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※いずれも市内に住民登録・外国人登

録をしている方が対象です。 

※年度内に同じ検診を重複して受ける

ことはできません。 

※70歳以上の方、65歳以上の方で障害認

定を受けた方、生活保護世帯、市民税非

課税世帯の方は無料です。市民税非課

税世帯の方は当日受付をする前に事務

所窓口までお越しください（乳がんは除く）。 

※40歳以上で健康手帳をお持ちの方は、

持ってきてください。 

※検診結果は約1カ月後に郵送します。 

※いずれも申込みは、電話で健康づくり課

（　82-2252　受付時間8時30分～17時）へ。 

 
  結核レントゲン検診（対象年齢変更）のお知らせ
　結核予防法が改正され、平成17年4

月1日から結核レントゲン検診の対象

者が65歳以上に変更されました（夏に

地域を検診車で巡回する下記の検診）。

なお、40歳から64歳までの方に関しては、

肺がん検診の際にも、結核の診断が

できますのでご利用ください。 

○検診車での巡回胸部検診
とき／8月24日㈬～26日㈮、29日㈪
～31日㈬、9月1日㈭、2日㈮、5日㈪

～7日㈬　費用／無料 
※検診車で市内の各会場を回ります。

詳しくは、8月5日号の広報すずかの

折り込みチラシをご覧ください。 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／7月11日
㈪、8月8日㈪　9時～11時　ところ／
保健センター　定員／各40人　費用
／1,000円　申込み／7月11日分は受付
中、8月8日分は6月24日㈮から 

※妊娠中の方、または妊娠していると思わ

れる方は受診できません。前日の21時

以降は飲食、喫煙はしないでください。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／7月
28日㈭　13時～14時、8月23日㈫　

13時～14時30分　ところ／保健セ
ンター　定員／各100人　費用／
900円　申込み／7月28日分は受付中、
8月23日分は6月24日㈮から 

※生理日の方は受診できません。検診

前日の接触と洗浄は避けてください。 

乳がん（超音波による検診） 
対象／20歳以上の女性　とき／8月
23日㈫　9時30分～11時、13時～15

時　ところ／保健センター　定員
／午前50人、午後50人　費用／
1,800円　持ち物／バスタオル　申
込み／6月24日㈮から 
 

乳がん（マンモグラフィ検診） 
対象／40歳以上の女性　とき／8月
1日㈪　9時30分～11時、13時～14

時30分　ところ／保健センター　
定員／午前50人、午後50人　費用
／2,800円　持ち物／バスタオル　
申込み／6月24日㈮から 
※マンモグラフィは乳房専用のレントゲ

ン撮影です。撮影の際は、制汗剤やパ

ウダーなどは使用しないでください。 

※妊娠中の方、または妊娠していると思わ

れる方は受診できません。 

※ペースメーカーなど、胸壁や乳房内に人

工物が入っている方は受診できません。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグラフ

ィ検診を重複して受けることはできません。 

 

 

●教室
すくすくファミリー教室
■マタニティクッキングコース 
　妊娠中の食生活について学び、

妊娠中の悩みや子育てについて話

し合える仲間をつくりましょう。 

対象／妊娠中の方で初参加の方　
とき／7月25日㈪　9時30分～12時30
分　ところ／保健センター　内容／
栄養士による講話、調理実習　定員／
20人　費用／実費負担（材料費）　申
込み／受付中 
 

■離乳食コース
　離乳食に関する知識を深め、育児に

ついて話し合える仲間をつくりましょう。 

対象／平成17年2月から4月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方　とき／7
月5日㈫　10時～11時30分　ところ
／保健センター　内容／講話「離乳
食について」～離乳初期から中期を

中心に～離乳食の調理説明、栄養相

談　定員／30組　費用／無料　申
込み／6月27日㈪から（電話予約制） 

■子育てコース
　親子のふれあい遊びを通じて、

仲間づくりをしましょう。 

対象／平成16年7月から10月生まれ
の子とその保護者で初参加の方　

とき／7月5日㈫　13時30分～15時　
ところ／保健センター　内容／親
子のふれあい遊びなど　定員／30
組　申込み／6月28日㈫から（電話
予約制） 

 

■おやつクッキングコース
　親子の触れ合いを通じて、手作

りおやつの大切さを学びましょう。 

対象／就学前で４歳以上の幼児とそ
の保護者　とき／7月26日㈫　9時45
分～12時　ところ／保健センター　
内容／調理実習　定員／15組　費用
／実費負担（材料費）　申込み／6
月30日㈭から（電話予約制） 

 

●予防接種
日本脳炎予防接種のお知らせ 

　厚生労働省より、今年5月30日付

で日本脳炎ワクチン接種の積極的

推奨を差し控える旨の勧告があり、

当市においてもこの勧告に沿って

対応します。 

　例年、広報すずかにおいて日本

脳炎予防接種の勧奨を、また、小

学4年生、中学3年生の保護者向け

に学校を通じて、接種勧奨のお知

らせを配布しておりましたが、当

分の間は積極的勧奨を差し控えさ

せていただきます。 

　ただし、接種を希望される方に

ついては、今回の措置ならびにワ

クチンの効果および副作用を医師

から説明を受け、同意書に署名し

た上で接種を受けることができます。 

※日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスの感染

によっておこる中枢神経の疾患で、人か

ら人への感染はなく、ブタなどの体内で

ウイルスが増殖された後、そのブタを刺し

たコガタアカイエカ（水田などに発生する

蚊の一種）などが人を刺すことによって

感染します。一般的な注意として、戸外

へ出かけるときには、長袖・長ズボンを身

につけるなど、ウイルスを持った蚊に刺さ

れないよう注意しましょう。
 

 

●健康診査
　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行

います。対象の方に個別に通知します。

受診日の変更は健康づくり課へ 

 

健康食材 旬の 

　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

　　　　健康診査健康診査 　　健康診査 
　利江子さん・学杜くん
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
7月14日（木） 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

6月27日（月）～7月8日(金) 
※定員になり次第締切り 

4人程度 相談医　真鈴川　聡　医師（神経内科） 保健センター 

7月22日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

7月22日(金） 
受付10時～11時 

すくすく広場
（育児相談）

ー ー 母子健康手帳 
（育児相談希望者）持参 

保健センター 

健康づくり課　82-2252　 82-4187　kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp  　受付時間　8時30分〜17時
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　　　梅雨の時期は天候に

よる気温や湿度の変化により風邪をひきやすく

なります。また、これからの季節はクーラーに

よっても体調を崩しやすくなります。手洗いや

うがい、クーラーの温度調整などをしっかりと

行い、夏風邪の予防を心掛けましょう。 
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●タマネギ

健康食材 健康食材 旬の 旬の  

 

