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電　話 電子メール ホームページファクス

犬・猫の
避妊手術費の一部助成
環境政策課　382-9014　 382-2214

対　象　平成29年4月1日か
ら平成30年3月30日までに
避妊手術した犬、猫の飼い
主である市民の方

※犬は登録済で、平成29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 , 0 0 0円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　平成30年3月30日㈮
までに、環境政策課または市
内各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。

行政相談
市民対話課　382-9004　 382-7660

　4月1日付けで、鈴鹿市担当の
行政相談委員として北村克麿さ
ん、倉田八重子さん、坂井芳規
さんが、引き続き総務大臣から
委嘱されました。行政相談委員
は、皆さんの身近なところで国の
行政に関する苦情や要望をお聞
きし、関係の役所に直接、あるい

は三重行政評価事務所を通じて
連絡し、その改善の促進に努め
ています。
　国の行政について、困ってい
ることや苦情、苦情を申し出たが
説明や措置などに納得がいかな
いこと、どこに相談してよいか分
からないことなどがあるときに
は、行政相談委員にご相談くださ
い。相談は無料で、相談の秘密
は固く守ります。
◆窓口
　市民対話課では、毎月第3金
曜日10時から12時まで、行政相
談委員による相談を開催してい
ます。
※総務省三重行政評価事務所
（〒514-0033　津市丸之内
26-8　 0570-090110）で
も相談に応じています。

トイなおす（おもちゃ病院）
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21日㈰10時～13
時

ところ　ジェフリーすずか（神戸
2-15-18）

※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。

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応
えします。
と　き　5月20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　5月19日㈮ま
でに、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
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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

　所得が少ないため、国民年
金保険料の納付が困難な学生
に対して、本人の保険料の支払
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
される方は、保険年金課または
地区市民センター、年金事務所
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　身分証明書（運転免
許証など）、年金手帳（20歳
になられた方で手元に届い
ている方のみ）、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ら
れた方は雇用保険の離職票
または受給資格者証（公務員
であった方は辞令書）
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

子ども医療費受給資格
申請手続きはお済みですか
保険年金課　382-7627　 382-9455

　4月から、子ども医療費の助成
対象を中学生の通院分まで拡大
しました。次の方でまだ手続きを
していない場合は、保険年金課
で早めに手続きしてください。
対　象
・平成29年4月で新中学2年生、
新中学3年生の保護者

・平成28年12月29日以降に鈴
鹿市へ転入した中学生の保
護者

※保護者の所得制限など資格要

があります。
※申請月の初日からの資格になり
ますのでご注意ください。

就職・転職イベントで
紹介する市内企業募集
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
の採用予定がある企業　
紹介期間　平成30年3月31日
㈯まで
募集数　30社程度（先着順）
紹介料　無料
申込み　6月12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、問い合わせ時
または申し込み時に説明します。

バイクであいたいパレード
の参加者募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と き　7月29日㈯14時～19
時（予定）

※14時から各種イベントを開始、
バイクパレードは18時15分スタ
ート予定
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

※パレードコースや周辺道路は、
18時頃から交通規制により渋
滞が予想されます。なお、パレー
ド中は道路の横断はできませ
んので、ご協力をお願いします。
申込み　5月8日㈪～19日㈮ま
でに、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
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

平成29年工業統計調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　工業の実態を明らかにするた
め、製造業を営む従業者4人以
上の事業所について、6月1日現
在における事業所名や従業者数
などの調査が経済産業省により
実施されます。5月中旬から調査
員が事業所に伺い、対象事業所
に調査票を配布しますのでご回
答をお願いします。指定の期日ま
でにインターネットでご回答いた
だくか、記入いただいた調査票を
調査員に提出してください。
※国や県が行う統計調査は、顔写真
入りの「調査員証」を持った調査員
が訪問し、調査実施者や連絡先を
記載した書類を渡しています。電話
や電子メールで、直接調査の回答を
お尋ねすることはありません。



市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188
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5月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　5月23日㈫14時から
ところ　市役所本館11階教
育委員会室
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

50分までに、教育総務課で
受け付け

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　5月28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。

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、上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、上記要件1と3から6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、お問い合わせください。

申込み　5月8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8日(月)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15日(木)・16日(金)(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。

