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市税の休日窓口を開設します
納税課　　82-9008　　82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

市民税課　　82-9006　　82-7604
shiminzei@city.suzuka.mie.jp 

資産税課　　82-9007　　82-7604
shisanzei@city.suzuka.mie.jp 

保険年金課　　82-7605　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

と　き　10月3日㈰　9時～16時30分 
ところ　納税課・保険年金課（西館
2階）、市民税課・資産税課（西館3階） 

内　容　市・県民税、軽自動車税、
固定資産税都市計画税、国民

健康保険税の相談、収納・口

座振替手続きなど 

 
ふとん丸洗いサービスを行います
長寿社会課　　82-7935　　82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　在宅で約3カ月以上「ね
たきり」の40歳以上の方 

内　容　11月中に市の委託業者が
自宅を訪問してふとんを預かり、丸

洗い、消毒、乾燥してお返しします。 

※中わたが綿、合成繊維、羊毛、羽毛のい

ずれかのふとんで、サイズは問いません。 

※対象者一人当たり2枚までです。 

※1週間～10日間お預かりします。 

費　用　無料 
申込み　10月29日㈮までに、電話、
ファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センター

の職員が申請書を届けます。 

 
来年9月から12月は

市民会館が使用できません
市民会館　　82-0654　　82-3109

bunka@city.suzuka.mie.jp

　新庁舎建設に伴う外構工事な

どにより平成17年９月１日㈭か

ら12月28日㈬まで、ホール、展

示室の使用ができません。 

　工事中は、ご迷惑をお掛けし

ますがよろしくお願いします。 

 
移入種を

放さない 逃がさない 広げない
環境政策課　　82-7954　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　外国など他の地域から移された生

物を移入種といい、中にはもとからい

た生物に悪い影響を与え、その地域

の生態系を変えてしまうものもあります。 

　近年、ペットとして飼われていた

動物や昆虫などが、野原や山、川

に捨てられて問題になっています。

捨てられた移入種が野生に定着す

ると、もとの自然を取り戻すには、

大変な労力と費用が必要です。 

移入種問題は、人の行動により引

き起こされるということを理解し、

ペットを飼うときには、習性などをよ

く考えて最後まで責任を持って育て

るという心構えが必要です。 

　移入種については、県環境森林

部自然環境室（　　059-224-2578

　http://www1.eco.pref.mie.jp/ 

shizen1/alien/）、ペットについては、

鈴鹿保健福祉部（　 82-8674）へ 

 
二輪車リサイクルが

10月1日から始まります
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
  haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　10月1日㈮から事業者の自主的な

取組みとして、国内製造事業者4社（ホ

ンダ技研工業㈱、ヤマハ発動機㈱、

スズキ㈱、川崎重工業㈱）は輸入事

業者11社と共同で、二輪車のリサイ

クルシステムの運用を始めます。市

民の皆さんのご協力をお願いします。 

　なお、二輪車の廃棄方法などに

関する問い合せは、コールセンタ

ーへお願いします。 

■二輪車リサイクルコールセンター
　03-3598-8075　　03-3903-3487 

受付時間　9時30分～17時（土・
日曜日、祝日、年末年始を除く） 

 
新しい国民健康保険
被保険者証を交付します
保険年金課　　82-7605　　82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民健康保険の加入者に、10月か

ら水色の新しい国民健康保険被保険

者証を交付します。保険証が届いたら、

ミシン目で切り取ってご使用ください。 

○短期証の発行 
　国民健康保険税を滞納すると、

短期被保険者証（短期証）が交付

されます。短期証は、有効期間の

短い6カ月の保険証です。医療費

の自己負担割合などは同じ扱いです。

次世代育成行動計画策定委員会が
傍聴できます

公証週間に相談会を行います

交通事故無料相談のご利用を

悪質な訪問業者に
ご注意ください

ものづくり研究開発の
補助対象事業を追加募集します

獅子舞サミット参加団体
募集説明会を行います

スポーツ指導者バンク制度に
登録（更新）を

「障害者110番」のご利用を 障害福祉課　　82-7626　　82-7607　　shogaifukusi@city.suzuka.mie.jp

タイトル

　全障がい者の人権を守るため、障がい者の権利擁護にかかわる相談に専門的な助言をします。内容によって

は専門家を交えて専門相談を行います。障がい者本人や保護者に限らず関係者も利用できます。 

■常設相談
○電話相談　9時～20時（年中無休）　059-227-0810 
○面接相談　月～金曜日　9時～17時 
※予約（　 059-227-0810）が必要です。 

○ファクス相談　月～金曜日　9時～17時　 
　　059-225-3935（祝祭日・年末年始を除く） 

○メール相談　9時～20時（年中無休） 
　　syogaisya110ban@docomo.ne.jp（携帯電話からの

み送信できます） 

※窓口は㈶三重県知的障害者育成会内に設置 

■弁護士による巡回相談
とき・ところ（鈴鹿市、四日市市、津市開催分のみ掲載） 
○10月5日㈫　10時～12時 

　県四日市庁舎（保健所棟）2階相談室 

○10月7日㈭　10時～12時 

　県鈴鹿庁舎4階第41・42会議室 

○10月7日㈭　14時～16時 

　県津庁舎6階65会議室 

※詳しくは、㈶三重県知的障害者育成会事務局 

 （　 059-227-0810）へ 
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市税の休日窓口を開設します

ふとん丸洗いサービスを行います

来年9月から12月は
市民会館が使用できません

移入種を
放さない 逃がさない 広げない

二輪車リサイクルが
10月1日から始まります

新しい国民健康保険
被保険者証を交付します

短期証の色はうぐいす色です。 

※過去の国保税の納付状況によって、

本証が交付される場合もあります。 

○資格証の発行
　国民健康保険税を1年以上滞納

すると、被保険者証（本証また

は短期証）を返還していただき、

代わりに被保険者資格証明書（資

格証）が交付されます。 

　資格証で医療を受けると、かかっ

た医療費などは、いったん全額自己

負担になりますので、ご注意ください。

滞納している国民健康保険税を納

付していただくと、自己負担した医

療費などの保険給付が受けられます。 

 
次世代育成行動計画策定委員会が

傍聴できます
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月29日㈬　14時から 
ところ　保健センター2階健康教育室 
定　員　10人（先着順） 
申込み　当日13時30分から13時
50分まで、会場で受付を行います。 

 
公証週間に相談会を行います
市民対話課　　82-9004　　82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　10月1日から7日までの「公証週間」

にちなみ、無料相談会を行います。秘

密は厳守されます。ぜひご利用ください。 

■公証人無料相談会
と　き　10月1日㈮～7日㈭　9時
～17時 

ところ　 
○津合同公証役場（津市丸之内養正町

7-3山田ビル1階　　059-228-9373） 

○四日市公証人合同役場（四日市市

朝日町1-9千賀ビル2階　53-3394） 

■公証週間記念法律相談
　遺言、相続、登記、契約、離婚など

の民事関係の無料相談会です。 

とき・ところ
○10月2日㈯、3日㈰　10時～15時

　津合同公証役場（津市丸之内養正町

　7-3山田ビル1階　　059-228-9373）

○10月5日㈫　13時～15時 

　津センターパレス3階津市社教

相談室（津市大門7-15） 

交通事故無料相談のご利用を
市民対話課　　82-9004　　82-8814

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　(社)日本損害保険協会では、交

通事故に関する相談を無料でお

受けしています。 

○電話相談（面談も可）
　月曜日～金曜日（祝祭日除く）

9時～12時、13時～17時 

○弁護士相談（予約制の面談相談） 
　毎週木曜日　13時～16時 

※詳しくは、(社)日本損害保険協会四

日市自動車保険請求相談センター

（四日市市諏訪町4-5住友生命四

日市ビル3階　　53-5946）へ 

 
悪質な訪問業者に
ご注意ください

水道総務課　　68-1673　　68-1688
suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　最近、水道局の委託業者を装っ

てお宅を訪問し、浄水器の販売や

宅内給水管の洗浄工事などを行って、

高額な代金を請求する悪質な事例

が急増していますので、被害にあ

わないようご注意ください。 

　水道局では、委託業者による水

道メーターの交換を定期的に実施

していますが、これは無料で行って

おり、代金を請求することはありま

せん。不審に思ったら、水道局へ

ご連絡、お問い合わせください。 

 
ものづくり研究開発の

補助対象事業を追加募集します
産業政策課　　82-8698　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　産学官の連携による研究開発の強

化と市内の製造業の活性化を図るた

め、中小事業者などが行う新技術の

研究開発に要する経費を補助します。 

対　象　市内に本社または主たる事
業所がある事業者などが行う新技

術の研究開発で、大学や高専など

の高等教育機関と共同で行う事業、

またはその指導を受けて行う事業 

補助額　事業者が負担する経費の2
分の1以内（50万円以上250万円以内） 

申込み　10月1日㈮から11月15日㈪
（必着）までに、必要書類を添え

て産業政策課へ 

※募集締切後、審査会にて決定し、結

果は申込者に通知します。 

 
獅子舞サミット参加団体
募集説明会を行います
文化課　　82-9035　　82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　市では、来年3月、「獅子舞サミ

ット」を開く予定です。これは、保

存会などが集い、交流することを

目的にするもので、市内の獅子舞

保存会の方々により実行委員会を

立ち上げ、イベントの企画運営に

参画していただく計画をしています。 

　保存会の方々の多くの参加を

呼びかけるため、サミットへの

参加団体を募集するための説明

会を行います。関係者の皆さま

の多数の参加をお願いします。 

と　き　10月2日㈯　19時～20時30分 
ところ　文化会館第1研修室 
申込み　9月30日㈭までに、電話
で文化課へ 

 
スポーツ指導者バンク制度に

登録（更新）を
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　この制度は、スポーツに精通し

た方を広く募集して指導者として

登録し、市のスポーツ振興を図るこ

とを目的にしています。指導者とし

て登録するには、認定講習会で規

定単位を取得する必要があります。 

対　象
○新規登録　市内在住、または
通勤する20歳以上の方 

○登録更新　鈴鹿市スポーツ指
導者バンクに登録されている

方（事前通知が送付されます） 

登録料　無料 
申込み　10月8日㈮までにスポーツ課へ 
■認定講習会
○新規登録者
　必須科目2回・基礎科目4回 

○登録更新者
　必須科目1回以上・基礎科目2回以上 

※日本体育協会などが、認定した指導者資格

を持つ方は、一部講習会が免除されます。 

 

 

「障害者110番」のご利用を

タイトル
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第1回車座懇談会

「地域福祉を語ろう」
市民対話課　　82-9040　　82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　住民同士のふれあい・助け合い・

支え合いの活動を活発にし、公的サ

ービスをうまく組み合わせて、行政の

サービスだけでは解決できない福祉

の問題を市長とともに話し合い、安

心して暮らせるまちづくりを考えます。 

と　き　10月28日㈭　18時30分
～20時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　30人（参加者多数の場合は抽選） 
申込み　10月15日㈮までに、電話、
ファクス、メールで住所、氏名、連

絡先を記入の上、市民対話課へ 

※手話通訳、託児が必要な方は申込時

に申し出てください。 

 
自然調査観察会

環境政策課　　82-7954　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月17日㈰　13時30分
～16時（雨天中止） 

ところ　鈴鹿川河川緑地公園周辺 
内　容　昆虫（バッタ、コオロギ）、
クモの調査観察 

参加料　無料 
申込み　10月4日㈪(必着)までに、電話、
または、はがき、ファクス、電子メー

ルで「自然調査観察会参加希望」、

住所、氏名、電話番号、参加人数を記

入の上、〒513-8701環境政策課へ 

※詳細は、参加者に直接連絡します。 

 
彫型画30周年記念展

産業政策課　　82-9045　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月30日㈭～10月3日㈰ 
　9時30分～17時（3日は15時まで） 

