骨粗しょう症とは、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。
対　象　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と骨
粗しょう症の治療中の方を除く
と　 き　5月17日㈫・18日㈬9時
30分～11時、13時30分～15時

※ご都合の良い時間にお越しく
ださい。
※初日の午前中は混み合います。
ところ　保健センター
内　容　簡易骨密度測定、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。
参加料　無料
申込み　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ましょう。
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方

と　き　5月24日㈫　13時30
分～15時30分

ところ　保健センター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　 059-223-1616）

天体観望会
～火星の接近と木星の

観測～
文化会館　 382-8111　  382-8580

　屋上で望遠鏡を使って星空
観測をします。
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　5月14日㈯　19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプラ
ネタリウムギャラリーで受け付け

※曇天や雨天時は中止します。当日
の16時30分に判断しますので、文
化会館へお問い合わせください。

スライド説明会
｢伊奈冨神社七島池・
十宮古里遺跡｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986

と　 き　5月21日㈯　14時から
ところ　考古博物館

催 し 物

お 知 ら せ
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昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前
主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）
参加料　無料
申込み　5月20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

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）
入場料　無料

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

申込み　5月10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
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

と　き　5月18日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
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26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時
定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室
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㈫までに、電話で健康づくり
課へ

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級） 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　資格取得後、福祉・介護職
場に就労していただくために開
催します。
対　象　県内に住民登録して
いる75歳未満の方

ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
定　員　各39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（別途教材費が
必要）
申込み・問合せ　（福）三重県社
会福祉協議会 三重県福祉
人材センター（　 059-227-
　5160）
◆介護職員初任者研修
と　き　6月20日㈪～9月7日㈬
申込期間　5月2日㈪～6月9日
㈭（必着）
◆夏季集中講座　介護職員
初任者研修

と　き　7月21日㈭～8月31日㈬
申込期間　6月10日㈮～7月
11日㈪（必着）

すずたん広場
親子遊び・育児相談・
リトミックなど

総合政策課　 382-9038　 382-9040

対　象　未就園児と保護者
と　き　5月17日から7月20日ま
での毎週火・水曜日　9時45
分～11時30分

ところ　鈴鹿大学短期大学部
1階ほっとルーム

定　員　各10組
参加料　1組500円（保険料含
む）

※水曜日には1・2年生の学生が

と　き　9月2日㈮または14日
㈬　10時～12時
内　容　講話と運動体験（ビュ
ーティー・ペルヴィス）
定　員　各30人（先着順）
料　金　無料

健康セミナー
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

対　象　20歳～64歳の市民の方
ところ　保健センター
◆やせるスイッチ！ステップ・エク
ササイズ編
　最近太りやすくなったと感じた
ら、それは基礎代謝が減り始め
たせいかもしれません。楽しく効
果的な運動で｢脂肪のつきにく
い体づくり｣をしましょう。
と　き　6月30日㈭　10時～
12時　
内　容　運動と生活習慣病予
防の講話
定　員　25人（先着順）
参加料　無料
申込み　5月16日㈪から6月23日
㈭までに、電話で健康づくり
課へ

※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。
◆血液サラサラ！調理実習編
　健康診断で｢コレステロール
の値が高い｣と言われたけれど｢
特に気になる症状もないし…｣と
そのままになっていませんか。放
っておくと動脈硬化がすすみ、脳
卒中や心臓病などの大きな病気
を発症するおそれがあります。一
緒に食生活を見直しましょう。
と　き　6月15日㈬　10時～
12時30分
内　容　調理実習と講話
定　員　20人（先着順）
参加料　500円（材料費）
申込み　5月16日㈪から6月7日

プチ更年期世代の
リフレッシュセミナー

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　女性は生涯を通じてホルモンバ
ランスが大きく変動し、特に更年期
（45～55歳）は、心身の不調が生じ
やすい時期です。そんな更年期を
上手に乗り切るための講座です。
対　象　市内在住の30～59歳
の女性

ところ　保健センター
申込み　電話で健康づくり課へ
※基本講座を受講した方のみ、選
択講座の申込みができます。選
択講座は複数選択可能です（同
じ講座は1回限り）。
◆基本講座
○更年期=ココロとカラダの更衣！？
～助産師さんと一緒に語り
合おう～

