
　

夜間断水・洗管作業を
行います

水道工務課　368-1676　 368-1688

　安全でおいしい水を供給す
るため、水道管内の洗管作業
とそれに伴う断水を下記のと
おり2回実施します。
※対象区域の方へは、別途お知ら
せ文書を配布します。
◆1回目
と　き　1月29日㈰ 23時～
翌日6時
洗管作業区域
○牧田地区　算所町の一部
○飯野地区　道伯町の一部、
道伯五丁目の全て、道伯四
丁目の一部、三日市南一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
三日市町の一部・地子町の
一部、安塚町の一部・西條
町の一部
○稲生地区　稲生町の一部、
野町の全て、野町東一丁目・
二丁目の全て、野町中一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
野町西一丁目・二丁目・三丁
目の全て、野町南一丁目の
全て
○玉垣地区　末広西の全て、
末広町の全て、末広北一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
末広南一丁目・二丁目・三丁
目の全て、石垣一丁目・二丁
目・三丁目の全て、桜島町一
丁目・五丁目・六丁目・七丁
目の全て、南玉垣町の一
部・北玉垣町の一部、西玉
垣町の一部
◆2回目
と　き　2月5日㈰ 23時～翌
日6時
洗管作業区域
○牧田地区　阿古曽町の全

、

、

、

、

、

、

て、算所町の一部、算所一丁
目・二丁目・三丁目・四丁
目・五丁目の全て、平田一丁
目・二丁目の一部、平田本町
一丁目・二丁目の一部、弓削
町の全て、弓削一丁目の一
部、弓削二丁目の全て、平田
東町の全て、岡田町の全て、
岡田一丁目・二丁目・三丁目
の全て、甲斐町の全て

○飯野地区　三日市一丁目・
二丁目・三丁目の一部、三日
市町の一部、道伯二丁目・
四丁目の一部、道伯三丁目
の全て

○河曲地区　竹野一丁目の一
部、竹野二丁目の全て
◆濁り水に注意してください
　作業中や作業後に管内の水
流の変化などで濁り水が発生
する場合があります。あらかじ
め飲料水は汲み置きしていた
だき、洗濯などの際には数分
程度水道水を流し、確認して
から使用してください。
　
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年以内に設置しなければ
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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
替え工事を行う費用に対
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
訪問をしています。お伺いする
者は「身分証明書」を携帯して
います。不審な点があれば確
認してください。

◆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。
○事業所・飲食店の方は「除
害施設」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。 電　話 電子メール ホームページファクス

民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　本市で民間賃貸住宅
をお探しの方（主に住宅の確保
に配慮が必要な高齢者、障が
い者、外国人、子育て世帯など）

と　き　1月14日㈯10時～15
時

ところ　白子サンズ3階催事
場Waraひろば隣（白子駅
前9-20）

内　容　住まい探しに関する困
りごとの相談、民間賃貸住宅
の情報提供（主に市内の物件）
相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会
申込み　不要
問合せ　住宅政策課、県住宅
課（　059-224-2720）へ

※ポルトガル語通訳あり
※当日の物件見学や契約などはで
きません。別日になります。

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　1月28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
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内
　383-3358　火～金曜日
10時30分～
16時）へ

※この制度の適用を受けられなく
なった方が、ふるさと納税に係
る寄附金(税額)控除を受けるた
めには、確定申告や個人住民税
の申告においてふるさと納税に
係る寄附金を申告する必要が
あります。

第3次鈴鹿市子ども
読書活動推進計画(素案)

への意見を募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

　　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　第3次鈴鹿市子ども読書活
動推進計画（素案）へのご意見
をお寄せください。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　1月10日㈫～2月
10日㈮（当日消印有効）
閲覧場所　文化振興課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　閲覧場所にある意
見記入シートに、住所、氏
名、意見を記入の上、直接ま
たは郵便・ファクス・電子メ
ールで文化振興課（〒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3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。　　  

公的年金等の源泉徴収票が
発行されます

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などは、支給の際に所得税
が源泉徴収されますので、1月
下旬に日本年金機構が、受給
者全員に「平成28年分公的年
金等の源泉徴収票」を送付し
ます。2つ以上の年金を受けて
いる方や年金のほかに給与所
得などがある方は、確定申告
の際にこの源泉徴収票の添付
が必要になるので、大切に保管
してください。
※障害年金・遺族年金については、
課税対象となりませんので、源泉
徴収票は送付されません。

※源泉徴収票を紛失された場合の
再交付は、ねんきんダイヤルか津
年金事務所へ。市役所では再交付
できませんのでご注意ください。
問合せ　ねんきんダイヤル（　0570-
　05-1165（IP電話・PHSから
は　03-6700-1165））、津年金
事務所(　059-228-9112)

｢ふるさと納税
ワンストップ特例制度」を

申請された方へ
市民税課　 382-9446　 382-7604

　確定申告や個人住民税の申
告をした場合、ふるさと納税ワン
ストップ特例制度の申請が無効
となり、適用を受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例
制度の対象者　次の両方に該
　当する方
・確定申告や個人住民税の申
告を行う必要がなく、かついず
れの申告も行わない方
・寄附先の自治体数が5以下で
ある方

2017・1・5 13

電　話 電子メール ホームページファクス

民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　本市で民間賃貸住宅
をお探しの方（主に住宅の確保
に配慮が必要な高齢者、障が
い者、外国人、子育て世帯など）