 

　一年中安定して出回りますが、

鈴鹿での収穫は6月がピークです。

常備野菜の中でも特に薬効に優れ、

目にしみる刺激成分が血液をサラ

サラに変えてくれます。特有の辛

みと、切ったときに目を刺激する成

分は、ねぎ類に共通する硫化アリ

ルです。硫化アリルには血液の凝

固を抑制する働きがあり、生で使

ったときにその効果を最も発揮しま

す。また、動脈硬化や血栓予防に

も効果が得られます。さらに硫化ア

リルは、エネルギー代謝にかかわ

るビタミンＢ１とタマネギの辛み成

分とが結びつくことで、慢性疲労

の回復、筋肉疲労の解消など、さ

まざまな疲れを除き、ビタミンＢ１の

神経鎮静作用はイライラなどスト

レスも解消します。 

 

 ●食中毒に注意 

　食中毒が心配な季節になりま

した。食中毒予防の3原則をし

っかり守りましょう。 

 

○食中毒予防3原則 

１清潔
　外から帰った時、トイレを済ませ

た後、調理の前、生の魚や肉を触

った後などは、せっけんをつけて

手をよく洗いましょう。包丁やまな

板などもこまめに洗いましょう。 

２迅速
　購入した冷凍食品や生鮮食品は、

帰宅後、早く冷蔵庫・冷凍庫に

入れましょう。調理したものは

すぐに食べましょう。 

３殺菌
　まな板、包丁、ふきんなどを

よく消毒しましょう。食品の内

部まで火が通るように、よく加

熱しましょう。 

 

○手洗いの順序 

　食中毒の原因となる細菌やウ

イルスは、手を運び役として食

品に付着するケースがあります。

こうした細菌やウイルスから手

を守るため、手洗いは非常に大

切です。 

 
手を水でぬらしてからせっけんを

つける 　➡　手のひらを洗う　➡

　手の甲を洗う　➡　指の間を洗う

　➡　指の先を洗う　➡　手首を

洗う　➡　流水でよく洗い流す　

➡　清潔なタオルでよく拭く
 

○手洗いの行いにくい部位 

　しっかりと洗ったつもりでも、

汚れや細菌は意外と残っています。

洗い残しやすいところは、手の

甲の親指や指先の部分、手のひ

らでは指先や親指と人さし指の

間の部分です。せっけんをつけ

てから1分くらいよく洗いまし

ょう。 

　　教　室 

　　予防接種 

　　健康診査 
　利江子さん・学杜くん

まな　と

　利江子さん・学杜くん

● 
● 
● 

やや手洗いをし損ないやすい部位 

最も手洗いをし損ないやすい部位 

手 の 甲  手 の ひ ら  
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■ごみの不法投棄から土地を守ろう

廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188 　ha i k i b u t su t a i s a ku@c i t y . s u z uka .m i e . j p  

空き地の維持管理を徹底しましょう 環境館環境館

マスコットキャラクター「クリン」 

　あなたの土地、とくに自宅以外の場所の維持管理は大丈夫ですか？「放っておいたら知
らない間に・・・」ということにならないよう、適正に管理を行いましょう。

ごみ分別

Ｑ Ａ
網戸を張り替えた後の網は？ 

 

＆

Ｑ

A
「もやせないごみ」：網は、プラスチックだけでなく他の素材のものもあります。混同を避けるために、

「もやせないごみ」に統一しています。ごみとして出すときは必ず50cm×50cm程度に切り分けてください。 

 
■空き地の維持管理は草刈が基本です

　梅雨時季になると、草木の成長もますます早くなりますが、空き地の雑草

は伸びていませんか。雑草が生い茂ると、維持管理に支障が出てくるばかり

か、周辺の方に迷惑がかかる場合があります。 

　雑草が伸びるまでに刈り取

れば、比較的楽に処理ができ

ます。自らできない場合は、

業者やシルバー人材センター

などに依頼して、有料で除草

してもらう方法もあります。

空き地を所有している方は、

適正な管理に努めてください。 

ごみの不法投棄の温床になります

害虫や悪臭が発生します

　雑草が生い茂っている場所は、不法投棄が多い傾

向があります。 

　不衛生な環境になり、蚊やムカデなどの害虫や、枯草

などの腐敗による悪臭が発生します。 

火災の危険性が高まります
　特に秋から冬の乾燥する時季には、生い茂った枯

草が燃えやすくなり、火災の危険性が高まります。 

雑草が生い茂ると・・・・ 

定期的に見まわる

ごみを捨てられたらすぐに片付ける

　人が頻繁に訪れる場所は、不法投棄をされにくくなります。 

　ごみを放っておくと、必ず次の不法投棄が発生します。また、投棄されたごみに放火されたと

思われる事例も報告されています。 

進入防止チェーンや防護柵を設置する
　投棄者は、車両を使用して、短時間（数十秒～数分）で投棄を行います。車両が進入

できない場所や、防護柵を設置してある場所は不法投棄が少なくなっています。 

管理のポイント・・・・ 

　過去の統計から、「雑草が伸びている」「ごみが散らかっている」など、適正に

管理されていない土地ほど不法投棄が起こりやすくなっています。荒れた土地を

元の姿に戻すには、大変な労力と費用がかかります。 

　また、ごみを放置しておくと、必ず次の不法投棄を呼び込むため、自身が困るだ

けでなく、周囲の土地の所有者にも迷惑をかけてしまいます。日ごろからのちょっと

した対策と心掛けで、投棄されにくい環境を整え、自らの土地を守りましょう。 

不法投棄禁止

環 境 政 策 課　　82-9014　　82-8188　 k a n k y o s e i s a k u@ c i t y . s u z u k a . m i e . j p  

教育館

5月16日㈪　神戸小学校

5月23日㈪　清和小学校



52005・6・20

環境館

指 　 導 　 課 　 　 82-9028　　　83-7878　　s h i d o @ c i t y . s u z u k a . m i e . j p

すずか夢工房 ～達人に学ぶ～ 教育館教育館

　『達人』・・・豊富な経験と長年の鍛練により、その道の真髄を体得した人。
　ここでは、達人の歩んできた歴史や経験をもとに繰り広げられる出前講座の内容と、
受講した子どもたちの「気付き」や「夢の広がり」などを記した感想を紹介します。

