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●検診

 

 

 

※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、老人保健医療対象者で

65歳以上70歳未満の障害認定を受けて

いる方、生活保護世帯の方、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（乳がん検診は除く）。 

※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 

 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／11月
21日㈪ 9時～11時　ところ／保健セ
ンター　定員／40人　費用／1,000
円　申込み／9月26日㈪から 
※妊娠中の方、または妊娠の可能性のあ

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。 

 

乳がん（超音波による）
対象／20歳以上の女性　とき／10
月31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／受付中 
 

乳がん（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／11月
11日㈮ 9時30分～11時、13時～15時　

11月25日㈮ 9時30分～11時、13時30分

～15時　ところ／11月11日分は保健セ
ンター、11月25日分は旭が丘公民館　

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
／9月26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。撮影の範囲は乳房からわきの下を含め

た部分になりますので、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、または妊娠の可能性のあ

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。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／10
月13日㈭、31日㈪、11月11日㈮13

時～14時30分　11月25日㈮13時30

分～14時30分　ところ／10月13日、
31日、11月11日分は保健センター、

11月25日分は旭が丘公民館　定員
／各100人（11月25日分は50人）　

費用／900円　申込み／10月13日、
31日分は受付中、11月11日、25日

分は9月26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。 

医療機関で基本健康診査・がん検診を
実施しています。
○基本健康診査・肝炎ウイルス検診・

前立腺がん検診　10月14日㈮まで 

○胃・大腸・子宮がん検診　10月31日㈪まで 

※詳しくは、8月5日号の広報すずかをご覧ください。 

 

 

●教室

ホッとな女性講座（更年期を元気
に過ごすために）
　更年期はだれにでも訪れます。自分

の心や体の変化について、仲間と語り

合いませんか。 

対象／40歳～60歳の女性　とき・内容
／○10月7日㈮13時30分～15時30分

「更年期ってなんだろう」　○14日㈮13

時30分～15時30分「更年期で変わる心

と体」　○21日㈮13時30分～15時30分

「運動してリフレッシュ！！」　○11月11日

㈮10時～13時15分「更年期を快適に過

ごす食生活の工夫」　○18日㈮13時30

分～15時30分「更年期を語ろう」　と
ころ／保健センター　講師／医師、助
産師、栄養士など　定員／30人　費用
／1,000円程度（調理実習費）　申込み
／受付中（定員になり次第締切り） 

 

さわやかスリム教室（肥満予防教室）
内容／9月28㈬から7回シリーズ
運動、調理など　申込み／受付中 
 

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／10月24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／材料費実費負
担　申込み／受付中 
 

■子育てコース
　親子の触れ合い遊びを通じて、

仲間づくりをしましょう。 

対象／平成16年10月から平成17年1月生
まれの子とその保護者で初参加の方　

とき／10月18日㈫13時30分～15時　
ところ／保健センター　内容／親子の
触れ合い遊びなど　定員／30組　申込
み／10月4日㈫から（電話予約制） 
 

■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5月から7月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方　と
き／10月18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／10月3日㈪から

（電話予約制） 

 

 

●予防接種

　麻しん・風しんの予防接種は、平成

18年4月1日付けでMR（麻しん・風しん

混合）ワクチンとなり、接種回数が2回

となります。対象年齢は、第1期：生後

12～24カ月未満、第2期：5歳以上7歳

未満の者であって、小学校就学の始期

に達する日の1年前の日から当該始期

に達する日の前日までの間にある者に

変更されます。 

　平成18年4月1日で満2歳に達する方で、

まだ麻しん・風しん予防接種が完了して

いない方は、平成18年3月31日までに接

種が完了できるようかかりつけの医師に

ご相談ください。 

 

 

●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 

健康館 健康館 
　　　　検　診検　診 　　検　診 

　　相　談 

健康フロア 健康フロア 
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健康館 
　　検　診 

　　相　談 　　相　談 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
10月13日(木) 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

9月26日（月）～10月7日(金)
※定員になり次第締切り 

4人程度 萩原正芳　医師（内科）  

10月28日(金) 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

10月28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 

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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○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館
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○

○

○
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○
●保健センター●保健センター

親子で親子でスマイル 親子で親子でスマイル 親子で親子でスマイル 親子でスマイル 
　　　身体活動量が多い

人や、運動をよく行っている人は、高血圧・

肥満・骨粗鬆症などになる割合や死亡率が低

いことが認められています。スポーツの秋の

到来です。まずは手軽な歩行を中心とした身

体活動量の増加を心掛けてみましょう。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

サ ン マ

健康食材 健康食材 旬の 旬の  

 

 

　サンマには脂質が多く含まれて

いて、100g中に24.6gもあります。

また、カルシウムやマグネシウム、鉄、

鉄、亜鉛などのミネラル、ビタミンＡ・

Ｂ群・Ｄ・Ｅ、ナイアシン、葉酸な

どのビタミン類も十分に含まれてお

り、タンパク質も良質で、含有量も

十分です。また、青魚であることか

ら、ＥＰＡやＤＨＡが豊富に含まれ

ています。こうした栄養素のうち、鉄、

亜鉛や造血作用のあるビタミンＢ12、

葉酸は貧血防止に大いに力を発

揮し、さらにビタミンＢ群は、疲労

回復などにも効果が大きいです。

また、ＥＰＡやＤＨＡは、動脈硬化

や心筋梗塞などの予防に有効です。

サンマは口先が黄色いものが脂の

のりが良く、目のきれいなものが新

鮮ですので、より栄養が高いとい

えるでしょう。 

　　教　室 

　　予防接種 

　　健康診査 
水野 颯人くん・恵美さん水野 颯人くん・恵美さん

はやとはやと

こつ そ しょうしょう 

 

