
夜間即日エイズ検査
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　鈴鹿保健所では、12月1日の
世界エイズデーに合わせて、臨
時の夜間即日エイズ検査を行
います。予約は不要で、匿名、
無料で受けられます。
と　き　11月30日㈬17時30
分～19時
ところ　鈴鹿保健所1階
※待ち時間が発生することがあります。
※即日エイズ検査は、採血後30分
程度で、結果を口頭でお伝えし
ます。

※確認検査が必要と判定された場
合は、より精度の高い方法で確
認検査を行います。結果が出る
まで1週間程かかり、再度お越し
いただいて本人にお伝えします。
問合せ　鈴鹿保健所健康増
進課（　059-382-8672
　http://www.pref.mie.

　lg.jp/ZHOKEN/HP/）
※毎週火曜日の13時から15時ま
で通常検査も行っています。予
約は不要で、検査結果は1週間
後に再度お越しいただいて口頭
で伝えます。

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付相談

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　高校、大学、専修学校などに在
学または進学しようとする子をも
つ母子・父子家庭を対象に、就学
資金の貸付相談を行っています。
対　象　母子家庭の母、父子
家庭の父、父母のない児童
を養育する方
貸付限度額（月額）
○国公立　高等学校2万7,000円、
高等専門学校3万1,500円、
短期大学6万7,500円、大学

6万7,500円、専修学校（高等
課程2万7,000円、専門課程
6万7,500円、一般課程4万
8,000円）

○私立　高等学校4万5,000円、
高等専門学校4万8,000円、
短期大学7万9,500円、大学
8万1,000円、専修学校（高等
課程4万5,000円、専門課程
7万9,500円、一般課程4万
8,000円）
貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月間は
据え置き、その後10年以内
（専修学校一般課程は5年
以内)　
申込み　個別で相談に応じま
すので、事前に来庁日時を電
話で子ども政策課へ予約し
てください。

鈴鹿市子ども・子育て会議を
傍聴できます

子ども政策課　382-7661　 382-9054

と　き　11月16日㈬ 13時30
分から
ところ　市役所本館5階502・
　503会議室
内　容　鈴鹿市子ども・子育
て支援事業の実施状況につ
いて
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時から13時
25分まで会場で傍聴整理券
を配布

パワハラ総合情報
ポータルサイト

「あかるい職場応援団」
産業政策課　382-8698　 382-0304

　厚生労働省では、パワーハラ
スメント対策についての総合
情報ポータルサイト「あかるい

.www//:ptth　（」団援応場職

no-pawahara.mhlw.go.jp/）
を開設しています。職場のパ
ワーハラスメントの予防・解決
に向けたあらゆる情報が掲載
されていますので、ご活用くだ
さい。

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間
人権政策課　382-9011　 382-2214

　夫やパートナーからの暴力、
職場などにおけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行
為といった女性をめぐるさま
ざまな人権問題についての相
談を受け付ける専用の電話相
談窓口です。強化週間中は、
平日の電話受付終了時間を延
長するとともに、土・日曜日も
相談に応じます。相談は無料
で、秘密は厳守します。
　平日の相談は津地方法務局
職員または人権擁護委員が、
土・日曜日は名古屋法務局職
員がお受けします。
と　き　11月14日㈪～11月
20日㈰ 8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　　0570-070-
810（全国統一番号）

※強化週間以外は、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。
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193
　059-213-3319）

公立保育所の
臨時保育士など募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

　公立保育所の臨時保育士
(有資格者)、延長保育補助員、
臨時給食調理員の登録を随時
子ども育成課で受け付けてい
ます。
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む）、作文（申込み時に提出）

子育て支援総合コーディ
ネーター嘱託職員募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

受験資格　昭和32年4月2日
以降の生まれで、保育士資
格または幼稚園教諭免許を
取得し、パソコン操作(入力・
検索など)ができる方
業務内容　子ども政策課での
子育て支援に関する業務
勤務条件
・給与は月額16万8,800円（平
成28年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。

・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。

・年次有給休暇は年間20日
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時15分まで
採用予定人数　1人
申込み　11月7日㈪から25日
㈮まで(土･日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分)に、
採用試験申込書を直接また
は郵送で子ども政策課(〒
513-8701(住所不要))へ

※嘱託職員採用試験申込書は、直
接または郵送で子ども政策課
へ請求してください。郵送の場
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(宛先を記
入し 、9 2 円 切 手を貼った
12cm×23cm程度のもの)を同
封してください。
◆採用試験
と　き　12月3日㈯9時から
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　個別面接