　すずか夢工房～達人に学ぶ～は、学術・芸術・文化・

スポーツの専門家など、その道一筋に歩んでこられた方々

を小・中学校の出前講座の講師に招き、「夢と希望」

を持ち続けることのすばらしさや「達人の生き方」など

を、子どもたちが気付き、学び、考えることを目的にし

た授業で、今年度から新たに始まりました。 

　現在、19人の方に登録いただいており、各学校

からの要請を受けて派遣される達人たちが、これま

で歩んできた歴史や経験をもとに、子どもたちの心

に残る講義を展開します。 

●出前講座紹介

5月16日㈪　神戸小学校

5月23日㈪　清和小学校

5月16日㈪　神戸小学校

5月23日㈪　清和小学校

産　婦　人　科　医　師

二井　栄さん

プロレーシングドライバー

福山   英朗さん

　1978年のデビュー以来、

27年間現役で活躍するプロレ

ーサー 

　産婦人科医師で自ら経営す

る産婦人科医院院長、現三重

県産婦人科医会会長 

【講演要旨】
　産婦人科医の仕事は、入院中に唯一「おめでとう」と

言える仕事。何十万個の卵の中の運命的な1個、それが君

たちであり、おなかの中にいるときはへその緒で母親と

つながり、40週間もの間過ごしてきた。そして母親は一

つの命を誕生させるために必死でお産をする。この世に

命を授かることは本当にすばらしいことであり、わたし

は何千人とりあげても、一つの命が生まれるたびに、い

つも違う感動を覚える。命の誕生は神秘的で尊いもの。

自分はもちろん他人の命を大切にすことについて改めて

考えてほしい。 

【講演要旨】 
　レーシングドライバーになることに憧れて、小学校の卒業文集

に「レーサーになりたい」と書いた。その思いは中学・高校時代

も変わらず、大人になっても鈴鹿サーキットで走るために、働き

ながら一生懸命にレースに打ち込んできた。好きなことに一直線

に歩むことでやっと見つけた「生きる意味」すなわち「うれしいこ

と・悲しいこと・つらいことを乗り越え、人の役に立つことを仕事

としてがんばること」。どのようなつらいことにも耐えられるものが

「夢」である。そんな気持ちで「あと10年」夢を持って進んでいく。 

「あなたは望まれて生まれてきたのよ」

の言葉があったかい

 
神戸小学校６年 浦山創作くん

　家に帰ってお母さん

に僕が生まれたときの

話を聞いてみました。

僕がおなかにできた時、お母さんは

泣いて喜んだそうです。家族もおじい

ちゃんもおばあちゃんも喜んだそうです。

いつもお母さんは「あなたは望まれて、

望まれて生まれてきたのよ」と言っ

てくれます。僕はその言葉を聞いて

とてもあったかい気持ちになれます。

お父さんもお母さんも僕がそこにい

るだけでうれしいと言います。だか

ら命は大事だなと思いました。 

どんな苦労にも耐えられる

「夢」を持 ち た い

 
清和小学校６年 佐野万莉さん

　小学校の卒業文集に

「レーサーになりた

い」と書いた福山さん。

友人のレーサーを亡くすなど、苦労

に耐えながらその道を歩み続けたのは、

すごいな。わたしは福山さんの「夢」

は楽しいことばかりでなく、つらい

こともたくさんあること、人の役に

立つのが仕事ということ聞いて、ど

んな苦労にも耐えられるわたしの

「夢」を持ち、わたしの幸せを見つ

けたいと思うようになりました。 

ま り  
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　11月13日㈰、(仮称)大黒屋光太夫記念館が開館する
予定です。ここでは、同館の収蔵資料を紹介します。

　平成16年度下半期(16年10月～17年3月)の水道事業

の業務状況をお知らせします。 

■事業の概況
　　給水戸数は、3月31日現在7万4,011戸です。 

　　また、総配水量は1,330万3,722㎥、一日平均配水量

は7万3,097㎥で、昨年同時期に比べると1.57％増加し

ています。 

■主な事業
○開発工事に伴う配水管布設工事など
　48件　2億4,349万円 

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など
　13件　4億1,741万円 

○上水道水源更生工事および関連施設改良工事など
　７件　　 8,228万円 

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など
　44件　2億2,073万円 
【予算の執行状況(単位：千円)】

故郷と光太夫のつながり

平成16年度下半期水道事業の業務状況      水道総務課　 68-1674　 68-1688　 suidosomu@city.suzuka.mie.jp

 

 

　　　　　お知らせ 

 
鈴鹿市自治会連合会総会が

行われました 
地域課　 82-8695　 82-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　5月19日㈭、鈴鹿市自治会連合

会の総会が文化会館けやきホール

で行われ、事業計画などの各議案

が承認されました。また、次の方々

が役員として承認されました。 

■平成17年度鈴鹿市自治会連合会
役員の主な方々
会　長　池田町自治会　北川保さん 
副会長兼会計　住吉町西住吉自治会
清野圭一さん 

副会長　石薬師町中町自治会　
阪倉忠さん、十宮町自治会　豊

田信　さん、三宅町西谷自治会

分部力さん、白子新生町二丁目

自治会　北川正敏さん 

監　事　八野町自治会　岸勝驥さん、
五祝町中島自治会　渥美力さん、

高岡町自治会　林與左衞門さん 

 

第5次総合計画｢基本構想｣
素案への意見を募集します
企画課　 82-9038　 82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　市では、第5次総合計画の策定

を進めています。 

　これまで、公募市民と職員による

総合計画策定プロジェクトチームが

まとめた｢将来都市像｣｢政策の柱｣

の素案に対して、市民の皆さまから

広くご意見をいただいてきました。 

　今回、これらのご意見をもとに、総合

計画の基本構想案をまとめましたので、

広く市民の皆さんにご意見を求めます。 

　寄せられたご意見は、個人が特

定できないように類型化してまとめ、

回答とともに市ホームページなどを

通じ8月上旬ごろに公表します。 

※個別には回答いたしません。 

募集期間　7月6日㈬～20日㈬ 
閲覧場所　企画課、市政情報課、地区市
民センター、公民館、市ホームページ 

意見提出方法　直接、または郵便、フ
ァクス、電子メールで、企画課、地

区市民センター、公民館へ 

 
海開き・山開きを行います
商業観光課　 82-9020　 82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

■海開き式(鼓ヶ浦・千代崎海水浴場)
と　き　6月29日㈬　10時30分から 
ところ　鼓ヶ浦海水浴場 
※海水浴期間は6月29日(水)～8月21日(日) 

■山開き式(鈴鹿山渓)
と　き　7月1日㈮　10時から 
ところ　小岐須渓谷山の家 
 
家屋調査にご協力を

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

　新築や増築された住宅や物置な

どの建物を対象に、固定資産税の

課税のための家屋調査を行います。 

　内容は資産税課職員が訪問し、

完成した建物の屋根、外壁、各部屋

の間取り、内装の資材、設備の状況

調査などです。これをもとに、来年4

月までに固定資産税の税額を算出

しますのでご協力をお願いします。 

　また、建物を取り壊したとき

や建物の所有者名義を変更する

ときは届出が必要です。 

■建物を取り壊したとき
必要書類　滅失家屋申告書 
提出先　資産税課、地区市民センター 
■建物の所有者名義を変更するとき 
必要書類　名義人変更届(相続に
よる変更の場合は、相続関係が

