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認します。訪
問調査にかか
る時間は、一
般の新築住
宅で20分か
ら30分くらい
です。
※訪問調査を希望されない方は、
図面による調査ができる場合も
ありますのでご相談ください。

未登記の建物の所有者を
変更した場合や取り壊した
場合は年内に手続きを

資産税課　382-9007　　382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有してい
る方に課税されますので、年内
に名義変更や滅失の手続きがさ
れないと来年度も課税となる場
合があります。ご注意ください。
※登記されている建物については、
法務局への手続きが必要です。
◆所有者を変更したとき
　家屋補充課税台帳登録名義
人変更届に次の必要書類を添
付して資産税課へ
必要書類
　・相続の場合　相続関係が
分かる戸籍、遺産分割協議
書、印鑑登録証明書など
　・相続以外（売買や贈与等）
の場合　旧所有者の印鑑
登録証明書
◆建物を取り壊したとき
　滅失家屋申告書を資産税
課または地区市民センターへ
※各種様式は、市ホームページ
（生活ガイド→生活便利帳→税
金→未登記建物の名義を変更
するときは・家屋を取り壊した
ときは）からも入手できます。

第24回参議院議員通常
選挙に関するご案内
選挙管理委員会事務局

　382-9001　　384-3302

◆投票区の見直し
　白子第二投票区と白子第六
投票区の見直しを行いました。
東旭が丘五丁目自治会の区域
にお住まいの方は、今回の選挙
から投票所が変わります。
変更前　白子中学校（中旭が
丘4-5-62）
変更後　旭が丘小学校（東旭
が丘5-3-18）
◆投票所の変更
　栄公民館の建て替えが完了
したことから、栄第一投票所の
区域にお住まいの方は、今回の
選挙から投票所が変わります。
変更前　栄小学校（五祝町
1845-2）
変更後　栄公民館（五祝町
1073）

※投票所入場整理券にも記載します。
◆選挙公報
　選挙公報は、公示後準備が
でき次第、新聞折り込みで配布
されるほか、県選挙管理委員会
ホームページに掲載されます。
※新聞を購読していない方などで
選挙公報が必要な場合は、市選
挙管理委員会へご連絡くださ
い。自宅へ郵送します。

家屋調査に
ご協力ください

資産税課　382-9007　　382-7604

　市内で建物を新築、増築し
た際は、来年度の固定資産税
額を算出するために家屋調査
を行っています。調査は、資産
税課職員が訪問し、建築図面
から間取りを確認し、屋根・外
壁・各部屋の内装などに使わ
れている資材や設備状況を確

　

Jアラートで配信される
緊急地震速報の訓練放送と
モーターサイレンの
吹鳴訓練を行います

 防災危機管理課
　382-9968　　382-7603

　Jアラート（全国瞬時警報シス
テム）を利用した緊急地震速報
の訓練放送が全国一斉に実施
されます。本市でも、防災スピ
ーカーやコミュニティFM放送を
用いた訓練放送やモーターサ
イレンの吹鳴訓練を行います。
※気象・地震活動の状況などによ
り訓練を中止することがあります。
対象設備　市内93カ所に設置
された防災スピーカー、地区
市民センター・公民館・小中学
校などの館内放送、鈴鹿ヴォ
イスFM（78.3MHz）、市内
25カ所の消防団車庫などに
設置されたモーターサイレン

と　き　6月23日㈭ 10時15
分ごろから（1分半程度）
緊急地震速報放送内容
1.上り4音チャイム

策対害災市鹿鈴、はらちこ「.2
本部です。ただいまから訓練
放送を行います。」
3.緊急地震速報チャイム音

。すで震地大。報速震地急緊「.4
大地震です。これは訓練放
送です。」×3回

本策対害災市鹿鈴はらちこ「.5
部です。これで訓練放送を終
わります。」
6.下り4音チャイム
モーターサイレン吹鳴訓練内容
　出場信号「5秒吹鳴・6秒無
音」を5回繰り返し
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平成28年度
国民健康保険税