鈴鹿亀山道路の環境調査
土木総務課　382-9072　 382-7612

　鈴鹿亀山道路の建設に伴う
周辺地域への影響を検討するた
め、騒音、振動、水質、植物など
の現地調査を予定しています。
※調査員は「調査中」を示す腕章
を着用し、現地調査を行います。
調査期間　11月から平成29年
10月(1カ月当たり2日間程度)
ところ　東名阪自動車道亀山
ジャンクション付近から北勢
バイパスまで(延長約10km、
幅約1km)
問合せ　県道路企画課（　059-
　224-2739　http://www.
　pref.mie.lg.jp/DOROKI/
　HP/suzukame/index.htm)

60歳以降も国民年金保険
料を納めることができます
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は20歳以上60歳
未満の方が加入対象であり、
40年間(480月)全ての期間を
納付することで満額の老齢基
礎年金を受けることができま
す。何らかの理由で、国民年金
保険料を支払っていない期間
がある60歳以上65歳未満の
方は、国民年金に任意加入する
ことで、年金額を満額に近付け
たり、受給権を確保することが
できる「高齢任意加入制度」が
あります。希望される方は、保
険年金課または津年金事務所
で手続きをしてください。
※65歳以上70歳未満の方でも、
任意加入することにより受給
権を確保できる場合がありま
すのでお問い合わせください。
対　象　60歳以上65歳未満
の方(引き続き厚生年金など
の被保険者年金に加入され
る方、480月満了の方を除く)

　平成29年度公立保育所
嘱託保育士募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

受験資格　昭和32年4月2日
以降の生まれで、保育士資格
を取得または平成29年3月末
日までに取得見込みの方
雇用期間　平成29年4月1日
～平成30年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育に
関する業務
勤務条件
・給与は月額16万8,800円（平
成28年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。

・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。

・年次有給休暇は年間20日
・基本的な勤務時間は8時30分
から17時15分までで、7時30
分から18時30分までの間に時
差出勤もあります。また、時間
外勤務、休日勤務もあります。
採用予定人数　5人程度
申込み　11月7日㈪から28日㈪
まで（土･日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)に、採用試
験申込書と作文を直接または
郵送（簡易書留）で、子ども育成
課（〒513-8701（住所不要））へ

※採用試験申込書と作文用紙は、直
接または郵送で子ども育成課へ
請求してください。郵送の場合は、
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(宛先を記入し、92円
切手を貼った12cm×23㎝程度
のもの)を同封してください。
◆採用試験
と　き　12月4日㈰
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　面接(簡単な実技を含

16 2016・11・5



持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印、共済組合加入期
間確認通知書(公務員であっ
た期間がある方)
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112)

森林環境教室や木工体験
教室などに補助金交付
農林水産課　382-9017　 382-7610

　森林環境教室や木工体験
教室の開催など木と触れ合う
ことのできる活動や、植樹や植
栽など緑を身近にする活動に
補助金を交付します。
対　象　構成員の半数以上が
市内に在住する団体
助成額　事業にかかる経費の
うち、木材・苗木など三重県
産原材料の購入、電動工具
のレンタル、会場の賃借など
にかかった費用の4分の3を
助成します(上限10万円)。

※この補助金は、みえ森と緑の県
民税を活用しています。

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　382-9968　 382-7603
　住宅の耐震改修やリフォーム
などに社会的な関心が高まって
います。市民の皆さんが安心し
て住宅に関する疑問や悩みな
どを大工さんに相談できる場と
して、無料で開催します。
と　き　11月25日㈮10時～
14時

ところ　市役所本館1階市民
ロビー
内　容　耐震、介護改修、リフォ
ーム、新築など住宅に関すること

※住宅以外の問題、境界問題など
の法律関係の質問には対応で
きません。
相談員　大工、設計士
問合せ　三重県建設労働組合
鈴鹿支部　382-1521

所得税の
青色申告決算などの説明会
市民税課　382-9446　 382-7604

と　き　11月24日㈭ 13時30
分～15時30分、25日㈮10時
～12時、13時30分～15時30分
ところ　牧田コミュニティセン
ター2階多目的ホール(平田
東町5-10)