子どもの事故 
子どもの事故死
　子どもは大人が予想もしなかった

ことで事故を起こすことがあります。

0歳児の事故死で最も多いのは窒

息が原因によるものです。主に吐い

たものを喉につまらせたり、ベッド

内でふとんや枕で口や鼻をふさい

でしまうことによる窒息が多く起きて

います。その他、事故死で多いのは、

交通事故や転落、転倒、溺死です。

1～4歳児では、事故死の原因で半

数以上を占めているのが交通事故

と溺死によるもので、溺死の半数以

上は家庭の浴槽で起きています。

また、5歳以上では交通事故による

事故死が半数を超えています。 

事故死の原因
　なぜ子どもの事故は起きるのでしょ

うか。それは、乳児期は手に触れたもの

は何でも口に持っていく行動特性があ

ることや、大きくなるにつれて自己中心

的な行動を取ったり、好奇心が強くなり、

大人には想像もできないような遊び

方をしたり、道具を使うからです。　 

事故の防止
　子どもの事故を防止するためには、

周囲にいる大人が環境を整えることが

大切です。何でも口の中に入れるよう

になると、小さなおもちゃやタバコを誤

飲することもあります。誤飲する可能

性のあるものは、子どもの手の届かな

いところに置きましょう。浴槽は水を抜

いておいたり、浴室に鍵をかけるよう

にするとよいでしょう。子どもがいる家

庭やこれから子どもを迎える家庭では、

今一度、子どもの視点に立って、事故

防止の環境を整えてください。もし事

故が起きた場合は速やかに応急処置

をし、子どもの反応や様子をみたうえで、

医療機関で受診しましょう。 

でき　し 

4.4％

100％80％60％40％20％0％

4.4％4.4％ 2.0％2.0％ 4.8％

9.7％22.6％56.5％

■子どもの事故死の割合

13.6％ 37.5％ 26.0％ 8.8％ 6.6％6.6％7.6％

70.8％ 11.8％ 6.1％
1.9％ 4.2％

5.2％

100％80％60％40％20％0％ 100％80％60％40％20％0％

5-9歳 

1-4歳 

0歳 

■窒息 ■交通事故 ■転倒および転落 ■溺死および溺水 ■煙、火および火災 ■その他 
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6月20日㈪　神戸小学校

資源ごみ「あきびん」のゆくえ 

マスコットキャラクター「クリン」 

　今回は、資源ごみで回収された「あきびん」がどのようにリサイクルされているのかを
紹介します。限られた資源を有効に活用するためにも、資源ごみの分別収集にご協力をお
願いします。

ごみ分別

Ｑ Ａ
ビニールプールは何ごみ？ 

＆

Ｑ

A プラスチックごみ。ただし、50cm×50cm程度に切り分けて出してください。 

廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188　　haik ibutsuta isaku@city .suzuka.mie . jp