納税通知書を発送します
保険年金課　382-7605　　382-9455

　平成28年度の国民健康保険
税納税通知書兼特別徴収決定
通知書を、7月12日㈫に世帯主
様宛に発送します。期限内の納
付にご協力をお願いします。
※保険料（税）は月末に加入して
いる保険で発生します。そのた
め、現在は社会保険などに加入
中の方も、4月以降に国民健康
保険の加入期間がある方につ
いては、保険税の支払いが生じ
る場合があります。

将来、老齢基礎年金
（国民年金）を多く受けた
い方は付加年金の加入を
保険年金課　382-9401　　382-9455

　付加年金は、国民年金の付
加保険料を納めたことのある
人が、老齢基礎年金の受給権
を得たときに老齢基礎年金（国
民年金）に加算して支給されま
す。付加保険料を納めるために
は届出が必要で、届出を行った
月からの加入になります。
対　象　第1号被保険者（自営
業・農林漁業者などとその配偶
者、学生、任意加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受け
ている方、国民年金基金に加入
されている方、第 3号被保険者
（会社員・公務員に扶養されて
いる配偶者）は加入できません。
付加保険料　月額400円
加算される年金額　年間で
200円×付加保険料の納付
月数
申込み　年金手帳をお持ちの
上、保険年金課または地区

市民センターへ
問合せ　津年金事務所 
　（　059-228-9112）

労働保険の年度更新
手続きをお忘れなく

産業政策課　382-8698　　382-0304

　労働保険（労災保険・雇用
保険）の平成27年度確定保険
料と平成28年度概算保険料
の申告・納付期間は6月1日㈬
から7月11日㈪までです。
◆集合受付会
対　象　事業主
と　き　7月7日㈭・8日㈮・11
日㈪ 9時～16時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
持ち物　申告書の記載方法が
不明な場合は、次の資料を
お持ちください。
○概算・確定労働保険料／一
般拠出金申告書
○作成した平成27年度確定
分の賃金集計表
○一括有期事業のうち建設の
事業については、工事台帳
（請負金額や工期などが確
認できるもの）
○事業主印鑑（法人は代表者
印鑑）
◆電子申請もご利用ください
　労働保険の年度更新手続
きは、電子申請により労働局・
労働基準監督署へ出向かなく
ても、自宅・オフィスから、いつで
も手続きができます。詳しくは、
電子政府の総合窓口（　http://
www.e-gov.go.jp/）へ
問合せ　三重労働局労働保
険徴収室（津市島崎町
327-2　059-226-2100）

企業求人ブースで
紹介する企業を
募集します

産業政策課　382-8698　　382-0304

　㈱名大社が名古屋市内など
で実施する就職・転職イベント
に、鈴鹿市内の中小企業求人
紹介ブースを設けます。求人紹
介は㈱名大社が行いますので、
会場へ行く必要はありません。
対　象　市内に本社または工
場・事業所を有する中小企業
（製造業・建設業）で、今年度
または来年度に正社員の採用
（特に新卒）予定がある企業
紹介期間　9月30日㈮まで
募集数　20社程度
紹介料　無料
申込み　7月5日㈫までに、電
話で産業政策課へ

※後日、求人に必要な情報を提出
していただきます。
※詳しい内容などは申し込み時に
説明します。

下水道排水設備
工事責任技術者試験が

実施されます
給排水課　368-1674　　368-1685

対　象　下記のいずれかに該
当する方
　・排水設備工事などの設計ま
たは施工に2年以上の実務
経験を有する方
　・高等学校などにおいて、土
木工学科等を卒業した方
　・専修学校などにおいて、土



132016・6・5

電　話 電子メール ホームページファクス

2331　http://www.mie-
　kousha.or.jp/）へ
※申込書は、（公財）三重県下水道
公社へ郵送依頼または同公社ホ
ームページで

農地中間管理事業に係る
農地の借り受け者を
募集しています

農林水産課　382-9017　　382-7610

　三重県農地中間管理機構で
は、農家（出し手）から農地を借
り受け、規模拡大を考えている
担い手農家など（受け手）に対
して一定のルールに基づいて
貸し付ける、農地中間管理事
業を実施しています。農地の借
り受けを希望される方は、同機
構が募集する受け手の公募に
応募してください。
申込み　6月20日㈪までに、農