※青色申告決算書の用紙は、所得税
の確定申告書の用紙に同封して2
月上旬ごろに送付する予定です。

※平成27年分の所得税の確定申
告を電子申告(e-Tax)でされた方
には、所得税の確定申告書およ
び青色申告決算書の用紙は送付
されません。

※青色申告決算書の用紙が必要な
方は、国税庁ホームページから出
力していただくか、説明会当日に
会場でお受け取りください。
問合せ　鈴鹿税務署個人課税
第一部門記帳指導担当(土井
　382-0353)

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)、自衛官募集コー
ルセンター（　0120-063-792
　12時～20時（年中無休））

※対象年齢はいずれも平成29年4
月1日現在

◆陸上自衛隊高等工科学校
生徒(推薦)
対　象　15歳以上17歳未満の
男子で、成績優秀かつ生徒会
活動などに顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者
申込み　12月2日㈮まで
試験日　平成29年1月7日㈯
～9日(月・祝)の指定する1日

試験会場　高等工科学校(神
奈川県) 
◆陸上自衛隊高等工科学校
生徒(一般)
対　象　15歳以上17歳未満
の男子
申込み　平成29年1月6日㈮
まで
一次試験日　平成29年1月21
日㈯
試験会場　四日市市(予定)
◆自衛官候補生(男子)
対　象　18歳以上27歳未満
申込み 随時受付
試験日　11月20日㈰、12月
18日㈰
試験会場　津市(予定)

納税の夜間窓口・
休日窓口開設

納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　11月27日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　11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。
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鈴鹿市土地開発公社所有地と市有地の売却
管財課　382-9009　 382-7615

　一般競争入札により売却します。住宅用地や看板用地、駐車場用地などに最適な物件です。
と　き　11月28日㈪ (1)8時30分、(2)9時30分、(3)10時30分、(4)11時30分、(5)13時30分、(6)14
時30分、(7)15時30分
ところ　市役所本館10階1004入札室
申込み　11月7日㈪から11月24日㈭まで(土・日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分までに、直
接管財課(鈴鹿市土地開発公社事務局)へ

※郵送による申し込みはできません。　※入札参加資格など詳しくはお問い合わせください。

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

◆身体障がい者世帯（単身者も可）

◆高齢・身体障がい者世帯（単身者も可）

◆単身者世帯（１ＤＫ）(一定の要件を満たす単身者）

申込み資格　次の要件すべてに該当する方
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から6までを全て満たし、
1級から4級まで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、住宅政策課へお
問い合わせください。

申込み　11月7日(月)から30日(水)まで(土・日曜日、
祝日を除く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11月7日(月)から住宅政策課窓口で配布
します。　
選考方法　応募者多数の場合は、12月15日㈭・
16日㈮(予定)に公開抽選会で決定します。
入居時期　平成29年1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。

（１）
（２）
（３）
（4）
（5）
（6）
（7）

所在地 地目 地積 用途地域 予定価格
(売却最低価格)

安塚町字野瀬1505番5
西条二丁目640番3外1筆
西条二丁目644番1
寺家五丁目1675番1
寺家四丁目2957番2
寺家四丁目2961番1 
上野町字会下山805番3外3筆

宅地
原野
原野
宅地
雑種地 
宅地
雑種地・山林

194.84㎡
計326.32㎡
119.65㎡
540.01㎡
99.85㎡
131.41㎡
計457㎡

準工業地域
市街化調整区域
市街化調整区域
第一種住居地域
第一種住居地域
第一種住居地域
市街化調整区域

4,083,000円
384,000円
190,000円
9,095,000円
2,386,000円
3,369,000円
2,023,000円

物件
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消費税軽減税率・転嫁対策
やれば伸びる販促セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　11月21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　
・ゼロ円で始められる新規販
路開拓

・消費高齢化の経済変化を乗
り越えるのは新たな販路開
拓　ほか
講　師　大木ヒロシさん(ジャ
イロ総合コンサルティング(株)
取締役会長)
定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　11月15日㈫ま
でに、電話で鈴鹿商工会議
所(　382-3222)へ

税を考える週間
市民税課　382-9446　 382-7604

　11月11日から17日までは税を
考える週間です。この機会に税
の役割を考えてみませんか。
◆関連イベント
と　き　11月13日㈰12時45
分～16時
ところ　鈴鹿ハンター1階サブ
コート
内　容　
・「小学生の税に関する習字・
絵はがきコンクール」表彰式