わかる書類(戸籍など)、遺産分

割協議書、印鑑登録証明書など

が必要。相続以外(売買など)に

よる変更の場合は、旧所有者の

印鑑登録証明書が必要です) 

提出先　資産税課 
※申告書は市のホームページ(　 http:// 

　www.city.suzuka.mie.jp/gyosei/shinsei/ 

　youshiki/index.html)からも入手できます。 

 
国保脳ドック受診者を募集します
保険年金課　 82-7605　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成17年4月1日現在で、
40歳以上70歳未満(昭和10年4月

3日から昭和40年4月2日生まれ)

の方で鈴鹿市国民健康保険に

加入されている方のうち、過

去1年間国保税の滞納がない方 

※16年度受診者は応募できません。 

と　き　8月1日㈪～平成18年4月
30日㈰

ところ　鈴鹿回生病院、鈴鹿中
央総合病院、塩川病院 

内　容　磁気共鳴コンピュータ断層

病害虫まん延防止にご協力を

児童手当を受けていますか

人権・平和へのメッセージを
募集します

海開き・山開きを行います

お知らせお知らせ お知らせ 

区 分
予算現額
執 行 額
（下半期執行額）

収益的収入
4,105,000 

4,198,228 

(2,096,589)

収益的支出
3,965,000 

3,780,549 

(2,022,855)

資本的収入
1,268,853 

855,842 

(776,604)

資本的支出
3,781,321 

2,869,670 

(1,626,261)
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　11月13日㈰、(仮称)大黒屋光太夫記念館が開館する
予定です。ここでは、同館の収蔵資料を紹介します。
　11月13日㈰、(仮称)大黒屋光太夫記念館が開館する
予定です。ここでは、同館の収蔵資料を紹介します。

　文化課　　82-9031　　82-9071

　bunka@city.suzuka.mie.jp

第3回　『光太夫のロシア文字による墨書』

故郷と光太夫のつながり故郷と光太夫のつながり
　今回は、光太夫が書いたロシア文字の墨書をご紹介します。 

　光太夫は、墨と筆でロシアの文字を書き残しています。

ロシアの文字が珍しかった当時の人々に頼まれて書いた

ものだと思われますが、全国に30点余りが散らばって確

認されています。ところが、それらを調査したところ、その

うち約20点は、もともと白子・若松周辺の旧家に所蔵され

ていたことが判明しました。現存する墨書の多くが、光太

夫が暮らしていた江戸から遠く離れた故郷に残されてい

たことになるのです。さらに、光太夫は52歳のときに一時

故郷に帰ってきますが、これら墨書は、60歳代以降に作

成されたものばかりで、その時に郷土に残されたものでは

ありません。つまり、光太夫が江戸から故郷へ書き送った

と考えるのが自然であり、光太夫は故郷の人 と々最晩年

までつながりを保ち続けていたと考えられます。実は、こ

の光太夫の墨書は、よくわかっていない江戸の光太夫と

故郷・鈴鹿の人 と々の交流を暗示するものなのです。 

　鈴鹿市では光太夫の墨書を4点所蔵し、3点の

寄託を受けています。 

平成16年度下半期水道事業の業務状況

鈴鹿市自治会連合会総会が
行われました

第5次総合計画｢基本構想｣
素案への意見を募集します

海開き・山開きを行います

家屋調査にご協力を

国保脳ドック受診者を募集します

撮影装置による検査(MRI)、磁気共

鳴血管撮影(MRA)を含む脳ドック 

※体内に金属類(心臓ペースメーカー

など)がある場合や閉所恐怖症の方

は受診できない場合があります。 

定　員　150人(応募者多数の場
合は抽選) 

受診補助額　2万4,000円 
自己負担額　6,000円～1万4,850円 
申込み　6月20日㈪から7月13日㈬
17時(必着)までに、直接または、は

がき(一人一枚)に、｢脳ドック受診

希望｣、保険証の記号番号、郵便

番号、住所、氏名(ふりがな)、生年

月日、性別、電話番号を記入の上、

〒513-8701　保険年金課へ 

※電話での申込みはできません。 

※受診者には、7月28日(木)に受診

券などの書類一式を発送します。 

 
病害虫まん延防止にご協力を病害虫まん延防止にご協力を
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　南西諸島(沖縄・奄美諸島など)や

小笠原諸島には、独特の生態系を持

つ病害虫が生息しており、これらの

地方植物(サツマイモ・ヒルガオなど)

の中には、本土への持込みが法律で

禁止・制限されているものがあります。

もし無断で持ち込むと、病害虫がまん

延し農作物に大きな被害を与えるこ

とになります。まん延した病害虫を完

全に防除するには多くの費用と労力

が必要になりますのでご理解とご協

力をお願いします。詳しくは、名古屋

植物防除所(　 052-651-0114)へ 

 
児童手当を受けていますか児童手当を受けていますか
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童手当は、小学校第3学年修了

前の児童を養育している方で、所得

が一定額未満の場合に受けられます。 

○手当額(1人当たり月額)
第1子・第2子　5,000円 
第3子以降　1万円 
○手続き
　児童手当を受けるには、届出が

必要です。子育て支援課または地

区市民センターで受け付けています。

児童手当の支給は届出のあった月

の翌月分からです。手続きが遅れる

と、受けられる月分の手当が受けら

れなくなりますのでご注意ください。 

■現況届の手続きをお忘れなく
　現在児童手当を受給されている方は、

現況届の提出が必要です。対象者へ

郵送していますので、子育て支援課ま

たは地区市民センターへ提出してください。

この届出をしないと6月以降の手当の

支給が停止されますのでご注意ください。 

 
人権・平和へのメッセージを平和へのメッセージを

募集します
人権政策課　 82-9011　 82-8188

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　いのち・愛・平和の大切さや

尊重について、あなたの思いを

言葉にしてみませんか。 

対　象　市内に在住・通勤・通
学している方 

規　定　20字以内で未発表のも
の(一人何点でも応募できます) 

申込み　9月5日㈪までに、はがき、ファ
クス、電子メールで住所、氏名、年齢、

連絡先(電話番号・電子メールアド

レスなど)を記入の上、人権政策課へ 

※作品の著作権は鈴鹿市に帰属し、作

品は返却しません。 

※作品は白子駅前啓

発塔への掲示、印刷

物・啓発物品への掲

載、展示、啓発活動

などに活用します。 

イロハ4 8文字と数
字（文政５年（1822）・
光太夫72歳）
▼

「メイゲツヤ　タタミ
ノウエニ　マツノカゲ」
日本の言葉をロシア
文字で認めたものが
多い

海開き・山開きを行います

お知らせ 
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外国語版の広報

 

