
税申告に関するご案内
市民税課　382-9446　 382-7604

　市民税・県民税の申告や、所
得税の確定申告の際は、以下
の点に注意してください。
所得　家族の所得は合計せず
に、あなたの所得のみを申
告してください。
企業年金　「公的年金等の源
泉徴収票」が発行されている
企業年金の収入は、日本年
金機構からの年金などと同じ
公的年金等収入として申告し
ます。雑所得のその他収入で
はありません。雑所得のその
他収入に当てはまる年金には、
生命保険契約による個人年
金などがあります。
社会保険料控除　同一生計の
家族の社会保険料を、あな
たが口座振替や納付書で支
払った場合は、あなたの控除
として申告することができま
す。ただし、家族自身の給与
や年金から天引きされている
社会保険料は、あなたの控除
としては申告できません。
医療費控除　医療費控除の対
象となるのは、あなたや家族
の治療のために支払った医療
費です。治療ではないもの（予
防接種、文書料、治療につな
がらない健康診断、健康食品
など）に支払った代金は対象
になりません。領収書は病院
ごとに整理し、控除対象の合
計を計算してください。

※医療費控除が発生するのは、支
払った医療費から保険金などで
補てんされた金額を差し引いた
残額が、10万円(所得が200万円
以下の場合は所得の5％)を超え
た場合です。

他収入に当てはまる年金には、

確定申告書第二表「住民税・
事業税に関する事項」欄
 税務署に提出する確定申告書
の第二表には、「住民税・事
業税に関する事項」欄が設け
られています。この欄には16
歳未満の扶養親族、配当割
額控除額や株式譲渡所得割
額控除額、寄附金税額控除の
対象となる寄附金額、別居の
扶養親族の住所などを記入し
ます。これらの項目は、所得税
の計算には影響ありませんが、
市民税・県民税の計算には必
要な内容です。該当がある場
合は忘れずに記入してくださ
い。
確定申告書の提出が不要に
なった年金受給者　
　公的年金等の収入金額が
400万円以下で、かつ、公的
年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下であ
る場合は、所得税の確定申
告は不要です（所得税の還
付を受ける場合は、税務署に
確定申告書を提出してくださ
い）。ただし、確定申告書を
提出しない場合、「公的年金
等の源泉徴収票」に記載さ
れていない控除（扶養控除、
社会保険料控除、生命保険
料控除、医療費控除など）は、
市民税・県民税の税額計算
に算入されません。それらの
控除を受ける場合は、市民
税・県民税の申告が必要です。

※平成27年分から、源泉徴収の対
象とならない公的年金等(外国
で支払われる年金)の支給を受
ける方は、年金所得者の確定申
告不要制度の適用を受けること
ができません。

の計算には影響ありませんが、

れていない控除（扶養控除、

料控除、医療費控除など）は、

税・県民税の申告が必要です。

◆税理士による日曜無料税
務相談会
　税理士が、無料で医療費控除、
住宅借入金等特別控除、事業所
得の申告書作成を手伝います。
※譲渡所得、贈与税、相続税は対
象外です。
対象・とき　
○住宅借入金等特別控除を
受けられる方  2月26日㈰
9時30分～11時　　
○医療費控除を受けられる方
同日11時10分～12時

※いずれも当日の10分前から受
け付け

※開始時刻までにお越しくださ
い。会場の混雑状況によっては
受け付けを早めに終了すること
があります。
○事業所得を有する方（予約
制）　同日13時～15時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
主催・申込み・問合せ　東海税
理士会鈴鹿支部 （　382-
　7715 平日9時～14時）
※平成28年分から所得税や贈与税
などの申告書提出の際に、申告
者や控除対象配偶者、扶養親族、
事業専従者などのマイナンバー
の記載が必要です。またマイナン
バーを記載した申告書を提出す
る際に申告者の本人確認書類の
写しの添付も必要ですので、個
人番号カードの表と裏の写し、ま
たは通知カードおよび運転免許
証、健康保険の被保険者証など
の写しをお持ちください。

　市議会のテレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　3月定例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　2月20日㈪、3月1日㈬
～3日㈮・6日㈪・8日㈬・9日
㈭・24日㈮ 10時から当日の
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、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
会ホームページに掲載します。
ただし、日時が変更される場合
がありますので、傍聴される場
合は事前に議事課へご確認く
ださい。

鈴鹿市防災会議を
傍聴できます

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

と　き　2月13日㈪ 14時から
ところ　消防本部4階多目的
室(飯野寺家町217-1)
定　員　10人(希望者多数の場
合は抽選)
申込み　当日13時30分から13
時50分まで会場で受け付け

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　2月13日㈪13時30分
から

ところ　市役所本館10階
1004会議室
内　容　鈴鹿市子ども・子育
て支援事業計画について
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

国民年金保険料の
お支払いは便利な
口座振替で 

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の当月末口
座振替は、翌月末口座振替や
毎月現金納付の保険料より50
円割安です。さらに、2年・1年・6
カ月(上半期4月～9月・下半期
10月～翌年3月)の前納もでき、
さらに安くなります。
手続き　年金手帳（基礎年金
番号が分かる物）、預金通帳、
通帳届出印を持参の上、金
融機関または年金事務所へ

※平成29年4月分からの前納は、2
月末までにお申し込みください。

※平成29年4月からは、口座振替に
加えて現金やクレジットカードで
も、2年前納ができるようになり
ます。
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112）

http://www.city.suzuka.lg.jp/gikai/schedule/index.html


就学援助制度のご案内
学校教育課　382-7618　 382-9054

　お子さんを公立の小・中学校
へ通学させる上で、経済的にお

円割安です。さらに、2年・1年・6

10月～翌年3月)の前納もでき、

番号が分かる物）、預金通帳、

月末までにお申し込みください。

困りの保護者に対し、学用品費
や学校給食費など就学に必要
な経費の一部を援助します。希
望される方は、各学校に備え付
けの申請用紙に必要事項を記
入し、学校へ提出してください。
※一定額の所得基準を設けてい
ます。

行政書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　2月25日㈯9時30分
～15時30分
ところ　イオン白子店2階催
事場(白子駅前9-20)
内　容　遺言・相続・契約書・
離婚協議書などの権利義務
や事実証明、ビザ・帰化・農
地転用・開発許可など許認
可や届出などに関する書類
や手続き
相談料　無料
申込み　不要
問合せ　三重県行政書士会
鈴鹿支部(樋口　378 -
　7506)