・「中学生の税についての作
文・税の標語」表彰式

・税理士による「税金よろず無
料相談会」

・各種パンフレット配付
※入賞作品展示を、表彰式終了後
から27日㈰まで鈴鹿ハンター3
階市民ギャラリーで行います。
主　催　鈴鹿税務連絡協議会

　

　創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味の
ある方
と　き　11月20日㈰13時30
分～16時30分(開場13時)
ところ　市役所別館第3　2
階会議室
内　容
○第１部　起業家から学ぶ「小
売業で成功するための起業
講演会」講師：神吉雄三さん
(オフィスかんき代表)

○第２部　「創業とは」につい
てお伝えします。講師：玉井
正則さん((株)日本能率協会
コンサルティング)　
定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
込時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者には日
本政策金融公庫融資担当者に
よる個別相談会を行います。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　創業・起業準備を進める中で
事業計画書の作成方法など、不
安や悩みを抱えている方を対象
に個別相談会を開催します。
と　き　11月20日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3　2
階会議室
講　師　玉井正則さん((株)日
本能率協会コンサルティング)

定　員　2人(先着順)
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

共　催　鈴鹿税務署
問合せ　東海税理士会鈴鹿
支部(　059-382-7715)
◆国税庁ホームページ
　特集ページを開設し、動画で
国税局や税務署の仕事を紹介
するインターネット番 組
「Web-TAX-TV」や、イラスト・
グラフを交えながら税の役割
を分かりやすく解説したスライ
ドなど、税に関する情報を掲載
します。
問合せ　鈴鹿税務署総務課
(　382-1476)

椿縁結び市
農林水産課　382-9017　　382-7610

「椿の農業と地域を考える会」
では、椿大神社前で恒例の椿
縁結び市を開催します。
と　き　11月26日㈯ 9時～
16時、27日㈰ 9時～15時
ところ　椿大神社駐車場(椿
会館前)
内　容　ご縁鍋や杵づき餅の
ふるまい(両日各100人、整
理券配布)、農家自慢の逸
品とお得な「縁結びセット」
(30セット限定)などの販売、
農家の採れたて屋台、産直
リンゴ、浦村牡蠣の直売など
※天候などにより変更することが
あります。
参加料　無料
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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。

　

考古博物館無料開放
考古博物館　374-1994　 374-0986

　「関西文化の日」を記念して、
特別展「伊勢の瓦　大和の瓦」
と常設展示を無料でご覧いた
だけます。
と　き　11月19日㈯・20日㈰
ところ　考古博物館(国分町
224)
◆特別展関連体験講座
 「瓦の文様でプラバンキーホル
ダーをつくろう！」
と　き　11月19日㈯・20日㈰
受　付　9時～10時30分、13
時～14時30分
参加料　200円

オカリナコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　11月13日㈰ 10時か
ら、13時30分から
ところ　考古博物館展示ホ
ール(国分町224)
演奏者　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。

今年の漢字を募集
考古博物館　374-1994　 374-0986

　今年は、家族、社会、あなた自身
にとってどんな一年でしたか。この
一年に象徴される漢字一字を募
集し、考古博物館で展示します。
応募方法　11月20日㈰から
12月10日㈯までに、漢字一
字を毛筆で半紙(習字紙)に
書いたものを考古博物館(〒
513-0013 国分町224)へ

※名前の記載は自由　　　
※漢字を選んだ事由を名刺大程度
の用紙に書き添えてください。

※応募作品は返却しません。
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会(中森　383-1995)
◆応募作品の展示　
と　き　12月11日㈰～23日
（金・祝）
※休館日は除く

文化財講演会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　12月17日㈯14時～
15時30分
ところ　考古博物館講堂(国
分町224) 
内　容　歴史遺産を活かした
街づくり例－国史跡松阪城
跡を中心とした街づくり－
講　師　下村登良男さん(元松
阪市文化財保護審議委員)
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会(中森　383-1995)

佐佐木信綱記念館特別展
「わが上人―西行への

あこがれ―」
文化財課　382-9031　 382-9071

　幼い頃より英才教育を施さ
れ、古歌の暗誦を通して歌道に
親しんだ信綱。その出発点の一
つが、中世の歌僧 西行の歌集
「山家集」でした。今回の展示
では、信綱がいかに西行を愛し
たか、その想いに迫ります。
と　き　12月18日㈰まで
※月曜日と第3火曜日は休館日
入場料　無料
ところ・問合せ　佐佐木信綱
記念館展示室(石薬師町
1707-3　374-3140)