と　き　6月14日㈫または16
日㈭　10時～12時
内　容　講話と座談会
定　員　各30人（先着順）
費　用　100円（お茶代）
◆選択講座
○カラダにやさしい癒されスイ
ーツ（栄養編）

と　き　7月4日㈪または12
日㈫　13時～15時
内　容　調理実習と講話
定　員　各30人（先着順）
料　金　300円（材料費）
○ココロもカラダもすっきり！整
理収納術

と　き　8月8日㈪または29日㈪
10時～12時
内　容　講話とグループワーク
定　員　30人（先着順）
料　金　100円（お茶代）
○カラダをきれいに整える骨盤
調整（運動編）

講座・教室

ころもがえ
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　この5月には、いよいよ「伊勢志摩サミット」が
開かれます。三重県では、開催地ということで
早くから関連のニュースを新聞やテレビで目に
しました。サミットでは世界経済や貿易の問題
が注目されていますが、主要なテーマには人権
問題や環境問題もあります。
　人権という言葉から日本国憲法の「基本的
人権の保障」を連想する人が多いと思います
が、これまでも国際連合や世界のさまざまな会
議で、人権を大切にする考え方が話し合われ
ており、世界では物事を進めていく上で、「人
権」はとても大切なベースとなる考え方です。
　このサミットの前には関連の行事として、5月
14日（土）に伊勢市で「子どもふるさとサミット」

が開催されます。県内の各地域の小中学生が
「郷土・国際理解・環境」をテーマに、郷土への
愛着と誇りをもち、異なる文化・伝統に立脚する
人 と々共生する態度を育むことを目的としてい
ます。
　本市からは、合川小学校の6年生が参加し、
地域の米作りの取り組みやこれまで国際理解
学習で外国の人たちへ発信してきたことなどを
報告します。また、市内の中学校に在籍する外
国人生徒も、多文化共生の視点で交流会に
参加します。このサミットを機会にさらに国際理
解・多文化共生について学びを深めてほしいと
思います。そして、子どもたちが積極的に参加
できる機会を学校や地域でも大切にしましょう。

伊勢志摩サミットと子どもふるさとサミット
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人権政策課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教育支援課 　382-9055　 382-9053

の5 月 納税

交代で参加、火曜日はスタッフの
み

申込み・問合せ　参加希望日の
前日までに、保護者とお子さん
の氏名（ふりがな）、お子さん
の年齢・月齢、住所、電話番号、
参加希望日、どれに参加を希
望するかを記入して、電子メ
ールまたはファクスで鈴鹿大
学短期大学部（　372-3900
　372-3903
　　hiroba@suzuka-jc.ac.jp）へ

管理薬膳師講座
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　西洋医学・東洋医学を融合し
た薬膳について本格的に学び
ます。
　日本薬膳学会認定資格｢管
理薬膳師｣を取得することが可
能です。
と　き　6月から平成29年2月
までの日曜日9時30分～16時
40分（全11回、計66時間）

ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念館
内　容　薬膳学、栄養学などの
講義と実習
定　員　30人（先着順）
受講料　6万円
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み　5月26日㈭まで（必着）に、
申込用紙に必要事項を記入
の上、ファクスで日本薬膳学
会事務局へ（　381-2386）

※申込用紙は日本薬膳学会ホー
ムページ（　 http://yakuzen.
　jpn.org/）で入手できます。
問合せ　鈴鹿医療科学大学
薬膳学会事務局（浦田
　 383-9208　内線9406）

鈴鹿医療科学大学公開講演会
｢アナと雪の女王における
｢もう一人の私｣とその変容｣
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　映画｢アナと雪の女王｣を心
理学的に分析すると、何が見え
てくるのか解説していただきます。
と　き　5月22日㈰　13時～
15時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6101講義室
講　師　今井晥弌さん（同大
学教授）
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（臨床心理コース　 383-
　8991　 383-9666）

○軽自動車税・・・・・・・全期
【納期限は5月31日㈫です】