ところ　県総合文化センター文
化会館第1ギャラリー 

内　容　彫型画作品、歴代審査員
の作品、彫型画の歴史を展示 

※参観者全員に型紙しおりを、抽選で豆色紙を贈呈 

入場料　無料 
 
「わたしの好きな鈴鹿の景観」

絵画展
都市計画課　　82-9024　　82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月1日㈮～10月3日㈰ 
　10時～20時（3日は17時まで） 

※表彰式は3日の13時30分から 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 
内　容　入賞作品の展示と表彰式 
 
プラネタリウム秋番組

文化会館　　82-8111　　82-8580
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月6日㈬～12月12日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時からの3回 

定　員　各180人 
内　容 
○一般・秋番組　秋の星座（ぺガス
ス座・おひつじ座・ペルセウス座・ア

ンドロメダ座・やぎ座ほか）、「ムーン・

レジェンド」月にまつわる伝承めぐり 

○学習番組　「太陽・月・星の動き」 
※学習番組は、団体申込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、9月28日(火)から10

月5日(火)までの期間は、投影を休みます。 

 
教育講演会

教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月6日㈬　14時30分～
16時30分（14時から受付） 

ところ　神戸コミュニティセン
ター2階ホール 

内　容　不登校・ひきこもりと家族関係 
講　師　志村浩二さん（臨床心理士） 
参加料　無料 
申込み　電話、ファクスで教育研究所へ 
 
第16回鈴鹿市消防操法大会
消防総務課　　82-9162　　83-1447

shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　市内23地区の消防分団が、日ごろ

の放水技術の向上と士気の高揚を

図るため、ポンプ操法大会を行います。 

と　き　9月26日㈰　8時30分～13時 
ところ　三重県消防学校（石薬師町452） 
※警報発令時は中止します。 

ごみ減量とリサイクルを考えるポスター展・
クリーンシティSUZUKA参加作文展
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
  haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月8日㈮～10月10日㈰
10時～20時（10日は17時まで） 

※表彰式は、10日(日)16時から 

ところ　鈴鹿ハンター１階サブ
コート 

※作文展は、クリーンシティSUZUKA

実行委員会主催 

 

 

 

 
就職支援塾

産業政策課　　82-8698　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　県では、再就職活動に役立つ知識・

技能習得のための講習を行います。 

対　象　おおむね30歳以上の求職者 
と　き　 
○講習　10月2日㈯、3日㈰ 
○個別相談　10月10日㈰ 
ところ　文化会館 
定　員　20人程度（先着順） 
参加料　無料 
申込み　開催日の1週間前までに、電
話で㈱日本マンパワー三重県「就

職支援塾」事務局（　0120-018-

886　　052-569-5300　 nmp-

ch@nmp-g.co.jp）へ 

 
パソコン講座

市政情報課　　82-9003　　82-2219
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　9月30日㈭（平
日の10時～18時）から、電話で「す

ずかのぶどう」（　　87-0767　

　87-0764）へ 

対　象　市内在住のパソコン初心者 
とき・内容 
　いずれも3時間講習を2日間行

います。 

■午前の部：9時30分から
○基礎講習1
　10月26日㈫・28日㈭ 

　10月27日㈬・29日㈮ 

　11月2日㈫・4日㈭ 

○基礎講習2

昼間講座
アメリカン･パッチワークキルト

博物館講座「古文書を読む」

短期講座
フラワーアレンジメント講座

こころの健康づくりセミナー
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催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

◆

○9月21日㈫〜30日㈭

○10月1日㈮〜10日㈰

○10月11日（月・祝）〜20日㈬

水道水の濁り



の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

第1回車座懇談会
「地域福祉を語ろう」

自然調査観察会

彫型画30周年記念展

「わたしの好きな鈴鹿の景観」
絵画展

プラネタリウム秋番組

教育講演会

第16回鈴鹿市消防操法大会

ごみ減量とリサイクルを考えるポスター展・
クリーンシティSUZUKA参加作文展

就職支援塾

パソコン講座

　10月9日㈯・10日㈰ 

○ワープロ（ワード2000）
　10月16日㈯・17日㈰ 

　11月6日㈯・7日㈰ 

■午後の部：13時30分から
○基礎講習2
　10月26日㈫・28日㈭ 

　10月27日㈬・29日㈮ 

　11月2日㈫・4日㈭ 

○表計算(エクセル2000)
　10月9日㈯・10日㈰ 

　10月16日㈯・17日㈰ 

　11月6日㈯・7日㈰ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人（先着順） 
参加料　2,000円（テキスト代として基
礎1と基礎2は兼用で1,000円、ワー

