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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。

　

亀山市と救急の相互応援を
実施します

消防課　382-9155　 383-1447

　亀山市との境界付近の傷病
者を速やかに救命するため、
「鈴鹿・亀山境界付近の救急
相互応援に関する覚書」を亀
山市と取り交わしました。対象
区域において、心肺機能停止
状態など重篤な状態が予想さ
れる傷病者が発生し、他の救
急搬送などにより到着まで時
間がかかる場合に応援要請を
行います。
　対象区域で119番通報した
場合、亀山市の救急車が来る
ことがありますが、救急隊の
行う処置などに違いはありま
せんのでご了承ください。
鈴鹿市が応援を受ける区域
  東庄内町、広瀬町、小田町、和
泉町、八野町、三宅町
鈴鹿市が応援する亀山市の区域
  川崎町、能褒野町、田村町、み
どり町、井田川町、川合町、和田
町、菅内町(国道306号東側)

議会報告会
議事課　382-7600　 382-4876

とき・ところ　10月25日㈫
　・鼓ヶ浦公民館(10時～11時45分)
　・合川公民館(19時～20時45分)
　・箕田公民館(19時～20時45分)
　・玉垣公民館(19時～20時45分)
内　容　
　・第1部　9月定例会で審議を
行った昨年度決算などの報告
と質疑応答
　・第2部　各常任委員会の調査
事項報告、意見広聴(自由なご
意見をお聴かせください)

臨時福祉給付金と障害・
遺族年金受給者向け給付金
の受付を開始しました

臨時給付金室　　382-9886　 382-9887

　平成28年度臨時福祉給付金
と低所得の障害・遺族基礎年
金受給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。対象と思われる方に申請
書を発送しましたので、必要書
類を添付の上、申請書を提出し
てください。この給付金を受け
取るためには、受付期限までに
申請する必要があります。
対　象　平成28年度分の市
民税・県民税が課税されて
いないなど、給付金の支給
要件を満たす方

※課税されている方の扶養親族に
なっている方などは対象外です。

※対象と思われるのに申請書が
届いていない方は、お問い合わ
せください。
受付期限　平成29年1月31日㈫

B型肝炎ワクチン
接種費用助成

健康づくり課　382-2252　 382-4187

対　象　平成28年3月31日以
前に生まれた1歳未満で、本
市に住民票のある方
と　き　10月1日㈯～平成29
年3月31日㈮ 
ところ　実施医療機関
助成金額・回数　1回2,000
円、3回まで
持ち物　母子健康手帳、健康保
険証、予診票、在留カード(外
国籍の方)

※予診票は市内実施医療機関にあ
ります。市外の医療機関で接種す
る場合は、事前に母子健康手帳、
在留カード(外国籍の方)を持って
健康づくり課(保健センター内 西
条5-118-3)へ

教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

と　き　10月25日㈫14時45
分から
ところ　桜島小学校(桜島町
4-12)
定　員　10人(希望者多数の場
合は抽選)



臓器提供の
意思表示にご協力を

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　臓器移植は、臓器の機能が
著しく低下し移植によってのみ
その回復が見込まれる人に対
して行う医療です。臓器移植を
広げていくには、私たち一人一
人が臓器提供について考え、
家族と話し合い、運転免許証
や健康保険証の意思表示欄に
意思を表示をしておくことが大
切です。
問合せ　(公財)三重県角膜・
腎臓バンク協会(　059-
224-2333平日8時30分～
～17時15分

国民年金後納制度で将来の
年金額を増やせます

保険年金課 　382-9401　 382-9455

　過去5年間に納め忘れた保
険料を納付することにより、将
来の年金額を増やすことがで
きる制度です。年金を受給でき
なかった方でも、この制度を利
用することで年金が受けられ
る場合があります。
対　象　20歳以上で過去5年
以内に国民年金保険料の納
め忘れの期間や未加入期間
がある方（老齢基礎年金を
受給している方は除く）
問合せ　津年金事務所(　059-
　228-9112)