◆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）

◆高齢者世帯（単身者も可）

団　　地

ハイツ旭が丘

安塚団地

安塚団地

十宮団地

一ノ宮団地

中旭が丘三・四丁目

安塚町315番地

安塚町315番地

十宮三丁目

一ノ宮町1177番地の3

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4階建て

3戸

2戸

3戸

2戸

1戸

16,200円～34,700円

11,900円～23,700円

◆高齢者世帯（単身者は不可）
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 2戸 14,500円～32,100円

一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 1戸 12,600円～24,700円

◆身体障がい者世帯（単身者も可）
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 14,400円～28,200円

◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合単身者も可）
高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 4戸 20,000円～42,400円

11,000円～23,700円

14,400円～30,400円

12,600円～24,700円

所　在　地 構　　造 募集
戸数 家　　賃

電　話 電子メール ホームページファクス
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災害時の情報収集のための
アマチュア無線局募集

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20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（萩森　
　367-3470　hhhsuzusan

　@lion.odn.jp）

鈴鹿市商談会等出展支援
事業補助金交付対象者の

募集開始
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
中小製造企業者、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
し直接販売することを主な
目的とするものおよび鈴鹿
市が主催・共催するものを除
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　申請書に必要事項を
記入の上、直接産業政策課も
のづくり産業支援センター(別
館第3　2階)へ（先着順）

※要領・申請書などは、ものづくり産
業支援センター窓口または市ホー
ムページから入手できます。

※申し込みをする前に、同センターに
ご相談ください。

鈴鹿市スポーツ推進審議会
市民委員募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071
　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の平成29
年5月1日現在20歳以上で、
スポーツに対する知識・経験
があり、平日昼間に開催する
会議に出席できる方

任　期 　選任の日（平成29年7
月予定）からスポーツ推進計画

策定まで
内　容　スポーツ推進審議会
委員（非常勤特別職）とし
て、スポーツ振興計画の進
捗状況の把握、評価および
再検討を行い、スポーツ推進
計画策定に向けての提言を
行っていただきます。

※審議会は、年間2回程度開催
定　員　2人以内
※委員構成は公募委員のほか、学識
経験者、関係団体の代表者などで
構成します。 
申込み　5月8日㈪から6月2日
㈮までに応募用紙に必要事
項を記入の上、作文（「応募
動機と鈴鹿市におけるス
ポーツの推進について」を
テーマに600～1000字）を
添付し、郵送、電子メールま
た は 直 接 ス ポ ー ツ 課
(〒513-8701住所不要)へ

※応募用紙は、スポーツ課窓口または
市ホームページトピックスから入手
できます。

※書類審査および面接により選考を
行います。結果は、応募者全員に書
面でお知らせします。

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。

料
有



合は書類選考）
申込み・問合せ　　
　5月12日㈮まで（月曜日を除
く）に、申込書に必要事項を記
入の上、直接または郵送で鈴
鹿市観光協会（〒510-0241
白子駅前17-12　380-5595
　9時30分～18時）へ

※資料や申込書は電話で請求してい
ただくほか、鈴鹿市観光協会のホー
ムページから入手できます。

鈴鹿新茶まつり
農林水産課　382-9017　 382-7610

　全国でも有数の茶どころ「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13日㈯・14日㈰ 
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿2階
フードコート前広場

※「かぶせ茶」は一番茶の収穫前、茶
樹に直接ネットをかぶせ栽培され
たお茶です。旨みが強く、色合い
が美しい特徴があり、鈴鹿山麓地
域での生産量が全国一の市を代
表する特産品です。

※収穫時期によっては「かぶせ茶」が
「煎茶」になります。

ライフセーバーを
目指す方募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

対　象　高校生を除く18歳以
上（市内在住・在勤・在学）で、
400mを9分以内、50mを40秒
以内、潜行20m以上、立ち泳
ぎ5分以上の泳力があり、平成
30年の市内海水浴場開設期
間中（7月上旬から8月下旬ま
で）の土・日、祝日に、ライフセー
バーとして活動いただける方

内　容　愛知県ライフセービン
グ協会が実施する下記講習
会に全て参加し、ライフセー
バーとして必要な資格を取
得していただきます。

※資格取得に係る講習費用および講
習参加に係る交通費の一部は、鈴
鹿市観光協会が負担します。
講習日程　
○5月27日㈯9時30分～16時
30分　ウォーターセーフティ
講習会（碧南市・水上スポー
ツセンター（予定））
○5月28日㈰9時～17時　一
次救命処置講習会（常滑市・
とこなめ市民交流センター）
○6月17日㈯・18日㈰・24日㈯・
25日㈰9時～17時　ベーシッ
ク・サーフ・ライフセーバー講習
会（南知多町・内海/千鳥ヶ浜）