納税の夜間窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

と　き　2月27日㈪・28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。

市営住宅の入居者募集

住宅政策課　382-7616　382-8188

団　　地

ハイツ旭が丘

安塚団地

安塚団地

一ノ宮団地

桜島団地

中旭が丘三・四丁目

安塚町315番地

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

桜島町五丁目

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

1戸

1戸

2戸

2戸

4戸

17,900円～35,200円

11,900円～23,400円

十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 2戸 14,400円～28,700円

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 6戸 20,000円～41,800円

潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 2戸 24,000円～48,500円

潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 2戸 14,200円～28,200円

10,700円～23,400円

13,700円～27,000円

14,500円～32,000円

所　在　地 構　　造 募集
戸数 家　　賃

申込み資格　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、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 ～ 6 を全て満たし、1 級～ 4

級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、

住宅政策課までお問い合わせくだ

さい。

申込み　2 月 6 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、

所定の申込書類に記入の上、必

要書類を添えて、直接住宅政策

課へ

※申込書類は 2 月 6 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、3 月 16 日

( 木 )・17 日 ( 金 )( 予定 ) に公開

抽選会で決定します。

入居時期　4 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。
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PM2.5の濃度上昇に
ご注意ください

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　PM2.5とは、大気中に浮遊し
ている2.5マイクロメートル以下
の小さな粒子のことです。肺の
奥深くまで入りやすいため、呼吸
器系への影響に加え、循環器系
への影響が心配されています。
　これから3月下旬までは、
PM2.5の濃度が高くなる傾向
がみられます。市では、県から注
意喚起を行う旨の連絡があった
場合で、市内において高濃度と
なる恐れがあるときは、学校な
どへ通知するほか、市ホームペ
ージなどでお知らせします。
※大気の状況は、環境省や県のホー
ムページで確認できます。風が弱く
｢もや｣がかかっている時は｢要注意｣
と覚えていただくとよいでしょう。
◆注意喚起発令時は
・屋外での長時間の激しい運
動や外出をできるだけ減ら
しましょう。
・換気や窓の開閉を必要最小
限にしましょう。
・外出時は、マスク（インフルエ
ンザ用など）をするか、外出
後に充分うがいをしましょう。

空き家バンク制度への
登録物件の募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188

　空き家バンク制度は、市内
にある空き家の有効活用を

目的として、空き家に関す
る情報を市に登録し、空き家
の売却、購入、賃貸借を希望す
る方々に情報を提供するもの
です。現在空き家を所有や管
理している方で、売却や賃貸
をお考えの方はぜひ登録して
ください。登録料は無料です。
　登録いただきました情報
は、個人情報を除き、市のホー
ムページ（引越・住まい→空き
家バンク制度）で公開します。
詳しくは、住宅政策課へお問
い合わせください。

消費生活相談員募集
鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　369-3200　 369-3202

　鈴鹿亀山消費生活センターで
相談業務を行う嘱託職員を募集
します。
対　象　消費生活相談員、消
費生活専門相談員、消費生
活アドバイザー、消費生活コ
ンサルタントのうちいずれか
の資格を有し、相談実務経
験があり、パソコン入力がで
きる方

勤務時間　8時30分～17時
15分(土・日曜日、祝日、年
末年始を除く)

勤務場所　鈴鹿亀山消費生
活センター(算所1-3-3)

内　容　消費生活相談、消費
者啓発

定　員　1人
申込み　2月13日㈪から24日㈮
までに鈴鹿亀山地区広域連
合総務課へ

※詳しくはお問い合わせいただく
か、鈴鹿亀山地区広域連合ホー
ムページをご覧ください。

  （   http://www.suzukakame
   yamama-kouiki.jp）

平成29年度外国人児童生徒
支援員(嘱託職員)募集

教育支援課　382-9055　 382-9053

受験資格　次の要件全てに該
当する方

・日本語からスペイン語に翻訳
のできる方

・日本語、スペイン語で通訳の
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
取得見込みの方(国際運転免
許は不可)

・昭和32年4月2日以降生まれの
方

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないこと

※外国籍の方は、永住者か特別永
住者の在留資格が必要
採用予定人数　1人
申込み　2月24日㈮まで(土･
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)に電話で教育
支援課へ

◆採用試験
と　き　3月1日㈬9時30分～
11時30分

ところ　市役所本館11階
1102ミーティングルーム

内　容　面接試験、翻訳筆記
試験

鈴鹿市障害者施策推進
協議会委員募集

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住の20歳以上
の方
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たは平成29年3月末日までに
取得見込みの方(国際運転免
許は不可)

・昭和32年4月2日以降生まれの
方

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないこと

※外国籍の方は、永住者か特別永
住者の在留資格が必要
採用予定人数　1人
申込み　2月24日㈮まで(土･
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)に電話で教育
支援課へ

◆採用試験
と　き　3月1日㈬9時30分～
11時30分

ところ　市役所本館11階
1102ミーティングルーム

内　容　面接試験、翻訳筆記
試験

鈴鹿市障害者施策推進
協議会委員募集

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住の20歳以上
の方

(　http://www.suzukakameyam

a-kouiki.jp)

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8803.html
http://www.suzukakameyama-kouiki.jp/
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PM2.5の濃度上昇に
ご注意ください

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　PM2.5とは、大気中に浮遊し
ている2.5マイクロメートル以下
の小さな粒子のことです。肺の
奥深くまで入りやすいため、呼吸
器系への影響に加え、循環器系
への影響が心配されています。
　これから3月下旬までは、
PM2.5の濃度が高くなる傾向
がみられます。市では、県から注
意喚起を行う旨の連絡があった
場合で、市内において高濃度と
なる恐れがあるときは、学校な
どへ通知するほか、市ホームペ
ージなどでお知らせします。
※大気の状況は、環境省や県のホー
ムページで確認できます。風が弱く
｢もや｣がかかっている時は｢要注意｣
と覚えていただくとよいでしょう。
◆注意喚起発令時は
・屋外での長時間の激しい運
動や外出をできるだけ減ら
しましょう。

・換気や窓の開閉を必要最小
限にしましょう。

・外出時は、マスク（インフルエ
ンザ用など）をするか、外出
後に充分うがいをしましょう。

空き家バンク制度への
登録物件の募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188

　空き家バンク制度は、市内
にある空き家の有効活用を

目的として、空き家に関す
る情報を市に登録し、空き家
の売却、購入、賃貸借を希望す
る方々に情報を提供するもの
です。現在空き家を所有や管
理している方で、売却や賃貸
をお考えの方はぜひ登録して
ください。登録料は無料です。
　登録いただきました情報
は、個人情報を除き、市のホー
ムページ（引越・住まい→空き
家バンク制度）で公開します。
詳しくは、住宅政策課へお問
い合わせください。