と　き　1月14日㈯10時～15
時
ところ　白子サンズ3階催事
場Waraひろば隣（白子駅
前9-20）

内　容　住まい探しに関する困
りごとの相談、民間賃貸住宅
の情報提供（主に市内の物件）
相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会

申込み　不要
問合せ　住宅政策課、県住宅
課（　059-224-2720）へ

※ポルトガル語通訳あり
※当日の物件見学や契約などはで
きません。別日になります。

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　1月28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
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内
　383-3358　火～金曜日
10時30分～
16時）へ

※この制度の適用を受けられなく
なった方が、ふるさと納税に係
る寄附金(税額)控除を受けるた
めには、確定申告や個人住民税
の申告においてふるさと納税に
係る寄附金を申告する必要が
あります。

第3次鈴鹿市子ども
読書活動推進計画(素案)

への意見を募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

　　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　第3次鈴鹿市子ども読書活
動推進計画（素案）へのご意見
をお寄せください。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　1月10日㈫～2月
10日㈮（当日消印有効）
閲覧場所　文化振興課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　閲覧場所にある意
見記入シートに、住所、氏
名、意見を記入の上、直接ま
たは郵便・ファクス・電子メ
ールで文化振興課（〒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3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。　　  

公的年金等の源泉徴収票が
発行されます

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などは、支給の際に所得税
が源泉徴収されますので、1月
下旬に日本年金機構が、受給
者全員に「平成28年分公的年
金等の源泉徴収票」を送付し
ます。2つ以上の年金を受けて
いる方や年金のほかに給与所
得などがある方は、確定申告
の際にこの源泉徴収票の添付
が必要になるので、大切に保管
してください。
※障害年金・遺族年金については、
課税対象となりませんので、源泉
徴収票は送付されません。

※源泉徴収票を紛失された場合の
再交付は、ねんきんダイヤルか津
年金事務所へ。市役所では再交付
できませんのでご注意ください。
問合せ　ねんきんダイヤル（　0570-
　05-1165（IP電話・PHSから
は　03-6700-1165））、津年金
事務所(　059-228-9112)

｢ふるさと納税
ワンストップ特例制度」を

申請された方へ
市民税課　 382-9446　 382-7604

　確定申告や個人住民税の申
告をした場合、ふるさと納税ワン
ストップ特例制度の申請が無効
となり、適用を受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例
制度の対象者　次の両方に該
　当する方
・確定申告や個人住民税の申
告を行う必要がなく、かついず
れの申告も行わない方
・寄附先の自治体数が5以下で
ある方

2017・1・5 13



電　話 電子メール ホームページファクス

民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　本市で民間賃貸住宅
をお探しの方（主に住宅の確保
に配慮が必要な高齢者、障が
い者、外国人、子育て世帯など）

と　き　1月14日㈯10時～15
時
ところ　白子サンズ3階催事
場Waraひろば隣（白子駅
前9-20）
内　容　住まい探しに関する困
りごとの相談、民間賃貸住宅
の情報提供（主に市内の物件）
相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会
申込み　不要
問合せ　住宅政策課、県住宅
課（　059-224-2720）へ

※ポルトガル語通訳あり
※当日の物件見学や契約などはで
きません。別日になります。

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　1月28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
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内
　383-3358　火～金曜日
10時30分～
16時）へ

※この制度の適用を受けられなく
なった方が、ふるさと納税に係
る寄附金(税額)控除を受けるた
めには、確定申告や個人住民税
の申告においてふるさと納税に
係る寄附金を申告する必要が
あります。

第3次鈴鹿市子ども
読書活動推進計画(素案)

への意見を募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

　　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　第3次鈴鹿市子ども読書活
動推進計画（素案）へのご意見
をお寄せください。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　1月10日㈫～2月
10日㈮（当日消印有効）

閲覧場所　文化振興課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　閲覧場所にある意
見記入シートに、住所、氏
名、意見を記入の上、直接ま
たは郵便・ファクス・電子メ
ールで文化振興課（〒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3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。　　  

公的年金等の源泉徴収票が
発行されます

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などは、支給の際に所得税
が源泉徴収されますので、1月
下旬に日本年金機構が、受給
者全員に「平成28年分公的年
金等の源泉徴収票」を送付し
ます。2つ以上の年金を受けて
いる方や年金のほかに給与所
得などがある方は、確定申告
の際にこの源泉徴収票の添付
が必要になるので、大切に保管
してください。
※障害年金・遺族年金については、
課税対象となりませんので、源泉
徴収票は送付されません。

※源泉徴収票を紛失された場合の
再交付は、ねんきんダイヤルか津
年金事務所へ。市役所では再交付
できませんのでご注意ください。
問合せ　ねんきんダイヤル（　0570-
　05-1165（IP電話・PHSから
は　03-6700-1165））、津年金
事務所(　059-228-9112)

｢ふるさと納税
ワンストップ特例制度」を

申請された方へ
市民税課　 382-9446　 382-7604

　確定申告や個人住民税の申
告をした場合、ふるさと納税ワン
ストップ特例制度の申請が無効
となり、適用を受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例
制度の対象者　次の両方に該
　当する方
・確定申告や個人住民税の申
告を行う必要がなく、かついず
れの申告も行わない方
・寄附先の自治体数が5以下で
ある方