申込み　当日13時45分から14
時35分まで、同小学校玄関
で受け付け

総合計画２０２３の
アンケート調査にご協力を
行政経営課　382-9005　 382-9040

　平成28年度から始まった総
合計画２０２３では、都市の状
態の達成度を測る成果指標を
設定しており、これを調べるた
めにアンケート調査を実施し
ます。調査票が届いた方はぜ
ひご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上の
方から、4,000人を無作為抽出
し、調査票を発送しています。
実施期間　10月31日㈪まで
回答方法　調査票に記入の
上、返信用封筒で返送

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

と　き　10月28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。

電　話 電子メール ホームページファクス
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市・県民税の申告や所得税の確定申告に
マイナンバーが必要になります

市民税課　382-9446　 382-7604

　平成29年度の市民税・県民税の申告や平成28年分の所得税の
確定申告から、個人番号(マイナンバー)の記載や個人番号確認書
類、本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

「個人番号カード」を持っ
ている方

「個人番号カード」は持
っていないが、「個人番
号通知カード」を持って
いる方

運転免許証、パスポート、
在留カード、公的医療
保険の被保険者証、身
体障害者手帳などのう
ちいずれか一つ

個人番号の記載がある
住民票の写し

「個人番号カード」
※写しの場合は両面

どちらも持っていない方 同　　上

不　　要

個人番号確認書類 本人確認書類

「個人番号通知カード」



◆下水道は大切に使ってください
○油を下水道に流すと管などを
傷めたり、環境に負荷がかか
ります。油のついた食器など
は、キッチンペーパーなどでふ
き取ってから洗い、油を含んだ
スープ類は、浮いた油を除いて
から流してください。

害除「、は方の店食飲・所業事○
施設」を通してから、下水道に
流してください。除害施設は、
油や残飯でいっぱいになって
いると十分な効果がありませ
んので、適時清掃・点検をして
ください。

一定面積以上の大規模な
土地取引には国土法に
基づく届出が必要です
都市計画課　382-9024　 384-3938

　国土利用計画法では、土
地の乱開発や無秩序な土地
の利用を防止するために、一
定面積以上の大規模な土地
を取引した場合、権利取得者
(買主など)が契約を締結した
日を含めて2週間以内に、市
を経由して知事に届出するこ
とと定められています。
届出が必要な土地の面積　
①　市街化区域　2,000㎡以上
②　①を除く都市計画区域　
5,000㎡以上
③　都市計画区域外の区域　
1万㎡以上

※届出をしなかったり、虚偽の届
出をした場合は、法律で罰せら
れることがあります。また、取引
の形態によっては届出が不要な
場合があります。

※取引する土地の区域が不明な場
合や届出手続きについては、都
市計画課へお問い合わせくだ
さい。

三重県最低賃金が
時間額795円に改定

産業政策課　382-8698　 382-0304

　三重県最低賃金は、10月1日
から24円引き上げられて、時間
額795円に改定されています。
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。ただし、特定
の産業に該当する事業場で働
く労働者には、特定(産業別)最
低賃金が適用されます。
※中小企業支援のための助成金
制度などがありますのでご利
用ください。
問合せ　三重労働局賃金室
　(　059-226-2108)

事業主の皆さん
労働保険に必ず加入を
産業政策課　382-8698　 382-0304

　労働保険(労災保険と雇用
保険)は、政府が管理・運営して
いる強制的な保険であり、農
林水産業の一部を除き、労働
者を一人でも雇用している場
合、事業主または労働者の意
思の有無に関わりなく必ず加
入することが法律で定められて
います。
　事業主が労災保険の加入手
続を怠っていた期間中に労災
事故が発生した場合、さかのぼ
って保険料を徴収するととも
に、労災保険から給付を受け
た金額の100％または40％を
事業主から徴収することになり
ます。労働保険の加入手続きを
していない事業主は、速やかに
加入手続きをしてください。
問合せ　三重労働局労働保険
徴収室(　059-226-2100)、
　ハローワーク鈴鹿(　382-
8609)

　公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　368-1674　 368-1685

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化など
により、水路から汚れた水がな
くなり、蚊やハエなどの発生を
防いで伝染病を予防し、清潔
で快適な生活環境が確保され
ます。また、家庭や工場から流
された汚水は処理場できれい
にされ、海や川がきれいになり
ます。供用が開始している地域
の方は、下水道に接続してくだ
さい。
◆ご注意ください
○下水道に接続するための「排
水設備」は、供用開始後1年以
内に設置していただかなけれ
ばなりません。くみ取り便所
は、3年以内に水洗便所に改
造し、公共ますに接続してくだ
さい。
○排水設備工事が適正に施工
されるよう工事店の指定を
行っており、｢鈴鹿市排水設
備指定工事店｣でないと下水
道の排水設備工事はできま
せん。

※契約するときは、後でトラブルが
生じないように、工事の内容・支
払方法などを十分に検討し納得
のいく内容で契約しましょう。
○公共下水道への接続切り替え
工事を行っていただく費用に
対する「融資あっせん制度」が
ありますので、指定工事店に
お問い合わせください。

※上下水道局では、下水道への接続
を普及促進するため戸別訪問をし

分身「、は者るすい伺お。すまいて
証明書」を携帯しています。不審
な点があれば確認してください。

16 2016・10・5



性的マイノリティ
人権相談をご利用ください
人権政策課　382-9011　 382-2214

津地方法務局人権擁護課と
三重県人権擁護委員連合会で
は、性同一性障害などの性的
マイノリティに関する人権問題
への取り組みを強化するため、
「性的マイノリティ人権相談強
化期間」を実施し、電話相談受
付終了時間を延長します。相談
は無料で秘密は厳守します。
と　き　10月17日㈪～28日
㈮8時30分～18時(土・日曜
日は除く)
※強化期間以外は、平日の8時30
分から17時15分まで、同じ電話
番号で受け付けています。
相談電話　　059-228-4711
問合せ　津地方法務局人権擁
護課(　059-228-4193)

行政相談をご利用ください
市民対話課　382-9004　 382-7660

行政相談とは、国やNTTな
どの特殊法人などに対する苦
情や意見、要望をお聞きし、そ
の解決促進を図る制度で、本市
は総合相談開催日に行っていま
す。開催日や会場は毎月の広報
すずか20日号をご覧ください。
なお、日時のご都合が合わ

ないときは、総務省三重行政
評価事務所行政相談課（津市
丸之内26-8津合同庁舎3階
0570-090110（PHSやIP電話

などは　059-227-1100）平日
8時30分～17時15分）をご利用
ください。

暮らし何でも相談会
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答えします。
と　き　10月22日㈯10時～
16時
ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388)
相談料　無料
申込み・問合せ　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
曜日10時30分～16時）へ

防犯カメラの適正な設置
および運用に関する条例（案）と

鈴鹿市自転車駐車場
整備方針(案)への意見募集
交通防犯課　382-9022　 382-7603

意見を提出できる方
　・市内に在住・在勤・在学の方
　・市内に納税義務を有する方
　・本条例や方針に利害関係を有
する方
募集期間　防犯カメラの適正
な設置および運用に関する条
例（案）は９月30日㈮～10月
30日㈰、鈴鹿市自転車駐車場
整備方針（案）は10月5日㈬～
11月4日㈮(当日消印有効)
閲覧場所　交通防犯課、総務
課、地区市民センター、市ホー
ムページ
提出方法　件名「防犯カメラの
適正な設置および運用に関する
条例（案）への意見」または「鈴
鹿市自転車駐車場整備方針
（案）への意見」、住所、氏名、意
見を記入の上、直接またはファク
ス、電子メール、郵送で交通防犯
課(〒513-8701(住所不要))へ

※寄せられた意見は個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジなどで11月下旬ごろに公表し
ます。個別には回答しません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

農業ジョブトレーナー
養成講座

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

農業ジョブトレーナーとは、
農業に参入している市内福祉
事業所や、障がい者を雇用する
農業法人などからの支援依頼
に応えて出向き、障がい者に農
業の指導をしたり、農産物の品
質と生産管理を向上させたりし
て、農業分野における障がい者
雇用の促進を目的に活動する
方です。
この養成講座修了後、農業

ジョブトレーナーとして登録・
活動していただきます。活動に
対して報酬などを支払います。
対　象 農業分野の知識や経
験が豊富な方(年齢は問いま
せん)
と　き 11月8日㈫・9日㈬・
17日㈭の3日間9時～16時
ところ 市役所本館2階206
会議室など
定　員 5人程度(簡単な面接
で選抜します)
受講料 無料
申込み 10月25日㈫までに
電話・ファクスで社会福祉法
人朋友(　385-7878　 385-
2829）へ