木またはこれに相当する課程を
修了した方

　 ・職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設にお
いて配管科を修了した方
　・高等学校等を卒業し、排水
設備工事などの設計または
施工に1年以上の実務経験
を有する方
と　き　11月30日㈬13時か
ら
ところ　県総合文化センター
生涯学習センター4階（津市
一身田上津部田1234）
受験料　8,000円
申込み・問合せ　8月1日㈪か
ら29日㈪までに、申込書に
必要事項を記入の上、（公
財）三重県下水道公社
　（〒515-0104　松阪市高須
町3922番地　0598-53-

用地等借受申込書を同機構、
市農林水産課、JA鈴鹿農畜
産課のいずれかへ

※農用地等借受申込書は、市農林
水産課、JA 鈴鹿農畜産課で配
布するほか、同機構ホームペー
ジから入手できます。
問合せ　（公財）三重県農林
水産支援センター農地中間
管理課（　0598-48-1228）
または市農林水産課へ

市長の資産を公開します
秘書課　382-7601　　384-2561

　｢鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例｣第5条の規定に基づき、市長の｢資産等補充報告書｣、｢所得
等報告書｣、｢関連会社等報告書｣の内容の概要を公表します。報告書の原本は秘書課で閲覧できます。ま
た、報告書の概要は市ホームページ（行政ガイド→情報公開・市民の声→情報公開・個人情報保護→市長
の資産公開）で公表しています。

◆資産等補充報告書
　平成27年5月2日から12月31日までに増加した
資産で、同年12月31日時点で有する資産を記載
したものです。
（1）土地　該当なし
（2）建物の所有を目的とする地上権または土地
の賃借権　該当なし

（3）建物　該当なし
（4）預金・貯金　404万3,709円
（5）有価証券　金銭信託：35万円
（6）自動車・船舶・航空機・美術工芸品　該当なし
（7）ゴルフ場の利用に関する権利　該当なし
（8）貸付金　該当なし
（9）借入金　該当なし（－116万2,636円）
※参考として、減少した金額をマイナス表示しています。

◆所得等報告書
　平成27年中の所得を記載したものです。
（1）不動産所得　23万919円（賃貸料）
（2）給与所得　1,587万7,840円（鈴鹿市ほか）
（3）雑所得　1万円（原稿料）
◆関連会社等報告書
　平成28年4月1日時点で、報酬を得て会社その
他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場
合、その名称、住所、職名を記載したものです。

会社その他の法人の名称(住所)
三重県農業共済組合連合会
(津市桜橋１丁目649)
三重県観光連盟
(津市羽所町700)
三重用水土地改良区

(四日市市平尾町大池2765-3)

理　事

理　事

理　事

役員、顧問その他の職名
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ホストファミリーを
募集しています
 （公財）鈴鹿国際交流協会

　　　383-0724　　383-0639　 　
　　sifa@mecha.ne.jp

　本市と友好都市のベルフォンテ
ン市（米国）は、毎年生徒を派遣ま
たは受け入れて交流しています。
今年は本市に生徒を迎え入れる
ことから、生徒を自宅に受け入れ
るホストファミリーを募集します。
と　き　7月28日㈭夕方～8
月1日㈪昼
訪問者　男子生徒5人、女子
生徒3人、男性引率者1人、
女性引率者2人
募集数　11家族（うち3家族
は引率者の受け入れ）
申込み　7月10日㈰までに、住
所、氏名、電話番号、家族構
成を記入の上、ファクス・電
子メールまたは電話で鈴鹿
国際交流協会へ

※家族構成を基にマッチングします。
◆ホストファミリー説明会　
と　き　7月23日㈯13時30
分から

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

天野奨学金奨学生を
募集します

学校教育課　382-7618　　382-9054

　石薬師町出身の故天野修一
さんのご遺族のご厚志によっ
て設けられた奨学金です。
対　象　保護者が市内に在
住し、学業成績優秀、品行
方正であり、学資に困ってい

る高校生以上の学生
奨学期間　奨学生として決定
を受けた学校に在学する期
間（毎年度審査有り）
奨学金額（給付月額）
　・高校　 6,000円
　・高専・短大　7,000円
　・国・公立大学　1万円
　・私立大学　1万4,000円
申込み　6月30日㈭までに、学
校教育課に備え付けの申込
用紙に記入の上、必要書類
を添えて学校教育課へ