2017・1・5 13農業委員と農地利用最適
化推進委員を募集

農業委員会事務局　382-9018　 382-7610

対　象　農業に関する知識があ
り、農業委員会の職務を適切に
行える、原則市内在住の方

任　期　農業委員は平成29
年7月20日～平成32年7月
19日、農地利用最適化推進
委員は委嘱日～平成32年7
月19日
定　員　農業委員は19人、農
地利用最適化推進委員は
25人
報　酬　条例に基づき支給
申込み　2月1日㈬～28日㈫
まで(必着)に、所定用紙に
必要事項を記入・押印の
上、直接または郵送で、農

315〒（ 局務事会員委業 -
8701（住所不要））へ

※所定用紙は農業委員会事務
局、地区市民センター、市ホー
ムページで入手できます。

※詳しくは、お問い合わせいただ
くか市ホームページをご覧くだ
さい。

地球温暖化防止
活動推進員を募集

環境政策課　382-7954　 382-2214

　県では、地球温暖化に対す
る理解を深めるため、主に市内
の学校や公民館で環境に関す
る講座などを行っていただくボ
ランティアを募集しています。
対　象　市内在住の18歳以

）在現日1月4年92成平（ 上
の方
と　き　1月13日㈮～2月10
日㈮
申込み・問合せ　応募用紙に
記入の上、直接または郵送で
三重県地球温暖化防止活動
推進センター(〒510-0304
津市河芸町上野3258県
環境保全事業団内　059-

　245-7517）へ
※応募用紙は三重県地球温暖化
防止活動推進センターと同ホ
ームページで入手できます

※後日面接を行います。
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納税の夜間窓口休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

と　き　1月29日㈰9時～16
時30分

と　き　1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。

防災航空隊による
航空支援制度研修

中央消防署　382-9165　 382-3905

　県防災航空隊が、大規模災
害等発生時における応援航空
部隊の受入れ体制確保を目的
に、航空支援制度研修を行いま
す。当日は県のヘリコプターが
市内上空を飛行し、騒音などが
生じますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
と　き　1月16日(月)13時～
16時10分

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669))



市嘱託職員を募集

人事課　382-9037　382-2219

申込み　1月 5日㈭から 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、「職員採用試験申込書」

を人事課へ

※申込書は、直接または郵送で人事

課へ請求してください。郵便の場

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、

82 円切手を貼った 12cm×23c

   m 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。

◆第一次試験

と　き　2月 5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

試験などを行います。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。

※全ての職種において、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。

主な業務内容職種・採用予定人数 受験資格

事務１
（身体障がい者等）

2人程度

事務２
13人程度

事務３
1人程度

水質試験員
1人程度

保健師
4人程度

助産師
1人程度

学芸員
２人程度

手話通訳
1人程度

司書
1人程度

臨床心理士
１人程度

用務員
4人程度

調理員
1人程度

窓口などの
一般事務業務

昭
和
32
年
4
月
2

方
の
れ
ま
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以
日

窓口や公民館などでの
一般事務業務

国際交流に関する
一般事務業務

水質試験に関する業務

地域保健に関する
相談･指導業務

子育て世代包括支援に
関する業務

埋蔵文化財の発掘調査･
室内整理及び報告書
作成に関する業務

窓口などでの手話通訳
及び一般事務業務

図書館での司書
及び事務補助業務

子どもの発達障がいに関
する相談、子どもの発達
検査、発達検査後の支援

学校または地区市民セ
ンター等での用務･事務
補助業務

学校または給食センタ
ーでの給食調理業務

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
活字印刷文による出題に対応できる方

学校教育法に基づく大学または大学院で考古学等の埋蔵文化財関連学を
専攻し、卒業または修了し（平成29年3月31日までに卒業・修了見込みの
人を含む。）、埋蔵文化財発掘調査についての知識・経験を有する人（調査
参加経歴書を要提出）
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
次の①～③いずれかを合格の方
①　手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）
②　手話通訳者全国統一試験
③　一般社団法人三重県聴覚障害者協会が実施の手話通訳認定試験
　　（Ｂ級認定試験）

司書資格を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方 

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
普通自動車免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成29年3月末日までに
取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以上勤務経験を有する方（勤務
経歴書を要提出）

普通自動車免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
ＴＯＥＩＣ540点以上（公式認定書またはスコアレポートを要提出）または
英検2級以上（合格証明書または合格証書を要提出）

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
化学系大学を卒業または履修し、水質試験に関する実務経験のある方
（勤務経歴書を要提出）

保健師免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

助産師免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

パソコン操作(入力・検索等)ができる方

募集する職種など
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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。

　

地方版図柄入り
ナンバープレートの
導入意向調査

総合政策課　382-9038　 382-9040

　国では、自動車ユーザーの
希望に応じて、図柄入りナンバ
ープレートに交換できる制度を
盛り込んだ法律の改正が行わ
れました。これに伴い、｢鈴鹿ナ
ンバー｣への地方版図柄入りナ
ンバープレートの導入を検討し
ており、市民の皆さんに意向調
査を行います。調査票がお手元
に届いた方はご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から、1,000人を無作為抽
出し、調査票を送付しています。
実施期間　1月10日㈫～20日㈮
回収方法　調査票に記入の上、
同封した返信用封筒で返送し
てください。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　期間中にエコマークなどが付
旬・元地「」品商ルベラ境環「たい
環のどな」品商えかめつ「」のもの

境への負荷が少ない商品を購入
して応募すると、抽選で総勢255
人に素敵な商品が当たります。
期　間　1月13日㈮～2月12日㈰
申込み　東海三県一市グリーン

購入キャンペーンホームページ、
協力店にある応募はがきで。

問合せ　県地球温暖化対策課
(　059-224-2366)

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰10
時～17時、23日㈪10時～14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