鈴鹿市青少年育成
市民会議公開講座
つなぐ～人・夢・未来～
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月26日㈯13時30
分～16時（受付13時から）
ところ　ふれあいホール(南
玉垣町6600)
内　容　
○第１部　小中学生作文コン
クール表彰式と最優秀作品
2篇の朗読

○第２部　講演会「寄りそう
かたち～作品を通して伝えたい
こと～」講師：村上しいこさん
（童話作家）

※手話通訳あり



び、パネルシアター、絵本の
読み聞かせなどを行います。
参加料　無料
申込み　不要
※施設内ではおやつ、食事を摂る
ことはできません。

※水分補給は各自用意の上、専用
スペースをご利用ください。

落語でわかる
「振込詐欺・悪質商法」

鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　鈴鹿亀山消費生活センターで
は設立10周年を記念して、振込詐
欺と悪質商法をテーマにした落語
を開催します。高齢者を狙った悪
質・詐欺商法の手口と対策を、落
語と巧みな話術でお伝えします。
と　き　11月26日㈯ 13時
30分～15時
ところ　亀山市青少年研修
センター集会場(亀山市若
山町7-10)
内　容　落語で学ぶ消費者
問題～悪は進化します!負け
るな善良市民～
講　師　笑福亭松枝さん
参加料　無料
申込み　不要

売市場(四日市市河原田町
　059-347-8111)

鈴鹿フラワーパークフェスタ
市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月20日㈰ 10時～
15時(雨天決行)
ところ　鈴鹿フラワーパーク 
(加佐登町1690-1)
内　容
・新鮮野菜などの販売・模擬店
・鈴鹿の特産品の実演販売
・機関車搭乗体験
・おねえさんとあそぼう
・ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン

・風船プレゼント
・石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント 

・植木プレゼント
・剪定枝チップ堆肥プレゼント
※天候などにより変更することが
あります。

子育て応援館一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

対　象　市内在住で、就学前
の乳幼児と保護者
と　き　11月29日㈫9時～12
時、13時～16時
ところ　子育て応援館(はぐは
ぐ)プレールームと体育室(白
子駅前6-33)
内　容　親子で自由に遊べま
す。また、11時と15時に手遊

定　員　200人
参加料　無料
申込み・問合せ　鈴鹿市青少
年育成市民会議事務局(　・
　382-0713　平日10時～
12時、13時～15時)

市立幼稚園・小・中学校
美術作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立幼稚園・小・中学校の子
どもたちの個性を生かした絵
画、彫刻、デザイン、工作など
の美術作品を展示します。
と　き
・市立中学校　11月12日㈯～
14日㈪10時～17時(最終日
は13時)

・市立幼稚園と小学校　12月
3日㈯～5日㈪10時～17時
(最終日は13時)
ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール
入場料　無料

いちばの朝市
農林水産課　382-9017　 382-7610

　新鮮な野菜、果実、魚介類な
ど、安全安心でおいしいものを
たくさんそろえています。マグロ
の解体ショーや模擬競りなどの
イベントも予定しています。
と　き　11月27日㈰7時～12
時
ところ・問合せ　北勢地方卸
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定　員　39人(応募者多数の
場合は抽選)
受講料　無料(教材費は実費
負担)
申込み　11月10日㈭から12月
20日㈫まで(必着)に三重県社
会福祉協議会三重県福祉人
材センター(〒514-8552　津
市桜橋2-131　059-227-
5160)へ

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

　一人で悩まず、同じ病気の方
と悩みを語り合いましょう。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方 
と　き　11月22日㈫13時30
分～15時30分
ところ　保健センター(西条
5-118-3)
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)

参加料　無料
定　員　50組(先着順)
申込み　次のホームページから
申し込んでください。　　　
　https://www.green

　powerproject.jp/parti
　cipate/detail.php?id=8
または「グリーンパワープロ
ジェクト」で検索
問合せ　こどもエネルギークイズ
選手権事務局(　03-6810-

　0361 平日9時～17時30分
　03-3982-5101　public

　@nef.or.jp)

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　満75歳未満で、県内に
住民登録している離職中の方
と　き　平成29年1月12日㈭
～平成29年2月24日㈮
ところ　三重県社会福祉会館
(津市桜橋2-131)

