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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、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

非課税世帯の方は本人確認できるも

の（免許証・保険証など）を持参し、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・肺がん検診の

たんの検査は除く）。 

※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。 

 

／40歳以上の方　 ／12月13

日 9時～11時　 ／保健セン

ター　 ／120人　 ／レントゲ

ン撮影200円、たんの検査600円　

／受付中 

 

 

／40歳以上の方　 ／12月9

日 9時～11時　 ／保健セン

ター　 ／各40人　 ／1,000

円　 ／受付中 

※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。 

 

／40歳以上の女性　 ／平

成18年1月13日 9時30分～11時、

13時～15時　 ／保健センタ

ー　 ／午前50人、午後50人　

／2,800円　 ／バスタオ

ル　 ／11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。 

 

 

／20歳以上の女性　 ／12月

2日 、平成18年1月13日 13時～14

時30分　12月16日 13時30分～14

時30分　 ／12月2日、1月13日

分は保健センター、12月16日分は白

子コミュニティセンター　 ／各100

人（12月16日分は50人）　 ／900

円　 ／12月2日、16日分は受

付中、1月13日分は11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。 

 

 

　妊娠・出産・子育てについて話し合

う仲間をつくりましょう。ぜひ、夫婦で

参加してください。 

／妊娠5カ月から7カ月の方とその

夫で初参加の方　※お一人での参加も

可能です。　  

○平成18年1月6日 10時～11時30

分「助産師による講話、軽い体操、お

しゃべり会」　○1月16日 9時30分

～11時30分または13時30分～15時30

分「助産師による沐浴指導と体験学習、

保健師による母子保健制度の紹介」　

○1月29日 10時～11時30分「パネ

ルシアターで子どもについて知ろう、

先輩パパ・ママ・子どもとの交流」　

／保健センター　 ／30人　

／11月30日 から（電話予約制） 

※1回目は動きやすい服装でお越しください。 

 

 

　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。 

／妊娠中の方で初参加の方　

／1月23日 9時30分～12時30分　

／保健センター　 ／栄養

士による講話、調理実習　 ／20

人　 ／材料費実費負担　

／11月30日 から（電話予約制） 

　親子の触れ合い遊びを通じて、仲

間づくりをしましょう。 

／平成17年1月から4月生まれの

子とその保護者で初参加の方　

／12月6日 13時30分～15時　

／保健センター　 ／親子の触

れ合い遊びなど　 ／30組　

／11月28日 から（電話予約制） 

 

 

　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。 

／平成17年7月から9月生まれの

乳児をもつ方で初参加の方 ／12

月6日 10時～11時30分 ／保

健センター ／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　

／30組　 ／無料　 ／

11月24日 から（電話予約制） 

 

　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。 

／就学前（4歳以上）の幼児とそ

の保護者　 ／12月21日 9時45

分～12時　 ／保健センター（調

理室）　 ／調理実習　 ／15

組　 ／実費負担（材料費）　

／11月29日 から（電話予約制） 

 

　麻しん・風しんの予防接種は、平成

18年4月1日付けでＭＲワクチン（麻し

ん・風しん混合）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（ただし、ＭＲワクチン第1期接種済

者）に変更されます（第2期は平成23

年4月からの開始予定です）。 

　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。 

 

 

 

　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 
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　　教　室 　　教　室 

　　予防接種 　　予防接種 

　　健康診査 　　健康診査 



　　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 
12月８日（木） 
13時30分～15時 

11月21日（月）～12月2日(金)
※定員になり次第締切り 

4人程度 朝日国比古　医師（皮膚科） 

12月16日(金） 
9時30分～11時 

ー ー ー 保健センター 

12月16日(金） 
受付10時～11時 

ー ー 母子健康手帳 
（育児相談希望者）持参 

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 
　　　毎年冬になると流

行するインフルエンザ。予防の基本は流行前

にワクチン接種を受けることです。流行して

きたら、特に高齢者や慢性疾患を持っている人、

疲れている人、睡眠不足の人は、人混みや繁

華街への外出を控えましょう。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKAN

健康食材 健康食材 旬の 旬の  

 