鈴鹿市自治会連合会
地域づくり講演会

「これからの鈴鹿市に
ついて考える」

地域協働課　382-8695　 382-2214

　少子高齢化・人口減少社会が
このまま続くと、私たちのまちは
どうなるのでしょうか。人口構成
が変われば、まちづくりも進化す
る必要があります。どのように取
り組んでいけばよいかを一緒に
考えていきましょう。
と　き　2月14日㈫ 14時～16
時（開場13時30分）　　

ところ　文化会館けやきホール
講　師　川北秀人さん
定　員　500人
入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

多文化共生交流の集い
｢外国人とともに考える

地域防災｣
市民対話課　382-9058　 382-7660

　多文化共生のまちづくりの一環
として、地震災害時の避難所に関
する情報やその運営について、地
域の外国人住民と共に考えます。
と　き　1月22日㈰13時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー2階ホール（平田東町5-10）

定　員　50人（先着順） 
主　催　牧田地区地域づくり協
議会

申込み　電話または電子メール
で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_

　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。
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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。

　

地方版図柄入り
ナンバープレートの
導入意向調査

総合政策課　382-9038　 382-9040

　国では、自動車ユーザーの
希望に応じて、図柄入りナンバ
ープレートに交換できる制度を
盛り込んだ法律の改正が行わ
れました。これに伴い、｢鈴鹿ナ
ンバー｣への地方版図柄入りナ
ンバープレートの導入を検討し
ており、市民の皆さんに意向調
査を行います。調査票がお手元
に届いた方はご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から、1,000人を無作為抽
出し、調査票を送付しています。
実施期間　1月10日㈫～20日㈮
回収方法　調査票に記入の上、
同封した返信用封筒で返送し
てください。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　期間中にエコマークなどが付
旬・元地「」品商ルベラ境環「たい
環のどな」品商えかめつ「」のもの

境への負荷が少ない商品を購入
して応募すると、抽選で総勢255
人に素敵な商品が当たります。
期　間　1月13日㈮～2月12日㈰
申込み　東海三県一市グリーン

購入キャンペーンホームページ、
協力店にある応募はがきで。

問合せ　県地球温暖化対策課
(　059-224-2366)

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰10
時～17時、23日㈪10時～14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

鈴鹿市自治会連合会
地域づくり講演会

「これからの鈴鹿市に
ついて考える」

地域協働課　382-8695　 382-2214

　少子高齢化・人口減少社会が
このまま続くと、私たちのまちは
どうなるのでしょうか。人口構成
が変われば、まちづくりも進化す
る必要があります。どのように取
り組んでいけばよいかを一緒に
考えていきましょう。
と　き　2月14日㈫ 14時～16
時（開場13時30分）　　

ところ　文化会館けやきホール
講　師　川北秀人さん
定　員　500人
入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

多文化共生交流の集い
｢外国人とともに考える

地域防災｣
市民対話課　382-9058　 382-7660

　多文化共生のまちづくりの一環
として、地震災害時の避難所に関
する情報やその運営について、地
域の外国人住民と共に考えます。
と　き　1月22日㈰13時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー2階ホール（平田東町5-10）

定　員　50人（先着順） 
主　催　牧田地区地域づくり協
議会

申込み　電話または電子メール
で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_

　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。

有 料 広 告

16 2017・1・5

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。

　

地方版図柄入り
ナンバープレートの
導入意向調査

総合政策課　382-9038　 382-9040

　国では、自動車ユーザーの
希望に応じて、図柄入りナンバ
ープレートに交換できる制度を
盛り込んだ法律の改正が行わ
れました。これに伴い、｢鈴鹿ナ
ンバー｣への地方版図柄入りナ
ンバープレートの導入を検討し
ており、市民の皆さんに意向調
査を行います。調査票がお手元
に届いた方はご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から、1,000人を無作為抽
出し、調査票を送付しています。
実施期間　1月10日㈫～20日㈮
回収方法　調査票に記入の上、
同封した返信用封筒で返送し
てください。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　期間中にエコマークなどが付
旬・元地「」品商ルベラ境環「たい
環のどな」品商えかめつ「」のもの

境への負荷が少ない商品を購入
して応募すると、抽選で総勢255
人に素敵な商品が当たります。
期　間　1月13日㈮～2月12日㈰
申込み　東海三県一市グリーン

購入キャンペーンホームページ、
協力店にある応募はがきで。

問合せ　県地球温暖化対策課
(　059-224-2366)

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰10
時～17時、23日㈪10時～14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

鈴鹿市自治会連合会
地域づくり講演会

「これからの鈴鹿市に
ついて考える」

地域協働課　382-8695　 382-2214

　少子高齢化・人口減少社会が
このまま続くと、私たちのまちは
どうなるのでしょうか。人口構成
が変われば、まちづくりも進化す
る必要があります。どのように取
り組んでいけばよいかを一緒に
考えていきましょう。
と　き　2月14日㈫ 14時～16
時（開場13時30分）　　

ところ　文化会館けやきホール
講　師　川北秀人さん
定　員　500人
入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

多文化共生交流の集い
｢外国人とともに考える

地域防災｣
市民対話課　382-9058　 382-7660

　多文化共生のまちづくりの一環
として、地震災害時の避難所に関
する情報やその運営について、地
域の外国人住民と共に考えます。
と　き　1月22日㈰13時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー2階ホール（平田東町5-10）

定　員　50人（先着順） 
主　催　牧田地区地域づくり協
議会

申込み　電話または電子メール
で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_
　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。
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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。