定　員　2人（応募者多数の場

不動産公売
納税課　382-9205 　 382-7660

　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24日㈬ 午前10
時30分～11時00分
ところ　三重県津庁舎（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　三重県津
庁舎内　059-213-7355　
　http://www.zei-kikou.
　jp/）

市議会テレビ中継
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15日㈪10時から、
16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、広報広聴会議および議会
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。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。
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すずか母の日 花フェスタ
農林水産課　382-9017　 382-7610

　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、プロの生産者だからこそで
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12日㈮～14日
㈰10時～20時
ところ　イオンモール鈴鹿1
階中央コート
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（高井　080-6968-9483)

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　今回はノハナショウブをご
覧いただく予定です。
と　き　6月3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）

※自家用車の方には、9時30分に
飯野地区市民センター駐車場
で沼沢付近の駐車案内図を配
布します。現地付近の道路は駐
車厳禁です。
定　員　25人
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　5月19日㈮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。

子育て応援館一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　就学前の乳幼児の皆さんに、
子育て応援館で自由に遊んでい
ただけるよう一般開放します。
対　象　市内在住の就学前の
乳幼児と保護者
と　き　5月30日㈫9時～12
時、13時～16時
ところ　子育て応援館のプレ
イルームと体育室（白子駅
前6-33）

※駐車場が有ります。
内　容　親子で自由に遊べま
す。また11時と15時に手遊び、
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。

※水分補給については各自用意の
上、スペースをご利用ください。

三重県内男女共同参画
連携映画祭2017

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

　「男女共同参画」をもっと身近
に感じていただくため、県内の男
女共同参画センターと市町が連
携し映画祭を開催します。
◆本市上映映画「この世界の
片隅に」

と　き　6月24日㈯13時30
分～15時45分（13時開場）

ところ　文化会館けやきホール
内　容　戦争中の広島県呉市
での日常生活を描いたアニメ
作品です。主人公の女性・すず
をはじめ、男女（ひと）の優しさ
強さを感じてください。

定　員　500人
入場料　500円
託　児　6カ月～未就学児、先
着10人程度、無料　

申込み　５月10日㈬以降に男
女共同参画センター（神戸
2-15-18）または鈴鹿市観
光協会（白子駅前17-12）で
チケットを購入してください。
託児は6月16日㈮までに男
女共同参画課へ

◆本市以外の上映内容
  チラシや男女共同参画センター
ホームページをご覧ください。

会員委作製」に隅片の界世のこ「/社葉双・代史のうこ)C(

 
鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　6月4日㈰8時30分
から（雨天時は6月11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
昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000



申込み　受講希望日「6月14
日」、住所、氏名、電話番号
を記入の上、はがき・ファク
ス・電子メールなどで、鈴鹿
市文化振興事業団(〒513-
0802飯野寺家町810)へ

※定員に満たない場合は、当日も
会場で受け付けます。

パソコン講習
情報政策課　382-9003　　382-2219

　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、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　すずかのぶどう横
Ｂチャレンジ
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）
問合せ　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　電話で鈴鹿青少年の
森受付事務所へ

※飲み物は各自ご用意ください。

介護有資格者等
再就職研修

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　介護の資格を持ちながら介
護の仕事をしていない方、研修
を受けて、もう一度介護の仕
事にもどりませんか。
対　象　介護の資格をお持
ちの方で、福祉・介護の仕
事をしていない方
と　き　6月15日㈭・23日㈮
ところ　じばさん三重研修室5
（四日市市安島1-3-18）

※後日、県内福祉施設で2日間
体験研修も行います。
内　容　介護保険制度、コミ
ュニケーション技術、認知
症ケア、高齢者の疾病の理
解、就労に向けてなど
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　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

鈴鹿市民大学文芸学科
昭和レクイエム

～その時代の証言者たち～
鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　 384-7755
　since-97@s-bunka.net

と　き　6月14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　日本の深い霧　遠
藤周作論　伊藤桂一論
講　師　名村和泰さん、津
坂治男さん
定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）

円（小学生以下1,200円）
※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　5月31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）

いきいきウオーキング教室
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　健康のために普段か
らウオーキングをされている
方、ウオーキングを始めてみ
たいと思っている方
と　き　5月24日㈬9時～
12時（雨天決行）
ところ　青少年の森公園内（集
合は鈴鹿青少年の森受付
事務所）
講　師　鈴木利昭さん、日比
正徳さん、鈴鹿市民歩こう
会（日本ウオーキング協会公
認主任指導員）
服　装　ウオーキングができ
る服装（できるだけヒモ靴
着用）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
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65歳以上の方が参加できる介護予防教室（毎週・毎月）を開催しています。介護を必要としない健康