消費生活相談員募集
鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　369-3200　 369-3202

　鈴鹿亀山消費生活センターで
相談業務を行う嘱託職員を募集
します。
対　象　消費生活相談員、消
費生活専門相談員、消費生
活アドバイザー、消費生活コ
ンサルタントのうちいずれか
の資格を有し、相談実務経
験があり、パソコン入力がで
きる方

勤務時間　8時30分～17時
15分(土・日曜日、祝日、年
末年始を除く)

勤務場所　鈴鹿亀山消費生
活センター(算所1-3-3)

内　容　消費生活相談、消費
者啓発

定　員　1人
申込み　2月13日㈪から24日㈮
までに鈴鹿亀山地区広域連
合総務課へ

※詳しくはお問い合わせいただく
か、鈴鹿亀山地区広域連合ホー
ムページをご覧ください。

  （   http://www.suzukakame
   yamama-kouiki.jp）

平成29年度外国人児童生徒
支援員(嘱託職員)募集

教育支援課　382-9055　 382-9053

受験資格　次の要件全てに該
当する方
・日本語からスペイン語に翻訳
のできる方
・日本語、スペイン語で通訳の
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
取得見込みの方(国際運転免
許は不可)
・昭和32年4月2日以降生まれの
方

※地方公務員法第16条の欠格条
項に該当しないこと

※外国籍の方は、永住者か特別永
住者の在留資格が必要
採用予定人数　1人
申込み　2月24日㈮まで(土･
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分)に電話で教育
支援課へ
◆採用試験
と　き　3月1日㈬9時30分～
11時30分
ところ　市役所本館11階
1102ミーティングルーム
内　容　面接試験、翻訳筆記
試験

鈴鹿市障害者施策推進
協議会委員募集

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　市内在住の20歳以上
の方

・大人の木工教室(県産間伐
材を使ってプランタースタン
ドづくり、先着20人、要申
込)

・しいたけ菌打ち(中学生以下
の親子、先着100組、しいた
け原木を持ち帰れます)

参加料　無料
申込み　大人の木工教室の
み事前に鈴鹿青少年の森
へ。ふるまいなどその他は、
当日9時30分から各ブース
で整理券を受け取ってくだ
さい。

国際理解料理講座
｢フィリピン料理講座｣

鈴鹿国際交流協会
383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　フィリピン料理を作って、食べ
て、異文化に触れてみませんか。
と　き　3月5日㈰10時～14
時

ところ　文化会館調理室
定　員　32人(先着順・賛助
会員優先)

内　容　ギナタアン・カラバ
サ、豚肉アドボ、塩卵サラダ
(予定)

講　師　キャリプ マリシェル
さん、池田 スサナさん

参加料　一般1,500円、賛助
会員 1,000円

申込み　2月23日㈭までに、
郵便番号、住所、氏名、電
話番号を記入の上、はがき・
ファクス・電子メールで、鈴
鹿 国 際 交 流 協 会 ( 〒
513-0801　神戸1-17-5)へ

るチラシ作りのコツを学ぶ講
座です。
と　き　3月3日㈮13時～16
時(受付開始12時30分)
ところ　イオン白子店3階すず
かのぶどうBチャレンジ(白子
駅前9-20)
講　師　澤卓哉さん（特定非営利
活動法人Mブリッジ代表理事）
参加料　無料
共　催　みえ市民活動ボラン
ティアセンター

申込み　2月28日㈫までに、
団体名または個人名、参加
人数、連絡先を記入の上、フ
ァクス・電子メールで、NPO
法人市民ネットワークすずか
のぶどう（　387-0767 　
　budou@mecha.ne.jp)へ

※本市がNPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどうに委託して
実施します。

森の感謝祭
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　2月26日㈰9時30分
～15時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住
吉町南谷口)
内容・対象・定員
・具だくさん「ぼたん(イノシシ)
汁」ふるまい(11時30分、先
着100人)
・木育紙しばい(3歳～小学3年
生、10時から、先着30人)
 (小学4年生～中学3年生、14
時から、先着30人)
・しおり作りとストラップ作り
　(先着100人)
・親子木工教室 (中学生以下
の親子、先着100組、県産間
伐材使用)
・木工クラフト(先着30人)
・草木のクイズ(中学生以下、
先着50人)

任　期　平成29年4月1日～
平成30年3月31日(欠員のた
め残任期間)
内　容　年3回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策などを総合的かつ計画的
に推進するために審議します。
定　員　1人（応募多数の場合
は選考）
申込み　2月20日㈪から3月10
日㈮までに、障がい福祉課に
備え付けの応募用紙で同課へ

2月は北方領土返還運動
全国強調月間
総合政策課　382-9038　 382-9040

　2月7日は「北方領土の日」で
す。また、2月は北方領土問題
に対する国民の理解をさらに
深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を
図る全国強調月間です。詳
しくは、内閣府ホームページ
（　http://www8.cao.go.jp/
hoppo/menu/henkan.html）
をご覧ください。

市民活動団体
団体力アップ講座

｢チラシ作りレイアウトと
手描きのコツ｣

地域協働課　382-8695　 382-2214

　団体の活動内容をPRする上
で重要な「チラシ」。チラシ作
成の作業効率を上げる方法
や、情報を効果的にレイアウト
する方法など、興味を引き付け
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・大人の木工教室(県産間伐
材を使ってプランタースタン
ドづくり、先着20人、要申
込)

・しいたけ菌打ち(中学生以下
の親子、先着100組、しいた
け原木を持ち帰れます)

参加料　無料
申込み　大人の木工教室の
み事前に鈴鹿青少年の森
へ。ふるまいなどその他は、
当日9時30分から各ブース
で整理券を受け取ってくだ
さい。

国際理解料理講座
｢フィリピン料理講座｣

鈴鹿国際交流協会
383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　フィリピン料理を作って、食べ
て、異文化に触れてみませんか。
と　き　3月5日㈰10時～14
時

ところ　文化会館調理室
定　員　32人(先着順・賛助
会員優先)

内　容　ギナタアン・カラバ
サ、豚肉アドボ、塩卵サラダ
(予定)

講　師　キャリプ マリシェル
さん、池田 スサナさん

参加料　一般1,500円、賛助
会員 1,000円

申込み　2月23日㈭までに、
郵便番号、住所、氏名、電
話番号を記入の上、はがき・
ファクス・電子メールで、鈴
鹿 国 際 交 流 協 会 ( 〒
513-0801　神戸1-17-5)へ

るチラシ作りのコツを学ぶ講
座です。
と　き　3月3日㈮13時～16
時(受付開始12時30分)
ところ　イオン白子店3階すず
かのぶどうBチャレンジ(白子
駅前9-20)
講　師　澤卓哉さん（特定非営利
活動法人Mブリッジ代表理事）
参加料　無料
共　催　みえ市民活動ボラン
ティアセンター
申込み　2月28日㈫までに、
団体名または個人名、参加
人数、連絡先を記入の上、フ
ァクス・電子メールで、NPO
法人市民ネットワークすずか
のぶどう（　387-0767 　
　budou@mecha.ne.jp)へ

※本市がNPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどうに委託して
実施します。

森の感謝祭
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　2月26日㈰9時30分
～15時(雨天決行)
ところ　鈴鹿青少年の森(住
吉町南谷口)
内容・対象・定員
・具だくさん「ぼたん(イノシシ)
汁」ふるまい(11時30分、先
着100人)
・木育紙しばい(3歳～小学3年
生、10時から、先着30人)
 (小学4年生～中学3年生、14
時から、先着30人)
・しおり作りとストラップ作り
　(先着100人)
・親子木工教室 (中学生以下
の親子、先着100組、県産間
伐材使用)
・木工クラフト(先着30人)
・草木のクイズ(中学生以下、
先着50人)

任　期　平成29年4月1日～
平成30年3月31日(欠員のた
め残任期間)

内　容　年3回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策などを総合的かつ計画的
に推進するために審議します。

定　員　1人（応募多数の場合
は選考）

申込み　2月20日㈪から3月10
日㈮までに、障がい福祉課に
備え付けの応募用紙で同課へ

2月は北方領土返還運動
全国強調月間
総合政策課　382-9038　 382-9040

　2月7日は「北方領土の日」で
す。また、2月は北方領土問題
に対する国民の理解をさらに
深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を
図る全国強調月間です。詳
しくは、内閣府ホームページ
（　http://www8.cao.go.jp/
hoppo/menu/henkan.html）
をご覧ください。

市民活動団体
団体力アップ講座

｢チラシ作りレイアウトと
手描きのコツ｣

地域協働課　382-8695　 382-2214

　団体の活動内容をPRする上
で重要な「チラシ」。チラシ作
成の作業効率を上げる方法
や、情報を効果的にレイアウト
する方法など、興味を引き付け
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・大人の木工教室(県産間伐
材を使ってプランタースタン
ドづくり、先着20人、要申
込)
・しいたけ菌打ち(中学生以下
の親子、先着100組、しいた
け原木を持ち帰れます)
参加料　無料
申込み　大人の木工教室の
み事前に鈴鹿青少年の森
へ。ふるまいなどその他は、
当日9時30分から各ブース
で整理券を受け取ってくだ
さい。

国際理解料理講座
｢フィリピン料理講座｣

鈴鹿国際交流協会
383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　フィリピン料理を作って、食べ
て、異文化に触れてみませんか。
と　き　3月5日㈰10時～14
時
ところ　文化会館調理室
定　員　32人(先着順・賛助
会員優先)
内　容　ギナタアン・カラバ
サ、豚肉アドボ、塩卵サラダ
(予定)
講　師　キャリプ マリシェル
さん、池田 スサナさん
参加料　一般1,500円、賛助
会員 1,000円
申込み　2月23日㈭までに、
郵便番号、住所、氏名、電
話番号を記入の上、はがき・
ファクス・電子メールで、鈴
鹿 国 際 交 流 協 会 ( 〒
513-0801　神戸1-17-5)へ

るチラシ作りのコツを学ぶ講
座です。
と　き　3月3日㈮13時～16
時(受付開始12時30分)
ところ　イオン白子店3階すず
かのぶどうBチャレンジ(白子
駅前9-20)
講　師　澤卓哉さん（特定非営利
活動法人Mブリッジ代表理事）
参加料　無料
共　催　みえ市民活動ボラン
ティアセンター

申込み　2月28日㈫までに、
団体名または個人名、参加
人数、連絡先を記入の上、フ
ァクス・電子メールで、NPO
法人市民ネットワークすずか
のぶどう（　387-0767 　
　budou@mecha.ne.jp)へ

※本市がNPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどうに委託して
実施します。

森の感謝祭
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

と　き　2月26日㈰9時30分
～15時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住
吉町南谷口)
内容・対象・定員
・具だくさん「ぼたん(イノシシ)
汁」ふるまい(11時30分、先
着100人)
・木育紙しばい(3歳～小学3年
生、10時から、先着30人)
 (小学4年生～中学3年生、14
時から、先着30人)
・しおり作りとストラップ作り
　(先着100人)
・親子木工教室 (中学生以下
の親子、先着100組、県産間
伐材使用)
・木工クラフト(先着30人)
・草木のクイズ(中学生以下、
先着50人)

任　期　平成29年4月1日～
平成30年3月31日(欠員のた
め残任期間)
内　容　年3回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策などを総合的かつ計画的
に推進するために審議します。
定　員　1人（応募多数の場合
は選考）
申込み　2月20日㈪から3月10
日㈮までに、障がい福祉課に
備え付けの応募用紙で同課へ

2月は北方領土返還運動
全国強調月間
総合政策課　382-9038　 382-9040

　2月7日は「北方領土の日」で
す。また、2月は北方領土問題
に対する国民の理解をさらに
深め、全国的な北方領土返
還要求運動の一層の推進を
図る全国強調月間です。詳
しくは、内閣府ホームページ
（　http://www8.cao.go.jp/
hoppo/menu/henkan.html）
をご覧ください。

市民活動団体
団体力アップ講座

｢チラシ作りレイアウトと
手描きのコツ｣

地域協働課　382-8695　 382-2214

　団体の活動内容をPRする上
で重要な「チラシ」。チラシ作
成の作業効率を上げる方法
や、情報を効果的にレイアウト
する方法など、興味を引き付け
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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。

　

考古博物館春まつり
考古博物館　374-1994　 374-0986

　弓矢、火おこし、勾玉作り、プ
ラ板キーホルダー作り、焼き杉
の壁飾り作りなどの体験型イ
ベント「体験博物館」を実施す
るとともに、企画展と常設展示
の無料開放などを行います。
と　き　2月26日㈰10時から
ところ　考古博物館（国分町224）
内　容
・体験博物館（10時～15時）
※弓矢と火おこし体験は雨天時中止
・コンサート（12時15分から）
・ハンバーガーの販売、お茶の
振るまい（10時30分から）

博物館入門講座
「文字から探る古代の鈴鹿郡」
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　2月19日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂（国
分町224）
講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館学芸員）
申込み　不要
※参加者は常設展と企画展を無

で観覧できます。

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

　一人で悩まずに、同じ病気の
方と悩みを語り合いませんか。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族
と　き　2月28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）

こころの健康づくりセミナー
｢笑って眠って心のもみほぐし｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は1年のうちで最も自殺者
の多くなる月で、自殺対策強化
月間となっています。日頃から心
を元気に保つコツを、ユーモアに
あふれた語り口で分かりやすい
と評判の講師から学びましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　3月10日㈮14時～

15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

内　容　講演会、DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴
講　師　佐甲隆さん（桜木記
念病院副院長）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月10日㈮から電話
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

　骨粗しょう症予防のために、
骨密度チェックで普段の生活
習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度に保健センターで骨密
度チェックを受けた方を除く
と　き　3月7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。

16 2017・2・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。

　

考古博物館春まつり
考古博物館　374-1994　 374-0986

　弓矢、火おこし、勾玉作り、プ
ラ板キーホルダー作り、焼き杉
の壁飾り作りなどの体験型イ
ベント「体験博物館」を実施す
るとともに、企画展と常設展示
の無料開放などを行います。
と　き　2月26日㈰10時から
ところ　考古博物館（国分町224）
内　容
・体験博物館（10時～15時）
※弓矢と火おこし体験は雨天時中止
・コンサート（12時15分から）
・ハンバーガーの販売、お茶の
振るまい（10時30分から）

博物館入門講座
「文字から探る古代の鈴鹿郡」
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　2月19日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂（国
分町224）

講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館学芸員）

申込み　不要
※参加者は常設展と企画展を無

で観覧できます。

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

　一人で悩まずに、同じ病気の
方と悩みを語り合いませんか。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族
と　き　2月28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）

こころの健康づくりセミナー
｢笑って眠って心のもみほぐし｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は1年のうちで最も自殺者
の多くなる月で、自殺対策強化
月間となっています。日頃から心
を元気に保つコツを、ユーモアに
あふれた語り口で分かりやすい
と評判の講師から学びましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　3月10日㈮14時～

15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　講演会、DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴
講　師　佐甲隆さん（桜木記
念病院副院長）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月10日㈮から電話
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

　骨粗しょう症予防のために、
骨密度チェックで普段の生活
習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度に保健センターで骨密
度チェックを受けた方を除く
と　き　3月7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。

http://www8.cao.go.jp/hoppo/menu/henkan.html
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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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ラ板キーホルダー作り、焼き杉
の壁飾り作りなどの体験型イ
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講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館学芸員）

申込み　不要
※参加者は常設展と企画展を無

で観覧できます。

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

　一人で悩まずに、同じ病気の
方と悩みを語り合いませんか。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族
と　き　2月28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）

こころの健康づくりセミナー
｢笑って眠って心のもみほぐし｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は1年のうちで最も自殺者
の多くなる月で、自殺対策強化
月間となっています。日頃から心
を元気に保つコツを、ユーモアに
あふれた語り口で分かりやすい
と評判の講師から学びましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　3月10日㈮14時～

15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　講演会、DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴
講　師　佐甲隆さん（桜木記
念病院副院長）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月10日㈮から電話
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

　骨粗しょう症予防のために、
骨密度チェックで普段の生活
習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度に保健センターで骨密
度チェックを受けた方を除く
と　き　3月7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。
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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。

　

考古博物館春まつり
考古博物館　374-1994　 374-0986

　弓矢、火おこし、勾玉作り、プ
ラ板キーホルダー作り、焼き杉
の壁飾り作りなどの体験型イ
ベント「体験博物館」を実施す
るとともに、企画展と常設展示
の無料開放などを行います。
と　き　2月26日㈰10時から
ところ　考古博物館（国分町224）
内　容
・体験博物館（10時～15時）
※弓矢と火おこし体験は雨天時中止
・コンサート（12時15分から）
・ハンバーガーの販売、お茶の
振るまい（10時30分から）

博物館入門講座
「文字から探る古代の鈴鹿郡」
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　2月19日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂（国
分町224）

講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館学芸員）

申込み　不要
※参加者は常設展と企画展を無

で観覧できます。

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

　一人で悩まずに、同じ病気の
方と悩みを語り合いませんか。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族
と　き　2月28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）

こころの健康づくりセミナー
｢笑って眠って心のもみほぐし｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は1年のうちで最も自殺者
の多くなる月で、自殺対策強化
月間となっています。日頃から心
を元気に保つコツを、ユーモアに
あふれた語り口で分かりやすい
と評判の講師から学びましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　3月10日㈮14時～

15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　講演会、DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴
講　師　佐甲隆さん（桜木記
念病院副院長）　
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月10日㈮から電話
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

　骨粗しょう症予防のために、
骨密度チェックで普段の生活
習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度に保健センターで骨密
度チェックを受けた方を除く
と　き　3月7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。

有 料 広 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。

　

考古博物館春まつり
考古博物館　374-1994　 374-0986

　弓矢、火おこし、勾玉作り、プ
ラ板キーホルダー作り、焼き杉
の壁飾り作りなどの体験型イ
ベント「体験博物館」を実施す
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分町224）

講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館学芸員）

申込み　不要
※参加者は常設展と企画展を無

で観覧できます。

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

　一人で悩まずに、同じ病気の
方と悩みを語り合いませんか。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族
と　き　2月28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）

こころの健康づくりセミナー
｢笑って眠って心のもみほぐし｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は1年のうちで最も自殺者
の多くなる月で、自殺対策強化
月間となっています。日頃から心
を元気に保つコツを、ユーモアに
あふれた語り口で分かりやすい
と評判の講師から学びましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　3月10日㈮14時～

15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　講演会、DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴
講　師　佐甲隆さん（桜木記
念病院副院長）　
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月10日㈮から電話
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

　骨粗しょう症予防のために、
骨密度チェックで普段の生活
習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度に保健センターで骨密
度チェックを受けた方を除く
と　き　3月7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。
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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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の壁飾り作りなどの体験型イ
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・体験博物館（10時～15時）
※弓矢と火おこし体験は雨天時中止
・コンサート（12時15分から）
・ハンバーガーの販売、お茶の
振るまい（10時30分から）
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「文字から探る古代の鈴鹿郡」
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　2月19日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂（国
分町224）
講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館学芸員）
申込み　不要
※参加者は常設展と企画展を無

で観覧できます。
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おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　一人で悩まずに、同じ病気の
方と悩みを語り合いませんか。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族
と　き　2月28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）

こころの健康づくりセミナー
｢笑って眠って心のもみほぐし｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　3月は1年のうちで最も自殺者
の多くなる月で、自殺対策強化
月間となっています。日頃から心
を元気に保つコツを、ユーモアに
あふれた語り口で分かりやすい
と評判の講師から学びましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　3月10日㈮14時～

15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

内　容　講演会、DVD「こころの
声を聴かせてください」の視聴
講　師　佐甲隆さん（桜木記
念病院副院長）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月10日㈮から電話
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

　骨粗しょう症予防のために、
骨密度チェックで普段の生活
習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度に保健センターで骨密
度チェックを受けた方を除く
と　き　3月7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。

※「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

入場をお断りする場合があります。

音訳奉仕者養成講習会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

対　象　全日程に参加でき、パ
ソコンが使用でき、音訳の経験
がなく、受講後ボランティアとし
て活動できる方
と　き　平日コース:4月21日㈮、
5月12日㈮・26日㈮10時～12
時、13時～15時、土曜日コース
:4月22日㈯、5月13日㈯・27日
㈯10時～12時、13時～15時

※両コースとも初日は午前中のみ。
1回2時間で全5回
ところ　三重県視覚障害者支
援センター大研修室（津市桜
橋2-131）

内　容
・｢視覚障がい｣、｢ボランティア｣
について
・正しく伝えるための｢音訳基礎
知識｣、実習
・音訳グループ紹介など、活動
に向けての案内
参加料　無料(別途教材費864円)
申込み　3月21日㈫まで（必着）
に三重県視覚障害者支援
センター（　059-213-7300
　059-228-8425　mieten

　@zc.ztv.ne.jp）へ
※詳しくは同センターへお問い合わ
せいただくか、　 http://www.

　zc.ztv.ne.jp/mieten/p/index.
　html をご覧ください。

講　師　石田ユミさん（フェミニ
ストカウンセラー）
定　員　各30人（先着順）
参加料　無料
託　児　6カ月～未就学児、各
10人（先着順）、無料
申込み　希望受講日、氏名、電
話番号を直接または電話・ファ
クス・電子メールで男女共同
参画課へ。託児は開催日1週
間前までに同課へ

※3月1日から8日までは「女性の
健康週間」です。

新入学を祝うよい子のつどい
学校教育課　382-7618　 382-9054

  新小学1年生の入学を祝う催
しを行います。
対　象　市内在住の平成29
年度小学校入学予定者とそ
の保護者
と　き　2月19日㈰10時30分
～12時、14時～15時30分
ところ　文化会館
内　容　小学校生活を紹介す
る映像鑑賞、親子のふれあい
遊び　など

定　員　500人（先着順）
参加料　無料
共催・問合せ　中日新聞社（　
052-221-0671）、鈴鹿市、鈴鹿
市教育委員会（学校教育課）

※午前は基本的に幼稚園児枠、午後
は保育園児枠です。他の枠でも入場
できますが、定員に達した場合は、

笑いヨガ｢笑いはこころと
身体のバロメータ～｣
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　「笑いの体操」と「ヨガの呼
吸法」で、こころと身体をリフレ
ッシュしませんか。
対　象　市内在住の方
と　き　3月8日㈬10時～12
時、3月9日㈭13時30分～
15時30分のいずれか
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　笑いの効用に関する講
話、笑いヨガの実技、DVD「こころ
の声を聴かせてください」の視聴
持ち物　動きやすい服装、水
分補給の飲み物
定　員　各30人（先着順） 
参加料　無料
申込み　2月8日㈬から電話で
健康づくり課へ

女性のための
自己尊重セミナー

男女共同参画課　381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
健康づくり課　382-2252 　382-4187

自分を認め、受け入れ、そして自分も
相手も大切にする方法を学びます。

　3月4日㈯・15日㈬
13時30分～15時30分

※15日㈬は相談業務などに就い
ている方が対象
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）
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対　象　市内在住の方
と　き　3月8日㈬10時～12
時、3月9日㈭13時30分～
15時30分のいずれか
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　笑いの効用に関する講
話、笑いヨガの実技、DVD「こころ
の声を聴かせてください」の視聴
持ち物　動きやすい服装、水
分補給の飲み物
定　員　各30人（先着順） 
参加料　無料
申込み　2月8日㈬から電話で
健康づくり課へ

女性のための
自己尊重セミナー

男女共同参画課　381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
健康づくり課　382-2252 　382-4187

自分を認め、受け入れ、そして自分も
相手も大切にする方法を学びます。

　3月4日㈯・15日㈬
13時30分～15時30分

※15日㈬は相談業務などに就い
ている方が対象
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）
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※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

http://www.zc.ztv.ne.jp/mieten/p/index.html


　寒い季節も本番を迎えましたが、子どもたち
には室内・室外を問わず、友達と元気に仲良く
遊んでほしいものです。
　子どもの遊び場として、市内には児童センターが
2つあることをご存知でしょうか。一ノ宮団地児童
センター（一ノ宮町500-48　382-6328）と玉垣
児童センター（東玉垣町527-1　382-5883）
です。どちらの施設も18歳未満の全ての子ど
もを対象とし、遊びを通して子どもたちの健全
育成を図り、子ども一人一人の人権意識を育
むための事業を実施しています。
　近年、家庭において兄弟姉妹が少なく、また
地域社会のつながりも希薄になっていると言わ
れており、子どもたちが社会性や協調性を育む
機会が少なくなってきています。年齢を超えた
友達との交流は、お互いを認め合い協力する

ことの大切さを知る機会でもあると思います。
　児童センターは、さまざまな年齢の子どもた
ちと遊び、触れ合う中で、人と人との関係をつ
くる力を身に付け、自分の意思を表現し、相手
の気持ちを汲み取り、互いを尊重し合い人権
意識を育てていくことを目的としています。日々
の遊びの他にも、季節に合わせた行事や、幼
児と保護者の方を対象にした行事も行ってい
ます。
　両センターとも、利用時間は9時～17時（4月
～9月は18時まで）で、休館日は日曜日と月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日も）、祝日、年末
年始（12月29日～1月3日）となっています。
　ぜひ一度、児童センターに遊びに来てくだ
さい。

児童センター
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

講　師　坪田知宏さん(文部科
学省児童生徒課長)、渡辺大
輔さん(埼玉大学准教授)

定　員　150人
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　電話・ファクス・電子メール
で鈴鹿大学（川又　372-3900
　372-3903 kawamatat@

　suzuka-jc.ac.jp）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　2月7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・ママビクス教室

対　象　2カ月～歩く前までの
親子
と　き　2月15日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時
のいずれか
定　員　各30組(先着順)
参加料　1,050円
◆飾り巻き寿司教室
　おひなさまの巻き寿司を作り
ます。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　2月16日㈭10時30分
～12時
定　員　16人(先着順)
参加料　2,600円(材料費込)
◆楽しいアイシング教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　2月24日㈮10時30分
～12時
定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円(材料費込)

人形劇「おおきなかぶ」と
「泣き虫大男」

総合政策課　382-9038　 382-9040

と　き　3月4日㈯9時45分～
11時30分
ところ　鈴鹿大学学生食堂(郡
山町663-222) 
出　演　人形劇団むすび座
参加料　無料
定　員　150人
申込み・問合せ　氏名、参加
人数、住所、連絡先を、電話・
ファクス・電子メールで鈴鹿大
学短期大学部（　372-3900
　372-3903 　kosodate

　@suzuka-jc.ac.jp)へ

の2 月 納税
固定資産税・都市計画税・・・4期
国民健康保険税・・・8期
【納期限は2月28日(火)です】

電　話 電子メール ホームページファクス

192017・2・5

　ものづくり体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

ところ　鈴鹿工業高等専門学校
参加料　無料（別途保険料50
　円）

申込み　同校ホームページ　
（「地域の皆様」→「公開講
座・大会」）で
問合せ　鈴鹿工業高等専門学
校総務課地域連携係（ 　368-
　1717　 387-0338）
◆機械工学のひとこま(機械工
学科)

対　象　中学1・2年生
と　き　3月12日㈰9時30分
～15時30分

定　員　20人(先着順)
申込み　3月6日㈪17時まで
◆楽しい電子回路工作(電気
電子工学科)

対　象　中学生

　寒い季節も本番を迎えましたが、子どもたち
には室内・室外を問わず、友達と元気に仲良く
遊んでほしいものです。
　子どもの遊び場として、市内には児童センターが
2つあることをご存知でしょうか。一ノ宮団地児童
センター（一ノ宮町500-48　382-6328）と玉垣
児童センター（東玉垣町527-1　382-5883）
です。どちらの施設も18歳未満の全ての子ど
もを対象とし、遊びを通して子どもたちの健全
育成を図り、子ども一人一人の人権意識を育
むための事業を実施しています。
　近年、家庭において兄弟姉妹が少なく、また
地域社会のつながりも希薄になっていると言わ
れており、子どもたちが社会性や協調性を育む
機会が少なくなってきています。年齢を超えた
友達との交流は、お互いを認め合い協力する

ことの大切さを知る機会でもあると思います。
　児童センターは、さまざまな年齢の子どもた
ちと遊び、触れ合う中で、人と人との関係をつ
くる力を身に付け、自分の意思を表現し、相手
の気持ちを汲み取り、互いを尊重し合い人権
意識を育てていくことを目的としています。日々
の遊びの他にも、季節に合わせた行事や、幼
児と保護者の方を対象にした行事も行ってい
ます。
　両センターとも、利用時間は9時～17時（4月
～9月は18時まで）で、休館日は日曜日と月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日も）、祝日、年末
年始（12月29日～1月3日）となっています。
　ぜひ一度、児童センターに遊びに来てくだ
さい。

児童センター
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

講　師　坪田知宏さん(文部科
学省児童生徒課長)、渡辺大
輔さん(埼玉大学准教授)
定　員　150人
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　電話・ファクス・電子メール
で鈴鹿大学（川又　372-3900
　372-3903 kawamatat@

　suzuka-jc.ac.jp）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　2月7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・ママビクス教室

対　象　2カ月～歩く前までの
親子
と　き　2月15日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時
のいずれか
定　員　各30組(先着順)
参加料　1,050円
◆飾り巻き寿司教室
　おひなさまの巻き寿司を作り
ます。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　2月16日㈭10時30分
～12時

定　員　16人(先着順)
参加料　2,600円(材料費込)
◆楽しいアイシング教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　2月24日㈮10時30分
～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円(材料費込)

人形劇「おおきなかぶ」と
「泣き虫大男」

総合政策課　382-9038　 382-9040

と　き　3月4日㈯9時45分～
11時30分
ところ　鈴鹿大学学生食堂(郡
山町663-222) 
出　演　人形劇団むすび座
参加料　無料
定　員　150人
申込み・問合せ　氏名、参加
人数、住所、連絡先を、電話・
ファクス・電子メールで鈴鹿大
学短期大学部（　372-3900
　372-3903 　kosodate

　@suzuka-jc.ac.jp)へ

の2 月 納税
固定資産税・都市計画税・・・4期
国民健康保険税・・・8期
【納期限は2月28日(火)です】

電　話 電子メール ホームページファクス
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と　き　3月26日㈰9時30分
～16時
定　員　20人(先着順)
申込み　3月13日㈪17時まで
◆マイコン電子制御－アルドゥイ
ーノ de テクノ工作－＆情報
セキュリティ講座(電子情報
工学科)
対　象　中学生
と　き　3月29日㈬ 9時30分
～16時
定　員　20人（先着順）
申込み　3月15日㈬17時まで

佐佐木信綱顕彰歌会入選
作品と信綱の父･弘綱の

絵物語展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　2月21日㈫13時～27
日㈪12時

※平日は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
内　容　県内外の応募者1万
2,824人の作品の中から選ば
れた入選作品と選評を展示し
ます。また、江戸から明治にか
けて全国的に活躍した弘綱の
生涯を絵によって紹介します。
主催・問合せ　佐佐木信綱顕
彰会(　374-3140)

シンポジウム
「“性の多様性”を考える
－支援者・理解者のいる
社会を目指して－」

総合政策課　382-9038　 382-9040

と　き　3月4日㈯13時～16
時

ところ　鈴鹿大学国際文化ホ
ール（郡山町663-222）

内　容　県内の学校における
ＬＧＢTなどに関する調査
報告と全国の状況

　寒い季節も本番を迎えましたが、子どもたち
には室内・室外を問わず、友達と元気に仲良く
遊んでほしいものです。
　子どもの遊び場として、市内には児童センターが
2つあることをご存知でしょうか。一ノ宮団地児童
センター（一ノ宮町500-48　382-6328）と玉垣
児童センター（東玉垣町527-1　382-5883）
です。どちらの施設も18歳未満の全ての子ど
もを対象とし、遊びを通して子どもたちの健全
育成を図り、子ども一人一人の人権意識を育
むための事業を実施しています。
　近年、家庭において兄弟姉妹が少なく、また
地域社会のつながりも希薄になっていると言わ
れており、子どもたちが社会性や協調性を育む
機会が少なくなってきています。年齢を超えた
友達との交流は、お互いを認め合い協力する

ことの大切さを知る機会でもあると思います。
　児童センターは、さまざまな年齢の子どもた
ちと遊び、触れ合う中で、人と人との関係をつ
くる力を身に付け、自分の意思を表現し、相手
の気持ちを汲み取り、互いを尊重し合い人権
意識を育てていくことを目的としています。日々
の遊びの他にも、季節に合わせた行事や、幼
児と保護者の方を対象にした行事も行ってい
ます。
　両センターとも、利用時間は9時～17時（4月
～9月は18時まで）で、休館日は日曜日と月曜日
（月曜日が祝日の場合は火曜日も）、祝日、年末
年始（12月29日～1月3日）となっています。
　ぜひ一度、児童センターに遊びに来てくだ
さい。

児童センター
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

講　師　坪田知宏さん(文部科
学省児童生徒課長)、渡辺大
輔さん(埼玉大学准教授)
定　員　150人
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　電話・ファクス・電子メール
で鈴鹿大学（川又　372-3900
　372-3903 kawamatat@

　suzuka-jc.ac.jp）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　2月7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・ママビクス教室

対　象　2カ月～歩く前までの
親子

と　き　2月15日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時
のいずれか

定　員　各30組(先着順)
参加料　1,050円
◆飾り巻き寿司教室
　おひなさまの巻き寿司を作り
ます。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　2月16日㈭10時30分
～12時

定　員　16人(先着順)
参加料　2,600円(材料費込)
◆楽しいアイシング教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　2月24日㈮10時30分
～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円(材料費込)

人形劇「おおきなかぶ」と
「泣き虫大男」

総合政策課　382-9038　 382-9040

と　き　3月4日㈯9時45分～
11時30分
ところ　鈴鹿大学学生食堂(郡
山町663-222) 
出　演　人形劇団むすび座
参加料　無料
定　員　150人
申込み・問合せ　氏名、参加
人数、住所、連絡先を、電話・
ファクス・電子メールで鈴鹿大
学短期大学部（　372-3900
　372-3903 　kosodate
　@suzuka-jc.ac.jp)へ

の2 月 納税
固定資産税・都市計画税・・・4期
国民健康保険税・・・8期
【納期限は2月28日(火)です】

電　話 電子メール ホームページファクス

192017・2・5

http://www.suzuka-ct.ac.jp/general/general_index/event/
http://www.garden.suzuka.mie.jp/school/short


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

超高齢化社会
　地域の人口に 65 歳以上の高齢者人

口が占める割合を、高齢化率と言い

ます。日本の高齢化率は、4.7％だっ

た 1935 年以降上昇し続け、現在では

26％に達し、日本は世界に類をみな

い「超高齢化社会」に突入しています。

今後も高齢化率の上昇が予想されて

おり、日本はどこの国も経験したこ

とのない「大介護時代」を迎えよう

としています。

　本市にも少子高齢化の波が押し寄

せており、2015 年末には高齢化率が

23％を越え、3人に 1人は高齢者と

いう地域も増えてきています。この

「超高齢化社会」を乗り切るには、一

人一人の力「地域力」が必要です。「地

域の中で高齢者が自分らしく生きる

まち」の実現にむけて、本市では「鈴

鹿ふくし大学」を開催します。参加

して一緒に考えてみませんか。

鈴鹿ふくし大学

　報道番組でコメンテーターとして

も活躍されている堀田力さんをお迎

えして講演会を開催します。

と　き　3月 2日㈭ 13 時 30 分～ 16

時 ( 開場 13 時 )

ところ　文化会館けやきホール

内　容　講演会「みんなでつくろう

助け合い社会～ずっと鈴鹿で暮ら

したい。そのためにできること～」

講　師　堀田力さん (さわやか福祉

財団会長 )

定　員　500 人 ( 先着順 )

参加料　無料

申込み・問合せ　鈴鹿市社会福祉協

議会（　382-5971）

児童センター

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

　寒い季節も本番を迎えましたが、

子どもたちには室内・室外を問わず、

友達と元気に仲良く遊んでほしいも

のです。

　子どもの遊び場として、市内には

児童センターが 2つあることをご存

知でしょうか。一ノ宮団地児童セン

ター（一ノ宮町 500-48　382-6328）

と玉垣児童センター（東玉垣町

527-1　382-5883）です。どちらの施

設も 18 歳未満の全ての子どもを対象

とし、遊びを通して子どもたちの健

全育成を図り、子ども一人一人の人

権意識を育むための事業を実施して

います。

　近年、家庭において兄弟姉妹が少

なく、また地域社会のつながりも希

薄になっていると言われており、子

どもたちが社会性や協調性を育む機

会が少なくなってきています。年齢

を超えた友達との交流は、お互いを

認め合い協力することの大切さを知

る機会でもあると思います。

　児童センターは、さまざまな年齢

の子どもたちと遊び、触れ合う中で、

人と人との関係をつくる力を身に付

け、自分の意思を表現し、相手の気

持ちを汲み取り、互いを尊重し合い

人権意識を育てていくことを目的と

しています。日々の遊びの他にも、

季節に合わせた行事や、幼児と保護

者の方を対象にした行事も行ってい

ます。

　両センターとも、利用時間は 9時

～ 17 時（4月～ 9月は 18 時まで）で、

休館日は日曜日と月曜日（月曜日が

祝日の場合は火曜日も）、祝日、年末

年始（12 月 29 日～ 1月 3日）となっ

ています。

　ぜひ一度、児童センターに遊びに

来てください。