　

地方版図柄入り
ナンバープレートの
導入意向調査

総合政策課　382-9038　 382-9040

　国では、自動車ユーザーの
希望に応じて、図柄入りナンバ
ープレートに交換できる制度を
盛り込んだ法律の改正が行わ
れました。これに伴い、｢鈴鹿ナ
ンバー｣への地方版図柄入りナ
ンバープレートの導入を検討し
ており、市民の皆さんに意向調
査を行います。調査票がお手元
に届いた方はご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から、1,000人を無作為抽
出し、調査票を送付しています。
実施期間　1月10日㈫～20日㈮
回収方法　調査票に記入の上、
同封した返信用封筒で返送し
てください。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　期間中にエコマークなどが付
旬・元地「」品商ルベラ境環「たい
環のどな」品商えかめつ「」のもの

境への負荷が少ない商品を購入
して応募すると、抽選で総勢255
人に素敵な商品が当たります。
期　間　1月13日㈮～2月12日㈰
申込み　東海三県一市グリーン

購入キャンペーンホームページ、
協力店にある応募はがきで。

問合せ　県地球温暖化対策課
(　059-224-2366)

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰10
時～17時、23日㈪10時～14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

鈴鹿市自治会連合会
地域づくり講演会

「これからの鈴鹿市に
ついて考える」

地域協働課　382-8695　 382-2214

　少子高齢化・人口減少社会が
このまま続くと、私たちのまちは
どうなるのでしょうか。人口構成
が変われば、まちづくりも進化す
る必要があります。どのように取
り組んでいけばよいかを一緒に
考えていきましょう。
と　き　2月14日㈫ 14時～16
時（開場13時30分）　　

ところ　文化会館けやきホール
講　師　川北秀人さん
定　員　500人
入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

多文化共生交流の集い
｢外国人とともに考える

地域防災｣
市民対話課　382-9058　 382-7660

　多文化共生のまちづくりの一環
として、地震災害時の避難所に関
する情報やその運営について、地
域の外国人住民と共に考えます。
と　き　1月22日㈰13時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー2階ホール（平田東町5-10）

定　員　50人（先着順） 
主　催　牧田地区地域づくり協
議会

申込み　電話または電子メール
で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_
　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。

※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

（国分町224）
観覧料　一般200円、小中学生
100円、70歳以上の方・障がい
者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添い1人は無料

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。
◆関連講演会「煙立つ-かまど
とえんとつの考古学-」
と　き　1月29日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　坂靖さん(橿原考古学
研究所附属博物館)
聴講料　無料
※参加者は観覧料が無料です。

コーラスコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月22日㈰14時から
会　場　考古博物館展示ホー
ル（国分町224）
出演者　ピッコロフォレスタ（合
唱グループ）
入場料　無料
※展示ホールではミニコンサート
を開催できます。詳しくは考古
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。

とんぼ玉を作ろう　
考古博物館　374-1994　 374-0986

　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち1
個をストラップかネックレスに仕
上げます。
対　象　中学生以上
と　き　2月4日㈯①9時30分
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)

定　員　各10人(希望者多数の
場合は抽選)

参加料　2,500円程度
申込み　1月27日㈮までに、講
座名「とんぼ玉を作ろう」、希
望時間、住所、氏名、電話番
号を記入の上、往復はがきか
電子メールで考古博物館(〒
513-0013国分町224)へ。

※申込1件につき2人まで。往復は
がきの返信宛名欄には代表者
の住所と氏名を記入

企画展
｢どか～んとえんとつ｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　天王遺跡から出土した不思
議な土製品。その使われ方を示
す各地の類例から、天王遺跡を
中心とした市内の古代文化の
特性について考えます。
と　き　1月21日㈯～3月5日㈰
ところ　考古博物館特別展示室

と　き　1月15日㈰10時～15
時
ところ　鈴鹿工業高等専門学
校第1体育館
内　容
・市内中小製造企業の技術や
製品を紹介するための企業
展示会
・中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車によ
り走行距離を競う「すずか輪
ゴムグランプリ」
・市補助金を活用して事業拡
大を図っている企業による事
例紹介

・鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人材
育成研修、企業自己診断な
どの事業紹介

・水素を燃料にして走る燃料電池
自動車「クラリティ フューエル
セル」の展示　
・鈴鹿高専によるソーラーカー
や小水力発電に関する水車の
展示、運転シミュレーション
体験「ラジコンカーを動かそ
う」（仮）など　
入場料　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。

　

地方版図柄入り
ナンバープレートの
導入意向調査

総合政策課　382-9038　 382-9040

　国では、自動車ユーザーの
希望に応じて、図柄入りナンバ
ープレートに交換できる制度を
盛り込んだ法律の改正が行わ
れました。これに伴い、｢鈴鹿ナ
ンバー｣への地方版図柄入りナ
ンバープレートの導入を検討し
ており、市民の皆さんに意向調
査を行います。調査票がお手元
に届いた方はご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から、1,000人を無作為抽
出し、調査票を送付しています。
実施期間　1月10日㈫～20日㈮
回収方法　調査票に記入の上、
同封した返信用封筒で返送し
てください。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　期間中にエコマークなどが付
旬・元地「」品商ルベラ境環「たい
環のどな」品商えかめつ「」のもの

境への負荷が少ない商品を購入
して応募すると、抽選で総勢255
人に素敵な商品が当たります。
期　間　1月13日㈮～2月12日㈰
申込み　東海三県一市グリーン

購入キャンペーンホームページ、
協力店にある応募はがきで。

問合せ　県地球温暖化対策課
(　059-224-2366)

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰10
時～17時、23日㈪10時～14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

鈴鹿市自治会連合会
地域づくり講演会

「これからの鈴鹿市に
ついて考える」

地域協働課　382-8695　 382-2214

　少子高齢化・人口減少社会が
このまま続くと、私たちのまちは
どうなるのでしょうか。人口構成
が変われば、まちづくりも進化す
る必要があります。どのように取
り組んでいけばよいかを一緒に
考えていきましょう。
と　き　2月14日㈫ 14時～16
時（開場13時30分）　　

ところ　文化会館けやきホール
講　師　川北秀人さん
定　員　500人
入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

多文化共生交流の集い
｢外国人とともに考える

地域防災｣
市民対話課　382-9058　 382-7660

　多文化共生のまちづくりの一環
として、地震災害時の避難所に関
する情報やその運営について、地
域の外国人住民と共に考えます。
と　き　1月22日㈰13時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー2階ホール（平田東町5-10）

定　員　50人（先着順） 
主　催　牧田地区地域づくり協
議会

申込み　電話または電子メール
で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_

　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。
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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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で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_

　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。

（国分町224）
観覧料　一般200円、小中学生
100円、70歳以上の方・障がい
者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添い1人は無料

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。
◆関連講演会「煙立つ-かまど
とえんとつの考古学-」
と　き　1月29日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　坂靖さん(橿原考古学
研究所附属博物館)
聴講料　無料
※参加者は観覧料が無料です。

コーラスコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月22日㈰14時から
会　場　考古博物館展示ホー
ル（国分町224）
出演者　ピッコロフォレスタ（合
唱グループ）

入場料　無料
※展示ホールではミニコンサート
を開催できます。詳しくは考古
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。

とんぼ玉を作ろう　
考古博物館　374-1994　 374-0986

　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち1
個をストラップかネックレスに仕
上げます。
対　象　中学生以上
と　き　2月4日㈯①9時30分
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)

定　員　各10人(希望者多数の
場合は抽選)

参加料　2,500円程度
申込み　1月27日㈮までに、講
座名「とんぼ玉を作ろう」、希
望時間、住所、氏名、電話番
号を記入の上、往復はがきか
電子メールで考古博物館(〒
513-0013国分町224)へ。

※申込1件につき2人まで。往復は
がきの返信宛名欄には代表者
の住所と氏名を記入

企画展
｢どか～んとえんとつ｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　天王遺跡から出土した不思
議な土製品。その使われ方を示
す各地の類例から、天王遺跡を
中心とした市内の古代文化の
特性について考えます。
と　き　1月21日㈯～3月5日㈰
ところ　考古博物館特別展示室

と　き　1月15日㈰10時～15
時
ところ　鈴鹿工業高等専門学
校第1体育館
内　容
・市内中小製造企業の技術や
製品を紹介するための企業
展示会
・中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車によ
り走行距離を競う「すずか輪
ゴムグランプリ」
・市補助金を活用して事業拡
大を図っている企業による事
例紹介

・鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人材
育成研修、企業自己診断な
どの事業紹介
・水素を燃料にして走る燃料電池
自動車「クラリティ フューエル
セル」の展示　
・鈴鹿高専によるソーラーカー
や小水力発電に関する水車の
展示、運転シミュレーション
体験「ラジコンカーを動かそ
う」（仮）など　

入場料　無料
　

2017・1・5 17

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有

電　話 電子メール ホームページファクス

（国分町224）
観覧料　一般200円、小中学生
100円、70歳以上の方・障がい
者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添い1人は無料

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。
◆関連講演会「煙立つ-かまど
とえんとつの考古学-」

と　き　1月29日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　坂靖さん(橿原考古学
研究所附属博物館)
聴講料　無料
※参加者は観覧料が無料です。

コーラスコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月22日㈰14時から
会　場　考古博物館展示ホー
ル（国分町224）

出演者　ピッコロフォレスタ（合
唱グループ）

入場料　無料
※展示ホールではミニコンサート
を開催できます。詳しくは考古
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。

とんぼ玉を作ろう　
考古博物館　374-1994　 374-0986

　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち1
個をストラップかネックレスに仕
上げます。
対　象　中学生以上
と　き　2月4日㈯①9時30分
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)
定　員　各10人(希望者多数の
場合は抽選)
参加料　2,500円程度
申込み　1月27日㈮までに、講
座名「とんぼ玉を作ろう」、希
望時間、住所、氏名、電話番
号を記入の上、往復はがきか
電子メールで考古博物館(〒
513-0013国分町224)へ。

※申込1件につき2人まで。往復は
がきの返信宛名欄には代表者
の住所と氏名を記入

企画展
｢どか～んとえんとつ｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　天王遺跡から出土した不思
議な土製品。その使われ方を示
す各地の類例から、天王遺跡を
中心とした市内の古代文化の
特性について考えます。
と　き　1月21日㈯～3月5日㈰
ところ　考古博物館特別展示室

と　き　1月15日㈰10時～15
時

ところ　鈴鹿工業高等専門学
校第1体育館

内　容
・市内中小製造企業の技術や
製品を紹介するための企業
展示会

・中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車によ
り走行距離を競う「すずか輪
ゴムグランプリ」