で元気な暮らしを送るために参加してみませんか。

対　象　65歳以上の方と、その方の支援をする方

参加料　無料（材料費など一部有料のものもあります）

申込み・問合せ　各事業所へ

※内容などは変更になる場合があります。　※原則定員は先着順で、事前申込みが必要です。　

※生活機能が低下している方は、一部教室において送迎を利用していただけます。

※一覧表中の送迎△は送迎地域が限定されますので、各事業所へお問い合わせください。

介護予防教室　

健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

対象者地域

市内
・ストレッチ
・筋力アップ運動など

毎週水・金曜日　　　
10時30分から
毎週金曜日
13時30分から

スポーツクラブ
アクトスWｉｌｌ
鈴鹿（庄野羽山
四丁目20-4）

株式会社アクトス
電話0572-21-2292

鈴鹿グリーンホーム
電話374-4660

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
電話389-6071

かなしょうず園　
電話383-0955

玉垣あんしん館　
電話384-8805

ＮＰＯ介護予防事業うらら
電話386-3317

ＮＰＯ法人きずな
電話386-3180
※事前申込不要

第一興商三重支店
電話354-3021

在宅介護支援センタ－
ルーエハイム
電話372-3811

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
電話387-6889 
②事前申込不要

事業所内
（深溝町2956）

事業所内
（地子町814-30）

事業所内
（南玉垣町5520）

20人
（抽選） ×

×

×

△

△

◯

①○
②×

△

△

△

30人

15人

20人

15人

①25人
②15人

60人

50人

20人

20人
事業所内

（長法寺町763）

①事務所内
　（南若松町1）
②白子サンズ3階 　
（白子駅前9-20）

白子駅前会館　
（白子駅前31-1）

江島六丁目集会所
（東江島町18-23）

京田集会所（東磯
山四丁目4-19）

事務所内
（国府町4670-1）

毎週火曜日
14時から

毎週木曜日
13時30分から

第1～4金曜日
13時30分から

毎週月・水・土曜日
14時30分から

①毎週火曜日
13時から

②毎月第3火曜日
10時から

毎週金曜日
10時から

毎週火曜日
10時から

毎週金曜日
13時30分から

第1～4金曜日
13時15分から

・健康体操、運動（ダンダン
　ダンスの要素入り）
・コグニサイズ
・スクエアステップ

・健康体操
・レクリエーション（うつ・認
　知症・転倒・骨折予防、栄養
　改善、口腔機能向上）

・運動教室（運動器機能向
　上訓練）

・コグニサイズ
・ストレッチ体操
・しっかり貯筋体操
・生ギター伴奏による合唱

・転倒予防体操など
・栄養講話、実習
・認知症、口腔、うつ予防講話
・音楽療法

・健康体操
・講話
・認知症予防教室
・栄養指導

・ロコモ予防体操、脳トレ
・口腔体操
・懐メロ体操
・上肢下肢の筋力アップなど

・健康太極拳
・栄養教室
・健康体操
・脳トレ

・音楽教室（演奏に合わせた
　唱歌・歌謡曲などの歌唱）

・手指や身体の体操

市内

市内

市内

飯野地区
周辺

白子地区
周辺

市内

市内

市内

鈴鹿中部・
南部圏域
周辺

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

主な内容 ところ 定員 送迎 申込み
とき

（90分程度）

す。

〈毎週介護予防教室〉
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・音楽療法
・転倒予防体操

・健康体操
・音楽療法
・料理教室

・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話（医師、看護師など）

・血圧測定
・ストレッチ運動、ボール
　運動、手遊び、脳トレ、
　いすスクワット

・スクエアステップ
・ノルディックウォーキング
・認知症予防教室
・ヨガ体操　・栄養講話

・体操、レクリエーション
・茶話会
・調理実習
・認知症予防教室

・体力測定
・口腔および
　筋力低下予防体操
・認知症予防教室

①音楽療法
②うたごえ喫茶

・健康体操
・栄養、咀嚼、嚥下講座
・認知症・うつ予防講座
・生活機能向上運動

・運動療法
・認知症予防
・口腔体操、栄養指導

・スクエアステップ
・体操
・頭の体操
・談話（看護師・介護士など）

・運動機能、口腔機能、
　栄養についての取組み

14時から
※詳細は問合せ

①毎月第3水曜日
13時15分から

②偶数月
　第4火曜日
　14時から

毎月第3土曜日
9時30分から

毎月第3金曜日