 

○お知らせ

 
広報すずか

夏休み親子リポーターを募集します
秘書広報課　 82-9036　 84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp 

対　象　小学6年生とその保護者
で次の条件を満たす方 

○参加者説明会に参加できる方 

○取材するイベントのいずれか

に参加できる方 

内　容　7月26日㈫、30日㈯、31
日㈰に市内で行われる3つのイ

ベントのいずれかを取材し、広

報すずか9月5日号に掲載します。 

定　員　6組(応募多数の場合は抽選) 
申込み　7月4日㈪(必着)までに、はが
き、ファクス、電子メールで、｢親子リポ

ーター応募｣と記入し、住所、氏名(子

と保護者)、電話番号を記入の上、

〒513-8701　秘書広報課へ 

※後日、抽選結果をお知らせします。 

【参加者説明会】
と　き　7月18日(月・祝)　11時～12時 
ところ　市役所本館2階　第3・
第4委員会室 

 
石垣池公園市民プールをオープンします
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月1日㈮～8月31日㈬　

9時～17時 

※7月25日(月)～29日(金)の午前中､8月7日

(日)、28日(日)と雨天時は使用できません。 

使用料　高校生以上200円、小・
中学生100円 

※いずれも2時間以内の料金で、以

後1時間ごとに高校生以上100円、

小・中学生50円を加算します。 

※小学生以下は保護者同伴 

※飲食物の持ち込みは禁止です。 

※詳しくは、石垣池公園運動施設管

理室(　 83-9010)へ 

 
平成17年度北勢市場友の会

会員を募集します
北勢公設地方卸売市場　 47-8111　 47-8116

gyoumuka@hokusei-shijou.jp

　一般の方々に市場を理解していた

だくため｢友の会｣会員を募集します。 

応募資格　鈴鹿市、桑名市、四日
市市に在住の20歳以上の方 

内　容　市場見学、生産地見学など 
定　員　80人(前年度会員の応募
も可能ですが、新規応募者を

優先し、応募多数の場合は抽選) 

申込み　7月4日㈪から22日㈮まで
に、往復はがきに、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号と｢北

勢市場友の会｣と記入の上、〒

510-0874　四日市市河原田町

字伊倉712　北勢公設地方卸売

市場管理事務所業務課｢北勢市

場友の会｣係へ 

ハピールーム(病児保育室)を
休業します

子育て支援課　 82-7661　 82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

休業日　7月19日㈫、20日㈬、8月13
日㈯～15日㈪、9月20日㈫、21日㈬ 

※詳しくは、直接ハピールーム(南

江島町8-10　白子クリニック　小

児科隣　 88-7717　 88-7718)へ 

 

第14回鈴鹿市文芸賞の
作品を募集します

(財)鈴鹿市文化振興事業団　 84-7000　 84-7755
　 http://www.s-bunka.net/

対　象　市内に在住･在勤･在学し
ている方か、市内の文化団体または

市内での発刊誌に所属している方 

※ジュニアの部は中学生以下です。 

規　定
【各部門共通】
○自作未発表のものに限ります。 

○前回までに最優秀賞に入賞した

作品部門での応募はできません。 

○400字詰原稿用紙(縦書き)か、ワープロ

(無罫、縦書き、400字換算枚数を明記) 

○作品の表紙は本文とは別とし、

作品部門、タイトル、タイトルの

ふりがな、住所、氏名(ペンネー

ムの場合は本名を併記)、ふりがな、

性別、年齢、職業(会社名、学校

名)、電話番号を記入してください。

(市外の方は、勤務先、所属団

体名、発刊誌名などを明記) 

夏休み体験企画 描いてビックリ
大黒屋光太夫のふね

少年相撲大会

第8回図書館を使った｢調べる｣
学習賞コンクール入賞作品展

社会を明るくする運動結団式と街頭啓発活動

資　格　市内在住・在勤・在学(高校生以上)の方 
搬入日　10月9日㈰、10日㈪　10時～16時30分 
※作品受付後、預かり証を受領してください。 

搬入場所　文化会館 
出品料　無料 
出品規定　出品作品は自作未発表のもので、点数は部門別に一人
2点以内です。また、出品作品には所定の作品貼付証をはってください。 

※出品作品の部門は、出品者の意向を尊重します。 

作品規定　いずれの作品もガラス付額縁は禁止です。また、
日本画・洋画・美術工芸の額装作品は、額装をしっかりとし、

つり金具を付けてください。額装が不安定な作品やつり金具

のない作品は展示しないこともあります。 

○日本画　10号以上60号以内で額縁(アクリル付額縁不可)を付ける 
○洋　画　20号以上80号以内で額縁を付ける。ポスターなど
はパネル張り。水彩画・版画はアクリル付額縁も可 

○彫　刻　手動可能なもので2㎥以内 
※著しく破損しやすい作品は不可 

○美術工芸　立体は50cm四方立方以内。壁面型はF50号
以内で額縁(アクリル付額縁可)を付ける 

○写　真　黒白・カラーとも半切以上全紙までで、パネ
ルの規格は木製73cm×53cm以内。組写真もパネル

の規格と同じ。写真は、つり金具や額装は不可 

○書　道　額装または枠張りで仕上がり寸法は12平方尺
以内、軸装は縦197cm以内、横91cm以内。作品はす

べて表装し、楷書以外は所定の様式(はがき大)の釈

文を付ける。アクリル付額縁は不可、ただし篆刻は可 

第3 8回市美術展開催期間
と　き　11月2日㈬～6日㈰　10時～17時(6日は16時まで) 
ところ　文化会館 
入場料　無料 

てん こく 

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 

市美術展作品を募集します市美術展作品を募集します　(財)鈴鹿市文化振興事業団　 84-7000　 84-7755　 http://www.s-bunka.net/
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　10時15分、13時15分（土曜日は12時30
分）、17時15分、21時15分からの各15分 
○6月21日㈫〜30日㈭
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 
○7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 
○7月11日㈪〜20日㈬
『ふるさとの心』･･･市内に伝わる
民話を簡易アニメーションで放送 

の 6 月 納 税 
市・県民税　全期・1期

【納期限は6月30日㈭です】
※納税は、便利な口座振替で 

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　82-9040　　82-2214
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

秘書広報課　　82-7601　 84-2561
hishokoho@city.suzuka.mie.jp

外国語版の広報
　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。

鈴鹿市には、たくさんの外国人が住んでいますが、

｢広報すずか｣の外国語版は発行されているので

すか。各母国語というわけにはいかないと思いますが、

2カ国語くらい作ったらいかがでしょうか。 

 