ドとエクセルはいずれも800円が必要） 

 
昼間講座

アメリカン･パッチワークキルト
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 
と　き　○10月5日～3月15日の
第１・3火曜日　13時～15時 

　○10月13日～3月23日の第2・4

水曜日　10時～12時 

定　員　各15人 
受講料　1万800円 
申込み　9月30日㈭までに、電話
で同ホームへ 

博物館講座「古文書を読む」
考古博物館　　74-1994　　74-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　9月25日㈯　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　代田美里（文化課学芸員） 
定　員　30人（先着順） 
※初心者向けの講座です。 

 

短期講座
フラワーアレンジメント講座
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　10月14日、28日、11月11日、
18日、12月2日、16日の木曜日　

18時30分～20時30分（全6回） 

ところ　勤労青少年ホーム講習室2 
内　容　秋の和風アレンジメント、プリ
ザーブローズのアレンジメント、クリス

マスのキャンドルアレンジメントなど 

講　師　石井朋子さん（花はな
クラブ主宰） 

定　員　20人（先着順） 
受講料　1万3,500円（材料費・器代含む） 
※利用登録をしていない方は傷害保険料

と利用者会費として550円が別途必要 

※はさみの注文は1,100円で希望者の

み受付けます。 

申込み　9月28日㈫19時から、受
講料などを添えて同ホームへ 

こころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　　82-8672　　82-7958

と　き　10月14日㈭　13時30分
～15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 
内　容　「青年期のこころの健康 
　～統合失調症と地域の社会資源～」 

講　師　鈴鹿厚生病院精神科医師
中澤恵太さん 

申込み　10月8日㈮までに電話で
鈴鹿保健福祉部へ 
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催し物 

講座・教室 

◆

10時15分、13時15分（土曜日は

11時45分）、17時15分、22時15分

から各15分 

○9月21日㈫〜30日㈭
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○10月1日㈮〜10日㈰
『ベルディ便り』･･･市長へビデオ
レター、スポーツ・文化国際情報など 

○10月11日（月・祝）〜20日㈬
『ことばの玉手箱』･･･市内で使わ
れている方言の紹介 

水道水の濁り

　このコーナーでは、インターネットや郵送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。

水源課　　68-1680　　68-1688 　　suigen@city.suzuka.mie.jp

　水道の蛇口から茶色く濁った水が出るこ

とがあり、ご迷惑をおかけし、申し訳あり

ません。 

　これは、工事による断水、急激に大量の水を使

用した場合の流水の速さや方向の変化、家庭の水

道管の老朽化などにより、水道管内の鉄さびが流

れ出したもので、通常「赤水」と呼んでいます。 

　水道工事を行う場合は、あらかじめ自治会回覧

などでお知らせしますが、他の工事による突発的

な事故が原因であったり、個人の家だけの事情

であったりしますので、赤水が発生したときは

水道局に直接ご連絡ください。 

　鉄の水質基準値は0.3mg/ℓで、コップの水が

うっすら黄色っぽくなるようでしたら、この数

値を超えていると思われます。しかし､鉄は人体

にとって必要な成分でもあり、少量の赤水を飲

んでも、吸収率が低く、大部分が体外に排出さ

れてしまいますので､特に害はありません。 

 ただし､多量の赤水や濃度が異常に高い赤水を

飲用した場合は、嘔吐を催すことがありますので、

医師に相談してください。 

　水道水がよく茶色く濁るのはなぜか。また、

飲料水として飲んでも害はないのか。 

の 9 月 納 税 

○国民健康保険税・・・・・第３期
【納期限は9月30日㈭です】

だい　た 