9時40分から

毎月第3日曜日
10時から

10時から
※詳細は問合せ

10時15分から
※詳細は問合せ

①毎月第2・4水曜日
13時30分から

②詳細は問合せ

毎月第1・3金曜日
13時30分から

※詳細は問合せ

※詳細は問合せ

※詳細は問合せ

加佐登公民館
（高塚町1068-1）

事業所内
（石薬師町452-68）

①事業所内
　（石薬師町1906）
②久間田公民館
　（下大久保町797-1）

事業所内
（下箕田二丁目16-20）

事業所内
（国府町936-1）

事業所内
（若松西六丁目
　28-18）

事業所内
（中旭が丘一丁目
11-8）

事業所内
（稲生町5549-2）

①市内公民館など
②市内喫茶店など
※詳細は問合せ

①道伯会場
（道伯町2403）
②白子会場
（白子4-4-4）

①小岐須公民館
　（小岐須町483-3）
②椿公民館
　（山本町747-2）

メディカルステイ
鈴鹿の華
（高岡町2686）
デイサービスはなやか
（高岡町2687）

パークヒルズ高塚
電話375-5525
※事前申込不要

鈴鹿けやき苑
電話373-2223

デイサービスセンター
うの花
電話373-1000

デイサービスセンター
ルーエハイム椿
電話371-3211

メディカルステイ鈴鹿の華
電話384-8739

ケアホーム箕田
電話385-5500

国府の里
電話367-0077

特定非営利活動法人　
みんなDeうきうき歌謡団
電話090-7048-8120

特別養護老人ホーム　
くすのき園
電話385-3100

希望の里たんぽぽ
電話383-0808

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
電話387-2020

デイサービスリハビリスタジオ
リフィットプラス
電話395-6090

20人

20人

40人

15人

15人

15人

20人

問合せ

15人

35人

①25人
②20人

20人

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

①○
②×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

市内

市内

久間田・
石薬師
地区周辺

箕田地区
周辺

椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
地区周辺

市内

市内

若松・箕田・
長太・玉垣
地区周辺

鈴鹿南部
圏域周辺

市内

市内

鈴鹿北部・
中部圏域
周辺

対象者地域 主な内容 ところ 定員 送迎 申込み
とき

（90分程度）

〈毎月介護予防教室〉

※日常生活圏域と行政区

鈴鹿西部圏域：庄野、加佐登、牧田、石薬師、井田川、久間田、椿、深伊沢、鈴峰、庄内

鈴鹿北部圏域：飯野①（注1）、河曲、一ノ宮、箕田、玉垣①（注2）、神戸

鈴鹿中部圏域：国府、飯野②（注3）、玉垣②（注4）、若松②（注5）

鈴鹿南部圏域：白子、稲生、若松①（注6）、栄、天名、合川

（注1）飯野①…西條町、飯野寺家町、西条一～九丁目　（注4）玉垣②…玉垣①以外

（注2）玉垣①…矢橋町、矢橋一～三丁目　　　　　　　（注5）若松②…若松①以外

（注3）飯野②…飯野①以外　　　　　　　　　　　　（注6）若松①…南若松町

電　話 電子メール ホームページファクス



と　き　6月27日㈫、7月10日
㈪9時30分～12時（2回シ
リーズ）
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　30人（先着順、2日間
とも参加できる方優先）
料　金　無料
申込み　5月16日㈫8時30分か
ら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、お申し込みください。

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

　女性ホルモンの分泌が急速
に減少する更年期（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（西条
5-118-3）
申込み　5月15日㈪8時30分
から電話で健康づくり課へ

※基本講座を受講した方のみ、選
択講座の申し込みができます。
選択講座は複数選択可能です
（同じ内容の講座は1回限り）。
◆基本講座
○知っとこ！更年期のココロと
カラダ　～助産師さんと一
緒に語り合おう～

と　き　6月12日㈪または6月

29日㈪10時～12時　
②経験者向け　5月30日㈫10
時～12時　
講　師　木村由美子さん(JPIC
読書アドバイザー)
定　員　①30人　②50人　
申込み　5月15日㈪まで(必着)
に、参加日（①29日または②
30日）、氏名、電話番号を
直接、はがきまたは電子メー
ルで図書館（〒513-0802
飯野寺家町812）へ