○お知らせ

広報すずか
夏休み親子リポーターを募集します

石垣池公園市民プールをオープンします

平成17年度北勢市場友の会
会員を募集します

ハピールーム(病児保育室)を
休業します

第14回鈴鹿市文芸賞の
作品を募集します

【散文の部】
　小説、児童文学、評論、エッセイ、ノンフィ

クション、伝記、戯曲、自分史、紀行のい

ずれかで、原稿用紙で本文30～50枚 

【短詩型文学の部】
　詩・漢詩、短歌、俳句、川柳の

いずれかで、それぞれ詩2編、漢詩2編、

短歌15首、俳句15句、川柳15句 

【ジュニアの部】
　散文の部・短詩型文学の部に

準ずるジャンルで、散文(作文、

創作童話など)は原稿用紙で本文

30枚以内、短詩型文学は詩1編、

短歌3首、俳句・川柳3句 

申込み　11月11日㈮(持参の場合
は必着。郵送の場合は当日消印

有効)までに、〒513-0802　飯野

寺家町810　㈶鈴鹿市文化振興

事業団｢鈴鹿市文芸賞｣係へ 

※作品は返却しません。 

※入賞作品の版権・著作権は主催者

に帰属します。 

発　表　平成18年2月中旬 
 

 

○催し物

 
夏休み体験企画 描いてビックリ
大黒屋光太夫のふね
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学校5、6年生 

と　き　7月26日㈫　9時～16時 
ところ　市立体育館 
内　容　ロシアに流された大黒屋光
太夫が乗っていた船の実物大の絵

を描いて大きさを実感します。 

定　員　25人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　7月4日㈪から8日㈮(8時30
分～17時)までに電話で文化課へ 

※持ち物は後日連絡します。 

 
少年相撲大会

スポーツ課　 82-9029　 82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学4年生以上の男女 
と　き　7月10日㈰ 
ところ　武道館相撲場 
内　容　個人戦(学年別)、団体戦(4
年、5年、6年生各1人(計3人)で、

低学年は、高学年の代わりに出場可) 

※個人戦・団体戦を兼ねて出場可 

参加料　無料 
申込み　7月5日㈫までにスポーツ課へ 
 
第8回図書館を使った回図書館を使った｢調べる調べる｣
学習賞学習賞コンクール入賞作品展入賞作品展
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月1日㈮～7月10日㈰　
9時～19時(土・日曜日は9時～

17時まで。4日㈪は休館) 

ところ　図書館1階閲覧室 

社会を明るくする運動結団式と街頭啓発活動社会を明るくする運動結団式と街頭啓発活動
生活支援課　 82-9012　 82-7607

seikatsushien@city. suzuka.mie.jp

　7月は、社会を明るくする運動強化

月間です。この運動は、すべての国民

が犯罪の防止と犯罪を犯した人たちの

更生について理解を深め、それぞれの

立場で力を合わせて犯罪のない明る

い社会を築こうとする全国的な運動です。 

と　き　7月3日㈰　13時から 
ところ　旭が丘小学校体育館 
内　容　ビデオ｢いっしょに歩いていこう｣
の上映、小学生のミニバスケットボール交流試合 

※市内ショッピングセンター(3カ所)でも街頭啓発活動を行います。 

 

　外国語版広報紙につきましては、現在のところ、

鈴鹿市の外国人登録者の半数以上を占めるブラ

ジル国籍在住者を対象に、ポルトガル語版のみを㈶鈴

鹿国際交流協会で発行しています。スペイン語版の発

行については、今後、同協会と検討していきます。 

　ポルトガル語版広報紙は、毎月1日に｢マンスリーす

ずか｣として発行し、ひらがなルビ付きの｢外国人のた

めのやさしい広報すずか｣とともに配布しています。 

　配布先は、市役所、文化会館、保健センター、図

書館、体育館、㈶鈴鹿国際交流協会、在住外国人

支援団体、ブラジル料理レストラン・店舗、ブラジ

ル人学校、市内大型ショッピングセンターですが、

外国人が多数在住している一部の自治会では、広

報すずかの配布に合わせて自宅へ配布していただ

いています。 

　もし、自治会での配布を希望される場合は、秘書広報

課、または最寄りの地区市民センターにご連絡ください。 

お知らせ 

催し物催し物 催し物 

市美術展作品を募集します
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71-1476

72-2285 72-2250

87-6006 88-0622

82-0347

 

 

○催し物

 
毒物劇物取扱者試験毒物劇物取扱者試験
予防課　 82-9159　 83-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月28日㈰　13時～15時 
ところ　三重大学 
申込み　6月27日㈪から7月1日㈮
(8時30分～17時)までに、各県民

局保健福祉部へ(申込書は、6月

13日㈪から7月1日㈮まで各県民

局保健福祉部で配布しています) 

※詳しくは、北勢県民局鈴鹿保健福

祉部保健衛生室(　 82-8674)へ 

 

 

○講座・教室

 
親子水泳教室親子水泳教室

スポーツ課　 82-9029　 82-9071 
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成17年4月1日現在で、
5歳児から小学校6年生までの

子どもとその保護者 

と　き　7月25日㈪～29日㈮の5
日間　8時30分～12時 

ところ   石垣池公園市民プール 
定　員　親子200人(先着順) 
参加料　1組4,000円(親1人と子
ども1人分) 

※1人増えるごとに2,000円追加 

申込み　7月1日㈮19時～20時30
分までに、印鑑と参加料をお持

ちの上、直接、市役所分館第2(教

育委員会)3階第2会議室へ 

 
夏休み親子水道教室夏休み親子水道教室

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

対　象　市内に在住の小学4年生
の児童とその保護者 

と　き　7月28日㈭　9時～14時 
内　容　水道施設の見学など(水
道局に集合し、バスで市内を移動) 

※昼食、飲み物はご用意ください。 

定　員　50人(25組を予定) 
※応募多数の場合は抽選 

参加料　無料 

申込み　7月5日㈫(必着)までに、往
復はがきの往信裏面に住所、氏名

(子と保護者)、児童の通学校名、

電話番号を記入し、返信表面に申

込者の郵便番号、住所、氏名を記

入の上、〒510-0253　寺家町1170

水道局｢夏休み親子水道教室｣係へ 

※応募は一組一枚に限ります。 

 
甲種・乙種防火管理者甲種・乙種防火管理者
資格取得講習会資格取得講習会

予防課　  82-9160　 83-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　劇場、集会所、店舗など、多く

の人が勤務、出入りする建物には、

防火管理者をおかなければなりま

せん。この資格を取得しようとする

方のために、講習会を行います。 

と　き
○甲種　7月26日㈫、27日㈬の2
日間　9時～16時30分 

○乙種　7月26日㈫　9時～16時
30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
定　員　甲種100人、乙種50人 
※定員になり次第締切り 

