
ＥＭ拡大活性液を
無料配布します

生活環境課　　82-9014　　82-8188
　kankyo@city.suzuka.mie.jp

　ＥＭ活性液を市民の皆さんに無

料で配布しています。�

と　き　毎週火曜日　13時～15時�
ところ　シルバー人材センター�
持ち物　1.5ℓか2ℓの空きペット
ボトル　�

※配布量に限りがありますので、

事前に、シルバー人材センター

（　82-6092）へご予約ください。�

�
女性消防団員を募集します
消防総務課　　82-9162　　83-1447
　shobosomu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住する18歳以上
35歳未満の健康で活動的な女性�

内　容　防災訓練などでの救急法
と初期消火訓練の住民指導、一

人暮らしの高齢者や身体障害者

への訪問による防災指導、火災

予防などの広報活動、出初式な

ど各種行事への参加、災害時に

おける支援活動�

定　員　２人�
選　考　書類審査、面接（６月上

旬を予定）�

申込み　５月20日㈫までに、入団
申込書を消防総務課へ�

※応募書類は返却しません。�

�

�

�

�

�

�

�

�
農薬は正しく
取り扱いましょう

農林水産課　　82-9017　　82-7610
　norin@city.suzuka.mie.jp

　３月10日から、改正農薬取締法

が施行されました。�

　主な改正点は次のとおりです。�

○無登録農薬の製造、輸入、使用

の禁止（無登録農薬の販売はこ

れまでも禁止）�

○農薬使用基準に違反する農薬使

用の禁止�

○罰則の強化など�

　農薬は農林水産省の登録番号の

あるものを、ラベルをよく読んで

使いましょう。�

　詳しくは、農林水産省ホームペー

ジの「農薬コーナー」（　http://www.�

maff.go.jp/nouyaku/）でご確認くだ

さい。�

５月から10月まで
図書館の開館時間を延長します
市立図書館　　82-0347　　82-4000
　tosyokan@city.suzuka.mie.jp

　５月１日から10月30日までの

火・木曜日は、図書館の開館時間

を19時まで延長します。�

※第３火曜日は休館です。�

※祝日の場合は通常どおり17時ま

でです。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
国際交流事業助成制度の

ご利用を
鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　　sifa@mecha.ne.jp

　市民レベルでの国際交流活動や

団体が行う国際交流事業を活発化

させるため、協会がその費用の一

部を助成します。�

対　象　今年度中に実施する国際
理解・国際協力・国際支援に関

する事業、海外との交流事業な

どで、市の国際交流活動の進展

に貢献すると認められるもの�

市政メールモニター（メルモニ）を募集しています 広報広聴課　　82-9040　　82-7603
　　merumoni@city.suzuka.mie.jp

　市では、全国で初めてインターネットを活用したア

ンケートシステムを構築しました。４月８日現在、

918人の方にご登録いただいています。インターネッ

トを使っている方、ぜひメルモニにご登録ください。�

対　象　市内在住の16歳以上の方�
申込み　メルモニホームページ（　http://www.merumoni.�
　city.suzuka.mie.jp/）にアクセスし、登録ページに必要