※この事業は、地方創生加速化交
付金を活用して、本市が朋友に
委託して実施するものです。

電　話 電子メール ホームページファクス
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総合防災訓練
防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

　発生が予測される南海トラ
フを震源とする地震に備え、市
民の皆さんや企業、防災関係
機関と連携した鈴鹿市総合防
災訓練を実施します。
と　き　10月16日㈰ 9時～12
時
ところ　県消防学校(石薬師
町452)
内　容　地震発生時に身を守
る訓練、大津波からの避難
訓練、市民による避難所開
設訓練、特殊車両や防災啓
発の展示など

不思議の国のアリス  
鈴鹿市立図書館

図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　体験型謎解きイベントです。
『不思議の国のアリス』から逃
げ出したキャラクターたちのい
たずらによって、物語の世界へ
と取り込まれていく図書館を、
参加者の皆さんが難問に立ち
向かって日常を取り戻すという
設定です。
対　象　高校生以上
と　き　10月28日㈮18時15
分～20時

※この日は休館日です。イベント参
加者以外は入館できません。
ところ　図書館
定　員　30人(応募者多数の
場合は抽選)
参加料　無料
申込み　10月13日㈭まで（必
着）に、電子メール・往復は
がきで図書館へ
○電子メールの場合は件名を

「不思議の国のアリス × 鈴
鹿市立図書館申し込み」と
し、本文に①参加者氏名(フ
リガナ)・②住所・③年齢・④
電話番号・⑤電子メールアド
レスを記入

※図書館からのメールを受信でき
るよう設定しておいてください。
○往復はがきの場合は往信表
面に〒513-0802 飯野寺家
町812　鈴鹿市立図書館、
往信裏面に上記①～④、返
信表面に郵便番号、住所、氏
名を記入

キッズチャレンジスポーツ
鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809　

　レクリエーションやディスク
ゴルフ、ハンドボールなどのス
ポーツにチャレンジしながら、
全身運動を楽しみます。
対　象　小学1～3年生
※ディスクゴルフのみ保護者も参加
できます。
と　き　11月20日㈰・23日（水・
祝）・26日㈯、12月3日㈯の4日
間9時30分～11時30分
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺
定　員　30人程度(応募者多
数の場合は抽選)
参加料　3,000円(4回分)
※欠席しても振り替えや返金はあ
りません。
申込み　10月5日㈬から20日
㈭17時まで(必着)に、氏名、

性別、学年、保護者名、ディス
クゴルフの保護者参加の有無
(参加の場合は年齢も)、住所、
郵便番号、電話番号を記入の
上、直接またははがき・ファク
スで鈴鹿青少年センター(〒
513-0825住吉町南谷口)へ

安全・安心フェスタすずか
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　交通安全、消防、防犯、防災
対策の総合啓発イベントです。
小・中学生のポスター展、トーク
＆ライブ、各種啓発ブースの設
置など、市民の皆さんが、見て、
体験して、楽しみながら参加し
ていただけます。
と　き　10月29日㈯9時30分
～15時

※13時で終了する催しもあります。
ところ　文化会館

ぬくたいフェスタ
一ノ宮団地隣保館

　382-6328　 382-6328　

　障がいのあるなしにかかわら
ず、全ての人が共に生活して暮ら
しやすいまちこそ、ぬくたい(温
かい)まちです。障がい者差別を
なくし、障がい者の自立と社会

社るき生にもと「、し現実を加参
会」を目指し開催します。
と　き　11月12日㈯10時～15
時
ところ　人権教育センター（一
ノ宮町500-46）、一ノ宮団地
隣保館（一ノ宮町500-47）
内　容　活動の紹介、作品展
示、楽しいイベント、コンサー
ト、飲食や子どもの遊びコー

かける
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スポーツ）、ボールであ・そ・
ぼ！、わくわくニュースポーツ
体験、走り高跳びデモ、50ｍ走
記録に挑戦、バッティングでス
トラックアウト、バックホーム
ゲーム

定　員　50チーム(先着順)
参加料　1チーム500円(保険
代含む)
持ち物　デジタルカメラまたは
カメラ機能付きの携帯電話
申込み　10月13日㈭から23日
㈰までの9時～20時に、申込
用紙に必要事項を記入の上、
直接またはファクスで石垣池
公園管理事務所(　　383-
　9010)、AGF鈴鹿体育館、武
道館、西部体育館、農村環境
改善センター、鼓ケ浦サン・ス
ポーツランドへ

※申込用紙は上記施設と鈴鹿市体育

ナーなど
主　催　障がい者差別をなく
　す強調週間実行委員会

石垣池公園
スポーツフェスタ

鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

　秋の一日、石垣池公園を家族
やグループで散策しながら、記
念写真をいっぱい撮って、「家
族・仲間の和」を深めましょう。
対　象　小学生以下を含む3人
～5人のチーム
と　き　10月30日㈰ 9時～15
時(予備日11月6日㈰)
ところ　石垣池公園（桜島町
7-1-1）
内　容　フォトロゲイニング大
会（制限時間内にできるだけ
たくさんのチェックポイントで
写真撮影してその得点を競う

協会ホームページで入手できます。
問合せ　石垣池公園管理事務所

シルバーいきいきフェスタ
鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

と　き　10月20日㈭10時～
15時
ところ　県総合文化センター
男女共同参画センター(津市
一身田上津部田1234)
内　容　県内各シルバー人材
センターによる事業紹介の
パネル展示、会員による手工
芸品や手作りお菓子の展
示・販売、内田淳正さん(前三
重大学長)の講演
参加料　無料
問合せ　三重県シルバー人材
センター連合会(　059-221-
6161)

　さまざまな企画を通じて男女共同参画への関心や理解を深めていただくイベントです。
今年のテーマは「ALL SUZUKA（民学官） de パワフルに進める男女共同参画」です。
と　き　11月19日㈯9時50分～16時
ところ　男女共同参画センター(神戸2-15-18)
託　児　午前・午後各10人、6カ月～未就学児、無料、要予約

時間
9時50分～10時 オープニング

ジェフリー保健室(健康相談、血管年齢測定、簡易骨密度測定)
適職診断、就労支援相談体験コーナー
女性活躍パネル展示
ちょっと一服コーナー

ワンコインで心リフレッシュ～miniフラワーアレンジメント～

キッズ料理教室～鈴鹿産かぶせ茶の蒸しパン～(対象：4歳以上)

10時～12時

10時～12時
10時～11時
11時～12時
10時～11時

11時15分～12時15分

13時30分～15時30分

13時30分～15時30分

10時～14時

10時～16時

前
午

後
午

時
随

内容 定員

－

－

100人
事前予約可

各8人
事前予約可

20人
事前予約可

各16人
事前予約可

20人
事前予約可
－
－
－
－

参加料
無料

無料

無料

500円

200円

無料

200円
無料
無料
無料
無料

知っとく防災！～明日のわが身を守るため～(覚えておきたい
身の守り方や、防災便利グッズの紹介など)
女性のための人間関係力ＵＰ講座(自分に適したコミュニケー
ション方法を学び、人間関係力のＵＰを目指します)

キッズ料理教室～石うすで挽くきなこのげんこつあめ～
(対象：4歳以上)

基調講演とトーク「女性活躍推進から考える暮らし方・働き
方改革！SUZUKAから始めよう」
講師:永田潤子さん（海上保安庁初の女性の巡視船船長）、
パネリスト:田中彩子さん（鈴鹿商工会議所副会頭）、
井瀬潔さん（鈴鹿工業高等専門学校副校長）、末松市長

ジェフリーふぇすた　男女共同参画課　381-3113　 381-3119
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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　10月19日㈬ 11時～
12時30分、13時30分～15時
のどちらか
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
　おばけかぼちゃの巻き寿司
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　10月20日㈭ 10時30
分～12時
定　員　16人
参加料　2,600円(材料費込)

鈴鹿川クリーン大作戦
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　鈴鹿川の庄野橋から定五郎
橋までの河川敷をボランティア
清掃します。
対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方
と　き　10月23日㈰8時から1
時間程度(雨天中止)
集　合　河川防災センター(庄
野町981-1)
申込み　10月14日㈮までに電
話で河川雨水対策課へ

※軍手は各自で持ってきてください。
ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。

ファミリー･サポート・
センター事業の
提供会員養成講座

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー･サポート・センタ
ーは、子育てを助けてほしい人
(依頼会員)の要望に応じて、子
育てを助ける人(提供会員)を紹

　

第6回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　ナガボノアカワレモコウや、
ヤマラッキョウをご覧いただく
予定です。
と　き　10月22日㈯10時か
ら(少雨決行)
ところ　金生水沼沢植物群
落(地子町563・西條町
675-1など)

※自動車の方は9時45分に飯野地
区市民センターで受け付けをし
て駐車案内図を受け取ってくだ
さい。なお、以前参加され駐車場
をご存知の方や、徒歩・自転車の
方は開始時刻までに直接植物群
落に来てください。現地付近の
道路は駐車厳禁です。
定　員　25人(先着順)
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　10月7日㈮以降に電
話で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

オカリナコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　10月23日㈰①10時
から②13時30分から
ところ　考古博物館展示ホー
ル(国分町224)
演　奏　樋口尚美さん、大道

奈緒美さん ほか
入場料　無料
◆展示ホールでミニコンサート
を開催できます
　ご利用希望の方は、考古博
物館ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせくだ
さい。

サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　11月6日㈰ 8時30分
から(予備日11月13日㈰)
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場(算所2-5-1、加藤内科南
側)
内　容　　
　・チャレンジコース(50㎞)(ロー
ドレース用自転車限定)
　・サイクリングコース(38㎞) 
　・ファミリーコース(18㎞) 
※鈴鹿回生病院周辺で昼食、イモ
掘りを行います。　
参加料　中学生以上2,000円、
小学生以下1,200円(昼食、
イモ、保険料込)
申込み　10月30日㈰までに、
申込書に記入の上、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あります。
※小学生以下は保護者同伴
※チャレンジコースはヘルメット、その
他はヘルメットまたは帽子を着用
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
(北野　090-3458-8327)

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　10月7日㈮から先着

ヤマラッキョウヤマラッキョウ
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利活動法人こどもサポート鈴鹿
へ委託しています。

シニア生き生き
チャレンジ教室

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　現役シニアの高い就労意欲と
経験・技能を生かし、地域社会の
支え手として介護現場へ再就労
していただくための研修会です。
対　象　県内在住の概ね75歳
までのシニア世代で、地域で
の社会貢献活動や介護職場
でフルタイムや週2～3回のパ
ートタイムで働く意欲をお持
ちの方
とき・内容　講義：11月8日㈫・
25日㈮・28日㈪、12月5日㈪
10時～16時、体験学習：11月
29日㈫～12月4日㈰(予定)の
2日間
ところ　四日市市総合会館(四
日市市諏訪町2-2)
定　員　50人
受講料　無料
申込み・問合せ　11月1日㈫ま
でに電話で三重県社会福祉
協議会三重県福祉人材セン
ター(　059-227-5160)へ

お笑いこころサミット
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　県内の精神障がい当事者の
運営・企画によるイベントです。
と　き　10月28日㈮ 13時～
15時30分
ところ　県総合文化センター
文化会館中ホール(津市一身
田上津部田1234)
内　容　石野桜子と鮎川ヒロア
キによるサイコ・フォールズ、
松本ハウストーク＆ライブ　など
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　特定非営利活動法人

介し、相互の信頼と了解の上、
一時的にお子さんを預かる会
員組織です。今回、一時的にお
子さんを預かったり、学校・保
育所・幼稚園などの送り迎えを
する提供会員になっていただく
ための養成講座を行います。
対　象　市内在住の方(資格・
年齢は問いません。)
とき・内容　
○11月8日㈫10時～12時「子
どもの権利・提供会員の役
割と心得」、13時～15時30
分　「子どもの発達とここ
ろ」
○11月10日㈭9時30分～12時
「子どもの病気」、13時～15
時30分「気になる子どもの
支援」
○11月11日㈮9時30分～12時
30分「小児看護」、13時30
分～16時「子どもの栄養」
○11月12日㈯9時30分～12時
30分「幼児の安全と対応」、
13時30分～16時「子どもの
遊びと生活」
○11月13日㈰9時30分～10時
30分「子育て支援事業の必
要性」、10時30分～11時30
分「登録について」、12時30
分～14時30分「事業を円滑
に進めるために」
ところ　男女共同参画センタ
ー(神戸2-15-18)
講　師　医師・臨床心理士など
定　員　30人
受講料　無料(別途テキスト代
2,000円)
託　児　5カ月児以上、5人ま
で、午前午後各200円
申込み　電話・ファクスで鈴
鹿市ファミリー・サポート・セ
ンター(　381-1171)へ

※ファミリー･サポート・センター
の運営業務は、本市が特定非営

ピアサポートみえ地域活動
支援センターStudio Peer(
伊藤　・　059-253-8765)

消費税軽減税率・転嫁対策
湧き出るアイデア発掘セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　10月17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　
　・新たな事業アイデアはなぜ
必要とされるのか
　・新たなアイデアを生み出す手
法とは　など
講　師　渋谷雄大さん(ジャイ
ロ総合コンサルティング(株)
セミナー事業部長)
定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　10月14日㈮ま
でに、電話で鈴鹿商工会議
所(　382-3222)へ

講演会｢明日を創り、昨日を
変える～時間の科学に学ぶ

人生の歩き方～｣
総合政策課　382-9038　 382-9040

　鈴鹿大学短期大学部の創
立50周年記念として開催し
ます。
と　き　11月3日(木・祝) 11
時10分～12時10分
ところ　鈴鹿大学短期大学

）222-366町山郡（ 部
講　師　佐治晴夫さん（同名
誉学長）
定　員　250人(先着順)
参加料　無料
申込み・問合せ　10月21日㈮
までに同校（　372-3900　
　 372-3903 　koukai@
　suzuka-jc.ac.jp)へ



てお越しください。

ノロウイルス食中毒
予防講習会

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　12月8日㈭14時～15
時40分（受付13時30分から）
ところ　労働福祉会館1階
　(神戸地子町388)
講　師　鈴鹿保健所衛生指
導課職員 ほか
定　員　100人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み・問合せ　氏名、
参加人数、連絡先を電話・
ファクスで鈴鹿食品衛生協
会(　・　382-9806)へ

健康セミナー
ハッピーウオーキング初級編
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　靴さえあれば誰でも手軽にで
きるウオーキング。靴のはき方・選
び方、効果的な歩き方などウオー
キングのコツについて学びます。
対象・とき　健康のためにウ
オーキングを始めたい市内
在住の方

の2日間10時～11時30分
ところ　天名公民館(御薗町
2297)　　
内　容　健康運動指導士による
体操、スクエアステップ

定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話で健康づくり課へ

骨密度チェック
健康づくり課　327-5030　 382-4187

対　象　20歳以上の市内在住
の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度保健センターで骨密度
チェックを受けた方は除く
と　き　10月18日㈫・19日㈬
9時30分～11時、13時30分
～15時
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　骨密度測定、ミニ講
話、栄養相談(希望者)
参加料　無料
申込み　不要
※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。

※初日は混み合います。余裕を持っ

上級救命講習会
中央消防署　382-9165　 382-3905

対　象　中学生以上の市内在
住・在勤の方
と　き　10月16日㈰9時～18
時(昼食時休憩1時間あり)
ところ　中央消防署4階多目
的室(飯野寺家町217-1)
内　容　成人・小児・乳児の心
肺蘇生法、AED（自動体外式
除細動器）の取り扱い、傷病
者の管理、搬送法など実技を
中心に、救命に必要な応急手
当を習得していただきます。
定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話で中央消防署へ

転倒予防
りんりんころばん教室

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　ちょっとしたコツを学び、転び
にくい体をつくりましょう。
対　象　65歳以上で、医師か
ら運動制限のない方
と　き　11月7日㈪・14日㈪ 

徘徊高齢者等のための安心ネットワーク

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

につなげるため、メルモニの登録と可能な範

囲で発見へのご協力をお願いします。

　メルモニは、本市が、災

害情報や防犯情報などをメ

ールで配信するサービスで

す。どなたでも無料でご登

録いただけます。

メルモニ携帯サイト

http://www.anshinmail.city.suzuka.lg.jp/m/
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　安心ネットワークとは、行方不明になっ