受講料　4,000円(テキスト代) 
申込み　7月1日㈮から15日㈮まで
に、所定の申込書で、裏面に氏

名を記入し、上半身写真(パスポ

ート・免許証サイズどちらでも可

1枚)を貼付の上、予防課へ　 

 
鈴鹿地域職業訓練センター鈴鹿地域職業訓練センター

7月の講座月の講座
産業政策課　  82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○アーク溶接・技能講習
　7月6日㈬～8日㈮の3日間 

○Word・Exel中級
　7月11日～25日の月･水･金の夜間6回 

○臨時フォークリフト講習
　7月5日㈫～9日㈯

※申込みなど詳しくは、鈴鹿地域職

業訓練センター(　 87-1900)へ 

 
パソコン講座パソコン講座

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

申込み・問合せ　6月28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
　7月2日㈯・3日㈰ 

　7月12日㈫・14日㈭ 

○基礎講習2
　7月23日㈯・24日㈰ 

○ワープロ(ワード2003)
　7月5日㈫・7日㈭ 

　7月26日㈫・28日㈭ 

○表計算(エクセル2003)
　7月13日㈬・15日㈮ 

○表計算応用(エクセル2003)
　7月9日㈯・10日㈰ 

　7月20日㈬・21日㈭ 

○応用(ワード、エクセル2003)
　7月6日㈬・8日㈮ 

　7月16日㈯・17日㈰ 

■午後の部：13時30分から
○基礎講習1
　7月23日㈯・24日㈰ 

○基礎講習2
　7月2日㈯・3日㈰ 

　7月12日㈫・14日㈭ 

○ワープロ(ワード2003)
　7月13日㈬・15日㈮ 

○表計算(エクセル2003)
　7月5日㈫・7日㈭ 

○ワープロ応用(ワード2003)
　7月6日㈬・8日㈮ 

　7月16日㈯・17日㈰ 

　7月27日㈬・29日㈮ 

○ブログ体験
　7月9日㈯・10日㈰ 

　7月20日㈬・21日㈭ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人(先着順) 
受講料　3,000円(テキスト代として、
基礎1と基礎2は兼用で1,000円、

ワープロと表計算はいずれも800円、

ワープロ応用と表計算応用は

いずれも1,050円、応用(ワード、

エクセル)は1,300円、ブログは

500円が別途必要) 

 

 

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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●西部体育館 71-1476

112005・6・20

※施設に応じた使用料金が必要です。利用者が多い場合、使用できないことがあります。
※一般公開日の種目は、だれでも自由に先着順で利用できます。
※利用できる時間帯は、午前・午後・夜間の３区分に分かれており、利用料は各時間帯ごとに高校生以上は200円、中学生以下は100円です（用具貸出は有料）。
※武道館の道場は、履物（靴・スリッパなど）を履いて入場することはできません。
※道場ごとに利用できる時間帯が異なります。詳しい使用内容は武道館便り、または鈴鹿市ホームページの施設カレンダーをご覧ください。

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士、公証人、司法書士、行政書士、税理士相談が予約制）です。※相談日が祝日に当たる場合は、休みになります。
◎総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法書士、 行政書士（外国人相談）、  土地家屋調査士、税理士による相談です。巡回相談は、行政相談委員、公証人による相談です。

相
　
談 

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

ス
ポ
ー
ツ 

図
書
館 

●県営スポーツガーデン 庭球場 72-2285
7月の休業日　4日㈪、11日㈪、19日㈫ ※一般公開・部分開放の中止予定日は、直接お問い合わせください。

※大会などの都合で変更になる場合があります。

月曜日、19日㈫、31日㈰
2日、10日、16日　14時30分〜15時、23日　10時30分〜11時　図書館1階親子コーナー

水泳場 72-2250 http://www.garden.suzuka.mie.jp

7月の休業日　4日㈪・11日㈪・19日㈫・20㈬・25日㈪
●市立体育館 87-6006

●移動図書館

●武道館 88-0622 1
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一般公開日 

7月

7月

●休館日
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）

82-0347

毒物劇物取扱者試験

親子水泳教室

夏休み親子水道教室

甲種・乙種防火管理者
資格取得講習会

鈴鹿地域職業訓練センター
7月の講座

パソコン講座

農協原出張所
南畑公民館
鈴峰公民館
椿公民館

農協一ノ宮支店
箕田公民館
長太公民館

久間田公民館
石薬師公民館
自由ヶ丘公園

住吉公民館
井田川公民館
国府公民館

天名公民館
合川公民館
牧田公民館

高岡山中央公園
ベルシティ
鈴鹿ハンター

農協栄支店

旭が丘公民館

江島六丁目集会所

10：30〜11：30

13：30〜14：30

15：00〜16：00

庄野公民館
深伊沢公民館
加佐登農村
　町民センター

岸岡町ひばり会館
郡山公民館
磯山団地市営住宅前

磯山二丁目
浜田商店北側広場

市立体育館

白子消防分団車庫前

若松地区
　市民センター

稲生公民館

伝統産業会館

10：30〜11：00
11：30〜12：00
13：30〜14：30
15：00〜16：00

10：30〜11：30
13：30〜14：30
15：00〜16：00

10：30〜11：30
13：30〜14：30
15：00〜16：00

10：30〜11：30
13：30〜14：30
15：00〜16：00

10：30〜11：30
13：30〜14：30
15：00〜16：00

10：30〜11：30
13：30〜14：30
15：00〜16：00 10：30〜11：30

13：30〜14：30

15：00〜16：00

10：30〜11：30
13：30〜14：30
15：00〜16：00

10：30〜11：30

13：30〜14：30

15：00〜16：00

10：30〜11：30

13：30〜14：30

15：00〜16：00

市民対話課

男女共同参画課
電話相談専用

人権政策課

教育研究所・青少年課

子育て支援課

子育て支援センター
保険年金課

鈴鹿保健福祉部
建築指導課

　
82-9004　 82-2214

81-3113　 81-3119
81-3118

82-9011　 82-8188

83-7830　 83-7867

83-7880

82-7661　 82-7607

72-3338　 72-3303
82-9401　 82-7660
78-1456
82-8673　 82-7958
82-9048　 82-7615

一般相談
◎法律相談
◎クレジット・サラ金相談
◎交通事故相談
◎総合相談

巡回相談

◎女性のための弁護士相談

女性のための電話面接相談
人権相談
教育相談
希望の電話
児童の教育・福祉相談
結婚相談
婦人相談
家庭児童相談
電話育児相談
社会保険事務所出張相談
高齢者職業相談
◎こころの健康相談
◎建築士による住まいの相談