教育館

7月6日㈬　天栄中学校

8月1日㈪　鈴鹿高校ベルホール

なぜ「あきびん」をリサイクルするの？

回収された「あきびん」はどうなるの？

あきびんはルールを守って正しく出しましょう

なぜ「あきびん」をリサイクルするの？

回収された「あきびん」はどうなるの？

あきびんはルールを守って正しく出しましょう

白びんのカレット

ガラスびん原料●ガラスびんの原料の約80％は「カレット」

と呼ばれる「あきびん」を砕いて作る

原料です。カレットを使用することにより、

もともとのガラスの原料である「けい

砂」・「ソーダ灰」・「石灰石」という

天然資源を節約することができます。 

●カレットを使用すると、「けい砂」・「ソ

ーダ灰」・「石灰石」のみを使用する

場合に比べ、原料を溶解するエネルギ

ーが約半分で済みます。また、天然資

源を採取するために山林を伐採せずに

済み、地球温暖化防止にも役立ちます。 

「あきびん」の受け入れ 異物の選別

カレットを溶解カレットを溶解

型枠に流し込み製品化後、検査して出荷

破砕機で砕き、ふるいをかけて大きさ
をそろえる約1500℃の熱で溶解

溶解後、コブというガラス
のかたまりにカット金型の中にコブが入れられ、エアーが吹き込まれ製品化

破砕してカレットの完成
「あきびん」の受け入れ 異物の選別

型枠に流し込み製品化後、検査して出荷

破砕してカレットの完成

プラスチック、陶磁器などの異物を手作業で選別
皆さんが出したびんをリサイクル工場へ搬入

●キャップや王冠などを必ず取り外す

　キャップや王冠などが混

入すると、ガラスびんをつ

くるときに溶けずに残り、ガ

ラスびんの強度を低下させ

ます。 

※外れにくい中栓やラベル

は取らなくても結構です。 キャップ・王冠

●中をすすぐ

　中身が残っていると悪臭が発生して、非常に

不衛生です。中身を出して軽くすすいでください。 

●あきびん以外のものを混ぜない

陶磁器

●「リターナブルびん」は、できるだけ販売店へ

　ビールびんや一升びんなどのリターナブルびんは、洗浄して繰り返し

使用できます。できるだけ酒店などに引き渡しをお願いします。 

資源ごみの対象：飲食料品（飲み薬含）が入っていたびん 
資源ごみの対象外：飲食料品
以外のびん（化粧品・農薬

など）、陶磁器、ガラス製の

食器（コップ・灰皿・耐熱ガ

ラス容器など）、板ガラス、

電球・蛍光灯など 耐熱ガラス
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6月20日㈪　神戸小学校

音 楽 療 法 士

桐生 小百合さん

1996年岐阜県音楽療法士認定、

2000年日本音楽療法学会認定音楽療法士 

6月20日㈪　神戸小学校

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。

●出前講座紹介

【講演要旨】
　世の中にはいろいろな音が存在します。楽器から出る音もあれば、

特別に楽器を用いなくても出る音があります。たとえば、新聞を破ると

音が出ますが、リズムに合わせて破れば、それは立派な音楽になります。

音楽は音を楽しむものです。皆さんの身近には、たくさんの音楽が眠っ

ています。遊びを通じて、身近な音楽を発見し、楽しんでください。音

楽が皆さんに笑顔をもたらしてくれるはずです。 

7月6日㈬　天栄中学校

着 付 け 主 任 講 師

加 藤  裕 美 さん

7月6日㈬　天栄中学校

8月1日㈪　鈴鹿高校ベルホール

能 楽 師 ・ 大 鼓 奏 者

大倉 正之助さん

能楽囃子大倉流大鼓重要無形文化財

総合認定保持者、日本能楽会会員 

8月1日㈪　鈴鹿高校ベルホール

【講演要旨】
　日本には、伝統文化や価値観を端的に表す言葉として、「十人十色」

という言葉があります。「音を出そう」と思って鼓を打たないと音は出ま

せん。思いを持って打つことにより、その音にはメッセージが込められます。

すなわち「音を出そうとすること」＝「夢」となるのです。そして、それぞ

れの人が出す音色にはさまざまな個性があります。その音に良いも悪い

もありません。その人の思い、価値観を尊重することが大切なのです。 

なぜ「あきびん」をリサイクルするの？

回収された「あきびん」はどうなるの？

あきびんはルールを守って正しく出しましょう

「あきびん」の受け入れ 異物の選別

カレットを溶解

型枠に流し込み製品化後、検査して出荷

破砕してカレットの完成

ひろ　　　み

【講演要旨】
　浴衣は、日本の夏文化の一つです。

浴衣姿は、見た目涼しげで実際の着心

地も涼しく、まさにクールなスタイルです。

浴衣は、日本の風土や風習、日本人の

体型にマッチしており、帯を締めることで

背骨のゆがみが矯正され、姿勢もよく

なります。紐だけで気軽に着てもらえる

普段着として定着してほしいと思います。 

神戸小学校1年　加藤真紀子さん

　いろいろながっきがあっ

てたのしかったよ。わたしは

ピンクのふえをふいたよ。ほ

かにも、マラカスとかハンマ

ーみたいなものがあったよ。

いろいろなおとがして、たの

しかったよ。しんぶんしやぶりもたのしかったよ。

びりびりっておとがしたよ。ぼうをつかってお

ともだちとぎっとんばっとんしたよ。バルーン

のうえでボールをとばしたら、すごくボール

がころがっておもしろかったよ。かぜのおと

がきもちよかった。またきてほしいです。 

天栄中学校2年　川喜田 水希さん

　「難しそうだし、どうしよう」

と最初はすごく緊張していたけ

ど、先生方もやさしく教えてく

ださって、意外と楽 で々きました。

「浴衣はピシッと着ているな」

と感じていたけど、着ていると

自分もピシッとなる感じがしました。お腹がしまっ

て少し苦しかったけど。2回目になるとスラスラと

着れて「体って覚えているものだな」と感じまし

た。この体験をして、浴衣が少し好きになりまし

た。機会があったら、また自分で着てみたいです。 

神戸小学校5年　長野 葉月さん

　わたしは、初めてつづ

みの音を近くで聴きました。

とても不思議な音がしま

した。先生がつづみを打

つと部屋いっぱいに音が

響きます。先生は十人十

色の音があると言っていました。つづみ

を打って幸せや元気が出るように伝えて

いくんだと教えてくれました。そして、

好きなことを小さいころから大人まで続

けるのが大切と教えてくれました。わた

しもがんばろうと思いました。 
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○お知らせ

 
市税の夜間・休日窓口を開設します

納税課　 82-9008　 82-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

■夜間窓口
と　き　9月29日㈭、30日㈮　20時まで 
ところ　納税課(西館2階) 
内　容　市・県民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税の納税、納税相談、

口座振替手続など 

■休日窓口
と　き　10月2日㈰　9時～16時30分 
ところ　納税課(西館2階)　 
内　容　市税の納付、納付相談、
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

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

対　象　在宅で約3カ月以上｢ね
たきり｣の40歳以上の方 

内　容　対象者1人当たり2枚まで、
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。1週間から10日

間お預かりします。(11月中に実施) 

費　用　無料 
申込み　10月31日㈪までに、電話

または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お届けします。 

 
鈴鹿シティマラソンボランティア

スタッフを募集します
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月18日㈰　7時30分～
12時30分(雨天決行) 

ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース、周辺道路 

内　容　シティマラソン進行業務 
申込み　11月18日㈮までに、電話
でスポーツ課へ 

※お礼として、参加記念Tシャツ、完走記

念ハンドタオル、お弁当代をお渡しします。 

 
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

ら黄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。 

※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・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。 