こどもエネルギー
クイズ選手権

環境政策課　382-7954　 382-2214

　資源エネルギー庁では、再
生可能エネルギーの普及を進
めるためグリーンパワープロジ
ェクトを実施しています。プロ
ジェクトの一環として、小学生
親子ペアを対象に環境をテー
マとしたクイズ選手権(地区大
会)を日本各地で開催していま
す。地区大会の優勝者は、平成
29年2月19日に千葉・幕張で開
催される決勝大会への切符を
手に入れられます。
　昨年に引続き、今年もクイ
ズ選手権の地区大会の会場
の一つに鈴鹿市が選ばれまし
た。クイズ選手権に参加して、
日本一の再エネクイズ王を目
指しましょう。
と　き　12月4日㈰13時30
分から(予定)
ところ　イオンモール鈴鹿1階
中央コート

鈴鹿いきいきボランティアポイント制度

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

しょう。
①ボランティア登録→②活動場所(市が指定する
介護施設)・内容・回数を決める→③ボランティア
活動をしてポイントを貯める(活動1時間ごとに1
ポイント)
　年度末に、活動して集めたポ
イントを申請すると、10ポイント
ごとに1,000円が交付されます。
年間上限は5,000円です。
　ボランティアの登録や活動に
ついては、鈴鹿市社会福祉協議
会(　382-5971)へ
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　鈴鹿いきいきボランティアポイント制度は、
元気な65歳以上の皆さんに、ボランティア活
動を行っていただき、活動に応じて貯めたポイ
ントを交付金と交換できる制度です。約60人
の方が介護施設でお話や将棋の相手、外出
のお手伝いなどさまざまな活動を行っています。
　「ボランティアをしてみたいけどきっかけがな
い」「自分の趣味や得意なことを社会に役立
てたい」「定年退職したけどまだまだ社会参加
したい」など、関心のある方はぜひこの制度に
登録してください。地域に貢献しながら、楽しく、
元気に、いきいきとボランティア活動を行いま



　高校進学を控える市内外国人生徒とその保
護者48人が参加した進路ガイダンスが行われ
ました。参加者は、鈴鹿市内および鈴鹿市周辺
の高校の先生や高校生から、各高校の説明を
聞くことができました。
　このガイダンスには、外国人高校生にこれま
での経験や中学生へのアドバイスを語ってもら
う「先輩からのメッセージ」というコーナーがあり
ます。通っている学校や国籍がさまざまな4人の
高校生にステージに上がってもらい、一人一人
に、担当者が質問をしました。「日本の学校に来
た時、不安だったことは何ですか」「それをどのよ
うに乗り越えてきましたか」「どのように日本語の
力をつけましたか」などの質問に、日本語で、時
には参加者のために母国語で答えてくれました。

　これまでの人生でつらい思いをしたこともあっ
たということですが、今は、そのことを笑顔で中
学生やその保護者に語り、将来挑戦したいこと
や、目指していることを明確に持ち、前を向いて
いる外国人高校生の姿に、たくましさ、頼もしさ
を感じました。
　ちなみに、高校生の答えの中で、不安なことで
多かったのは友だち関係のこと、日本語の力を
つける方法で多かったのは友だちとの会話でし
た。高校入学時には、新しい人間関係の中で外
国人である自分を理解してもらえるか心配して
いたけれど、自分らしさを発揮して高校生活を送
っているという話も聞くことができ、子どもたちが
関わり合いながら成長していることも感じること
ができました。

自分を語ることで成長する子どもたち
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

鈴鹿医療科学大学碧鈴祭
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　地域の方々にも楽しんでいた
だけるようさまざまな催し物を
行います。
と　き　11月12日㈯10時～
17時、13日㈰10時～16時
ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス(岸岡町
1001-1)
内　容　各学科の発表、サー
クルの発表、模擬店、音楽ラ
イブなど
問合せ　同大学学生課(　340
　-0336)

日本薬膳学会市民公開講座
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)
内　容　講演｢食べ物とお薬
の組み合わせ・こんな注意が

欲しい！｣
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
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学東
洋医学研究所（　381-2385
平日10時～14時　381-2386

　　http://www.yakuzen.
　jpn.org/meeting/)
※薬膳弁当(1,080円)の販売が行
われます。希望される方は11月
21日㈪までにファクスで同研
究所へ

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　11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
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　11月16日㈬ 11時～
12時30分、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

　今月は「クリスマス」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　11月17日㈭ 10時30
分～12時
定　員　16人
参加料　2,600円
　(材料費込)

の11月 納税
○国民健康保険税・・・５期
【納期限は11月30日(水)です】
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