月〜金曜日
1・8・15・22日

5日
4・11・25日

15日

7日

6日
20日

8・22日
14日

月〜金曜日

28日
月・木曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

13・27日
月〜金曜日

13日
毎月第３木曜日

市民対話課
（※15日の法律相談は男女共同参画センター）

男女共同参画センター　〔ジェフリーすずか〕

白子地区市民センター

男女共同参画センター　〔ジェフリーすずか〕

天名公民館

教育研究所・青少年課

社会福祉センター
市役所分館第1　2階

子育て支援課

子育て支援センター〔りんりん〕
鈴鹿商工会議所
アイリスSCパートサテライト
鈴鹿保健所１階　地域交流室
市役所別館第３　１階会議室

9：00〜16：30
10：00〜15：00
13：00〜16：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜12：00
13：00〜15：00
13：00〜16：30
10：00〜15：00
10：00〜16：00
10：00〜15：00

9：00〜16：00
9：00〜17：00
9：00〜15：00

10：00〜15：00
9：00〜16：00
9：00〜16：00
9：30〜16：30

10：00〜14：45
10：00〜17：00
13：30〜（予約制）

9：00〜16：00

第 1 道 場

柔 　 道

合 気 道

日 本 拳 法

日 本 心 拳

ヨガ・体操など

第2・3道場
剣 道
な ぎ な た
杖道・居合
少林寺拳法
空 手 道
ヨガ・体操など

第 4 道 場

弓 　 　 道

第 5 道 場

相 　 　 撲

バレーボール

バトミントン

卓　　　　球

インディアカ・ソフトバレー

7・12日

13：00〜17：00

9：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜12：00

9：00〜17：00
15：00〜21：00

18：00〜21：00

18：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜17：00
9：00〜21：00

9：00〜12：00
18：00〜21：00

15：00〜21：00

15：00〜21：00

15：00〜17：00

15：00〜17：00

13日
26日
27日

29日

1・15日
5・14日
6日
8・29日
28日

1・15・23日
2・7・9日
8日
14・22・28日
17・24日

3・31日
5・6・12・13・27・30日
21・26日

バレーボール

バトミントン

卓　　　　球
1・5〜8・12〜15・20〜23・26〜30日

13：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜21：00

13：00〜21：00

13：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜12：00

9：00〜17：00

9：00〜17：00

9：00〜17：00

18：00〜21：00

9日
16日
18・24・31日

1・8・15・22・23・30日
9日
24日
29日
31日

1・5〜8・12〜15・20〜23・26〜30日
9日
16日
18・24・31日
5〜7・12〜14・21日
18日

20日バスケットボール

26〜28日
18：00〜21：00

3・6〜8・13・14・17・18・28・
30・31日

26日 13：00〜21：00

　9：00〜17：00

2・9・10・16・27日 13：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜17：00

13：00〜21：00

　9：00〜21：00

　9：00〜21：00

　18：00〜21：00
　9：00〜12：00

　9：00〜17：00

　9：00〜17：00

　9：00〜17：00

1・5〜8・12〜15・21・22・26
〜29日

2・9・16・23・30日

3・17・18・24・31日

10日

1・2・6・8・9・15〜18・22〜24・
29〜31日

3日

1・5・8・12・15・26・29日

2・6・13・22・27日

3・7・14・17・18・21・24・28日

9・10・16・23・30日

1・5・12・15・29日 　9：00〜21：00

　9：00〜21：005・7・12〜14・21・26〜28日

催し物 

講座・教室 



広報すずか　2005年6月20日号 
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　梅雨の真っ只中、ジメジメと蒸し暑く、

湿気の多い季節ですが、皆さん気分は滅

入っていませんか？しかし、こんな季節だ

からこそ、アジサイやハナショウブなど、こ

の季節特有の花を観賞し、心にゆとりを

持ちたいですね。また、この時期は一日

中部屋を閉めきっておくことが多く、風通

しが悪くなるため、カビやダニが発生しやす

くなる時期でもあります。こまめに換気をし、

１匹でも多く撃退したいと思います。 

　もう間もなく、市内でも海開き・山開き

が行われ、夏が到来します。くれぐれもレ

ジャーの際には事故に気をつけて、目い

っぱい楽しんでください。（正） 

〒513－0801　　鈴鹿市神戸四丁目4番40号 

●定　員／150人 82-0537 82-0537

kambeho i k u sho@c i t y . s u z uka .m i e . j p

神戸保育所神戸保育所 神戸保育所 

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。 
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　当保育所は市役所の近くにあり、中央道路からも近く、交通の便が良

いため、市内全域からの利用があります。周辺には、消防署、図書館、

文化会館、市民会館などの公共施設、病院や商店などがたくさんありま

す。また、公園や四季の道などの緑豊かな環境にも恵まれています。 

　これらの環境を生かして、子どもたちが外へ出かける機会をたくさん持ち、

消防署の見学や、草花、小動物などに触れながら友だちと散歩を楽しんだり、

商店街で買い物をするなど、地域の人々との交流やさまざまな生活体験を育

んでいます。さらに、地域のお祭りなどの行事に参加したり、遊びにも取り入れ

たりして、神戸地域の文化に触れることも大切にしています。 

　子どもたちが、安心して家庭的な雰囲気の中でいきいきと遊べる環境

を整え、さまざまな人との触れ合いを通して、人とのかかわりや思いや

りの心を育て、一人ひとりの違いを認め合い、思い合える仲間づくりを

めざしています。また、園庭開放や遊ぼうデーなどの地域交流事業や緊

急一時的保育を実施し、保育所へ来ていない子どものいる家庭の方にも

利用していただいています。 

　家庭や地域社会において、子どもの育て方や子育て支援が課題となっ

ている中、保護者や地域の方々の声をお聞きして、子育てについてとも 

に考え合い、安心して気軽に来ていただけるような保育所にしていきた

いと思います。 

　 

火 災  件　数/9件、うち建物3件（53件、5件増） 救 急  出動数/507件（2,793件、408件増） 

交 通  

すずか 
データ 
バンク 

5
月 人口・世帯数 ［5月31日現在］ 

 

（　）内の数字は1月からの累 
 計とその前年との比較です。 

（　）内の数字は前月との比較です。 人口/198,742人（+203人） 男性/99,747人（+101人） 女性/98,995人（+102人） 世帯数/74,722世帯（＋233世帯） 

事故数/587件、うち人身事故134件（2,941件、120件増） 死者数/2人（6人、1人減） 傷者数/177人（874人、119人増） 

撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

稲生高校前の池（稲生町） 

平成16年6月3日 

駒田 紀夫さん（岸岡町）  

スイレン満開 表
紙
写
真 