 
都市対抗野球大会

応援ありがとうございました
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市代表で、3年ぶり16回目

の出場を果たした「ホンダ鈴鹿チ

ーム」は、見事初戦を突破し2回戦

に進出しましたが、激戦の末、あと

一歩およびませんでした。 

　ホンダ鈴鹿チームの善戦健闘に

拍手を贈るとともに、市民の皆さん

の応援に感謝します。応援ありがと

うございました。 

■ホンダ鈴鹿チーム戦績
○1回戦　ホンダ鈴鹿(鈴鹿市)  
　5-0　JR東日本東北(仙台市) 

○2回戦　ホンダ鈴鹿(鈴鹿市)  
　7-9　三菱ふそう川崎(川崎市) 

ものづくり研究開発事業補助金
の交付先が決定しました

精神障害者の作業所通所と
心身障害児の通園費用を

一部助成します

屋外広告物はルールを守って
正しく掲示しましょう

10月1日から末広町、西玉垣町、三日市町の一部区域で住所が変わります

　10月1日から末広町、西玉垣町、三日

市町の一部地域で住居表示を実施します。

住居表示制度は、町の単位をわかりやす

い規模に変更するとともに、複雑な町界

などを整理します。合わせて住所の表し

方が○町○番地(○町○○番地の○)から

○丁目○番○号に変わります。10月1日

からは、郵便物のあて名には新しい住所

をお使いください。 

■新町名 
　末広東、末広北一丁目〜末広北三丁目、

末広南一丁目〜末広南三丁目、末広西、
石垣一丁目〜石垣三丁目

地域課　 82-9136　 82-2214　 chiiki@city.suzuka.mie.jp

南部地域コミュニティバス｢C-BUS｣を運行開始します

お知らせお知らせ お知らせ 
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市税の夜間・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

鈴鹿シティマラソンボランティア
スタッフを募集します

新しい国民健康保険被保険者証
を交付します

都市対抗野球大会
応援ありがとうございました

ものづくり研究開発事業補助金
の交付先が決定しました

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

　本年度の交付先が決まりまし

たのでお知らせします。 

○有限会社エース設備 
　多用途吊りアームの研究･開発 

○三惠工業株式会社
　お尻が冷えにくく、ムレにく

いイスの研究開発 

○田中軽工業株式会社
　昇降機能付きベッドチェアの開発 

※この制度は産学官の連携による研

究開発の強化と市内製造業の活性

化を図るため、事業者などが行う

新技術の研究開発に対する補助制

度です。 

精神障害者の作業所通所と
心身障害児の通園費用を

一部助成します
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shougaifukusi@city.suzuka.mie.jp

　平成17年4月1日㈮から同年9月

30日㈮までにかかった次の費用

を一部助成します。 

○市内に住所があり、精神障害者

保健福祉手帳を持っている方で、

精神障害者小規模作業所に公

共交通機関を利用して月10回以

上通所している方の通所費 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設、自閉症児治療施設、

またはその他これらに類する

施設に公共交通機関を利用し

て月4回以上通園する18歳未満

の方と同行する保護者(障害児

1人につき1人)の通園費 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法による通所(通園)費用

の2分の1(1人月額5,000円が上限) 

申込み　10月15日㈯までに、障

害福祉課にある申請用紙に施

設の証明を受けて、同課へ 

 
屋外広告物はルールを守って

正しく掲示しましょう
都市計画課　 82-9024　 82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　9月10日は「屋外広告の日」。

市では、神戸・白子・平田の商店

街店主の皆さまのご協力を得て、

店舗に看板を設置する際の手続き

などについて、啓発活動を行って

います。また美観風致の維持や安

全快適なまちをめざして、違反屋

外広告物の除却活動をしています。 

○平成16年度除却件数
　はり紙　1万3,449枚 

　はり札　1,190枚 

　立看板　613枚 

　合　計　1万5,252枚 

○平成17年度7月末現在除去件数
　はり紙　3,707枚 

　はり札　234枚 

　立看板　416枚 

　その他　2枚 

　合　計　4,359枚 

10月1日から末広町、西玉垣町、三日市町の一部区域で住所が変わります

　10月1日㈯から、市南部地域で新たにC-BUSを試験

的に運行します。白子・平田方面にアクセスします。運

行ルートは白子・平田線と太陽の街・平田線の2路線で、

西部地域C-BUSと同じひまわり色のマイクロバスでの運

行です。皆さまの積極的なご利用をお願いします。 

実証運行期間　10月1日から平成20年3月31日まで 
■白子・平田線　白子駅とベルシティ間を往復します。
主な経由地は、白子高校、F1マート前、徳田駅、鈴

鹿回生病院口、ハンター・アイリス、近鉄平田町駅です。 

○主な運行エリア　稲生町、五祝町、徳田町、御薗町、
徳居町、三宅町、長法寺町、国府台団地、国府町

西之城戸、八野町、国府町赤坂 

○所要時間　片道80分 
○運行時間帯　白子駅発・ベルシティ発（午前中はハン
ター・アイリス発）ともに、始発6時台、終発18時台 

○運行本数　白子駅方面8便、ベルシティ方面7便(計15便) 
○運　賃　白子駅～F1マート前：100円、F1マート前～
住吉三丁目：100円、住吉三丁目～ベルシティ：100円 

