
などは撤去の対象となります。

鈴鹿市地方創生会議が
傍聴できます

行政経営課　 382-9005　 382-9040

と　き　6月30日㈮14時から

ところ　市役所本館6階　庁

議室

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　13時30分から13時

45分まで会場で受け付け

防護柵設置の補助金交付
農林水産課　 382-9017　 382-7610

　サルやシカ、イノシシなどに

よる農作物の被害対策として

防護柵を設置する費用の一部

を補助します。

対　象　市内に農地を有する

方、土地の所有者から同意

を得た耕作者

対象農地　面積が1,000㎡以

上の農地のうち次のいずれ

かに該当するもの

・2人以上で所有する2筆以上

の連続した農地

・1人が所有する農地で隣接

する農地がないか隣接する

農地と連続して防護柵を設

置できないもの

補助金額　防護柵の設置に必

要な資材の購入に要した費

用の2分の1

※面積に応じて以下の上限があり

ます。

(1)1,000㎡以上2,000㎡未満

の場合：3万円

(2)2,000㎡以上3,000㎡未満

の場合：5万円

(3)3,000㎡以上4,000㎡未満

の場合：8万円

(4)4,000㎡以上5,000㎡未満

の場合：10万円

(5)5,000㎡以上の場合：12万

円

初心者狩猟免許取得
予備講習会参加費用を

補助します
農林水産課　 382-9017　 382-7610

対　象　初心者狩猟免許取得

予備講習会を受講した後に

狩猟免許試験を受験する方

補助金額　6,500円

※補助金を受けるには三重県猟

友会に申込みをされる前に、鈴

鹿市鳥獣被害防止対策協議会

事務局（農林水産課内）に申請

する必要があります。

※「初心者狩猟免許取得予備講習

会」については、三重県猟友会

ホームページ(　 http://www.

　za.ztv.ne.jp/up36uvks/)を

　ご覧ください。

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。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　6月20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、法律関係の質問には対応