た高齢者などの家族が鈴鹿警察署に「捜索

願」を提出した際に、ご希望に応じて行方

不明者情報を警察署から協力店舗などに情

報を配信するサービスです。平成28年9月

からは、メルモニ登録者（メルモニあんし

んメールの「防犯メール」の受信を選択さ

れた方）への情報配信も始めました。

　平成27年度は、認知症高齢者に関する安

心ネットワークの利用が15件あり、近年増

加傾向にあります。行方不明者の早期発見



　今年の夏、世界中の人 を々魅了した第31回
オリンピック・パラリンピック競技大会がブラジル
のリオ・デ・ジャネイロで開催され、さまざまな競
技で熱戦が繰り広げられました。特にオリンピッ
クでは、日本代表の選手が41個のメダルを獲得
し、日本史上最多の獲得数となったことは、私た
ちの記憶に新しいと思います。
　オリンピック・パラリンピックは、世界各国のス
ポーツ選手がメダル獲得を目指して競い合うス
ポーツ競技大会ですが、実は人権と深く関係し
ています。オリンピックの憲法ともいえるオリンピ
ック憲章の根本原則には、「スポーツをすること
は人権の1つである」と記され、「このオリンピッ

ク憲章の定める権利及び自由は人種、肌の色、
性別、性的指向、言語、宗教、政治的意見または
その他の意見(中略)などの理由によるいかなる
種類の差別も受けることなく、確実に享受され
なければならない」と記されています。また、
2020年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会では、「一人ひとりが互いを認め
合う(多様性と調和)」ということを基本コンセプ
トの一つにしています。
　この考えは、私たちの日常生活に欠かせない
ものです。誰もがお互いを尊重し、多様な在り方
を認め合える共生社会こそが、誰もが生きやす
い社会なのではないでしょうか。

オリンピックと人権
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

　・20歳以上：10月27日㈭、11
月8日㈫ の2日間10時～12時
　・65歳以上：11月29日㈫、12
月5日㈪ の2日間10時～12時

※持病があり受診中の方は主治医に
確認の上、お申し込みください。
ところ　保健センター(西条
5-118-3)
内　容　ウオーキングについ
ての講話、運動体験
定　員　各30人(先着順、2日
間とも参加できる方優先)
参加料　無料
申込み　電話で健康づくり課へ

講演｢こんな注意が欲しい
食べ物とお薬の組み合わせ｣
健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月27日㈰11時～
12時
ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6号館(南玉
垣町3500-3)
講　師　平野和行さん(岐阜
薬科大学薬学部名誉教授)
参加料　無料
主　催　日本薬膳学会

申込み・問合せ　鈴鹿医療
科学大学東洋医学研究所
　(　381-2385平日10～14時 
　381-2386 　tyakuzen
　@suzuka-u.ac.jp 　　　
　http://www.yakuzen.
　jpn.org/meeting/)
※13時20分から17時20分まで講演
「保健機能食品を活かした新しい

膳薬と生養食るぐめを質体「」膳薬
」学科康健と材素品食「」ていつに

などや、薬膳弁当の販売も行われ
ます(有料、弁当は１０月28日㈮ま
でに要申込)

講演会とディスカッション
乳がんについて考える

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月6日㈰13時30分
から
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念館
(岸岡町1001-1)
講　師　生稲晃子さん(元おニ
ャン子クラブ)、小川朋子さん
(三重大学医学部教授)
参加料　無料

申込み　当日、直接会場にお
越しください。

主催・問合せ　三重県診療放射
線技師会(　059-225-1491
　　contact@mieart.jp)

の10月 納税
○市民税・県民税・・・3期
○国民健康保険税・・・4期
【納期限は10月31日(月)です】
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電　話 電子メール ホームページファクス

訂正とおわび
○9月5日号特集「うちの子は
保育所(園)？幼稚園？」の2
ページで、「保育所(園)は
「児童保育法に基づく児童
福祉施設」」と記載しまし
たが、正しい法律名は「児
童福祉法」です。
○9月20日号裏表紙のすずか

出「、で」急救「クンバターデ
動数/660件(5,681件、19件
減)」と記載しましたが、正し
くは「出動数/771件(5,792
件、92件増)」です。
　訂正しておわびします。