■太陽の街・平田線　太陽の街とベルシティ間を往
復します。主な経由地は、F1マート前、稲生高校、

ハンター・アイリス、近鉄平田町駅です。 

○主な運行エリア　太陽の街、郡山町、中瀬古町、秋永
町、五祝町、稲生こがね園、稲生町塩屋、鈴鹿ハイツ 

○所要時間　片道48分 
○運行時間帯　太陽の街発：始発7時台、終発19時台、
ベルシティ発：始発8時台、終発20時台 

○運行本数　ベルシティ方面6便、太陽の街方面6便(計12便) 
○運　賃　太陽の街～F1マート前：100円、F1マート前
～ベルシティ：100円 

※未就学児童は無料、障がい者とその介護者は全区間100円です。 

※運行経路、運行ダイヤ、運賃などに関して不明な点は、

商業観光課へお問い合わせください。 

南部地域コミュニティバス｢C-BUS｣を運行開始します 商業観光課　 82-9016　 82-0304　 shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

まもなく調査票を配布しま
す。黒鉛筆で　　印を塗り
つぶしたり、数字を記入し
たりして回答してください。
調査票は汚さないでね。

お知らせ 

近鉄平田町駅 

ハンター 
アイリス ベルシティ 

鈴鹿回生病院口 住吉三丁目 
稲生高校 

白子駅西 

白子高校 

F1マート前 

稲生地区 

栄 地 区  

太陽の街 

徳 田 駅  天名地区 合川地区 

国府地区 

白 子・平 田 線  
太陽の街・平田線 

運 行 ル ー ト
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産 じ ょ く 指 導 の 訪 問

 

 

○お知らせ

 
伊勢鉄道をご利用ください
商業観光課　 82-9016　 82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　伊勢鉄道㈱では、開業以来運行し

てきたレールバス車両の更新を計画的

に進めてきました。これにより10月からは、

普通列車の全便が

新型車両による運

行となります。 

　新型車両は従来のレールバスに

比べ、定員増加、速度向上、バリ

アフリー対応など、快適性が向上し

た車両となっています。これからも

地域の交通を支える鉄道として、ご

利用をよろしくお願いいたします。 

　また、これを記念して、新型車両

のチョロQの発売も予定されています。

詳しくは、伊勢鉄道㈱(　 83-2112)へ 

※伊勢鉄道ホームページ(　  http:// 

　www.isetetu.co.jp/Q/)でもご覧

いただけます。 

 

 

○催し物

 
障害者ふれあい運動会

障害福祉課　 82-7626　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　身体や知的に障害のある方の体

力づくりと友愛の輪を広げるための

運動会を行います。個人参加者と

当日お手伝いをしていただけるボ

ランティアを募集します。 

と　き　10月23日㈰　10時～15時 

ところ　市立体育館 
主　催　鈴鹿市障害者団体連合会 
申込み　10月11日㈫までに障害

福祉課へ 

 
鈴鹿厚生病院　病院祭

障害福祉課　 82-7626　 82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　地域や患者の皆さまに参加してい

ただける病院祭を3年ぶりに開催します。 

と　き　10月8日㈯　9時30分～

15時30分 

ところ　鈴鹿厚生病院（岸岡町
589-2　 82-1401） 

内　容　模擬店、アトラクション、
西浦院長による基調講演など 

 
庄野宿資料館特別展示会
文化課　 82-9031　  82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月8日㈯～16日㈰　10

時～16時(会期中は無休) 

ところ　庄野宿資料館離れ座敷 
内　容　｢手仕事の楽しみ｣日本
刺しゅうと日本画(岸田和子さん(日

本画家(故)小林彦三郎さんの弟子、

庄野町在住)の作品を約30点展示) 

司法書士無料相談会
市民対話課　 82-9004　 82-2214

shimintaiwa @city.suzuka.mie.jp

　三重県司法書士会鈴亀支部では、

無料相談会を開きます。 

と　き　10月1日㈯　10時～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　登記、法人登記、訴訟・
民事調停手続、金銭貸借、裁判

所への提出書類作成、自己破産

など、成年後見、告訴状作成など 

※10月1日(土)から7日(金)までは各司法書

士事務所でも無料で相談に応じています。 

 
ごみ減量とリサイクルを考える
ポスター展とクリーンシティ

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7日㈮～9日㈰　10

時～20時(9日は17時まで) 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 
内　容　小・中学生から募集した｢ご
み減量とリサイクルを考えるポス

ター｣と｢クリーンシティSUZUKA

参加者の作文｣を展示します。 

※表彰式は10月9日(日)16時から 

※作文展はクリーンシティSUZUKA

実行委員会が行います。 

 

公証人無料相談会
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。遺言、相続、登記などに

ついて、公証人が相談に応じます。 

と　き　10月1日㈯、2日㈰　10

時～16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) 

 

 
○講座・教室

 
家族のための心理学講座

男女共同参画課　 81-3113　 81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、｢身近な人と支え合うこと

の大切さ｣をテーマに講座を開きます。 

とき・内容 
○10月8日㈯　14時～16時 

　｢たすけを求める行動と発達｣

－支え合いながら生きる感謝

の気持ちを育てることの大切

さについて－ 

○12月10日㈯　14時～16時 

　｢たすけを求める気持ちの高まり｣

－問題が深刻になる前にたす

けを求めるために－ 

○平成18年2月18日㈯　14時～16時

　｢すくいがないと感じるとき｣

－｢誰にもわかってもらえない、

誰も助けてくれない｣と悩むあ

なたに－ 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　太田仁さん(家族社会心
理学研究所主幹、社会学博士) 

主　催　NPO法人心理学学習会
若いつばさの会 

参加料　無料 
※詳しくは、  ・　 0594-25-9665へ 

 
女性の活躍

サポート企画講座
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　新たな学びや実践により、自

分で企画し運営する手法を一緒

に考えませんか。参加し、ネッ

パソコン講座

講座講座・教室教室 講座・教室 

催し物催し物 催し物 

お知らせお知らせ お知らせ 

旧
東
海
道

国
道

１
号
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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

健康づくり課　 82-2252　 82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp 

産 じ ょ く 指 導 の 訪 問
　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。

　先日、｢産じょく指導と産後の身体の指導に来

ました｣と言って訪問者があり、市の職員かと思い

ドアを開けましたが、よく話を聞いてみると｢民間の者です｣

ということでしたのでお断りしました。市ではそういった

名目で各家庭を訪問するサービスをしていますか？ 

 

　産じょく期の方への市の事業としては、新生児訪

問という事業があります。生後28日以内の赤ちゃん

のいるご家庭を対象に、産後のお母さんの体調、母乳、

赤ちゃんの発育などについて助産師または保健師が訪問

して指導をさせていただく制度ですが、これは、事前

に電話で申し込みをいただいたご家庭に訪問日と時

間をお知らせしてから訪問させていただいています。 

　また、育児の相談など、ご希望に応じての保健師

による訪問や、すくすくファミリー教室、幼児健診、発

達の相談なども保健センターで行っていますので、お

子さまの成長にあわせてご利用ください。 

　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 

○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(月・祝)
『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㈫〜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 9 月 納 税 
国民健康保険税・・・・・・・・・・3期
【納期限は9月30日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 

伊勢鉄道をご利用ください

障害者ふれあい運動会

鈴鹿厚生病院　病院祭

庄野宿資料館特別展示会

司法書士無料相談会

ごみ減量とリサイクルを考える
ポスター展とクリーンシティ

SUZUKA参加作文展

公証人無料相談会

家族のための心理学講座

女性の活躍
サポート企画講座

トワークを広げて、新しい発見

をしませんか。 

対　象　全4回受講できる方 
とき・内容
○第1回　11月12日㈯

　学んでみよう、わたしの企画 

○第2回　12月10日㈯ 

　つくってみよう、わたしの企画 

○第3回　12月17日㈯ 

　公開講座｢理解しよう、メディ

アの仕組み｣ 

○第4回　平成18年1月21日㈯ 

　実践しよう、わたしの企画 

講　師　渋谷典子さん（つながれ
っとNAGOYA協働運営NPO室

コーディネーター） 

※時間はいずれも13時30分～15時30分 

※第3回だけの参加も可能です。 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　30人(先着順) 
受講料　無料 
託　児　先着10人(事前申込み要、
対象は1歳6カ月～就学前児童) 

申込み　ファクスまたは電子メール
で、住所、氏名、連絡先を記入の上、

男女共同参画課へ 

※詳しくはジェフリーすずかホーム

ページ(　http ://www.gender-

f ree . c i t y . suzuka .m ie . j p/ )でも

ご覧いただけます。 

 
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 
　10月4日㈫、6日㈭ 

○基礎講習2 
　10月19日㈬、21日㈮ 

　10月26日㈬、28日㈮ 

○ワープロ(ワード2003) 
　10月8日㈯、9日㈰ 

○ワープロ応用(ワード2003) 
　10月5日㈬、7日㈮ 

　10月15日㈯、16日㈰ 

○表計算(エクセル2003) 
　10月12日㈬、14日㈮ 

○表計算応用(エクセル2003) 
　10月22日(土)、23日㈰ 

○応用(ワード、エクセル2003) 
　10月11日㈫、13日㈭ 

　10月25日㈫、27日㈭ 

午後の部：13時30分から
○基礎講習1 
　10月12日㈬、14日㈮ 

　10月25日㈫、27日㈭ 

○基礎講習2 
　10月4日㈫、6日㈭ 

○ワープロ(ワード2003) 
　10月26日㈬、28日㈮ 

○ワープロ応用(ワード2003) 
　10月19日㈬、21日㈮ 

○表計算(エクセル2003) 

　10月8日㈯、9日㈰ 

○表計算応用(エクセル2003) 
　10月5日㈬、7日㈮ 

　10月15日㈯、16日㈰ 

○ブログ体験 
　10月22日㈯、23日㈰ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　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)

講座・教室 

催し物 

お知らせ 

旧
東
海
道

国
道
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71-1476

72-2285 72-2250

87-6006 88-0622

82-0347

 

 

○講座・教室

 
短期講座｢ヨガ教室｣

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11日から11月15日
までの火曜日　19時～20時30

分(全6回) 

ところ　勤労青少年ホーム体育室 
内　容　ゆったりとした呼吸法によ
り、筋肉を緩め無理なく身体を

動かし心身をリフレッシュします。 

講　師　東親子さん、川岸敦子さん
(国際ヨガ協会講師) 

定　員　20人(先着順) 
参加費　1,000円 
持ち物　バスタオルまたはヨガマット 
※運動のできる服装で参加ください。 

※ヨガマット(2,500円)の注文は、

希望者のみ受け付けます。 

申込み　9月27日㈫19時30分から、
教材費などを添えて直接勤労

青少年ホームへ。なお、1人で

複数の申込はできません。 

※利用登録をしていない方は、利用

者会費として別途300円が必要です。 

 