・市補助金を活用して事業拡
大を図っている企業による事
例紹介

・鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人材
育成研修、企業自己診断な
どの事業紹介

・水素を燃料にして走る燃料電池
自動車「クラリティ フューエル
セル」の展示　
・鈴鹿高専によるソーラーカー
や小水力発電に関する水車の
展示、運転シミュレーション
体験「ラジコンカーを動かそ
う」（仮）など　

入場料　無料
　

2017・1・5 17

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有

電　話 電子メール ホームページファクス

（国分町224）
観覧料　一般200円、小中学生
100円、70歳以上の方・障がい
者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添い1人は無料

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。
◆関連講演会「煙立つ-かまど
とえんとつの考古学-」
と　き　1月29日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　坂靖さん(橿原考古学
研究所附属博物館)
聴講料　無料
※参加者は観覧料が無料です。

コーラスコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月22日㈰14時から
会　場　考古博物館展示ホー
ル（国分町224）
出演者　ピッコロフォレスタ（合
唱グループ）
入場料　無料
※展示ホールではミニコンサート
を開催できます。詳しくは考古
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。

とんぼ玉を作ろう　
考古博物館　374-1994　 374-0986

　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち1
個をストラップかネックレスに仕
上げます。
対　象　中学生以上
と　き　2月4日㈯①9時30分
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)

定　員　各10人(希望者多数の
場合は抽選)

参加料　2,500円程度
申込み　1月27日㈮までに、講
座名「とんぼ玉を作ろう」、希
望時間、住所、氏名、電話番
号を記入の上、往復はがきか
電子メールで考古博物館(〒
513-0013国分町224)へ。

※申込1件につき2人まで。往復は
がきの返信宛名欄には代表者
の住所と氏名を記入

企画展
｢どか～んとえんとつ｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　天王遺跡から出土した不思
議な土製品。その使われ方を示
す各地の類例から、天王遺跡を
中心とした市内の古代文化の
特性について考えます。
と　き　1月21日㈯～3月5日㈰
ところ　考古博物館特別展示室

と　き　1月15日㈰10時～15
時
ところ　鈴鹿工業高等専門学
校第1体育館
内　容
・市内中小製造企業の技術や
製品を紹介するための企業
展示会
・中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車によ
り走行距離を競う「すずか輪
ゴムグランプリ」
・市補助金を活用して事業拡
大を図っている企業による事
例紹介

・鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人材
育成研修、企業自己診断な
どの事業紹介

・水素を燃料にして走る燃料電池
自動車「クラリティ フューエル
セル」の展示　
・鈴鹿高専によるソーラーカー
や小水力発電に関する水車の
展示、運転シミュレーション
体験「ラジコンカーを動かそ
う」（仮）など　

入場料　無料
　

2017・1・5 17

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有

電　話 電子メール ホームページファクス



いきいき鈴鹿

ツーデーウオーク

スポーツ課　382-9029　382-9071

※申込書は、公民館や地区市民センターなどで入手で
きます。

※当日申込もできますが、参加記念品などが足りない
場合があります。

※2月11日(土・祝)までに申し込まれた方は、大会誌
へ氏名を掲載します。

※3月13日(月)に希望者 (先着80人)で市内の工場見
学を行います。

対　象　健康な方
※小学生以下と介助が必要な方は同伴者が必要
参加料　事前申込みは一般1,000円、高校生
500円、中学生以下無料、当日申込みは一般
1,300円、高校生600円、中学生以下無料

申込み・問合せ　3月1日㈬までに、申込書に必
要事項を記入の上、郵便振替または郵送・電
話などで、いきいき鈴鹿ツーデーウオーク事
務局 (鈴鹿市民歩こう会　日比　〒510-0219
野町南1-13-18　387-1489　080-6918-
9373 　mhibi@mecha.ne.jp)へ

いきいき鈴鹿ツーデーウオーク
スポーツ課　382-9029　 382-9071

18 2017・1・5

ＭＣＩ(軽度認知障がい)をご存知ですか

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

あたまの健康チェックテスト
「じんけんフェスタinすずか」の
中で簡単な認知機能チェックコ
ーナーを設けます。
対　象 20歳以上の方(当日先
着50人)
と　き 1月21日㈯10時～16時
ところ 文化会館
内　容 10分程度の質問テスト
※地域包括支援センター職員の相談
コーナーもあります。

　老化による正常な物忘れと認知症との間に、ＭＣＩ(軽
度認知障がい)とよばれるグレーゾーンがあります。厚生
労働省によると全国に約400万人は存在するとされてい
ます。認知症とは違い、ＭＣＩは日常生活や社会活動に影
響しないため、見落とされがちですが、ＭＣＩの段階で早
期に発見し、「知的刺激を与える」「運動を行う」「生活習
慣病などを適切に管理する」などの働きかけを行うことで、
認知症の発症を遅らせたり、予防することができるとされ
ています。
　しかし、適切な予防なしに放置した場合、5年間で約半
数の方が認知症になるとの研究報告があります。日常生
活に支障が出ていなくても、物忘れが気になる時は、早め
にかかりつけ医や専門医療機関に相談しましょう。

生活に支障がない 生活に支障が出てくる

とき

3月11日(土)

3月12日(日)

距離

27km

16km

6km

32km

14km

8km

4km

コース（受付・スタートはいずれも弁天山公園）

鼓ヶ浦海岸、伊勢街道、神戸寝釈迦祭り、四季の道

庄野・石薬師宿、神戸寝釈迦祭り

鈴鹿青少年の森公園（鈴鹿サーキット）

荒神山観音寺、椿大神社、みどりのだいち

石垣池公園、伊奈冨神社

神戸寝釈迦祭り、四季の道

神戸寝釈迦祭り(近鉄利用)