できません。

相談員　組合員（設計士、大

工）

問合せ　三重県建設労働組合

　鈴鹿支部（　382-1521）

公的年金からの市民税・

県民税の特別徴収開始

市民税課　 382-9446　 382-7604

　公的年金からの特別徴収と

は、公的年金の支払者（厚生

労働大臣など）が、納税者に支

給される公的年金から市民

税・県民税（住民税）を天引き

し、納税者に代わって直接市

へ納入する制度です。

　これまで前年中に公的年金

以外に給与所得や不動産、農

業などの所得がある場合、もし

くは住民税を口座から引き落

として納付いただいていた場

合は、公的年金から特別徴収

されていませんでしたが、平成

29年10月支給の公的年金か

ら特別徴収を実施します。

対　象　以下全ての条件を満

たす方

・平成29年4月1日時点で65

歳以上の方

・平成28年中の公的年金の

所得に係る住民税の納付

義務のある方

・公的年金から介護保険料が

天引きされている方

・平成29年1月1日以降、引き

続き市内に居住されている方

税　額

・公的年金の所得に係る税額

※公的年金以外の所得（給与、不

動産など）に係る税額について

は、給与からの特別徴収または

普通徴収（個人納付）により納

めていただくことになります。

※初年度の方は公的年金の所得か

ら算出される税額のうち、2分の

1相当額は普通徴収（第1期、第2

期の2回）で納付していただく必

要があります。

近鉄鈴鹿市駅周辺の
自転車駐車場利用開始
交通防犯課　382-9022　 382-7603

  7月1日㈯から有料自転車駐

車場の利用が開始されます。臨

時自転車駐車場は6月30日㈮

をもって閉鎖しますので、自転

車を利用される方は有料自転

車駐車場を利用してください。

  また、7月1日㈯から放置自転

車などの対策として、鈴鹿市駅

周辺を自転車などの放置禁止

区域として指定します。禁止区

域内に放置されている自転車

などは撤去の対象となります。

撤去された自転車などを引き

取るには保管料が必要になり

ますのでご注意ください。

◆鈴鹿市駅第1自転車駐車場

（神戸8-228-4）

  管理事務所、防犯カメラ設

置、24時間利用可能

◆鈴鹿市駅第2自転車駐車場

（神戸9-181-5）

  防犯カメラ・電磁ロック設

置、巡回管理、24時間利用可

◆自転車保管所

（矢橋一丁目590　384-3653）

自転車等駐車対策協議会が
傍聴できます

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　自転車などの駐車対策に関

する事項を調査審議するため

協議会を開催します。

と　き　6月20日㈫13時30

分から

ところ　神戸公民館

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日13時から13時

20分まで会場で受け付け

http://www.za.ztv.ne.jp/up36uvks/


公的年金からの市民税・

税・県民税（住民税）を天引き

平成29年度国民健康保険税

納税通知書を発送します

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　平成29年度の国民健康保

険税納税通知書兼特別徴収

決定通知書を、7月12日㈬に

世帯主様宛に発送します。期

限内の納付にご協力ください。

※保険料（税）は月末に加入して

いる保険で発生します。その

ため現在は社会保険などに加

入中の方も、4月以降に国民健

康保険の加入期間がある方に

ついては、保険税の支払いが

生じる場合があります。

付加年金を納めると、老齢

基礎年金を増額できます

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　月々の定額保険料に付加保

険料（400円）を追加して納め

ると、老齢基礎年金に付加年

金を上乗せして受け取ることが

できます。付加年金の加入には

届出が必要で、届出を行った月

からの加入になります。

対　象　第1号被保険者（任

意加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受けて

いる方、国民年金基金に加入さ

れている方は加入できません。

付加保険料　400円／月

上乗せされる年金額　付加保

険料納付月数×200円　

申込み　年金手帳、身分証明

書（運転免許証など）をお

持ちの上、保険年金課また

は地区市民センターへ

問合せ　津年金事務所（　059-

　228-9112）

納税の夜間窓口・休日窓口

納税課　 382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　6月25日㈰9時～16

限内の納付にご協力ください。

時30分

◆夜間窓口

と　き　6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。

児童手当の現況届を

お忘れなく

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

　現在児童手当を受給中の方

には、6月上旬に「児童手当・特

例給付現況届」を郵送しますの

で、6月30日㈮までに必要書類

とともに提出してください。こ

の届けは、児童手当を引き続き

受給する要件を満たすかどう

かを確認する大切な手続きで

す。手続きがないと、6月分以

降の手当ての支給が停止され

ますのでご注意ください。

必要書類

○手当を受けている方が厚生

年金などの被用者年金に加

入している場合は、健康保

険被保険者証の写しまたは

年金加入証明書

○1月2日以降鈴鹿市に転入

した方は、平成29年度（平