スポーツ教室
県営鈴鹿スポーツガーデン　 72-2250 　 72-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp

申込み　10月1日㈯から15日㈯

(必着)までに直接お越しいただくか、

ファクスで、住所、氏名、年齢、性

別、電話番号、コース名を記入の上、

鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネット(最終日17時まで)

からも申込みできます。 

※参加料にスポーツ安全保険料を含

みます。 

■レベルアップ水泳 
対　象　高校生を除く18歳以上で、
クロール15～25m泳げる方 

と　き　11月11日から12月16日ま
での金曜日14時～15時10分(全6回) 

内　容　クロールの指導 
定　員　30人 
参加料　5,000円 

■アクアビクス(朝)中上級
対　象　高校生を除く18歳以上で、
中級者以上の方 

と　き　11月11日から12月16日
までの毎週金曜日10時～11時

(全6回) 

内　容　水中歩行･水中エアロビクス 
定　員　30人 
参加料　5,000円 
■アクアビクス(夜)中級
対　象　高校生を除く18歳以上で、
中級者の方 

と　き　11月11日から12月16日
までの毎週金曜日　19時～20

時(全6回) 

内　容　水中歩行･水中エアロビクス 
定　員　30人 
参加料　5,000円 
 

アカデミアみえ
学校開放講座

県立神戸高等学校　 82-0071　 84-5239
hkanbe79@hkanbe.mie-c.ed.jp

対　象　県内在住、在勤、在学
の15歳以上(中学生は除く) 

と　き　10月8日㈯、16日㈰、23日㈰、
11月5日㈯、19日㈯、26日㈯　

10時から 

ところ　県立神戸高等学校美術室 
内　容　和紙の原料こうぞを使
ったランプシェードなどの制作、

純銀粘土を使ったシルバーア

クセサリーの制作、バーナー

ワークによるトンボ玉の制作 

参加料　無料(材料費として、和
紙1,500円、純銀粘土2,600円、

ガラス2,500円が必要) 

定　員　20人(応募者多数は抽選) 
申込み　10月3日㈪までに、往復は
がきに郵便番号、住所、氏名、年齢、

連絡先を記入の上、〒513-0801　

神戸4丁目1-80　神戸高校へ 

 
こころの

健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　 82-8673　 82-7958

zhoken@pref.mie.jp

と　き　10月4日㈫　13時30分～
15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階46会議室 

内　容　｢うつ病とその対応｣～
こころの風邪ひきから自殺予

防まで～ 

講　師　鈴鹿厚生病院精神神経科
医長　中瀬真治さん 

定　員　50人 
申込み　9月27日㈫までに、電話
で県鈴鹿保健福祉部へ 

※今回のみ地域産業保健センターと

共催で実施し、セミナー終了後、

個別相談を行います。 

 
食の安全・安心

アドバイザー養成講座
鈴鹿保健福祉部　 82-8672　 82-7958

zhoken@pref.mie.jp

対　象　食の安全･安心に関心の高
い方、食生活改善や消費生活など

に関する活動をする団体の方など 

と　き　10月6日㈭　10時～15時
30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階46会議室 
内　容　食の安全・安心確保の
ための講座、意見交換 

定　員　50人 
参加料　無料 
申込み　9月30日㈮までに、電話
で鈴鹿保健福祉部へ 

※各自、昼食をご準備ください。 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

10月の講座
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■日商・簿記検定対策講習
と　き　9月26日から10月19日ま
での月･水･金曜日　夜間3時間

(全10回) 

受講料　1万8,000円 
※11月20日(日)に検定試験を行います。 

■データベース初級｢Access2003｣講座
と　き　10月25日㈫
～27日㈭ 

受講料　8,100円 
※いずれも受講料

に教材費を含み

ます。 

※詳しくは、鈴鹿地域職業訓練センター

　 87-1900　 http://www.mecha. 

　ne.jp/̃suzukatcへ 

 

 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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●西部体育館 71-1476

11

※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（１日合同相談については、弁護士、公証人、司法書士、外国人相談、税務相談が予約制）です。※相談日が祝日に当たる場合は、休みになります。
◎１日合同相談は、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、不動産鑑定士などによる相談です。

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
10月の休業日　3日㈪、11日㈫、17日㈪、24日㈪、31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、18日㈫　●開館時間　9時〜19時　土・日曜日、祝日は9時〜17時

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

10月の休業日　3日㈪、11日㈫、17日㈪、18日㈫、24日㈪、31㈪

●市立体育館 87-6006

●移動図書館

●武道館 88-0622
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一般公開日 

10月

10月

●休館日
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　1日、9日、15日　14時30分〜15時、22日　10時30分〜11時　図書館1階親子コーナー

82-0347

短期講座｢ヨガ教室｣

スポーツ教室

アカデミアみえ学校開放講座

こころの健康づくりセミナー

食の安全・安心
アドバイザー養成講座

鈴鹿地域職業訓練センター
10月の講座

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

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
◎1日合同相談

◎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                             
◎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
7・14・21・28日