事項を入力してください。�

　　登録手続きを済ませると、市で認証後、入力したメー

ルアドレスに登録内容・ＩＤ・パスワードをお知らせします。�

※登録できるのは一人１ ＩＤです。�

※一つのメールアドレスで複数のＩＤを登録できます

ので、ご家族の方も一人ずつ登録できます。�

※ｉモード対応の携帯電話からの登録も受け付けてい

ます。メルモニの携帯用ホームページ（　http://www.�

　merumoni.city.suzuka.mie.jp/i/）からご登録ください。

なお、パソコンとｉモードとの二重登録はできませ

んので、ご注意ください。 �

※ｉモード対応携帯電話に加え、一部の記号が文字化

けしますが、J-SKY対応携帯電話からも登録できます。�

●アンケート・クイズの結果は公開しています
　　回答期間を過ぎると、アンケート・クイズの回答

を集計し、結果をインターネット上に掲載します。�

●500ポイントごとに図書券と交換します
　　毎年１月～12月末日を１区切りとして、その間に貯

まったポイントを集計し、500ポイントごとに図書券

500円分と交換します。毎年開く予定の「メルモニオ

フ会」でお渡しします。�

※メルモニオフ会に出席でき

ない方には郵送します。�

●希望者には、災害情報を送
信します
　　登録時に希望する方には、

市・災害対策本部から発信

する市内の雨量や避難所開

設状況などの情報を送信します。�

くらしの情報

▲女性消防団による人形劇▲女性消防団による人形劇▲女性消防団による人形劇



てください。受付後、広報広聴課で内

容を確認し、情報を掲載します。�

�

�

�

�

　�

�

�

�

�

�

無料法律相談
津家庭裁判所事務局総務課庶務係

　059-226-4171

　５月１日から７日までは「憲法

週間」です。�

　憲法週間の行事の一環として、

無料法律相談を開設します。ぜひ

ご利用ください。�

と　き　５月２日㈮　10時～15時�
ところ　津センターパレス２階第
１会議室（津市大門７-15、10時

から受付）、三交ビッグボウル

３階会議室（四日市市諏訪栄町

７-31、９時30分から受付）�

内　容　土地、建物、金銭貸借、
交通事故、相続、離婚、家庭内

のもめごと�

※秘密は厳守されます。�

定　員　各36人（先着順）�

規　定　市内で撮影されたカラー
写真（横判）で、未発表のもの�

申込み　毎月第３金曜日必着で、
写真（一人１点）の裏面に、郵

便番号・住所・氏名・電話番号・

タイトル・撮影場所・撮影日時

を記入し、郵便または直接広報

広聴課へ�

※写真はお返しできません。�

※撮影した人物や対象物の肖像権

に関する責任は、すべて応募者

に属するものとします。�

※提出作品の原版と著作権は、市

に譲渡をお願します。�

�
市民情報掲示板のご利用を
広報広聴課　　82-9040　　82-7603

　koho@city.suzuka.mie.jp

　市のホームページに、市民の皆

さんがイベントのお知らせやサー

クルのメンバー募集などの情報を

掲載できる「市民情報掲示板」が

あります。簡単な操作で、情報を

発信できますので、ぜひご利用く

ださい。�

　 http://www.city.suzuka.mie.jp/�

※営業行為や政治活動、宗教活動、

そのほか公序良俗に反する内容

の申込みはできません。�

※利用は、市内在住の方か、市内

で行われるイベントに限ります。�

※掲示希望日の10日前までに送信し

助成額　総事業費の２分の１以内
（最高10万円）�

※協会運営委員会で審査の上、可

否を決定します。�

申込み　所定の申請書に必要事項
を記入し、５月30日㈮までに、
同協会へ�

�
ボランティア学生相談員

「ドリームフレンド」を募集します
教育研究所　　82-9056　　83-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　学校へ行きづらい児童・生徒の

良き遊び相手、良き相談相手にな

っていただく「ドリームフレンド」

（学生相談員）を募集します。�

対　象　短大生、大学生、大学院生�
※家族と教育研究所所員が一緒に

相談しながら進めていきます。�

申込み　５月６日㈫までに、直接
または電話、ファクス、電子メ

ールのいずれかの方法で教育研

究所へ�

�
広報すずかの表紙写真を
随時募集しています

広報広聴課　　82-9040　　82-7603
　koho@city.suzuka.mie.jp

　広報すずかの表紙写真を募集し

ています。祭りなどの行事や朝市

など生活観と季節感あふれる作品�

をお待ちしています。�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

▲鈴鹿市ホームページ▲鈴鹿市ホームページ▲鈴鹿市ホームページ



ところ　鈴鹿農協本店　５階会議室�
持ち物　筆記用具、電卓などの計
算用具�

�
５月１日から31日までは
赤十字社員増強運動月間です赤十字社員増強運動月間です
保健福祉課　　82-9012　　82-7607
　hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