成28年分）所得課税証明

書（平成29年1月1日現在に

住民登録のあった市町村か

ら取り寄せ）

※状況により提出していただく書

類があります。

※別居児童の住所地が海外の場

合は、子ども政策課窓口での手

続きが必要です。

※これまで児童手当を受給して

おらず、新規で6月分からの児

童手当を申請した方は、現況届

を提出する必要はありません。

臨時福祉給付金

（経済対策分）の申請は

お早めに

健康福祉政策課　臨時給付金室

　382-9886　 382-9887

　市・県民税非課税世帯対象の

臨時福祉給付金（経済対策分）

の申請を受け付けしています。

支給対象になると思われる方に

は、3月中旬に申請書を発送しま

した。申請受付から支給までは2

カ月程度かかりますので、早めに

申請してください。また、期限を

過ぎると受け付けできません。

受付期限　8月31日㈭

教科書展示会

教育指導課　 382-9056　 383-7878

　小学校、中学校、高等学校の

教科書見本の一部を展示します。

と　き　6月16日㈮～29日㈭

9時～17時（土曜日は10時～

17時）

ところ　市役所15階　展望ロ

ビー

労働保険の年度更新は

お早めに

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　労働保険（労災保険・雇用保

険）の平成28年度確定保険料

と平成29年度概算保険料の申

告・納付期間は6月1日㈭から7

月10日㈪までです。

◆集合受付会

対　象　事業主の方

と　き　7月6日㈭・7㈮・10日

㈪9時～16時

ところ　神戸コミュニティセン

ター

持ち物　申告書記載について

不明の場合は、次の資料を

お持ちください。

○概算・確定労働保険料、一

般拠出金申告書

○作成した平成28年度確定分

の賃金集計表

○事業主印鑑（法人は代表者

印鑑）

※一括有期事業のうち建設の事業

については工事台帳（請負金額・

工期などが確認できるもの）

問合せ　三重労働局総務部　

労働保険徴収室（津市島崎町

327-2　 059-226-2100）

※労働保険の年度更新手続きは、

電子申請により労働局・労働基準

監督署へ出向かなくても、自宅や

オフィスからいつでも手続きがで

きます。詳しくは、電子政府の総合

窓口（　http://www.e-gov.go.

　jp/）へ

家屋調査

資産税課　 382-9007　 382-7604

　市内で建物を新築、増築した

際は、翌年度の固定資産税額を

算出するための家屋調査を行い

ます。調査は市職員が訪問し、

臨時福祉給付金（経済対策分）

の申請を受け付けしています。

は、3月中旬に申請書を発送しま

します。

日は10時～

展望ロ

付期間は6月1日㈭から7

建築図面から間取りを確認し

屋根、外壁、各部屋の内装など

に使われている資材や設備状

況を確認することにより行いま

す。訪問調査にかかる時間は、

一般の新築住宅で30分から

60分ほどです。また、図面によ

る調査が可能な場合もありま

すのでご相談ください。

未登記の建物の所有者を

変更した場合や取り壊した

場合は年内に手続きを

資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、

市内に土地や建物を所有して

いる方に課税されますので、年

内に名義変更や滅失の手続き

がされないと来年度も課税と

なる場合がありますのでご注意

ください。

※登記されている建物については、

法務局での手続きが必要です。

◆所有者を変更したとき

　家屋補充課税台帳登録名

義人変更届に次の必要書類を

添付して資産税課へ

・相続の場合　

　　相続関係が分かる戸籍、

遺産分割協議書、印鑑登録

証明書など

・相続以外（売買や贈与など）

の場合　

　　旧所有者の印鑑登録証

明書、売買契約書など

◆建物を取り壊したとき

　滅失家屋申告書を資産税課

または地区市民センターへ

※各種様式は、市ホームページ（生

活便利帳→税金→未登記家屋

の名義を変更するときは・家屋

を取り壊したときは）からも入手

できます。

http://www.e-gov.go.jp/


男女共同参画課　381-3113　381-3119

　J アラートを利用した
緊急地震速報の訓練放送と
モーターサイレンの吹鳴訓練

防災危機管理課　382-9968    382-7603
　全国瞬時警報システム（Ｊアラ
ート）を利用した緊急地震速報の
訓練放送が全国一斉に実施されま
す。本市でも防災スピーカーやコ
ミュニティ FM放送から訓練放送
が流れ、市内 25カ所に設置され
たモーターサイレンの吹鳴訓練を
行います。この機会を利用し、緊
急地震速報を見聞きした際の行動
訓練などを実施しましょう。
※気象・地震活動の状況などによっ

ては、訓練用の緊急地震速報の放

送と訓練の吹鳴を中止することが

あります。

対象設備　市内 93カ所に設置さ
れた防災スピーカー、地区市民
センター、公民館、各小中学校
などの館内放送、鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz）、25カ所の消
防団車庫などに設置されたモー
ターサイレン
と　き　7月 5日㈬ 10時 15分
頃から（1分半程度）
緊急地震速報放送内容
1. 上り 4音チャイム
2.「こちらは、鈴鹿市災害対策本
部です。只今から訓練放送を行
います。」
3. 緊急地震速報チャイム音
4.「緊急地震速報。大地震です。
大地震です。これは訓練放送で
す。」×3回
5.「こちらは鈴鹿市災害対策本部
です。これで訓練放送を終わり
ます。」
6. 下り 4音チャイム
モーターサイレンの鳴り方
　出場信号「5秒吹鳴・6秒無音」
×5回（計 55秒）