受付

7時30分

8時30分

7時30分

8時30分

出発式

8時

9時

8時

9時

ゴール

17時

16時

17時

16時

対　象　健康な方

※小学生以下と介助が必要な方は同

伴者が必要

参加料　事前申込みは一般 1,000

円、高校生 500 円、中学生以下

無料、当日申込みは一般 1,300

円、高校生 600 円、中学生以下

無料

申込み・問合せ　3月 1日㈬まで

に、申込書に必要事項を記入の

上、郵便振替または郵送・電話

などで、いきいき鈴鹿ツーデー

ウオーク事務局 ( 鈴鹿市民歩

こう会　日比　〒510-0219　野

町南 1-13-18　387-1489　

080-6918-9373 　

mhibi@mecha.ne.jp) へ

※申込書は、公民館や地区市民セン

ターなどで入手できます。

※当日申込もできますが、参加記念

品などが足りない場合があります。

※2 月 11 日 ( 土・祝 ) までに申し

込まれた方は、大会誌へ氏名を掲

載します。

※3 月 13 日 ( 月 ) に希望者 ( 先着

80 人 ) で市内の工場見学を行いま

す。

市民公開講座
｢IoTってなんだろう？

～インターネットがもたらす
未来社会～｣

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　1月28日㈯14時～15
時30分　　　

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスB棟3512
教室(岸岡町1001-1)
内　容　最近テレビや新聞で
よく目にするIoTについて分
かりやすく解説します。
参加料　無料
申込み　不要
講師・問合せ　山本晧二さん
(鈴鹿医療科学大学教授 　 
　383-8991)

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　1月14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(御薗町1669)
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
・スポーツ教室発表会
・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

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　1月6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～歩く前までの

ロ

親子
と　き　1月18日㈬11時10分
～12時30分または13時30
分～15時
定　員　各30組(先着順)
参加料　1,050円
◆カリフォルニアロール寿司
対　象　一般成人(お子さん
を連れて参加できます)
と　き　1月19日㈭10時30
分～12時
参加料　3,200円(材料費込)
定　員　16人(先着順)
◆バレンタインアイシング
対　象　一般成人(お子さん
を連れて参加できます)
と　き　1月26日㈭10時30
分～12時
定　員　10人(先着順)
参加料　1,500円(材料費込)

の1 月 納税
○市県民税…4期
○国民健康保険税…7期
【納期限は1月31日(火)です】



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

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

ＭＣＩ( 軽度認知障がい ) を

ご存知ですか

　老化による正常な物忘れと認知

症との間に、ＭＣＩ(軽度認知障

がい )とよばれるグレーゾーンが

あります。厚生労働省によると全

国に約 400 万人は存在するとされ

ています。認知症とは違い、ＭＣ

Ｉは日常生活や社会活動に影響し

ないため、見落とされがちですが、

ＭＣＩの段階で早期に発見し、「知

的刺激を与える」「運動を行う」「生

活習慣病などを適切に管理する」

などの働きかけを行うことで、認

知症の発症を遅らせたり、予防す

ることができるとされています。

　しかし、適切な予防なしに放置

した場合、5年間で約半数の方が

認知症になるとの研究報告があり

ます。日常生活に支障が出ていな

くても、物忘れが気になる時は、

早めにかかりつけ医や専門医療機

関に相談しましょう。

 

 

 

重度認知症 

 

 

中度認知症 

 

 

初期認知症 

 

 

ＭＣＩ(軽度認知障害） 
 生活に支障がない 

 

通常老化 

 

あたまの健康チェックテスト

  「じんけんフェスタ in すずか」

の中で簡単な認知機能チェック

コーナーを設けます。

対　象　20 歳以上の方 (当日先

着 50 人 )

と　き　1月 21 日㈯ 10 時～ 16

時

ところ　文化会館　

内　容　10 分程度の質問テスト

※地域包括支援センター職員の相談

コーナーもあります。

子どもたちと共に考えよう

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

　市内の 10 中学校区では、12 月

から 1月にかけて、中学校区の中

学生と小学生の代表が集まって

「中学校区人権フォーラム」を行っ

ています。「いじめや差別をなく

すために自分たちができること」

などのテーマで、自校の取り組み

や具体的な自分の経験をもとに話

し合っています。毎年開催してい

るこのフォーラムでは、いじめや

差別をなくしたいという思いや、

思っていても行動できなかった経

験、今後に向けた決意などを、自

分の言葉で語ったり、それに共感

したりする子どもたちの姿があり

ます。

　本市では、1月 21 日㈯・22 日

㈰に文化会館において「じんけん

フェスタ in すずか」を開催しま

す。映画、音楽、講演会、学校な

どの実践発表、子どもたちの作品

展示など、人権について考える

きっかけとなる多くの催し物があ

ります。

　私たちの社会には、いじめや体

罰、児童虐待といった子どもに関

する問題やインターネット上の誹

謗中傷、プライバシー侵害など、

多くの人権問題があります。人権

は誰もが生まれながらにして持っ

ている権利ですが、それについて

深く考える機会がなかなかないの

が現状です。ぜひ、「じんけんフェ

スタ in すずか」に参加し、子ど

もたちとともに人権について考え

る機会にしてください。

　新しい年が始まりました。他人

の人権に配慮することや相手の気

持ちを考えることを心掛け、一人

一人の人権が大切にされる一年に

していきたいものですね。