　災害救護、国際活動、医療活動、

血液事業など赤十字の各種事業は、

毎年皆さんからご協力いただいて

いる事業資金で行っています。�

　５月の赤十字運動月間は、こう

した赤十字の活動をご理解いただき、

事業資金をご協力いただくための

推進月間です。皆さんの温かいご

支援をお待ちしています。�

�
早朝・ナイターテニスが

始まります
市立体育館　　87-6006　　87-6008
　supotsu@city.suzuka.mie.jp

○早朝テニス
と　き　５月～９月（５月１日～
７月20日と９月１日～30日は土

曜・日曜日、祝日のみ）６時～

８時30分　�

使用料（一人）　高校生以上150円、
中学生以下50円�

申込み　直接テニスコートクラブ
ハウスへ（先着順）�

○ナイターテニス

持って、保険年金課または地区市

民センターで申請してください。�

　また、平成15年度から新たに学

生納付特例制度を希望する場合も

同様に申請が必要です。�

※４月から学生納付特例制度を受

けようとする場合、提出期限は

５月末になります。ご注意くだ

さい。�

�
プラスチックごみ
第５週目も収集します

清掃管理課　　82-7609　　82-8188
　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　今まで、プラスチックごみの収

集は第１週目から第４週目までの

月４回の収集でしたが、４月から、

毎週収集を行います。�

　なお、12月の第５週目と年始は、

収集を休みますので、ご注意くだ

さい。�

�
農業所得収支計算説明会
税務課　　82-9446　　82-7604
　zeimu@city.suzuka.mie.jp

　平成16年分の申告から、特殊田

畑（露地野菜・花き・果樹・茶な

ど）の｢農業所得標準｣が廃止され

るため、次のとおり、農業所得収

支計算説明会を行います。�

と　き　５月22日㈭、23日㈮　14
時～16時�

郵便入札方式を導入しました
契約調達課　　82-9039　　82-9050
　keiyakuchotatsu@city.suzuka.mie.jp

　４月から、工事の入札に、郵便

入札方式を取り入れました｡�

　当面は条件付き一般競争入札案

件から抽出により行い、徐々に適

用範囲を拡大する予定です｡�

※郵便入札方式は、入札制度の改

善の一環として、また、将来の

電子入札への移行を視野に入れ

て導入しました。�

�
学生納付特例制度のご利用を
保険年金課　　82-9401　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　学生納付特例制度は、学生本人

（学校法人の認可を受けていない

各種学校、予備校、日本国外の学

校などは除く）の所得が一定額以

下の場合、届け出後、承認されれば、

在学期間中の保険料が後払いでき

る制度です。�

　３月まで学生納付特例制度を受

けている方が、４月以降も継続し

て同制度を希望する場合は、再度、

申請が必要です。学生証の写し（コ

ピー）または在学証明書と印鑑を

４月からごみの分別方法が一部変わりました 清掃管理課　　82-7609　　82-8188　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　４月からごみの分別方法が次のとおり変更しました。