※応募多数の場合は抽選を行い、抽
選結果を電話または電子メールで5
月22日㈪までにお知らせします。

※託児はありません。

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26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）

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　20歳以上の市民の方
で、ウオーキングを始めたい方

組み立て工作と太陽観測教室
文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学3年生～6年生の
児童とその保護者

※全ての日程に参加できる方
※児童のみの参加はできません。
と　き　6月4日㈰9時～12時
30分、7月9日㈰、8月6日㈰9
時30分～12時30分
ところ　文化会館
内　容　太陽の高度測定器を組
み立て、実際に文化会館屋上で
太陽の高さを測定します。

定　員　20組（1組4人まで、先
着順）
参加料　650円（材料費、初回
受講時支払い）
申込み　5月21日㈰10時から文
化会館で受け付け

※申し込み時に持ち物など詳細を
お知らせします。

スライド説明会
「十宮古里遺跡・磐城山遺跡」
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（国分町
224）　
内　容　速報展で展示中の十
宮古里遺跡と磐城山遺跡の発
掘調査の成果を発掘調査担当
者が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。

読み聞かせボランティア
育成講座参加者募集
図書館　382-0347　 382-4000
   toshokan@city.suzuka.lg.jp 

対　象　読み聞かせボランティア
（活動予定の方も参加できます）

と　き　①初心者向け　5月
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　幼いころに住んでいた家の近くで、牛や馬が何
頭か飼われていました。時々、馬が軽やかな音を
立てて通っていくのですが、馬の背の高さと騎乗
する人の風貌に目を奪われたのを覚えています。
親に尋ねてみると、北海道から馬の世話をしにき
ているアイヌの人だということを聞きました。その
後、アイヌの人たちの独自の文化、言葉を知り、差
別を受けたことも学びました。
　また、最近の小学生のランドセルの色はさまざ
まで、男女問わずカラフルになっていますが、自分
の小学校入学当時は男は黒、女は赤が定番で、
自分の好きな色があればいいのにと思いました。
　世界でも、難民を拒否する動きや保護主義
的な考え方が台頭していることが報じられ、自分

自身の人権感覚が問われているように感じること
が多くなっています。
　「人権」について考えるとなると、こうでなくては
と身構えたり、避けがちになったりして、気軽な会
話の中で取り上げにくいことはないでしょうか。あ
たたかく、やわらかい心で考えてみたいものです。
　日常生活の中でふと気がついたこと、自分と
は無関係と思っている世界のこと、当たり前と思
っていることの中に「人権」に関わる問題が潜ん
でいるかもしれません。家族や職場の中で、それ
を少し話題にすることから、広く、深く「人権」に
ついて、自分が考えるようになるきっかけになれば
すばらしいですね。

日常の中から人権を考えて
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

13日㈫10時～12時
内　容　講話と座談会
定　員　各30人（先着順）
料　金　100円（お茶代）
◆選択講座
○キレイを引き出すヘルシーラ
ンチ（栄養編）
と　き　6月21日㈬または6月
30日㈮10時～12時30分
内　容　調理実習と講話
定　員　各30人（先着順）
料　金　500円（材料費）
○アロマのチカラでホッとひと
いき
と　き　7月11日㈫10時～12時
内　容　講話とルームスプレー
作り
定　員　30人（先着順）
料　金　500円（材料費）
○体の中から美しくヨガ体験
（運動編）
と　き　9月11日㈪または21
日㈭10時～12時
内　容　講話と運動体験
定　員　各30人（先着順）
料　金　無料

国際理解・多文化共生
パネル展

市民対話課　382-9058　 382-7660

　三重県では、伊勢志摩サミットが
行われた5月26日、27日の前後2週
間程度を「みえ国際ウィーク」と定
めています。これに合わせて、本市
の国際理解や多文化共生の取組み
を紹介するパネル展を開催します。
と　き　5月24日㈬～30日㈫
8時30分～17時15分（土曜
日は10時～17時、日曜日は9
時～17時）
ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

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9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
ージへ
◆楽しいアイシング教室
　クッキーにかわいくデコレーシ
ョンします。

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）
と　き　5月25日㈭10時30分
～12時
ところ　水泳場会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

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13日㈯10時～15
時（雨天決行）
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、工作体験）
入場料　無料

の5 月 納税
○軽自動車税……全期
【納期限は5月31日㈬です】

272017・5・5

電　話 電子メール ホームページファクス