男女共同参画週間

　6月 23日㈮から 29日㈭は男
女共同参画週間です。さまざまな
取り組みを通じ男女共同参画社会
の理解を深めることを目指してい
ます。今年のキャッチフレーズは
「男で○、女で○、共同作業で◎。
」です。「女性も男性も自らの意
思により、個性と能力を発揮して
活躍できる職場を作るためのキャ
ッチフレーズ」をテーマに募集し
、応募総数 3,050 点の中から選
ばれました。
　市では 6月 22日から 27日の
間に、市役所本館 1階の市民ギ
ャラリーで男女共同参画をはじめ
「ワークライフバランス」などに
ついてマンガで分かりやすく説明
したパネルの展示と、ポストツリ
ーを設置しご意見を収集しますの
でご協力ください。

環境月間

環境政策課　382-7954　382-2214

　環境省により 6月は「環境月
間」と定められており、全国各地
で地球温暖化防止に向けて、さま
ざまな取り組みが行われます。本
市は平成 27年より国が提唱する
「COOL CHOICE」に賛同し、6月
の 1カ月間、市役所本館での懸
垂幕の設置や緑のカーテンの展示
など啓発活動を行います。この機
会に、私たちを取り巻く環境につ
いて考えてみませんか。

◆地球温暖化防止のために 今日
から始める 6つの取り組み

1　アイドリングをなくす
2　蛇口はこまめに閉める
3　エコ商品を選んで購入する
4　冷房は 28℃、暖房は 20℃を
目安に温度設定する

5　ごみを減らす
6　照明をこまめに消す

有 料 広 告4・5・6月号　掲載分

社会福祉法人けやき福祉会  鈴鹿香寿苑
Mail: koujuen@keyakien.jp〒510-0204 鈴鹿市稲生西3丁目7419番
☎059-373-2223

鈴鹿香寿苑
こう    　   じゅ　         え  ん

特別養護老人ホーム 5月1日
開設

見学随時
受付中

安心と信頼の
マル適マーク
（CMS）取得

鈴鹿市十宮4-25-16 （予約制）鈴鹿十宮支部　田中 あこ

相談無料
秘密厳守

059-392-7368

婚活

鈴鹿十宮支部

無料相談で、お相手の写真と
プロフィールをご覧いただけます。
ご両親からのご相談大歓迎です。
まずはお気軽にお電話ください。

※「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

「合同企業説明会inすずか」
出展企業募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

　市主催の合同企業説明会を
開催するにあたり、出展企業を
募集します。正社員の採用を予
定している市内に本社または事
業所を有する中小企業の方は、
ぜひ合同企業説明会に参加い
ただき、若い人材の確保をご検
討ください。
と　き　7月22日㈯12時～17

時
ところ　鈴鹿ハンターショッピン

グセンター　2階大催事場
募集数　30社程度（先着順）
※12ブースは鈴鹿市若年者等ふる

さと就職支援事業関連の優先

枠になります。

出展料　無料
申込み　6月5日㈪から30日㈮

17時までに、応募用紙を直
接産業政策課へ

※応募用紙は市ホームページで入

手できます。

※募集要件など詳しくは市ホーム

ページをご覧いただくか、産業政

策課へお問い合わせください。

祉課（　059-224-3349　059-
224-3085　 ud@pref.mie.jp
　http://www.pref.mie.lg.jp/
UD/HP/73426012526.htm）
へ

税務職員募集
（高校卒業程度）

市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　下記のいずれかの方
①平成29年4月1日において、

高等学校または中等教育学
校を卒業した日の翌日から起
算して3年を経過していない
方および平成30年3月までに
高等学校または中等教育学
校を卒業する見込みの方

②人事院が①に掲げる方に準
ずると認める方

申込み 6月19日㈪9時から
28日㈬(受信有効)までに、
インターネット申込みサイト

（　http://www.jinji-shiken.
　go.jp/juken.html）へ
試験日

　・第1次試験　9月3日㈰
　・第2次試験　10月11日㈬～

20日㈮のうちいずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局 人事第二
課試験係（　052-951-3511）

　国税庁ホームページの名古
屋国税局コーナー（　http://

　www.nta.go.jp/nagoya)

 1　アイドリングをなくす
 2　蛇口はこまめに閉める
 3　エコ商品を選んで購入する
 4　冷房は28℃、暖房は20℃を 

　目安に温度設定する
 5　ごみを減らす
 6　照明をこまめに消す

三重おもいやり駐車場
利用証制度の利用証更新
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

身体障がい者、知的障がい者、
精神障がい者、要介護高齢者お
よび難病の方が使用される利用
証の有効期限は5年です。利用証
に表示されている有効期限をご
確認の上、有効期限までに更新
手続きを行ってください。有効期
限の3カ月前（9月末が有効期限
の利用証をお持ちの方は7月1日）
から障がい福祉課、鈴鹿保健所
の窓口で手続きできます。
　また、7月から上記の方の利
用証の有効期限が廃止になり
ます。今回の更新手続きを行っ
ていただいた方は、利用証の交
付要件に該当しなくなるまで使
用できます。
　なお、障がいの等級の変更な
どにより交付基準に該当しなくな
った場合は、障がい福祉課、県
地域福祉課、県福祉事務所・保
健所の窓口または郵送により利
用証を必ず返却してください。詳
しくは障がい福祉課、県地域福
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※有料広告掲載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
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2017平和への祈り展
人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権・平和の意識の高揚と

人権文化の創造を図るために

開催します。今回は「原爆展」

「鈴鹿にも戦争があった」の展示

や講演会などを行います。改め

て平和とは何か、命の大切さに

ついて考えてみませんか。

と　き　6月30日㈮～7月2日

㈰10時～20時（最終日は

19時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階

イオンホール

内　容　広島・長崎原爆ポス

ター、鈴鹿市の戦中戦後の

パネルおよび資料の展示

◆講演会

原爆のはなしを聞こう

と　き　7月1日㈯11時～11

時40分、14時～14時40分

講　師　阿部磨智惠さん

（三重県原爆被災者の会）　

○平和の本の読み聞かせ

（ボランティアグループ）

と　き　7月2日㈰10時30分

～11時30分

子どもたちに語り継ぐ被爆

　体験家族講話

と　き　7月2日㈰15時～16時

講　師　佐藤直子さん

　（長崎被災協・被爆二世の

会・長崎　会長）

※各講演会手話通訳あり

主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育

委員会　

協　力　日本非核宣言自治体

協議会、「2017平和への祈

り展」市民実行委員会

骨密度チェック
健康づくり課　327-5030　 382-4187

骨粗しょう症とは、骨の量が減

　人権・平和の意識の高揚と

開催します。今回は「原爆展」

り、もろくなる病気で、閉経後の

女性や高齢者に多くみられます。

骨粗しょう症は若い頃からの生

活習慣が大きく影響します。骨粗

しょう症予防のために骨密度チェ

ック（簡易骨密度測定）で普段の

生活習慣を見直してみませんか。

対　象　20歳以上の市民

（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　7月3日㈪・4日㈫

　9時30分～11時、13時30分

～15時

※ご都合のよい時間帯にお越しく

ださい。

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　骨密度チェック、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ので、余裕を