4日
3・17・24日

21日
5日

19日
14・28日

20日
月〜金曜日

27日
月・木曜日

月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

12・26日
月〜金曜日

12日
毎月第３木曜日

市民対話課

（※21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〕

男女共同参画センター　〔ジェフリーすずか〕

玉垣会館
教育研究所
社会福祉センター
市役所分館　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
亀山市総合福祉センター
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
10：00〜16：00
13：00〜16：30
10：00〜15：00
10：00〜16：00
10：00〜15：00

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

相撲・ヨガ・体操など

第2・3道場

剣 道

少林寺拳法

杖 道・居 合

空 手 道

ヨガ・体操など

第 4 道 場

弓 　 　 道

第 5 道 場

相 　 　 撲

講座・教室 
2・5・6・10・12〜14・19・20・23
・26〜28日

9：00〜17：00

4・7・21・25日 9：00〜21：00

1・8・15・22・29・30日 13：00〜17：00

1・2・5・7・8・10・12・14・16・19・
21〜23・26・28日

9：00〜17：00

4・6・13・20・25・27日 9：00〜21：00

15日 9：00〜12：00

1・8・10日 13：00〜17：00

4・7・14・21・25・28日 9：00〜21：00

5・12・19・26日 13：00〜21：00

6・9・13・20・23・27・30日 9：00〜17：00

1・4〜8・12〜15・19〜22・25
〜29日 9：00〜21：00

2・9・10・16・23・30日 9：00〜17：00

バスケットボール

バレーボール

インディアカ・ソフトバレー

バドミントン

卓　　　　球

バスケットボール

バレーボール

バドミントン

卓　　　　球

19・25日

19日

26日

29日

9・13・16日
14日

28日

10・30日

7日
12・22日

6・14・20・27・28日

4・5・12・19・25・26日

4・5日

4・22日
7・21日
8・15・20日

6日

13：00〜21：00

9：00〜12：00

18：00〜21：00
21日 15：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

15：00〜17：00

15：00〜21：00

9：00〜17：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜12：00
13：00〜21：00

15：00〜21：00

13：00〜21：00
9：00〜12：00

13：00〜17：00

13：00〜17：00

9：00〜17：00

2・10日

2・10日
1・4〜7・12〜15・18〜22・25〜29日

1・7・14・15・21・28日

4〜6・12・13・18〜20・25〜27日
10日

2日
22・29日

9：00〜17：00

9：00〜17：00
9：00〜21：00

9：00〜17：00
9：00〜21：00

9：00〜21：00
13：00〜17：00
18：00〜21：00

27日

1・4〜7・12〜15・18〜22・25〜29日 9：00〜21：00
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定　員／150人 83-1643 83-1643

kawanoho ikusho@c i ty . suzuka .m ie . jp

河曲保育所河曲保育所 河曲保育所 
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　当保育所は十宮町の静かな住宅街の、緑が豊かに広がる水田地帯に位

置しています。広い園庭には草花とともにイチョウの木が数本立ち、

春はシロツメクサやタンポポ摘み、夏はセミやザリガニ捕り、秋はトン

ボやバッタ捕りなど、絵本や図鑑の世界を実際に手で触れ、自分の目で

見てさまざまな体験や感動を味わうことができます。セミの脱皮に遭遇

したり、保育所にいながら毎日自然とたっぷり触れ合った遊びができる

のが何よりの自慢です。 

　また、周りの四季の変化を体いっぱいに感じながら、農道の散歩では、

年長児はもちろん、1、2歳の子どもたちもゆっくり歩いたり、自由に

走ったりできます。そして畑作りを通して「育てる、触れる、食べる」

といった本物を体験し、オクラの花やスイカの成長に歓声をあげ、苦手

な野菜もいつの間にか友だちと一緒に食べています。 

　さらに、ブラジルやペルーの子どもたちも多く「ボンヂア！」「ブエノスディ

アス！」など、いろいろな国の言葉であいさつをしたり遊んだりしながら、

それぞれの国の文化に触れ、お互いに違いを理解しあう場作りをしています。 

　自然を生かした環境の中で伸び伸びと、さらに子どもたち一人ひとり

の良さが発揮され、成長につながる保育をめざし、保育士も子どもたち

のパワーに負けないよう頑張っています。そして、保護者の方とともに

「子育てって大変だけど楽しいね」と喜びを分かち合え、大人も子ども

もともに育ち合う保育所にしていきたいです。 

火 災  件　数/6件、うち建物4件（69件、2件減） 救 急  出動数/531件（4,340件、564件増） 

交 通  

すずか 
データ 
バンク 

8
月 人口・世帯数 ［8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/199,278人（+265人） 男性/100,012人（+144人） 女性/99,266人（+121人） 世帯数/75,105世帯（＋169世帯） 

事故数/669件、うち人身事故119件（4,095件、100件増） 死者数/3人（9人、1人減） 傷者数/151人（3,198人、118人増） 

撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

稲生西二丁目のミカン畑 

平成17年8月24日 

石井　隆さん（稲生西二丁目）  

2005年・夏の終わりに 表
紙
写
真 

　ガソリンの価格がどんどん上がってきてい

ます。石油情報センターの調査では、2004年

4月の国内の平均価格は1ℓあたり107円

だったのが、最近、ニュースを聞くたびに

上昇の一途をたどり、今月には130円を

超えそうだとか・・・。1年ちょっとの間に、

約25％も上昇したことになり、通勤・買い

物・レジャーなどなど、車中心の生活を

している者にとっては、とてもつらい値上

がりです。これを契機に少しでもエコラ

イフを実践し

なければと思

う今日このご

ろです。（憲） 