皆さんのご協力をお願いします。�

ビデオテープ・カセットテープ類は「もやせるごみ」へ
�

�

　ビデオテープ・カセットテープ類は、これまで「も

やせないごみ」として扱い、不燃物リサイクルセンタ

ーで破砕処理してきましたが、このテープ部分が破砕

機にからまり、処理に大きな支障を来しています。�

　そこで、４月からは例外品として「もやせるごみ」と

して扱うことになりました。�

使い捨てカイロは「もやせるごみ」へ

　使い捨てカイロは、これまで「もやせないごみ」と

して扱ってきました。�

　しかし、大部分が可燃性の材料でできていることな

どから、４月から「もやせるごみ」として扱うことに

なりました。�

認定ごみ袋に入るふとん類なら、「もやせるごみ」へ
�

�

　ふとん類は、本来「粗大ごみ」ですが、50ｃｍ角位

に切断したものは、「もやせるごみ」として扱ってき

ました。これは、大きなふとんをそのまま焼却できな

かったためです。�

　しかし、新しく完成した焼却炉では、ふとん類をそのま

ま焼却できることが分かったため、認定ごみ袋に入るふと

んは「もやせるごみ」として扱うことになりました。�

　なお、認定ごみ袋に入らない大きな物は、これまで

どおり、「粗大ごみ」となりますので、「粗大ごみの

戸別収集」（粗大ごみ受付センター　　82-7646）を

ご利用ください。�

くらしの情報



職業訓練センター講座
鈴鹿地域職業訓練センター　　87-1900　

　鈴鹿地域職業訓練センターでは、

各種資格取得講座、簿記講座、ワ

ード、エクセルなどのパソコン講

座の受講生を募集しています。�

　詳しくは同センターへお問い合

わせください。�

※市のホームページでも講座の案

内を掲載しています。�

※20人以上の団体は50円引�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
アクアビクス教室

県営鈴鹿スポーツガーデン　　72-2250　　72-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　18歳以上の女性（高校生
を除く）�

と　き　６月４日から７月９日ま
での毎週水曜日（全６回）　19

時～20時�

内　容　水中歩行や水中エアロビ
クスによる有酸素運動�

定　員　35人（応募者多数の場合
は抽選）�

参加料　6,000円（スポーツ安全保
険料を含む）�

申込み　５月１日㈭から18日㈰
（必着）までに、直接または、往

復はがき、ファクスのいずれかの

方法で、「アクアビクス（夜）コース」、

住所、氏名、年齢、性別、電話番

号を記入し、同ガーデンへ�

※ホームページからも申込みがで

きます。�

と　き　５月～10月（休館日、日
曜日、祝日は除く）　18時～20

時30分�

使用料（１面）　平日1,250円、土
曜日1,500円�

申込み　使用日の17時以降に、直
接体育館事務所受付窓口へ（先

着順）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
速報展

「発掘された鈴鹿2002」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

　昨年、市内で行われた遺跡（伊

勢国分寺跡・伊勢国府跡［長者屋

敷遺跡］・天王遺跡など）の発掘

調査の速報です。�

と　き　６月29日㈰まで　９時～
17時（入館は16時30分まで）�

※月曜日、第３火曜日、祝日の翌

日は休館です。�

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円�

固定資産税　　　　　　　　　
都市計画税　　　　　　　　　
【納期限は４月30日㈬です】

○４月○４月21日㈪～日㈪～30日㈬日㈬
『ベルディ便り』･･･公園緑地課の紹介、
清掃・保健情報など�

○５月１日㈭～○５月１日㈭～10日㈯日㈯
『ベルディ便り』･･･保健センターの紹
介、保険年金・文化国際情報など�

○５月○５月11日㈰～日㈰～20日㈫日㈫
『ことばの玉手箱』･･･市内で使われ
ている方言の紹介�

９時45分、13時45分（土曜日のみ

12時45分）、16時45分、20時45分、

23時45分から各15分�

Ｃ－ＢＵＳ路線の延長

　Ｃ－ＢＵＳは、公共交通機関が特に

不便な市の西部地域（交通空白地帯）

の生活交通を確保するための交通手段

として導入しました。路線については、皆さん

のご要望を聞きながら、他のバス路線や鉄道な

どが無いところを走るように考えています。�

　ご提案のように、近鉄平田町駅から近鉄鈴

鹿市駅をつなげるＣ－ＢＵＳを走らせると、

近鉄鈴鹿線の電車の利用と、競合しあってし

まい、互いの利用客を減らしてしまう恐れが

あります。近鉄鈴鹿線も大切な公共交通機関

であると考えていますので、ご理解いただき

ますようお願いします。�

�

※４月１日、Ｃ－ＢＵＳのダイヤ改正を行い

ました。新しい路線図と時刻表を希望する

方は、商工観光課へお問い合わせください。�

　このコーナーでは、インターネットや郵送になどにより届けら

れた皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　近鉄平田駅かベルシティの発着所か

ら近鉄鈴鹿市駅の発着所の区間にＣ－

ＢＵＳの路線を作ってください。�

商工観光課　　　82-9016　　82-0304
　shoko@city.suzuka.mie.jp

全期または第１期分

▲天王山遺跡出土　軒丸瓦

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�


