
　

クールシェア
環境政策課　382-7954　 382-2214

　市では、環境省が提唱する
「COOL　CHOICE」に賛同
し、さまざまな啓発活動に取り
組んでいます。その1つとして、
市内公共施設で「クールシェ
ア」を実施します。
　クールシェアとは、夏の暑い
日に涼しい場所をみんなで共有
しようという取り組みです。身
近な例としてはエアコンが効い
ている図書館などで過ごすと
いったことが挙げられます。
　皆さんもクールシェアを活用し
て暑い夏を乗り切りましょう。

鈴鹿市国民健康保険
特定健康診査

保険年金課　382-9401　 382-9455

　特定健康診査は、高血圧や
糖尿病などの生活習慣病、特
にメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）の予防に
着目した健康診査です。
　対象の方に受診券を送付し
ています。同封の一覧表にあ
る医療機関などで、11月30日
まで受診できますので、健康
管理のために受けましょう。
対　象　鈴鹿市国民健康保
険加入者で、次の全てに該
当する方
○昭和17年9月1日～昭和53
年3月31日生まれの方（平
成29年度中に40～74歳
（一部75歳）になる方）
○平成29年8月末までに届出
をして加入した方
○受診時に継続して加入して
いる方

※健康診査実施期間中に75歳に
なる方は、誕生日前日までが有効
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　特定健康診査は、高血圧や
糖尿病などの生活習慣病、特
にメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）の予防に

　対象の方に受診券を送付し

期間です。
※4月1日現在加入中の方には7月
上旬までに、8月末までに届出を
して加入した方には10月中旬ま
でに順次受診券を送付します。

※鈴鹿市国民健康保険以外の方
や資格を喪失した方は、加入し
ている医療保険者（保険証に記
載）にご確認ください。
持ち物　特定健康診査受診
券、質問票、自己負担金（受
診券に記載）、鈴鹿市国民
健康保険被保険者証（短期
被保険者証、資格証明書を
含む）

経済的な理由で国民年金
保険料の納付が困難な
場合の免除・猶予制度
保険年金課　382-9401　 382-9455

　前年度の所得に応じて、国
民年金保険料免除・猶予制度
が利用できます。
申  請　７月1日から平成29年
度の免除申請ができます（窓
口での受け付けは７月3日か
ら）。原則、毎年手続きが必要

や資格を喪失した方は、加入し

　特定健康診査受診
券、質問票、自己負担金（受
診券に記載）、鈴鹿市国民
健康保険被保険者証（短期
被保険者証、資格証明書を

　前年度の所得に応じて、国
民年金保険料免除・猶予制度

７月1日から平成29年
度の免除申請ができます（窓
口での受け付けは７月3日か
原則、毎年手続きが必要

です（平成28年度免除申請
で全額免除や納付猶予が承
認されており、継続審査の承
認を受けた方は除く）。

※所得によっては免除・猶予の対象
とならない場合もあります。
申込み　年金手帳、身分証明
書、印鑑を持って保険年金
課、地区市民センター、また
は年金事務所へ

※平成27年12月31日以降に退職
(失業)した方は、雇用保険の離
職票または受給資格者証の写
しをお持ちください。
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112）

老齢基礎年金の
受給資格期間短縮

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金を受け取るのに
必要な期間（受給資格期間）が、
「25年」から「10年」に短縮されま
す。対象となる方には、日本年金
機構から黄色の封筒で年金請求
書（A4サイズ）が届きます。
　8月1日から新しい制度が開
始されますので、まだ請求手続
きをされていない方は、今すぐ
年金事務所で請求手続きをして
ください。最も早い年金の支払
いは平成29年10月です。
※受給権短縮による老齢基礎年金
の請求手続きは、市役所ではで
きませんのでご注意ください。
◆年金の予約相談　
　年金事務所では受給に関する
相談について、予約相談を実施し
ています。ご予約いただいた方が
優先されますので、基礎年金番号
が分かるものを準備の上、電話で
予約してください。
○津年金事務所予約ダイヤル
　　059-228-9120
・平日８時30分～１６時（週の初日
は17時15分～18時も行います）

・第2土曜日9時30分～15時
○その他年金事務所予約ダイヤル
　　0570-05-1165
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112）

国民健康保険
「限度額適用認定証」

「限度額適用・標準負担額減
額認定証」の申請

保険年金課　382-7605　382-9455

　現在発行している認定証の有効
期限は平成29年 7月 31日です。
8月以降も認定証の交付を希望さ
れる方は、新たに申請が必要とな
りますのでご注意ください。

○昭和17年9月1日～昭和53
年3月31日生まれの方（平
成29年度中に40～74歳

○平成29年8月末までに届出

対象の認定証 申請場所
住民税課税世帯 限度額適用認定証
住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
保険年金課
地区市民
センター

70歳未満
の方
70歳以上
75歳未満
の方

対象

保険年金課

※申請には、運転免許証など本人確

認できるものと個人番号（マイナ

ンバー）が確認できるものが必要

です。

※70 歳未満の方の場合、国民健康

保険税に未納があると交付できま

せん。

※地区市民センターで申請の場合、

認定証は後日郵送となります。



介護保険負担限度額
認定申請の受付
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3201　 369-3202

　介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護老人保健
施設、介護療養型医療施設、
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、短期入所サ
ービス（ショートステイ）利用時
の自己負担費用のうち、食費、
居住費（滞在費）について、申
請により負担が軽減されます。
対　象　次の全てに該当する方
・本人、配偶者および世帯全員
が市町村民税非課税の方
・預貯金などの金額が、配偶
者のいない方は1,000万円
以下、配偶者のいる方は合
計で2,000万円以下の方

施設、介護療養型医療施設、

の自己負担費用のうち、食費、

対象となる預貯金などの資産
状況の具体的な例
　現金、預貯金（普通、定期）、
有価証券（株式、国債、地方債、
社債など）、投資信託、金や銀
など、購入先の口座残高によっ
て時価評価額が容易に把握
できる貴金属

※負債（借入金、住宅ローンなど）
は、預貯金などから差し引いて
計算します。

※生命保険、自動車などは対象と
しません。

※虚偽の申告をして不正に支給を
受けた場合は、支給された額の
返還と加算金を求めることが
あります。
認定有効期間　申請月の1日
～平成30年7月31日㈫まで
内　容　次の区分に応じて軽
減の内容が分かれます。
①生活保護受給者または老齢
福祉年金受給者
②本人の合計所得金額と課税
年金収入額および非課税年
金収入額(遺族年金や障害
年金など)の合計金額が80
万円以下の方
③上記の①、②に該当しない方
申込み　7月3日㈪から申請書、
認定を受ける本人の印鑑、
預金通帳などの写し（直近2
カ月以内の残高が確認でき
るもの。配偶者のいる方は
その方の通帳と印鑑も。生
活保護受給者は不要）を持
って、鈴鹿亀山地区広域連
合（市役所西館3階）へ
◆更新手続きはお早めに
　現在交付されている「介護保
険負担限度額認定証」の有効
期限は、7月31日㈪までです。8
月1日㈫以降も継続して認定を
受けようとする方は、8月31日㈭
までに手続きしてください。

対象となる預貯金などの資産

　現金、預貯金（普通、定期）、
有価証券（株式、国債、地方債、
社債など）、投資信託、金や銀
など、購入先の口座残高によっ
て時価評価額が容易に把握

※負債（借入金、住宅ローンなど）

　申請月の1日

　次の区分に応じて軽

①生活保護受給者または老齢

年金収入額および非課税年
金収入額(遺族年金や障害
年金など)の合計金額が80

　7月3日㈪から申請書、
認定を受ける本人の印鑑、
預金通帳などの写し（直近2
カ月以内の残高が確認でき
るもの。配偶者のいる方は
その方の通帳と印鑑も。生
活保護受給者は不要）を持
って、鈴鹿亀山地区広域連

現在交付されている「介護保
険負担限度額認定証」の有効
期限は、7月31日㈪までです。8
月1日㈫以降も継続して認定を
受けようとする方は、8月31日㈭

◆市町村民税課税層における
食費・居住費の特例減額措置
　介護保険負担限度額認定に
該当しない方で、施設に入所し
たことにより残された世帯員の
生計が困難になる場合には、特
例減額措置制度があります。
認定を受ける主な条件
・属する世帯の構成員が2人以
上であること
・世帯の年間収入から施設の
利用者負担の見込額を除い
た額が80万円以下であること
・世帯全員の合計預貯金などが
450万円以下であることなど

鈴鹿市男女共同参画
審議会が傍聴できます

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

と　き　7月27日㈭14時30
分から
ところ　男女共同参画センタ
ー　ホール
定　員　10人(先着順)
内　容　平成28年度鈴鹿市
男女共同参画基本計画の
進捗状況評価
申込み　当日14時15分まで
男女共同参画課で受け付け

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　7月30日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　7月28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。

平成30年成人式
文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　平成9年4月2日～平
成10年4月1日生まれで、市
内在住または市内出身者
と　き　平成30年1月7日㈰
14時～15時（開場13時）
ところ　市民会館
※対象の方へ個々の通知はしませ
んので、自由にお越しください。

アカウミガメの産卵・足跡を
見つけたらご連絡を

環境政策課　382-7954　 382-2214

　以前は市内の海岸でもアカ
ウミガメがたくさん産卵していま
したが、海の汚染や乱獲のため
産卵数は減ってしまいました。
　近年は保護活動などの影響
で、ウミガメの上陸・産卵が少し
ずつ回復してきています。不定
期ではありますが、現在も上陸
や産卵が確認されています。
　ウミガメの保護のため、海岸
で産卵・足跡を見つけたら静か
にその場から離れ、環境政策
課またはウミガメネットワークに
ご連絡ください。
問合せ　ウミガメネットワーク
(米川　090-5600-0221、
　umigamenetmie@gmail.
　com)

白子駅東・東第 2自転車
駐車場の料金一部改定

交通防犯課　382-9022　382-7603

　白子駅東口付近に設置されてい
る白子駅東自転車駐車場と白子駅
東第 2自転車駐車場の利用料金
の一部を、7月 1日から改定しま
した（表の緑の部分）。ぜひご利
用ください。
ました（表の緑の部分）。ぜひご利用ください。

一般 学生
1月 2,830円 1,680円
3月 7,860円 4,610円
6月 13,380円 8,640円
1年 25,740円 16,470円
1月 2,270円 1,680円
3月 6,290円 4,610円
6月 10,710円 8,640円
1年 20,600円 16,470円

白子駅東第2 定期利用

自転車名称等 利用区分

1階白子駅東 定期利用



はかりの定期検査
産業政策課　382-8698　 382-0304

取引や証明用に使用するは
かり（計量器）は、2年に1度の
検査が必要です。対象となる
はかりをお使いの事業者は必
ず受検してください。
対　象 
　商店・露店などの商品売買用、
病院・薬局などの調剤用、 
病院・学校などの体重測定
用 、 生産者の生産物販売・
出荷用、工場・事業所などの
材料購入・製品販売用、農
協・漁協などの物資集荷・出
荷用、運送・宅配業などの貨
物運賃算出用、貴金属など
の買取価格算出用

※定期検査までに計量士による
代検査を受けたはかりは免除
されます
と　き　7月18日㈫・19日㈬
10時～15時
ところ 神戸コミュニティセン
ター（神戸九丁目24-52）
手数料 検査手数料は、種類
や能力によって異なります。
当日、定期検査会場で現金
でお支払いください。

取引や証明用に使用するは
かり（計量器）は、2年に1度の
検査が必要です。対象となる
はかりをお使いの事業者は必

用、
病院・薬局などの調剤用、 
病院・学校などの体重測定

生産者の生産物販売・
工場・事業所などの

材料購入・製品販売用、農
協・漁協などの物資集荷・出
荷用、運送・宅配業などの貨

貴金属など

　7月18日㈫・19日㈬

神戸コミュニティセン

検査手数料は、種類
や能力によって異なります。
当日、定期検査会場で現金

問合せ　三重県計量検定所
　059-223-5071

鈴鹿市上下水道事業
経営審議会
上下水道総務課　

       059-368-1696　 059-368-1688

　水道事業では、人口減少などに
よる料金収入の減少傾向が続く一
方で、老朽管路の更新や施設の
耐震化が必要となっています。また
、下水道事業では汚水処理経費を
使用料で賄えず、税収に依存して
いる状況ですが、今後も未普及解
消へ向けた下水道の整備が必要
となっています。
　このため、学識経験者や市民委
員からなる「上下水道事業経営審
議会」を立ち上げ、持続可能な経
営をめざし、今後の経営のあり方
について諮問し、検討を行っていま
す。これまでに4回の審議会を開
催し、第4回では将来の事業継続
および安定的な経営に必要となる
自主財源の確保に向け、料金など
に係る受益と負担のあり方を検討
するよう意見書をいただきました。
※詳しくは市ホームページ（行政ガ
イド→情報公開・市民の声→審
議会の開催と会議録→会議録（概
要））または上下水道局ホームペー
ジでご覧いただけます。

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
るため、海や川がきれいになり
ます。公共下水道の接続に関し
ては、次の点にご注意ください。
○「排水設備」は供用開始後1
年以内に設置していただか
なければなりません。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、工事店を指定してい
ます。｢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
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度
｣がありますので、指定工事
店にお問い合せください。

※上下水道局では、下水道への接続

議会の開催と会議録→会議録（概
要））または上下水道局ホームペー

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
るため、海や川がきれいになり
ます。公共下水道の接続に関し

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施設を傷
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能力を発
揮することができないだけで
なく、悪臭の原因にもなって
しまいますので、適時清掃や
点検をしてください。

ては、次の点にご注意ください。
○「排水設備」は供用開始後1
年以内に設置していただか
なければなりません。くみ取

排水設備工事が適正に施工さ
れるよう、工事店を指定してい

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
え工事を行っていただく費用

市長の資産公開
秘書課　382-7601　384-2561

　「鈴鹿市長の資産等の公開に関

する条例」第5条の規定に基づき、

市長の「資産等補充報告書」、｢所

得等報告書｣、「関連会社等報告書」

の内容の概要を公表します。報告

書の原本は秘書課で閲覧できま

す。また、報告書の概要は市ホー

ムページ（行政ガイド→情報公開・

市民の声→情報公開・個人情報保

護→市長の資産公開）で公表して

います。

◆資産等補充報告書

　平成 28年 1月 1日から 12月

31日までに増加した資産で、

同年 12月 31日において有す

る資産を記載したものです。

(1) 土地　該当なし

(2) 建物の所有を目的とする地上

権または土地の賃借権　

        該当なし

(3) 建物　該当なし

(4) 預金・貯金　該当なし

(5) 有価証券・金銭信託　55万円

(6) 自動車・船舶・航空機・美術

工芸品　該当なし

(7) ゴルフ場の利用に関する権利  

         該当なし

(8) 貸付金　該当なし　　　　

(9) 借入金　該当なし（－181 万

5,745 円）
※参考として、減少した金額をマイ

ナス表示しています。

◆所得等報告書

    平成 28 年中の所得を記載した

ものです。

(1)不動産所得　6万9,417円 (賃

貸料 )

(2) 給与所得　1,633 万 8,880 円

（鈴鹿市ほか )

(3) 雑所得　5万円（講演料 )

◆関連会社等報告書

　平成 29年 4月 1日時点で、報

酬を得て会社その他の法人の役

員、顧問その他の職に就いてい

る場合、その名称、住所、職名

を記載したものです。

品　該当なし

※参考として、減少した金額をマイナス表示しています。

住所、職名を記載したものです。
会社その他の法人の名称(住所) 役員、顧問その他の職名
三重県農業共済組合連合会
(津市桜橋１丁目649) 理事

三重県観光連盟
(津市羽所町700) 理事

三重用水土地改良区
(四日市市平尾町大池2765-3） 理事
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ンバーにいる、または活動拠
点が市内であること
○生演奏による出演であること
○前日などのリハーサルに参加
できること
と　き　11月19日㈰
ところ　文化会館さつきプラザ
申込み　7月28日㈮までに、応
募用紙に記入の上、デモ音
源2曲（当日の演奏スタイル
で録音したCDまたはDVD）、
写真（L版　横）1枚を鈴鹿市
文化振興事業団へ　

※審査後、郵送で
　結果をお知らせ
　します。

◆一般曹候補生
対　象　18歳以上27歳未満
申込み　7月1日㈯～9月8日㈮
試験日　1次：9月16日㈯～18
日(月・祝)
◆自衛官候補生（男子・女子）
対　象　18歳以上27歳未満
申込み　随時
試験日　受け付け時にお知ら
せします。

鈴鹿の街音楽祭2017
出演者募集

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

対　象　次の全てに該当する団
体・個人（団体は8人程度まで）

○市内在住・在勤・在学者がメ

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

試験会場　津市（予定）
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））
◆航空学生（海上・航空）
対　象　
　海上：高卒(見込みを含む)
　23歳未満、
　航空：高卒（見込みを含む）
21歳未満
申込み　7月1日㈯～9月8日㈮
試験日　1次：9月18日(月･祝)

放課後児童クラブの放課後児童支援員、補助員募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後から18時ごろま
で、保護者に代わって児童をお預かりする場です。
　現在、下記の放課後児童クラブで、放課後児童支援員や補助員の募集を行っています。詳しくは放
課後児童クラブにお問い合わせください。
※放課後児童支援員は保育士などの資格をお持ちの方で、都道府県が行う研修を修了した方です。補助員は必
要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。

放課後児童クラブ名 小学校区 所在地 電話番号

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 国府 国府町2598-１ ☎370-0605
牧田小学校区放課後児童クラブ　ひかりっ子 牧田 平田東町10-13 ☎375-2468
旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 旭が丘 東旭が丘四丁目９-19 ☎368-2033
桜島学童保育ももたろう　１組・２組 桜島 桜島町三丁目10-１ ☎387-0371
明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目４-29 ☎367-1711
箕田学童保育所 箕田 南堀江一丁目14-19 ☎395-1003
若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 若松 若松中一丁目６-11 ☎385-3415
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 玉垣 東玉垣町523-１ ☎373-4734
神戸小学校区かんたろう学童保育所 神戸 神戸八丁目９-15 ☎383-1519
天名小学校区放課後児童クラブ ピース天名 天名 御薗町2500 ☎080-9495-4497
椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 椿 山本町1255-４小山組集会所内 ☎371-2300
庄内小学校区放課後児童クラブ 学童たけっこクラブ 庄内 東庄内町2458-1 ☎371-3006
井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 井田川 和泉町814 ☎370-2353

指定管理者募集

行政経営課　382-9005　382-9040

    指定管理者の指定期間満了に

伴い、公の施設の指定管理者を募

集します。
◆募集要項配布期間　

7月 5日㈬～ 8月 9日㈬
◆受付期間　

8月 1日㈫～ 8月 9日㈬
◆募集施設

施設名 窓　口
江島総合スポーツ公園　ほか運動施設・公園施設、
農村環境改善センターおよび鈴が谷運動広場 スポーツ課（　382-9029）

河川防災センターおよび鈴鹿川河川緑地（運動施設・公園施設） 防災危機管理課（　382-9968）

白子駅東自転車駐車場　ほか有料自転車駐車場施設 交通防犯課（　382-9022）

労働福祉会館 産業政策課（　382-8698）

※募集要項は窓口、市ホームページで入手できます。

◆募集施設

第 26 回鈴鹿市
文芸賞作品募集

鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　   384-7755　
http://www.s-bunka.net

対　象　市内在住・在勤、在学ま
たは市内の文化団体などに所属
している方

※前回（第 25 回）の一般の部で最

優秀賞を受賞した方は、今回同じ

ジャンルには応募できません。

※ジュニアの部は、中学生以下に限

ります。

出品料　一般の部は 1作品につ
き 1,000 円、　ジュニアの部は
無料
募集期間　7月 3日㈪～ 11月 3
日（金・祝）

◆一般の部
ジャンル 応募規格 賞  

散　
　
文

小説・評論等
400字詰め原稿
用紙で本文50枚
以内

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

１人以内〔賞状と賞金５万円〕
１人以内〔賞状と賞金２万円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

エッセイ
400字詰め原稿
用紙で本文20枚
以内

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

１人以内〔賞状と賞金2万円〕
１人以内〔賞状と賞金５千円〕
若干名〔賞状と図書カード〕 

アフォリズム
（警句）※

１句80字以内
１人５句以内
（タイトル不要）

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

１人以内〔賞状と賞金1万円〕
１人以内〔賞状と賞金５千円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

 

短
詩
型
文
学

詩（漢詩含む）
短歌
俳句
川柳

１編
１作品10首
１作品10句
１作品10句

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

４人以内〔賞状と賞金３万円〕
４人以内〔賞状と賞金１万円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

 

◆一般の部

◆ジュニア（小中学生）の部
◆ジュニア（小中学生）の部

ジャンル 応募規格 賞
作文・童話等 400字詰め原稿用紙

で本文20枚以内 最優秀賞
優秀賞
奨励賞

４人以内〔賞状と図書カード〕
４人以内〔賞状と図書カード〕
若干名〔賞状と図書カード〕

詩 １編
短歌 ３首まで
俳句・川柳 ３句まで

◆ジュニア（小中学生）の部

※作品は日本語で書かれたものに限

ります。

※アフォリズム（警句）とは「人生

や世情などを軽い批評精神やユー

モア、アイロニーで表現した短文」

を言います。

※一般部門「小説・評論等」「エッセ

イ」にご応募の方で、パソコンを

使用した作品の場合は、データを

ＣＤ－Ｒにコピーをし、印刷した

作品と併せて提出してください。

また、必ず原稿用紙設定を行った

作品を提出してください。

※詳しくはお問い合わせいただくか、

文化振興事業団ホームページをご

覧ください。

第 50 回鈴鹿市美術展の
作品募集

鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　   384-7755　
http://www.s-bunka.net

対　象　市内に在住・在勤・在学
し、高校生以上の年齢の方

部門・規定
部門・規定
部　門 規　　　　　　　　　　定

日本画 10号以上60号以内で額縁付
（ただし、60号は縦描きのみ） アクリル付額縁は不可

洋　画 20号以上80号以内で額縁付 ポスター等はパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

 

彫　刻 　手動可能なもので
　縦・横とも２m以内、高さ2.5m以内

 著しく破損しやすい作品は不可

美術工芸
 

 ・立体作品 50cm四方立方以内（1辺1m以内）
・平面作品 縦2m、横1.2m以内とし展示でき
　　　　　　　　　　る形態のもの(額縁など) 

アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

写　真
　黒白またはカラー、半切以上全紙まで
・パネルの規格　木製73cm×61cm以内
・組写真 　 　 パネルの規格と同じ

 
      

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

書　道

・額装または枠張り
　仕上がり寸法は半切以上12平方尺以内
　縦210cm（7尺）、横182cm（6尺）以内
・折帳、巻子
　縦45cm以内×横300cm以内

 
 

 

作品は全て表装
楷書以外は所定の様式（ハガキ大）の釈文を添付
アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
軸装の出品は不可
高校生作品は臨書可(全紙判可)

※自作の未発表の作品に限ります。

※1 部門 1 人 1 点とします（複数の

部門に 1 点ずつ出品することは可

能です）。

※共同作品、コラボ作品は出品でき

ません。

※どの部門に出品するかは、出品者

の意向を尊重します。

※日本画・洋画・美術工芸の額装作

品は、必要最低限のつり金具だけ

を付けてください。

※ガラス付額縁は出品できません。

※乾燥していない作品は出品できま

せん。

出品料　1作品につき 1,000 円
（高校生無料）
◆出品手続き
①申込み　10月 10日㈫から 18
日㈬まで ( 必着、土・日曜日を
除く 9時～ 17時）に、申込書
に必要事項を記入の上、直接ま
たは郵送で鈴鹿市文化振興事業
団事務所 ( 文化会館内 ) へ
　※申込書は切り離さずに提出して

ください。

　※10 月 10 日 ( 火 ) と 16 日 ( 月 )

17 日 ( 火 ) は休館日ですが、職員

が対応しますので、お越しの際は

東側入口でインターフォンを押し

てください。

②作品の搬入　10月 21日㈯ 9
時 30分から 16時まで、また
は 10月 22日 ( 日 )9 時から
12時までに出品料を添えて文
化会館へ
◆公開審査
と　き　10月 24日㈫ 10時から
ところ　文化会館
◆展覧会
と　き　11月 1日㈬～ 5日㈰ 9
時～17時（最終日は16時まで）
ところ　文化会館　
内　容　入賞、入選作品と会員、
審査員から出品された作品を展
示します。
入場料　無料
◆ギャラリートーク
と　き　11月 5日㈰ 14時 15
分～ 16時 ( 予定 )
ところ　文化会館、各展示会場　
※詳しくは、文化振興事業団ホーム

ページをご覧いただくか、公民館

などに備え付けの募集案内をご覧

ください。
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ンバーにいる、または活動拠
点が市内であること

○生演奏による出演であること
○前日などのリハーサルに参加
できること
と　き　11月19日㈰
ところ　文化会館さつきプラザ
申込み　7月28日㈮までに、応
募用紙に記入の上、デモ音
源2曲（当日の演奏スタイル
で録音したCDまたはDVD）、
写真（L版　横）1枚を鈴鹿市
文化振興事業団へ　

※審査後、郵送で
　結果をお知らせ
　します。

◆一般曹候補生
対　象　18歳以上27歳未満
申込み　7月1日㈯～9月8日㈮
試験日　1次：9月16日㈯～18
日(月・祝)
◆自衛官候補生（男子・女子）
対　象　18歳以上27歳未満
申込み　随時
試験日　受け付け時にお知ら
せします。

鈴鹿の街音楽祭2017
出演者募集

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

対　象　次の全てに該当する団
体・個人（団体は8人程度まで）

○市内在住・在勤・在学者がメ

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

試験会場　津市（予定）
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））
◆航空学生（海上・航空）
対　象　
　海上：高卒(見込みを含む)
　23歳未満、
　航空：高卒（見込みを含む）
21歳未満
申込み　7月1日㈯～9月8日㈮
試験日　1次：9月18日(月･祝)

放課後児童クラブの放課後児童支援員、補助員募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後から18時ごろま
で、保護者に代わって児童をお預かりする場です。
　現在、下記の放課後児童クラブで、放課後児童支援員や補助員の募集を行っています。詳しくは放
課後児童クラブにお問い合わせください。
※放課後児童支援員は保育士などの資格をお持ちの方で、都道府県が行う研修を修了した方です。補助員は必
要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。

放課後児童クラブ名 小学校区 所在地 電話番号

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 国府 国府町2598-１ ☎370-0605
牧田小学校区放課後児童クラブ　ひかりっ子 牧田 平田東町10-13 ☎375-2468
旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 旭が丘 東旭が丘四丁目９-19 ☎368-2033
桜島学童保育ももたろう　１組・２組 桜島 桜島町三丁目10-１ ☎387-0371
明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目４-29 ☎367-1711
箕田学童保育所 箕田 南堀江一丁目14-19 ☎395-1003
若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 若松 若松中一丁目６-11 ☎385-3415
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 玉垣 東玉垣町523-１ ☎373-4734
神戸小学校区かんたろう学童保育所 神戸 神戸八丁目９-15 ☎383-1519
天名小学校区放課後児童クラブ ピース天名 天名 御薗町2500 ☎080-9495-4497
椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 椿 山本町1255-４小山組集会所内 ☎371-2300
庄内小学校区放課後児童クラブ 学童たけっこクラブ 庄内 東庄内町2458-1 ☎371-3006
井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 井田川 和泉町814 ☎370-2353
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ンバーにいる、または活動拠
点が市内であること
○生演奏による出演であること
○前日などのリハーサルに参加
できること
と　き　11月19日㈰
ところ　文化会館さつきプラザ
申込み　7月28日㈮までに、応
募用紙に記入の上、デモ音
源2曲（当日の演奏スタイル
で録音したCDまたはDVD）、
写真（L版　横）1枚を鈴鹿市
文化振興事業団へ　

※審査後、郵送で
　結果をお知らせ
　します。

◆一般曹候補生
対　象　18歳以上27歳未満
申込み　7月1日㈯～9月8日㈮
試験日　1次：9月16日㈯～18
日(月・祝)
◆自衛官候補生（男子・女子）
対　象　18歳以上27歳未満
申込み　随時
試験日　受け付け時にお知ら
せします。

鈴鹿の街音楽祭2017
出演者募集

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

対　象　次の全てに該当する団
体・個人（団体は8人程度まで）

○市内在住・在勤・在学者がメ

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

試験会場　津市（予定）
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））
◆航空学生（海上・航空）
対　象　
　海上：高卒(見込みを含む)
　23歳未満、
　航空：高卒（見込みを含む）
21歳未満

申込み　7月1日㈯～9月8日㈮
試験日　1次：9月18日(月･祝)

放課後児童クラブの放課後児童支援員、補助員募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後から18時ごろま
で、保護者に代わって児童をお預かりする場です。
　現在、下記の放課後児童クラブで、放課後児童支援員や補助員の募集を行っています。詳しくは放
課後児童クラブにお問い合わせください。
※放課後児童支援員は保育士などの資格をお持ちの方で、都道府県が行う研修を修了した方です。補助員は必
要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。

放課後児童クラブ名 小学校区 所在地 電話番号

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 国府 国府町2598-１ ☎370-0605
牧田小学校区放課後児童クラブ　ひかりっ子 牧田 平田東町10-13 ☎375-2468
旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 旭が丘 東旭が丘四丁目９-19 ☎368-2033
桜島学童保育ももたろう　１組・２組 桜島 桜島町三丁目10-１ ☎387-0371
明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目４-29 ☎367-1711
箕田学童保育所 箕田 南堀江一丁目14-19 ☎395-1003
若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 若松 若松中一丁目６-11 ☎385-3415
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 玉垣 東玉垣町523-１ ☎373-4734
神戸小学校区かんたろう学童保育所 神戸 神戸八丁目９-15 ☎383-1519
天名小学校区放課後児童クラブ ピース天名 天名 御薗町2500 ☎080-9495-4497
椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 椿 山本町1255-４小山組集会所内 ☎371-2300
庄内小学校区放課後児童クラブ 学童たけっこクラブ 庄内 東庄内町2458-1 ☎371-3006
井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 井田川 和泉町814 ☎370-2353

放課後児童クラブの放課後
児童支援員、補助員募集

子ども政策課　382-7661　382-9054
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仕事などで昼間家庭にいない小学

生を対象に、放課後から 18時ご
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お預かりする場です。
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募集を行っています。詳しくは放

課後児童クラブにお問い合わせく

ださい。
※放課後児童支援員は保育士などの

資格をお持ちの方で、都道府県が

行う研修を修了した方です。補助

員は必要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている

場合もあります。
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市嘱託職員(事務)募集
人事課　382-9037　 382-2219

対　象　昭和32年4月2日以
降の生まれの方で地方公務
員法第16条の欠格条項に
該当せず、パソコン操作（入
力・検索など）ができる方（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）
業務内容　窓口や出先機関
などでの一般事務業務
定　員　1人程度
申込み　7月3日㈪から14日㈮
まで（土・日曜日を除く8時30分
～17時15分）に、「嘱託職員採
用試験申込書」を人事課へ

※申込書は、直接または郵便で請
求してください。郵便で請求す
る場合は、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
（宛先を明記し、82円切手を貼
った12cm×23cm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　7月29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。

沖縄などに旅行を
される方へ

農林水産課　382-9017　 382-7610

沖縄、奄美、トカラ、小笠原

った12cm×23cm程度のもの）
を必ず同封してください。また、

にはさつまいもなどに被害を与
える害虫が、また沖縄、奄美の
一部ではみかん類に被害を与
える病気が発生しています。こ
れらの病害虫のまん延を防止
するために、一部の植物は植
物防疫法により未発生地域へ
の持ち出しが規制されていま
す。該当の地域へ旅行される
方はご注意ください。

バルーンキャラバンin
イオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　7月22日㈯17時～20時
ところ　イオンモール鈴鹿西
大駐車場

定　員　各80人（先着順）
内　容　熱気球教室と熱気球
係留飛行（搭乗体験）

料　金　中学生以上1,000円、
小学生500円

※未就学児は保護者1人につき2
人まで無料（要保護者同乗）
主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会・すずか熱
気球市民クラブ

申込み　当日16時30分からと
17時30分から会場内設置テ
ントで整理券を配布します。
当日の問合せ　同実行委員会
（　090-6468-2012 16時
30分～20時）

※天候により中止する場合があり
ます。

にはさつまいもなどに被害を与
える害虫が、また沖縄、奄美の
一部ではみかん類に被害を与
える病気が発生しています。こ
れらの病害虫のまん延を防止
するために、一部の植物は植
物防疫法により未発生地域へ
の持ち出しが規制されていま
す。該当の地域へ旅行される

時
イオンモール鈴鹿西

熱気球教室と熱気球

　中学生以上1,000円、

※未就学児は保護者1人につき2

鈴鹿バルーンフェス
熱

　当日16時30分からと
17時30分から会場内設置テ

　同実行委員会
2 16時

※天候により中止する場合があり

バイクであいたいパレード
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　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。パレードコースや
周辺道路は、18時15分から交
通規制により渋滞が予想され
ます。会場周辺の皆さんには、
大変ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
と　き 7月29日㈯14時～19時
※パレードは18時15分出発予定
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンタ
ー駐車場から鈴鹿サーキットま
でです（下記の地図参照）。
問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部（　382-3222）

鈴鹿サーキット

コンフェット鈴鹿平安閣

算所町南

中央道路

サーキット道路

算所三丁目1

鈴鹿ハンター
特
設
会
場

　

企画展「弥生時代の鈴鹿」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　市内各地区にある弥生時代
の遺跡について、出土遺物を中
心に紹介します。
と　き　7月15日㈯～9月3日㈰
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

※休館日を確認の上お越しください。
◆関連講演会「所変われば品
変わる～三重県内の弥生文
化の地域性～」

と　き　7月16日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　石井智大さん（三重県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
※講演会に参加された方は観覧
料が無料になります。

遺跡発掘体験
考古博物館　374-1994　 374-0986

　実際の発掘現場で遺跡の発
掘体験をしていただきます。
対　象　小・中学生(小学校3
年生以下は保護者同伴)
と　き　7月29日㈯9時から、
13時30分から

※雨天の場合は8月5日㈯に延期
ところ　磐城山遺跡(木田町)
定　員　各回20人程度(先着順)
参加料　無料
申込み　7月11日㈫から23日

㈰までの9時～17時に、希望
時間を電話で博物館へ

※当日の持ち物など詳しくは申し
込み締め切り後連絡します。

人権ふれあい劇場
「100万回生きたねこ」
人権政策課　382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月12日㈯14時～15
時（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやきホー
ル
内　容 100万回生きたねこ
は、死んで生きかえるたびに
いろんな人間に飼われます
が、いつも人間の勝手な振
る舞いが原因で死んでしま
います。ねこはそんな人間が
嫌いです。ある日、そのねこ
は誰のものでもないノラネコ
に生まれ変わり、自由に生き
る喜びを感じます…
出　演 劇団たんぽぽ
定　員 500人（要整理券）
入場料 無料
主　催 鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会

申込み 7月5日㈬から8月4日
㈮まで(必着)に、整理券希望、
住所、氏名、電話番号、枚数
を記入して、電子メール、はが
き、ファクスで人権政策課へ。
窓口(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)では8月

4日㈮以降も受け付けします。
※1回の申し込みで、4枚まで配布
託　児 先着10人、無料。8月
4日㈮までに人権政策課へ

消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　382-9165　 382-3905

　東海3県から救助のスペシャリ
ストが鈴鹿市に集まり、救助技術
を競い合う大会が開催されます。
上位入賞チームは8月に宮城県
で開催される全国大会への出
場権が得られます。
と　き　7月26日㈬9時15分
～15時（荒天順延7月27日
㈭）

ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）　

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場がありま
せんので、河川防災センター
（庄野町981-1、駐車場あり）、
河川敷臨時駐車場、JR河曲
駅、近鉄鈴鹿市駅から随時運
行（8時30分～16時）される
シャトルバスをご利用ください。
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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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※講演会に参加された方は観覧
料が無料になります。

遺跡発掘体験
考古博物館　374-1994　 374-0986

　実際の発掘現場で遺跡の発
掘体験をしていただきます。
対　象　小・中学生(小学校3
年生以下は保護者同伴)

と　き　7月29日㈯9時から、
13時30分から

※雨天の場合は8月5日㈯に延期
ところ　磐城山遺跡(木田町)
定　員　各回20人程度(先着順)
参加料　無料
申込み　7月11日㈫から23日

㈰までの9時～17時に、希望
時間を電話で博物館へ

※当日の持ち物など詳しくは申し
込み締め切り後連絡します。

人権ふれあい劇場
「100万回生きたねこ」
人権政策課　382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月12日㈯14時～15
時（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやきホー
ル
内　容 100万回生きたねこ
は、死んで生きかえるたびに
いろんな人間に飼われます
が、いつも人間の勝手な振
る舞いが原因で死んでしま
います。ねこはそんな人間が
嫌いです。ある日、そのねこ
は誰のものでもないノラネコ
に生まれ変わり、自由に生き
る喜びを感じます…
出　演 劇団たんぽぽ
定　員 500人（要整理券）
入場料 無料
主　催 鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会

申込み 7月5日㈬から8月4日
㈮まで(必着)に、整理券希望、
住所、氏名、電話番号、枚数
を記入して、電子メール、はが
き、ファクスで人権政策課へ。
窓口(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)では8月

4日㈮以降も受け付けします。
※1回の申し込みで、4枚まで配布
託　児 先着10人、無料。8月
4日㈮までに人権政策課へ

消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　382-9165　 382-3905

　東海3県から救助のスペシャリ
ストが鈴鹿市に集まり、救助技術
を競い合う大会が開催されます。
上位入賞チームは8月に宮城県
で開催される全国大会への出
場権が得られます。
と　き　7月26日㈬9時15分
～15時（荒天順延7月27日
㈭）

ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）　

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場がありま
せんので、河川防災センター
（庄野町981-1、駐車場あり）、
河川敷臨時駐車場、JR河曲
駅、近鉄鈴鹿市駅から随時運
行（8時30分～16時）される
シャトルバスをご利用ください。
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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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考古博物館　374-1994　 374-0986

　市内各地区にある弥生時代
の遺跡について、出土遺物を中
心に紹介します。
と　き　7月15日㈯～9月3日㈰
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

※休館日を確認の上お越しください。
◆関連講演会「所変われば品
変わる～三重県内の弥生文
化の地域性～」

と　き　7月16日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　石井智大さん（三重県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
※講演会に参加された方は観覧
料が無料になります。
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は、死んで生きかえるたびに
いろんな人間に飼われます
が、いつも人間の勝手な振
る舞いが原因で死んでしま
います。ねこはそんな人間が
嫌いです。ある日、そのねこ
は誰のものでもないノラネコ
に生まれ変わり、自由に生き
る喜びを感じます…
出　演 劇団たんぽぽ
定　員 500人（要整理券）
入場料 無料
主　催 鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会

申込み 7月5日㈬から8月4日
㈮まで(必着)に、整理券希望、
住所、氏名、電話番号、枚数
を記入して、電子メール、はが
き、ファクスで人権政策課へ。
窓口(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)では8月

4日㈮以降も受け付けします。
※1回の申し込みで、4枚まで配布
託　児 先着10人、無料。8月
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を競い合う大会が開催されます。
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で開催される全国大会への出
場権が得られます。
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　会場周辺には駐車場がありま
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（庄野町981-1、駐車場あり）、
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いろんな人間に飼われます
が、いつも人間の勝手な振
る舞いが原因で死んでしま
います。ねこはそんな人間が
嫌いです。ある日、そのねこ
は誰のものでもないノラネコ
に生まれ変わり、自由に生き
る喜びを感じます…
出　演 劇団たんぽぽ
定　員 500人（要整理券）
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主　催 鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会

申込み 7月5日㈬から8月4日
㈮まで(必着)に、整理券希望、
住所、氏名、電話番号、枚数
を記入して、電子メール、はが
き、ファクスで人権政策課へ。
窓口(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)では8月

4日㈮以降も受け付けします。
※1回の申し込みで、4枚まで配布
託　児 先着10人、無料。8月
4日㈮までに人権政策課へ
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ストが鈴鹿市に集まり、救助技術
を競い合う大会が開催されます。
上位入賞チームは8月に宮城県
で開催される全国大会への出
場権が得られます。
と　き　7月26日㈬9時15分
～15時（荒天順延7月27日
㈭）

ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）　

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場がありま
せんので、河川防災センター
（庄野町981-1、駐車場あり）、
河川敷臨時駐車場、JR河曲
駅、近鉄鈴鹿市駅から随時運
行（8時30分～16時）される
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考古博物館　374-1994　 374-0986

　市内各地区にある弥生時代
の遺跡について、出土遺物を中
心に紹介します。
と　き　7月15日㈯～9月3日㈰
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

※休館日を確認の上お越しください。
◆関連講演会「所変われば品
変わる～三重県内の弥生文
化の地域性～」

と　き　7月16日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　石井智大さん（三重県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
※講演会に参加された方は観覧
料が無料になります。

遺跡発掘体験
考古博物館　374-1994　 374-0986

　実際の発掘現場で遺跡の発
掘体験をしていただきます。
対　象　小・中学生(小学校3
年生以下は保護者同伴)
と　き　7月29日㈯9時から、
13時30分から

※雨天の場合は8月5日㈯に延期
ところ　磐城山遺跡(木田町)
定　員　各回20人程度(先着順)
参加料　無料
申込み　7月11日㈫から23日

㈰までの9時～17時に、希望
時間を電話で博物館へ

※当日の持ち物など詳しくは申し
込み締め切り後連絡します。

人権ふれあい劇場
「100万回生きたねこ」
人権政策課　382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月12日㈯14時～15
時（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやきホー
ル
内　容 100万回生きたねこ
は、死んで生きかえるたびに
いろんな人間に飼われます
が、いつも人間の勝手な振
る舞いが原因で死んでしま
います。ねこはそんな人間が
嫌いです。ある日、そのねこ
は誰のものでもないノラネコ
に生まれ変わり、自由に生き
る喜びを感じます…
出　演 劇団たんぽぽ
定　員 500人（要整理券）
入場料 無料
主　催 鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会

申込み 7月5日㈬から8月4日
㈮まで(必着)に、整理券希望、
住所、氏名、電話番号、枚数
を記入して、電子メール、はが
き、ファクスで人権政策課へ。
窓口(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)では8月

4日㈮以降も受け付けします。
※1回の申し込みで、4枚まで配布
託　児 先着10人、無料。8月
4日㈮までに人権政策課へ

消防救助技術
東海地区指導会
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を競い合う大会が開催されます。
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で開催される全国大会への出
場権が得られます。
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～15時（荒天順延7月27日
㈭）

ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）　

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場がありま
せんので、河川防災センター
（庄野町981-1、駐車場あり）、
河川敷臨時駐車場、JR河曲
駅、近鉄鈴鹿市駅から随時運
行（8時30分～16時）される
シャトルバスをご利用ください。
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が、いつも人間の勝手な振
る舞いが原因で死んでしま
います。ねこはそんな人間が
嫌いです。ある日、そのねこ
は誰のものでもないノラネコ
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申込み 7月5日㈬から8月4日
㈮まで(必着)に、整理券希望、
住所、氏名、電話番号、枚数
を記入して、電子メール、はが
き、ファクスで人権政策課へ。
窓口(土・日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)では8月

4日㈮以降も受け付けします。
※1回の申し込みで、4枚まで配布
託　児 先着10人、無料。8月
4日㈮までに人権政策課へ
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　東海3県から救助のスペシャリ
ストが鈴鹿市に集まり、救助技術
を競い合う大会が開催されます。
上位入賞チームは8月に宮城県
で開催される全国大会への出
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ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）　

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場がありま
せんので、河川防災センター
（庄野町981-1、駐車場あり）、
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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。
※「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

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　今回は、サギソウをご覧いただ
く予定です。
と　き　7月29日㈯10時から
　（集合9時45分、小雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563）
※自家用車の方には、飯野地区市民
センター駐車場で受け付け後、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。
定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　７月14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。

合同企業説明会inすずか
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市内の企業に就職を希望して
いる学生・若手の転職希望者を

学講師）
○啓発イベント
　合唱（鈴鹿少年少女合唱団）
15時10分～15時30分
　演奏（旭が丘小学校リコー
ダークラブ）15時30分～16時
　カプラの積み木・ちびっこ広場
12時～15時30分　

問合せ　鈴鹿市保護司会（　381-
　6800　 381-6811）

介護職員初任者
研修受講生募集

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　三重県に住民登録し
ている離職者で満75歳未満
の方
と　き　9月13日㈬～11月2
日㈭
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
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　7月10日㈪から8月
16日㈬まで(必着)に、電話で
三重県社会福祉協議会へ
問合せ　三重県社会福祉協
議会　福祉研修人材部福祉
人材課（　059-227-5160）

対象に合同企業説明会を開催し
ます。市内での就職を希望される
方はぜひお越しください。
対　象
①平成30年3月に大学、短期
大学、専門学校などを卒業
予定の学生の方
②上記①の学校などを卒業後
5年以内の既卒者の方
③概ね40歳未満の中途採用
希望者

と　き　7月22日㈯12時～17時
ところ　鈴鹿ハンター2階大催
事場

参加企業　30社(予定)
入場料　無料
※服装は自由です。

社会を明るくする運動
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人の更生について理解を深め
ていただき、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を築
いていくために行います。
と　き　7月25日㈫
ところ　文化会館
内　容
○式典（13時～13時45分）
　市内6中学校の生徒12人を
「一日保護司」に委嘱
○記念講演「親のこころ・子のこ
ころ」（13時45分～14時45分）
　講師　衣斐弘行さん（花園大
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金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　今回は、サギソウをご覧いただ
く予定です。
と　き　7月29日㈯10時から
　（集合9時45分、小雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563）
※自家用車の方には、飯野地区市民
センター駐車場で受け付け後、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。
定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　７月14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。

合同企業説明会inすずか
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市内の企業に就職を希望して
いる学生・若手の転職希望者を

学講師）
○啓発イベント
　合唱（鈴鹿少年少女合唱団）
15時10分～15時30分

　演奏（旭が丘小学校リコー
ダークラブ）15時30分～16時
　カプラの積み木・ちびっこ広場
12時～15時30分　

問合せ　鈴鹿市保護司会（　381-
　6800　 381-6811）

介護職員初任者
研修受講生募集

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　三重県に住民登録し
ている離職者で満75歳未満
の方

と　き　9月13日㈬～11月2
日㈭

ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）

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　7月10日㈪から8月
16日㈬まで(必着)に、電話で
三重県社会福祉協議会へ
問合せ　三重県社会福祉協
議会　福祉研修人材部福祉
人材課（　059-227-5160）

対象に合同企業説明会を開催し
ます。市内での就職を希望される
方はぜひお越しください。
対　象
①平成30年3月に大学、短期
大学、専門学校などを卒業
予定の学生の方
②上記①の学校などを卒業後
5年以内の既卒者の方
③概ね40歳未満の中途採用
希望者

と　き　7月22日㈯12時～17時
ところ　鈴鹿ハンター2階大催
事場

参加企業　30社(予定)
入場料　無料
※服装は自由です。

社会を明るくする運動
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人の更生について理解を深め
ていただき、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を築
いていくために行います。
と　き　7月25日㈫
ところ　文化会館
内　容
○式典（13時～13時45分）
　市内6中学校の生徒12人を
「一日保護司」に委嘱
○記念講演「親のこころ・子のこ
ころ」（13時45分～14時45分）
　講師　衣斐弘行さん（花園大
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金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　今回は、サギソウをご覧いただ
く予定です。
と　き　7月29日㈯10時から
　（集合9時45分、小雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563）
※自家用車の方には、飯野地区市民
センター駐車場で受け付け後、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。
定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　７月14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。

合同企業説明会inすずか
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市内の企業に就職を希望して
いる学生・若手の転職希望者を

学講師）
○啓発イベント
　合唱（鈴鹿少年少女合唱団）
15時10分～15時30分
　演奏（旭が丘小学校リコー
ダークラブ）15時30分～16時
　カプラの積み木・ちびっこ広場
12時～15時30分　

問合せ　鈴鹿市保護司会（　381-
　6800　 381-6811）

介護職員初任者
研修受講生募集

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　三重県に住民登録し
ている離職者で満75歳未満
の方
と　き　9月13日㈬～11月2
日㈭
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
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　7月10日㈪から8月
16日㈬まで(必着)に、電話で
三重県社会福祉協議会へ
問合せ　三重県社会福祉協
議会　福祉研修人材部福祉
人材課（　059-227-5160）

対象に合同企業説明会を開催し
ます。市内での就職を希望される
方はぜひお越しください。
対　象
①平成30年3月に大学、短期
大学、専門学校などを卒業
予定の学生の方

②上記①の学校などを卒業後
5年以内の既卒者の方

③概ね40歳未満の中途採用
希望者

と　き　7月22日㈯12時～17時
ところ　鈴鹿ハンター2階大催
事場

参加企業　30社(予定)
入場料　無料
※服装は自由です。

社会を明るくする運動
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人の更生について理解を深め
ていただき、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を築
いていくために行います。
と　き　7月25日㈫
ところ　文化会館
内　容
○式典（13時～13時45分）
　市内6中学校の生徒12人を
「一日保護司」に委嘱
○記念講演「親のこころ・子のこ
ころ」（13時45分～14時45分）
　講師　衣斐弘行さん（花園大
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金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　今回は、サギソウをご覧いただ
く予定です。
と　き　7月29日㈯10時から
　（集合9時45分、小雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563）
※自家用車の方には、飯野地区市民
センター駐車場で受け付け後、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。
定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　７月14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。

合同企業説明会inすずか
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市内の企業に就職を希望して
いる学生・若手の転職希望者を

学講師）
○啓発イベント
　合唱（鈴鹿少年少女合唱団）
15時10分～15時30分

　演奏（旭が丘小学校リコー
ダークラブ）15時30分～16時
　カプラの積み木・ちびっこ広場
12時～15時30分　

問合せ　鈴鹿市保護司会（　381-
　6800　 381-6811）

介護職員初任者
研修受講生募集

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　三重県に住民登録し
ている離職者で満75歳未満
の方

と　き　9月13日㈬～11月2
日㈭

ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）

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　7月10日㈪から8月
16日㈬まで(必着)に、電話で
三重県社会福祉協議会へ
問合せ　三重県社会福祉協
議会　福祉研修人材部福祉
人材課（　059-227-5160）

対象に合同企業説明会を開催し
ます。市内での就職を希望される
方はぜひお越しください。
対　象
①平成30年3月に大学、短期
大学、専門学校などを卒業
予定の学生の方
②上記①の学校などを卒業後
5年以内の既卒者の方
③概ね40歳未満の中途採用
希望者

と　き　7月22日㈯12時～17時
ところ　鈴鹿ハンター2階大催
事場

参加企業　30社(予定)
入場料　無料
※服装は自由です。

社会を明るくする運動
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人の更生について理解を深め
ていただき、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を築
いていくために行います。
と　き　7月25日㈫
ところ　文化会館
内　容
○式典（13時～13時45分）
　市内6中学校の生徒12人を
「一日保護司」に委嘱
○記念講演「親のこころ・子のこ
ころ」（13時45分～14時45分）
　講師　衣斐弘行さん（花園大
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金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　今回は、サギソウをご覧いただ
く予定です。
と　き　7月29日㈯10時から
　（集合9時45分、小雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563）
※自家用車の方には、飯野地区市民
センター駐車場で受け付け後、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。
定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　７月14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。

合同企業説明会inすずか
産業政策課　382-8698　 382-0304

　市内の企業に就職を希望して
いる学生・若手の転職希望者を

学講師）
○啓発イベント
　合唱（鈴鹿少年少女合唱団）
15時10分～15時30分
　演奏（旭が丘小学校リコー
ダークラブ）15時30分～16時
　カプラの積み木・ちびっこ広場
12時～15時30分　

問合せ　鈴鹿市保護司会（　381-
　6800　 381-6811）

介護職員初任者
研修受講生募集

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　三重県に住民登録し
ている離職者で満75歳未満
の方
と　き　9月13日㈬～11月2
日㈭
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
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　7月10日㈪から8月
16日㈬まで(必着)に、電話で
三重県社会福祉協議会へ
問合せ　三重県社会福祉協
議会　福祉研修人材部福祉
人材課（　059-227-5160）

対象に合同企業説明会を開催し
ます。市内での就職を希望される
方はぜひお越しください。
対　象
①平成30年3月に大学、短期
大学、専門学校などを卒業
予定の学生の方
②上記①の学校などを卒業後
5年以内の既卒者の方
③概ね40歳未満の中途採用
希望者

と　き　7月22日㈯12時～17時
ところ　鈴鹿ハンター2階大催
事場

参加企業　30社(予定)
入場料　無料
※服装は自由です。

社会を明るくする運動
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人の更生について理解を深め
ていただき、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行の
ない安全で安心な地域社会を築
いていくために行います。
と　き　7月25日㈫
ところ　文化会館
内　容
○式典（13時～13時45分）
　市内6中学校の生徒12人を
「一日保護司」に委嘱
○記念講演「親のこころ・子のこ
ころ」（13時45分～14時45分）
　講師　衣斐弘行さん（花園大

電　話 電子メール ホームページファクス
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夏休み伊勢型紙体験
－伊勢型紙パステルアート－
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

対　象　小学校4年生以上
(大人も可)

と　き　7月30日㈰、8月20日
㈰　両日13時～16時

ところ　鈴鹿市伝統産業会館
内　容　型紙を彫り、パステル
を使ってハガキサイズの作
品を作ります。

持ち物　汚れてもよい服装、
筆記用具

定　員　各回30人(先着順)
参加料　300円
主　催　伊勢形紙協同組合
申込み　7月16日㈰9時以降に
電話で伝統産業会館(　
386-7511)へ

つどいの広場トゥインクル
ユースボランティア

養成講座
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　つどいの広場トゥインクル
は0歳から3歳の子どもとその
保護者が、遊んだり交流した
りする場所です。中学生から
大学生世代の皆さんがボラン
ティアに関心を持ち、赤ちゃん
とふれ合ったり生命の大切さ
を知る機会として養成講座を
行います。
対　象　市内在住または通
学中の中学生から大学生世
代の方

とき・内容

○8月5日(土)10時～12時「ボ
ランティアって？子どもの権
利を考えてみよう」、13時～
15時「助産師が送るいのち
の授業」

○8月6日(日)9時30分～12時
「赤ちゃんと出会ってみよ
う」13時～15時「絵画ワー
クショップ」、15時30分～
16時30分「まとめ」

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

講　師　助産師ほか
定　員　20人（先着順）
受講料　無料
申込み　7月10日(月)以降に、
電話またはファクスでNPO
法人こどもサポート鈴鹿「つ
どいの広場トゥインクル」

　(　・　383-1322　土・日、祝
日を除く10時～16時30分)へ

※講座終了の際ボランティア参加

認定証を発行します。また、講座

終了後、トゥインクルのボランテ

ィアスタッフとして登録すること

ができ、夏休みなどに活動してい

ただけます。

子ども防災サミット
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　今後発生する可能性が高い
南海トラフ地震などの大規模
災害に備え、防災講座や消防
学校の施設を使った訓練など
を通して、災害から命を守るた
めにとるべき行動を学びまし
ょう。
対　象　小学1年生以上
と　き　8月5日㈯・6日㈰1泊
2日

ところ　社会福祉センター
（神戸地子町383-1）、県消
防学校（石薬師町452）

定　員　50人（先着順）
参加料　学生1,000円、一般
3,000円

申込み　7月21日㈮までに、
電話または電子メールで災害
ボランティアネットワーク鈴鹿

　(伊藤　cc-ito@mecha.ne.
jp、　090-3481-9135）へ

「赤ちゃんと出会ってみよ
う」13時～15時「絵画ワー
クショップ」、15時30分～

男女共同参画センタ

7月10日(月)以降に、

法人こどもサポート鈴鹿「つ

　(　・　383-1322　土・日、祝

　今後発生する可能性が高い

学校の施設を使った訓練など
を通して、災害から命を守るた
めにとるべき行動を学びまし

　社会福祉センター

　7月21日㈮までに、
電話または電子メールで災害

子育てトーク（発達）の
参加者募集

子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

対　象　発達に課題のある子
ども（0歳～18歳）の保護者

と　き　7月28日㈮、9月19日
㈫、10月23日㈪、11月29日
㈬、平成30年1月30日㈫、2
月26日㈪　10時～12時

ところ　子育て応援館2階ほ～
むベース（白子駅前6-33）
内　容　保護者の話し合いと
グループ相談
参加料　無料
申込み　直接または電話で子
ども家庭支援課へ

健康セミナー～親子de
トライ！元気アップ教室～
健康づくり課　327-5030　　382-4187

適度な運動とバランスのよい
食事は、生活習慣病の予防につ
ながります。お子さんと生活習
慣の見直しをしてみませんか。
運動の後はお子さんが作った
ランチを一緒に食べて、おいしく
楽しく生活習慣病について学び
ましょう。
対　象　小学5年生～6年生
の児童と保護者

※きょうだいの参加は申し込み時

に相談してください。

と　き　8月2日㈬10時～12
時30分

ところ　保健センター
内　容 バレトン体験（保護
者）、調理実習（児童）、生
活習慣病予防の講話

※アレルギー対応は要相談。

定　員　15組（先着順）
参加料　1人300円
申込み 7月13日㈭から25日㈫
までに電話で健康づくり課へ

※持病があり治療中の方は、主治医

に相談してください。

子ども達のやりたい！
やってみようを育てよう
地域協働課　382-8695　 382-2214

　夏休みに子どもたちに職業体験
を提供し、身近なお仕事、企業を知
ってもらうイベントが開催されま
す。夏休みの自由研究や工作に役
立つブースもたくさんあります。
と　き　7月27日㈭10時～15
時
ところ　コンフェット鈴鹿平安
閣（算所町1233-1）
参加料　500円程度(材料費）
主　催　NPO法人shining
申込み　不要
問合せ　NPO法人shining　
代 　 表 　 岡 田 ( 　
090-6647-1011)

※本事業は、平成29年度鈴鹿市ま
ちづくり応援補助金交付対象事
業です。

昆虫観察会（灯火採集）
環境政策課　382-7954　 382-2214

　園内にライトトラップを設置し、
集まってきた昆虫を観察します。
と　き　7月29日㈯19時30分
～20時30分
ところ　深谷公園（八野町）
※19時20分に深谷公園管理事務
所前に集合
講　師　篠木善重さん（三重
昆虫談話会）
定　員　40人（先着順）
参加料　無料
申込み　7月6日㈭から19日㈬
17時15分までに電話、ファク
スまたは電子メールで住所、
氏名、電話番号、参加人数を
環境政策課へ



鈴鹿工専
夏季ものづくり体験教室
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　鈴鹿工業高等専門
学校への入学を目指している
方、ものづくりが好きな方、パ
ソコンが好きな方など
ところ　鈴鹿工業高等専門学
校（白子町）
申込み　7月10日㈪から19日
㈬までに鈴鹿高専ホームペ
ージ（地域の皆様へ→公開
講座・大会）で

※結果は7月25日㈫までに全員に連
絡します。
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　中学生
と　き　8月19日㈯・20日㈰
10時～15時30分
定　員　各20人
◆楽しい電子回路工作（電気電
子工学科）
対　象　中学生
と　き　8月9日㈬・10日㈭9
時30分～16時
定　員　各20人
◆マイコン電子制御 －アルドゥ
イーノ de テクノ工作－（電
子情報工学科）
対　象　中学生
と　き　8月29日㈫9時30分
～16時
定　員　20人
◆身のまわりのおもしろ化学実
験（生物応用化学科）
対　象　中学生
と　き　8月8日㈫・9日㈬10
時～16時15分
定　員　各32人
◆材料工学科で学ぶちょっと贅
沢な夏休み自由研究（材料工
学科）
対　象　小学5・6年生、中学生
と　き　8月26日㈯・27日㈰
9時30分～16時

夏休みに子どもたちに職業体験
を提供し、身近なお仕事、企業を知
ってもらうイベントが開催されま
す。夏休みの自由研究や工作に役

7月27日㈭10時～15

コンフェット鈴鹿平安

　500円程度(材料費）

岡 田 ( 　

昆虫観察会（灯火採集）

園内にライトトラップを設置し、

7月29日㈯19時30分

　篠木善重さん（三重

7月6日㈭から19日㈬
17時15分までに電話、ファク
スまたは電子メールで住所、
氏名、電話番号、参加人数を

夏季ものづくり体験教室

定　員　各30人
※1人につき1講座
※申し込みは第5希望まで選択可

身近な草木を学ぼう！
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　金生水沼沢植物群落調査
員で草木に詳しい方から園内
の草木について学びます。
と　き　7月22日㈯10時～
12時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公
園内（受付事務所集合）
講　師　赤嶺和彦さん（金生
水沼沢植物群落調査員）
定　員　20人
参加料　無料
持ち物　飲み物、筆記用具
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森受付事務所（　059-378-
　2946）へ
※動きやすい服装でお越しください。

秋季ジュニアゴルフ教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住・在学の
小・中学生

※小学生は原則2年生以上、中学
生は経験者に限る。
と　き　9月から平成30年3
月末までの原則毎週土曜日
の午後
ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、
鈴峰ゴルフ倶楽部
内　容　打球練習、ラウンド
練習など

※初心者には基礎から指導
定　員　10人（先着順）
料　金　入会金1,000円　月
会費1,000円
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　電話またはファクス
で鈴鹿市ゴルフ協会（　
371-0711　 371-1518）へ

学校への入学を目指している
方、ものづくりが好きな方、パ

　7月10日㈪から19日
㈬までに鈴鹿高専ホームペ
ージ（地域の皆様へ→公開

　

　8月19日㈯・20日㈰

　8月9日㈬・10日㈭9

◆マイコン電子制御 －アルドゥ

　8月29日㈫9時30分

親子でわくわくクッキング

鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

対　象　小学生と保護者
とき・内容

　・7月30日㈰ラタトゥイユ（夏
野菜たっぷりウマウマ洋風
煮）、オムレツ、ロールサンド
イッチ
　・8月6日㈰皮から手作りもち
もち餃子、わかめスープ、巻
おにぎり

　・両日9時30分～13時　全2
回
ところ 農村環境改善センタ
ー　料理実習室（岸田町
1549-12）
講　師　豊田栄美子さん（Ａgri
ロマン鈴鹿）

定　員　12組（最少催行8組）
参加料　1組2,500円（2回分
材料費・保険料込）

持ち物 エプロン、マスク、三
角巾、上靴、布巾2枚
申込み　7月7日㈮から23日㈰
までの9時～20時に、参加料
を添えて農村環境改善センタ
ーまたはAGF鈴鹿体育館（7
月10日㈪を除く）へ
問合せ 農村環境改善センタ
ー（　374-3455）、AGF鈴
鹿体育館（　387-6006）

親子体操　わんぱく教室

鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

対　象　小学1～4年生と保護
者

と　き　7月25日㈫・27日㈭、
8月1日㈫13時30分～15時、
8月3日㈫・7日㈪・10日㈭・
17㈭・21日㈪9時30分～11
時 全8回

ところ　武道館第一道場（江
島台2-6-1）

定　員　20組
参加料　子ども1,500円、大人
2,500円（8回分）

保険料　1人800円(8回分)
申込み　7月7日㈮から17日(月・
祝)までの9時～20時に、参
加料を添えて武道館または
AGF鈴鹿体育館（7月10日
㈪を除く）へ

問合せ　AGF鈴鹿体育館（　
387-6006）、武道館（　
388-0622）

親子木工教室

鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　夏休みに親子で、三重県産
間伐材を使ったスライド本立て
を作ります。作品は工作キット
になっていますので、木工ボン
ドをつけて釘をまっすぐ打ち付
けて組立てます。
対　象　小学生（保護者同伴）
と　き　8月5日㈯、20日㈰10
時～12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園
第1炊飯場（受付事務所集合）

内　容　スライド本立て組み
立て（横約400㎜×高さ約
200㎜×奥行約175㎜）

※工作キットによる木工工作

※飲み物は各自ご用意ください。

定　員　両日とも各20人（先
着順）

参加料　300円（材料費）
申込み　いずれか参加できる
日を、電話で鈴鹿青少年の
森へ

、
13時30分～15時、
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鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

　さまざまな学校から集まっ
た学年の異なる子どもたちが
共同生活を送り、自主性、協調
性などを身につけるとともに、
地域の自然の素晴らしさを感
じることで、豊かな心を培う場
を提供します。
対　象　小学5年生～中学2
年生

と　き　8月23日㈬～26日㈯
3泊4日と、９月23日㈯

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

内　容　野外炊飯、創作活
動、キャンプファイヤー、カ
ヤック体験など

※9月23日（土）は日帰り登山

定　員　36人（応募多数の場
合は抽選）

参加料　12,000円（別途バス
代2,000円）

申込み　7月3日㈪から22日㈯
17時まで（必着)に、センター
所定の用紙に記入の上、直接
または郵送、ファクス、で鈴鹿
青少年センター（〒513-0825
　住吉町南谷口）へ

天体観望会

文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴

と　き　7月29日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム

内　容　月・土星・木星を望
遠鏡で観察します。

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から
プラネタリウムギャラリーで
受け付け
※曇天や雨天時は中止します。当日

16時30分に判断しますので、文

化会館へお問い合わせください。

スポーツの杜　短期教室

三重交通Gスポーツの杜

　392-7071　 372-2260

申込み　7月10日㈪より先着

順受け付け。水泳場窓口ま

たはホームページで。

◆親子でアイシング教室

　クッキーにかわいくデコレー

ションします。

対　象　親子（小学3年生以

上なら一人で参加可）

と　き　7月27日㈭10時30分

～12時

ところ　水泳場　会議室

定　員　10組

参加料 1組1,500円（材料費込）

◆ジュニア・タイチー（太極拳）

　ゆっくりと筋肉を動かし持

久力をつけ、瞬発力をつける

基本功も行います。

対　象　小学生

と　き　7月24日㈪・26日㈬

11時15分～12時15分

ところ　水泳場　会議室

定　員　20人

参加料　1,600円（全2回）

スポーツの杜

夏休みイベント

ちびっこ祭り

三重交通Gスポーツの杜

　392-7071　 372-2260

　25mプールが流れるプールに

大変身！ボール広場やちびっこ

広場などお子さんが楽しめるイ

ベントが盛りだくさんです。
対  象　おむつのとれた子ども

(小学1年生以下は水着を着

た保護者の付添いが必要)

と  き　7月17日(月・祝)・29

日㈯・8月13日㈰　13時15

分～15時

参加料 無料(入場料別途)

※スイミングキャップは必ず着用し

てください。

◆浮き輪が使用できます

期間中は25ｍプール児童優

先レーンにて直径60cm以下の

ドーナツ型に限り使用できます。

と  き　7月15日㈯～8月31日

㈭

7 月 の 納 税

○固定資産税・都市計画税…2 期

○国民健康保険税…1 期

【納期限は 7 月 31 日 ( 月 ) です】

許されない差別落書き

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

　すべての人は、一人の人間とし
て尊ばれ、基本的人権が保障され
ています。本市は、人権が尊重さ
れる住みよい「人権尊重都市」を
目指しています。しかしながら現
在においても、さまざまな差別が
存在することも事実で、見える差
別・見えない差別など多種多様で
す。見える差別の例として差別落
書きが挙げられます。これは差別
意識や偏見に基づき、特定の個人
または地域を誹謗中傷する言葉な
どを公衆トイレや外壁、看板など
人目につく場所に落書きすること
を言い、刑法の侮辱罪や名誉毀損
罪、器物損壊罪に問われることが
あります。
　差別落書きは、被害者の心を深
く傷つけるだけでなく、落書きを
目撃した人に新たな差別意識を植
え付け、偏見を助長、拡大させる
恐れがあります。
　差別落書きのことを「消せばす
むこと」「自分には関わりのない
こと」と考える人がいるかもしれ
ません。しかし、落書きはすぐに
消えても、被害者の心の傷はすぐ
には消えません。
　また、差別落書きはいつ誰が対
象になるか分かりません。一人一
人が自分自身の問題として被害者
の気持ちを感じ取ること、正しい
人権感覚を持ち、「心の中の落書
き」を消し、差別を絶対に許さな
い意識を持つことが、差別落書き
の根絶につながります。
　本市は、悪質・卑劣な差別落書
きは決して許さない姿勢のもと、
差別落書きが発生した場合は、速
やかに現場を確認し、警察への通
報などの対応を行います。
　市内でこのような行為を見つけ
た場合は、すぐにご連絡ください。
一人一人の人権が尊重され、誰も
が安心して暮らせるまち、すずか
をつくりましょう。

差別落書きを発見した場合は、

すぐにご連絡ください。

人権政策課　　382-9011
教育支援課　　382-9055
夜間・休日受付　　382-1100