もってお越しください。

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

  今回はノカンゾウをご覧いた

だく予定です。

と　き 7月1日㈯10時から

（受付9時45分から、少雨決行）

ところ　金生水沼沢植物群

落（地子町5 6 3・西 条町

675-1など）

※自家用車の方には受付後、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。

徒歩・自転車の方は開始時刻まで

に直接、開催場所に来てください。

り、もろくなる病気で、閉経後の

女性や高齢者に多くみられます。

活習慣が大きく影響します。骨粗

しょう症予防のために骨密度チェ

生活習慣を見直してみませんか。

　20歳以上の市民

（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

　9時30分～11時、13時30分

　骨密度チェック、ミニ

になれる服装でお越しください。

  今回はノカンゾウをご覧いた

7月1日㈯10時から

（受付9時45分から、少雨決行）

水沼沢植物群

町

に直接、開催場所に来てください。

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）

申込み　6月16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。

海岸清掃
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　7月7日㈮から8月27日㈰ま

で、千代崎および鼓ヶ浦海水

浴場を開設します。きれいな海

岸で海水浴を楽しめるよう、海

岸清掃活動へご参加ください。

◆鼓ヶ浦海岸清掃

と　き　6月17日㈯9時から

（9時30分作業終了予定）

ところ 鼓ヶ浦海水浴場

主　催 鼓ヶ浦観光協会

◆千代崎海岸清掃

と　き　7月1日㈯9時から（9

時30分作業終了予定）

ところ 千代崎海水浴場

主　催 千代崎観光協会

※当日の軍手、ゴミ袋、飲み物、保

険を準備します。

本田技研工業(株)鈴鹿製作所およ

び三重県ホンダ会のビーチクリー

ン活動が同日に実施されます。

第26回鈴鹿市
わんぱく相撲大会

参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象 小学生（男女問わず）

と　き　6月25日㈰（荒天延

期7月2日㈰）8時集合

ところ　武道館　相撲場（江

島台2-6-1　388-0622）

内　容

・個人戦（3年生以下・4年・5

年・6年生）

・団体戦3人（小学4年生以上、

4年生→先鋒、5年生→中堅、

6年生→大将）

※個人戦・団体戦ともに経験者部

門・未経験者部門別での実施を

予定していますが、参加申込み

状況により変更する場合があり

ます。

参加料　無料

表　彰　個人・団体戦の各部

門別1～3位

申込み　6月16日㈮までにス

ポーツ課へ

※第1回親子deすもう教室（ＮＰ

О法人鈴鹿市体育協会主催）を

8時45分から開催します。



親子deすもう教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　年中（4歳）から小学６

年生までの親子（男女問わず）

と　き　6月25日㈰、7月2日

㈰・9日(日）・16日㈰・23日

㈰（予備日7月30日㈰）13時

から計5回

※第1回目は第26回鈴鹿市わんぱ

く相撲大会開催日で、8時集合

となります。お昼には力士と一

緒にちゃんこ鍋も楽しめます。

※6月25日㈰が荒天で延期にな

った場合は7月2日㈰が第1回目

となります。

ところ　武道館　相撲場（江

島台2-6-1　388-0622）

定　員　親子20組（先着順）

講　師　鈴鹿市相撲連盟派

遣講師

参加料　親子で2,500円（スポ

ーツ安全保険料を含む）

申込み　6月9日㈮から21日㈬

（9時から20時）までに、参

加料を添えて直接AGF鈴鹿

体育館へ

※6月12日㈪は休館日

問合せ　NPO法人鈴鹿市体

育協会（江島台1-1-1　387-

　6006）

音楽プラネタリウムと

夏番組
文化会館　382-8111　 382-8580

◆音楽プラネタリウム

　プラネタリウムに広がる星座

を眺めながらの音楽会です。特

別番組「土星の探査衛星カッ

シーニの華麗な飛躍」も上映し

ます。

と　き　7月8日㈯

ところ　文化会館プラネタリ

ウム

出演者

○10時30分～11時30分

　（開場10時）

　ウクレレでもしよまい会

　（ウクレレ合奏）

○13時30分～14時30分

　（開場13時）

　別府一樹さん

（エレクトリックギターソロ演奏）

○15時30分～16時30分

　（開場15時）

　和風会（詩吟）

定　員　各150人（先着順）

参加料　無料

申込み　6月17日㈯10時から

文化会館で整理券を配布

・団体戦3人（小学4年生以上、

4年生→先鋒、5年生→中堅、

　6月16日㈮までにス

　年中（4歳）から小学６

年生までの親子（男女問わず）

　6月25日㈰、7月2日

㈰・9日(日）・16日㈰・23日

※小学生以下は保護者同伴。2歳

以下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は

休止します。

◆夏の新番組

と　き　6月17日㈯～9月10

日㈰10時30分から、13時

30分から、15時から

ところ　文化会館プラネタリ

ウム

内　容

○星座解説　

  夏の代表星座「こと座」の織

姫星ベガ、「わし座」の彦星

アルタイル、「さそり座」の

赤星アンタレスなどの解説

と、「てんびん座」の善と悪

を裁く女神アストレイアのギ

リシャ神話

○番組「ロボットエクスプロラ

ーズ（宇宙で働く探査機た

ち）」 ちょっとズレてるコン

ビが、宇宙ではたらくロボッ

トの仲間・探査機たちを紹

介します。ヒト型ではないけ

れど優れた能力と頑丈なボ

ディで宇宙のナゾに挑むロ

ボットたち。彼らの活躍をた

っぷりご覧ください。

※休館日などをお問い合わせの

上、ご来館ください。

（エレクトリックギターソロ演奏）

つるカゴ作り
考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　あけびのつるで、カゴかラン

プシェードを編みます。

対　象　小学生以上(小学生

は保護者同伴)

と　き　7月17日(月・祝)9時

30分から、13時30分から

ところ　考古博物館（国分町

224）

定　員　各20人（申込み多数

の場合は抽選）　

参加料　1,800円

申込み　7月11日㈫までに、電

子メールまたは往復ハガキ

の往信裏面に①講座名②希

望時間③希望者の住所・氏

名・電話番号、返信の宛名欄

に代表者の住所・氏名を記

入して考 古 博 物 館（ 〒

513-0013　国分町224）へ

※ハガキ1枚につき2人まで申し込

み可能です。

スライド説明会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月18日㈰14時から

ところ　考古博物館（国分町

224）　

内　容　速報展で展示中の伊

勢国分寺跡・伊勢国府跡・岡

田南遺跡・塚腰遺跡の発掘

調査の成果を担当者がスラ

イドを使って説明します。

二胡コンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月25日㈰13時30分

開演　　

ところ　考古博物館　展示ホ

ール

演奏者　響さん

入　場　無料

※展示ホールではミニコンサート

が開催できます。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。



光で発電！一から作る、
あなたが作る太陽電池

総合政策課　382-9038　 382-9040

　環境への負荷が小さいという

特長から、太陽光発電は多くの

可能性を秘めたエネルギーです。

シリコン太陽電池を一から作っ

て、太陽電池からの発電でモー

ターが回ることを体験すること

ができます。皆さんも科学・技術

の楽しさに触れてみませんか。

対　象　中学生

と　き　9月2日㈯・3日㈰9時

～17時（両日同じ内容）

ところ　鈴鹿工業高等専門学

校電気電子工学科棟内実験

室（白子町）

定　員　各10人（申込み多数

の場合は抽選）

受講料　無料

申込み　7月24日㈪17時まで

に、鈴鹿高専ホームページ

（地域の皆様→公開講座・大

会→ひらめき☆ときめきサイ

エンス→申込ページ）で

問合せ　鈴鹿工業高等専門

学校総務課（　368-1717　

　387-0338）

※抽選の際は、8月4日㈮までに申込

み者全員に連絡します。

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～
(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　　ｓｉｎｃｅ-97＠ｓ-ｂｕｎｋａ.ｎｅｔ

と　き　7月12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　第3回　エンタメ小

説に迫る　太宰治論、宮尾

登美子論

講　師　藤田充伯さん、河原

徳子さん

定　員　70人（先着順）

受講料　1,000円（当日支払）

申込み　受講希望日、住所、

氏名、電話番号を記載の上

はがき、ファクス、または電

子メールで(公財)鈴鹿市文

化振興事業団(〒513-0802

　飯野寺家町810)へ

※資料準備の都合上、必ず事前申

し込みをお願いします。

宝くじ文化公演
関西二期会presents

「映画音楽とオペラアリアへの誘い」
(公財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　関西二期会が誇る日本オペ

ラ界の実力者たちと、関西二

期会オペラアンサンブルのオー

ケストラによるステージです。

落語家「桂米團治」さんの語り

を交え、映画音楽と珠玉のオ

ペラアリアをお楽しみください。

と　き　9月3日㈰15時から

（開場14時30分）　

ところ　文化会館 けやきホール

入場料　6月9日㈮から一般

3,000円、高校生以下1,500

円でチケット販売開始（宝く

じ助成による特別料金）

主　催　鈴鹿市、(公財)鈴鹿

市文化振興事業団、(一財)

自治総合センター

後　援　レディオキューブFM

三重、NHKサービスセンター

          アーチェリー教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

対　象　身長145cm以上の
健康な方

と　き　6月18日㈰、7月23日
㈰10時～12時(雨天時は中
止または延期)

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜 鈴鹿多目的広場
内　容 初心者、初級者を対
象とした基本的技能の習得

講　師　三重県アーチェリー
協会からの公認指導員
定　員　10人（先着順）
受講料　1回500円（当日払
い）

申込み・問合せ　三重県アーチ
ェリー協会事務局 森下拓朗
さん（　takumaru.archery
@gmail.com）

※傷害保険料は含まれておりませ

んので各自ご加入ください。

※運動のできる服装でお越しくだ

さい。道具は貸与します。

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　6月8日㈭より先着順
受け付け。水泳場窓口また
はホームページよりお申し込
みください。

◆水遊びの達人　潜る・遊ぶ！

水の中って楽しいぞ！！

対　象　年中～小学2年生
と　き　6月20日㈫・21日㈬
16時～17時

定　員　20人
参加料　1,800円（全2回）

◆水遊びの達人　潜る・遊ぶ！

小中学生硬式テニス
無料体験

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

対　象 ①年長～2年生、②
小中学生初心者、③小中学
生大会経験者

と　き　6月29日㈭・30日㈮
①16時～16時50分、②17
時～18時、③18時～19時

定　員 ①4人、②6人、③6
人

申込み 代表 田中（　080-
　9733-6629）

の6 月 納税

○市民税・県民税…全期・1期

【納期限は6月30日㈮です】

男女共同参画週間

男女共同参画課

381-3113 　381-3119　     

  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

人権政策課

382-9011 　382-2214　

 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　男女が、互いにその人権を尊
重しつつ喜びも責任も分かち合
い、性別にかかわりなく、その
個性と能力を十分に発揮するこ
とができる男女共同参画社会の
形成に向け、「男女共同参画基
本法」が平成 1 1 年 6 月 2 3 日
に公布・施行されました。これ
を踏まえ、内閣府（男女共同参
画推進本部）では毎年 6月 23
日から 29 日までの 1週間を「
男女共同参画週間」としていま
す。
　また、この週間のキャッチフ
レーズも毎年 1月から２月に募
集しており、平成 29 年度は「
女性も男性も自らの意思により
個性と能力を発揮して活躍でき
る職場を作るため」をテーマと
して、応募総数 3，050 点の中
から、“男で○（まる）、女で○（
まる）、共同作業で◎（にじゅう
まる）。”が選ばれました。男女
共同参画社会とは堅苦しいこと
ではなく、男性も女性も性別に
関係なく、意欲に応じて、あら
ゆる分野で活躍できる社会とい
うイメージです。
　仕事・家庭・地域といった生
活の中で、誰もが自ら選択して
個性・能力を発揮し、希望を実
現していける社会をつくってい
くためにはどうしたらいいのか
を一人一人が考えて行動し、年
齢、性別、職業、障がいの有無
にかかわらず多様な人たちが協
力し合うことが必要です。これ
を機に、男女が共に持てる力を
発揮できる社会について考えて
みませんか。
　本市でもこの期間に市役所で
のパネル展示や街頭啓発を実施
します。さらに、三重県内連携
映画祭では、県内の自治体がそ
れぞれ、男女共同参画を身近に
感じられる映画を上映します。
本市では、6月 24 日（土）に文
化会館で「この世界の片隅に」
を上映します（詳細については
市ホームページ、男女共同参画
ホームページ、広報すずか 5月
5日号をご覧ください。）。週間
中のイベントへの皆さんのご参
加をお待ちしております。