地球温暖化防止に
取り組みましょう

環境政策課　382-7954　　382-2214

　環境省では6月を｢環境月間｣
と定めており、全国各地で地球
温暖化防止に向けたさまざまな
取り組みが行われます。
　本市ではこの1カ月間、市役
所本館での懸垂幕の設置と、地
球温暖化防止や自然環境に関
するパネルや緑のカーテンの展
示などの啓発活動を行います。
この機会に、私たちを取り巻く環
境について考えてみませんか。
◆地球温暖化防止のために
今日から始める6つの取組み

　1　アイドリングをなくす
　2　蛇口はこまめに閉める
　3　エコ商品を選んで購入する
　4　冷房は28℃、暖房は20℃
　を目安に温度設定する
　5　ごみを減らす
　6　照明をこまめに消す

ウミガメの足跡を
見つけたらご連絡を

環境政策課　382-7954　　382-2214

　60年ほど前までは、市内の海
岸でもアカウミガメがたくさん産
卵していましたが、海の汚染や
乱獲のため産卵数は減ってし
まいました。
　近年では、30年ほど前からの
保護活動により、ウミガメの上
陸・産卵が少しずつ回復してき
ています。昨年は、市内での上
陸・産卵は確認されませんでし
たが、一昨年は上陸が6回、うち
4回は産卵が確認できています。
　ウミガメの足跡を調査すること
は、ウミガメの保護につながりま
す。海岸でウミガメの足跡を見つ
けたら、環境政策課またはウミガ
メネットワークにご連絡ください。
問合せ　ウミガメネットワーク
（米川　 090-5600-0221
　　umigamenet@live.jp）

暴力のないまちを
目指すために

交通防犯課　382-9022　　382-7603

　暴力団とは、いつ、どこで、何
が発端で関わりができるかもし
れません。市民の皆さんや企
業が、暴力団員などから不当要
求を受けた場合、大切なことは、
一人で悩まず、警察、暴力追放
三重県民センター、弁護士に
早く相談することです。
　本市では、平成23年4月1日
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ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課　382-7935　　382-7607

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で3カ月以上｢ね
たきり｣などの症状により、寝
具の衛生管理が困難な40
歳以上の方

と　き　7月中
内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれかの
ふとんで、サイズは問いませ
ん。対象者一人当たり2枚ま
でで、1週間から10日間程お
預かりします。

※毛布は対象外です。
費　用　無料（貸ふとんは有料）
申込み　6月30日㈭までに、地
域包括支援センターなどを通
じて申請書を長寿社会課へ
※お住まいの地区の地域包括
支援センターの連絡先など、詳
しくは長寿社会課へ
※次回は10月に募集します。

国税局で税務職員を
募集しています

市民税課　382-9446　　382-7604

対　象　平成28年4月1日に
おいて高等学校または中等
教育学校を卒業した日の翌
日から起算して3年を経過し

から鈴鹿市暴力団排除条例を
施行しています。みんなの力で、
明るいまちをつくりましょう。暴
力団に関する通報・相談は、警
察署･交番･駐在所または下記
の相談電話へ
◆無料暴力相談電話
　　388-1104（鈴鹿警察署）
◆暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザゼロ）

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　　382-9054

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要です。
6月上旬に郵送で案内しますの
で、6月30日㈭までに必要書類
とともに提出してください。
　この届けは、引き続き受給する
要件を満たすかどうかを確認す
る大切な手続きです。手続きが
ないと、6月分以降の支給が停止
されますのでご注意ください。
※別居児童の住所地が海外の場
合は、子ども政策課窓口での手
続きが必要です。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で 6月分からの児童
手当を申請した方は、現況届を
提出する必要はありません。
必要書類
○手当を受けている方が厚生
年金などの被用者年金に加
入している場合は健康保険
被保険者証の写しまたは年
金加入証明書
○平成28年1月2日以降、本市
に転入した方は、平成28年
度（平成27年分）所得課税
証明書（平成28年1月1日現
在住民登録のあった市町村
から取り寄せてください）

※その他、状況により提出してい
ただく書類があります。

ていない方、平成29年3月ま
でに高等学校または中等教
育学校を卒業する見込みの
方、および人事院がこれらに
準ずると認める方
申込期間　
　・インターネット　
　6月20日㈪9時～29日㈬
　・郵送　
　6月20日㈪～22日㈬
　（消印有効）
　・持参　
　6月20日㈪～22日㈬17時
試験日　
　第1次試験：9月4日㈰、
　第2次試験：10月12日㈬～
21日㈮のいずれか指定する日
問合せ　名古屋国税局人事
第二課 （　052-951-3511
内線3450     http://www.
　nta.go.jp/nagoya/）

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　6月26日㈰ 9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　6月29日㈬・30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。

休日受付
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プラネタリウムと
天体観望会

文化会館　382-8111　　382-8580

◆プラネタリウム
と　き　6月18日㈯～9月25
日㈰10時30分から、13時
30分から、15時から

ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　
○夏の星座解説「マウイの釣針」
　さそり座はその形から、そ
れぞれの地方に特有の物
語があります。今回はニュ
ージーランド島に伝わる、
マウイの釣針のお話です。
○新番組「ジャックと豆の木
～星の国だいぼうけん～」

　ジャックの家の宝物を星の
国に住む悪い巨人に盗まれ
ました。ジャックは雲の上の
星の世界まで伸びる豆の木

を育てて、宝物を取り返しに
行きます。プラネタリウムの
スクリーンいっぱいにジャック
の活躍を投映します。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。
◆天体観望会
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　6月11日㈯ 19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容　ガリレオと木星～君は
ガリレオになれるか？～
　　天体望遠鏡で木星を観測
して、ガリレオが発見した4個
の衛星を探します。また、月や
火星、土星なども観測します。
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
プラネタリウムで受け付け
※曇天や雨天時は中止します。当日
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。

鈴鹿市少年相撲大会
スポーツ課　382-9029　　382-9071

　力士と一緒にちゃんこ鍋も
楽しめます。
対　象　小学生男女
と　き　6月26日㈰8時集合
※荒天の場合は7月3日㈰
ところ　 江（ 場撲相館道武 島
台 2-6-1）

内　容　
・個人戦（3 年生以下、4・
5・6 年生の各部）

・団体戦（先鋒：4年生、中堅：
5 年生、大将：6 年生）
※経験者部門、未経験者部門に分
けて実施する予定
※各部門1～3位を表彰します。
参加料　無料
申込み　6月17日㈮までにスポ
ーツ課へ
※親子deすもう教室を8時45分
から開催します。

親子 de すもう教室
スポーツ課　382-9029　　382-9071

対　象　年中（4歳）以上小
学生以下の親子 （男女は
問いません）

と　 き　6月26日㈰、7月3日
㈰・9日㈯・16日㈯・23日㈯
13時から（全5回）　

※6月26日㈰が荒天で延期になっ
た場合は7月3日㈰が1回目とな
り、5回目は7月30日㈯
※1回目は鈴鹿市少年相撲大会とと
もに行うため8時45分開始
ところ　武道館相撲場（江

告
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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。
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～17時）
ところ　市役所本館15階展
望ロビー

鈴鹿市民大学文芸学科
｢活字文化よ！勢いを

）回3第（｣！せどもり取
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755 

と　き　7月13日㈬ 13時30
分～15時30分

ところ　文化会館2階第1研
修室
内　容　小説の書き方、私小
説の書き方
講　師　松嶋節さん、藤田充
伯さん
定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講日｢7月13日｣、
住所、氏名、電話番号を記
入の上、電話・はがき・ファク
スで（公財）鈴鹿市文化振
興事業団（〒513-0802　
飯野寺家町810）へ

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　6月8日㈬から先着順
受け付け。水泳場窓口（御薗町
1669）またはホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
　ベビーマッサージで赤ちゃん
と対話しましょう。またママビク

島台2-6-1）
定　員　20組（先着順）
講　師　鈴鹿市相撲連盟派
遣講師
参加料　親子で2,500円（ス
ポーツ安全保険料を含む）
申込み　6月9日㈭から21日
㈫まで（13日㈪は休館日）
の9時～20時に、参加料を
添えてAGF鈴鹿体育館（市
立体育館 江島台1-1-1）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会 
（　387-6006）

寺院・官衙シリーズ講演会
奈良の都の寺を掘る①
考古博物館　374-1994　　374-0986

と　き　6月25日㈯14時から
ところ　考古博物館講堂（国
分町224）
内　容　唐招提寺で近年実
施された発掘調査の成果
講　師　岡田雅彦さん（橿原
考古学研究所）
聴講料　無料
※講演会参加者は常設展の観覧料
も無料
申込み　不要

教科書展示会
教育指導課　382-9056　　383-7878

　小学校、中学校、高等学校の
教科書見本の一部を展示します。
と　き　6月17日㈮～30日㈭ 
9時～17時（土曜日は10時

スは産後の体をシェイプアップ
させます。
対　象　2カ月から歩く前ま
でのお子さんと母親

と　き　6月15日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

※どちらかの時間帯を選択
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
　カエル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　6月16日㈭10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）

盆おどり講習会
文化振興課　382-7619　　382-9071

対　象　小学生以上
と　き　7月3日㈰9時30分
～11時30分
ところ　市民会館2階展示室
内　容　鈴鹿おどり　ほか
参加料　300円
申込み　不要
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟（　382-2915）

※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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8月5日㈮、9月1日㈭、10月14
日㈮、11月11日㈮、12月2日
㈮ 10時～15時、平成29年1
月20日㈮10時～13時30分

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　食生活や健康づくり
に関する講義と調理実習
定　員　25人（先着順）
参加料　調理実習1回につき
500円（材料費）
※調理実習は4回
申込み　電話で健康づくり課へ

地元産小麦｢あやひかり｣で
うどん・パスタ・ナンなどを

作りませんか
農林水産課　382-9017　　382-7610

　地元で生産した農産物を地元
で消費する｢地産地消｣を推進す
るため、地元産小麦を使ったうど
んやパスタ、ナンなどの料理作り
の出前講座を行います。少人数
でもお受けしますので、希望する
グループの方はご連絡ください。

で健康づくり課へ　
※持病があり治療中の方は、主治医
に確認の上申し込んでください。
※バレトンとは、バレエ・ヨガ・フィ
ットネスを組み合わせた新感覚
のエクササイズです。
※託児はありませんが、②の時間帯
はお子さんを連れて参加できます
（要抱っこ紐）。

栄養教室
食生活改善推進員養成講座
健康づくり課　327-5030　　382-4187

　講義や調理実習などを通し
て、食生活や健康づくりをおい
しく楽しく学び、学んだことを将
来ボランティアとして普及・啓発
していただくための教室です。
男性の参加も歓迎します。
対　象　市内在住18歳以上で、
7回の講座全てに参加でき、講
座終了後に食生活改善推進員
（ヘルスメイト）としてボランティ
ア活動を行う意欲のある方

と　き　7月8日㈮ 10時～12時、

健康セミナー
｢やせるスイッチ！
～バレトン編～」

健康づくり課　327-5030　　382-4187

　ライフスタイルは変わらない
のに｢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。イ
ンストラクターと一緒に、簡単・
効果的な運動で｢脂肪のつきに
くい体づくり｣をしませんか。
対　象　20歳～64歳の市内
在住の方

と　き　7月7日㈭①9時～10
時30分、②10時30分～12時

※どちらかの時間帯を選択
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　運動（バレトン）と生活
習慣病予防の講話
定　員　各20人（先着順）
費　用　無料
申込み　6月13日㈪から電話

目指せ！認知症サポーター1万人！　　
 認知症サポーターとは、認知症サポーター養成講座を受講し、認知
症を正しく理解することで、認知症の人や家族を温かく見守り、支援
する応援者のことです（平成28年3月末現在鈴鹿市で5,841人）。
　本市では、認知症の知識と理解の普及のため、認知症サポータ
ー養成講座の開催を進めており、現在講座の開催を希望される
自治会や企業、学校などを募集中です。

認知症サポーター養成講座のご案内
対　象　市内に在住の方　　　　　　　と　き　7月1日㈮19時～20時30分
ところ　市役所本館12階1203会議室　定　員　50人（先着順）
申込み　6月6日㈪から、氏名、電話番号を電話・ファクス・電子メールまたは直接健康福祉政策課へ
※今回は「公益社団法人認知症の人と家族の会三重県支部」代表の下野和子さんにもお話していただきます。

健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp
382-9012　    382-7607

住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために
鈴鹿市地域包括ケアシステム
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　子どもは一人の人間として最大限に尊重さ
れ、守られなければなりません。近年、児童虐待
による死亡事例、児童買春・児童ポルノなど、子
どもが被害者となる事案が後を絶ちません。ま
た「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の
施行に見られるように、子どもを取り巻く養育環
境が過酷な状況になっており、家庭や地域とい
った生活の基礎となるところでさえ、子どもの人
権が守られにくい状況になっているといえます。
　子どもの人権を守るためには、周囲の大人
が正しい人権意識を持って子どもたちに接する
ことで、「自分は守られていいんだ！」という意
識を子ども自身にも持たせることが大切です。
大人が良いお手本となってあげられるよう、今
一度自分の人権意識を見直してみましょう。

　子ども自身が自分の人権について相談でき
る方法として、次のものがあります。子どもたち
を守る方法として、ぜひ覚えておいてください。
○子どものための人権相談

（ 番011権人のもど子　 　0120-007-110）
　フリーダイヤルなので無料で通話できます。
○子どもの人権SOSミニレター
　子どもの人権110番へ電話すると入手でき 
　ます。相談したいことを書いてポストに投函
　すると、最寄りの法務局・地方法務局に届き
　ます。切手は不要です。
○インターネット人権相談受付窓口
　24時間受け付けています。　　　　　　
　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/
　　jinken113.html

子どもの人権を考える
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214
kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp子ども家庭支援課 　382-9140　 382-9142

費用など詳しくは、ご相談ください。
問合せ　Agriロマン鈴鹿（豊田
　090-5033-3375　379-1048）

福祉・介護・看護の就職フェア
長寿社会課　382-7935　　382-7607

対　象　福祉・介護・看護の職
場に就職希望または関心のあ
る一般・学生
とき・内容　6月19日㈰ 10時
30分～12時 就活応援セミナ
ー「働き始めた自分を見据え
た就職活動の仕方」、13時
～15時30分 福祉・介護・看
護の就職フェア（各事業所ブ
ース開設、相談コーナー）

ところ　四日市都ホテル（四日
市市安島1-3-38）
託　児　有り
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会　三重県福祉人
材センター（　059-227-5160）

※託児を希望される方は6月16日
㈭までに同センターへ

消費税軽減税率
早わかりセミナー

産業政策課　382-8698　　382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　6月27日㈪14時～15
時30分

ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール（飯野寺家町816）

内　容
　・消費税軽減税率制度とは
（対象品目、経理処理など）
　・インボイス制度、経過措置とは
　・軽減税率にまつわる12の設
問ほか
講　師　西村伸郎さん（ジャイ
ロ総合コンサルティング（株）
取締役社長）　
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所
申込み　6月20日㈪までに、電話
で鈴鹿商工会議所（　382-
　3222）へ

光で発電！一から作る、
あなたが作る太陽電池
総合政策課　382-9038　 382-9040

シリコン太陽電池を一から作って、
モーターを回す体験をします。科学・
技術の楽しさに触れてみませんか。
対　象　中学生
と　き　9月3日㈯・4日㈰ 9時～
17時

※両日同じ内容
ところ　鈴鹿工業高等専門
学校電気電子工学科棟内
実験室（白子町）
定　員　各10人（先着順）
受講料　無料
申込み　8月5日㈮17時までに、
鈴鹿高専ホームページ（地域
の皆様→公開講座・大会）で
問合せ　鈴鹿高専総務課
（　368-1717　 387-0338）

の6 月 納税
○市民税・県民税…全期・1期
【納期限は6月30日(木)です】
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