 

　旬は秋から冬で、一般にサケと呼

ばれているのは、シロサケのことです。

良質のタンパク質がたっぷり含まれて

おり、特にビタミンＤが豊富です。シ

ロサケで100gあたり32μgもあり、ナイ

アシンなどのビタミンＢ群や葉酸など

も豊富です。また、さまざまな健康成

分が多く含まれており、コレステロー

ルや中性脂肪を減らすＥＰＡ、脳の

働きを活性化するＤＨＡ、強力な抗

酸化作用で目や肌の老化、動脈硬

化やがんを防ぐアスタキサンチンな

どがあります。このアスタキサンチン

はサケの身の赤い色素で、カニやエ

ビに多く含まれていますが、魚類で

身に含まれているのはサケだけで、

卵（イクラやすじこ）にも含まれてい

ます。頭の軟骨に含まれるムコ多糖

類には、関節の働きを滑らかにしたり、

肥満を予防する作用があり、皮には

コラーゲンが多く、美肌作りや老化

防止に力を発揮します。 

 

 

　体の具合が悪いときにいきなり大

病院へ行くことがもっとも良いことでし

ょうか。確かに大病院では最新の設

備と最高のスタッフによって、いつでも

その地域で最高の医療を提供してく

れます。では、かかりつけ医を持つこ

とには、どのようなメリットがあるのでし

ょう。いつも受診しているお近くのか

かりつけ医は、あなたやあなたのお子

さんの体調、薬の効き具合や好みもよ

くわかっています。時には「あなたの

お母さんも小さいころよく風邪をひい

たけど今は元気。あなたも大丈夫だよ」

などと話したりもします。そして治療の

難しい病気にかかったとき、どの病院

へ行ったらよいか助言し紹介状を書き

ます。紹介状には今の病気だけでなく、

これまでにかかった大きな病気がない

か、飲んではいけない薬はないか、と

きには家族に会って本人にも起きるか

もしれない病気についても書いてあり

ます。そして退院したときには、大病

院からの紹介状をもとに、その人の特

性や生活パターンを配慮した治療を

一緒に相談します。普段の健康管理

を任せるには、かかりつけ医が一番

良いのです。まだ決めていない方は

かかりつけ医を探してみましょう。 

 

　応急診療所は、かかりつけ医と大

病院の中間に位置します（かかりつ

け医や応急診療所を一次救急といい

ます）。夜間・時間外に起きる急な病気

に対応します。受診された病気の方を、

重症・緊急の方は大病院へ紹介し（こ

れを二次救急といいます）、それ以外

の方に対しては、休日明けにかかりつ

け医を受診するときに、スムーズに治

療が始まるように配慮した処置をします。 

 

西条五丁目118-3（総合保健センター内）  

　日曜日、祝日、年末年始

（12月29日～1月3日）  

　9時30分～12時、13時

～16時30分  

　内科、小児科、歯科  

 

　毎日  

　19時30分～22時30分  

　小児科、内科（※土・

日曜日、祝日、年末年始は小児

科応急診療のみ） 
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不法投棄の現状はどうなっているの？ 

マスコットキャラクター「クリン」 

乾電池・蛍光管を収集日に出し忘れました。どうすればいいですか？ 

地区市民センターや公民館（乾電池のみ）などで随時回収しています。詳しくは、「家庭ごみの分け方・出し方」（裏面）をご覧ください。 

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

●平成17年6月、一般廃棄物約12Kg（生ごみ・衣類など）

を平野町地内に投棄したことから、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第16条（不法投棄禁止）」違反にて

検挙された。 

●平成17年6月、一般廃棄物約20Kg（マットレス・段ボ

ールなど）を矢橋町地内に投棄したことから、同様に

検挙された。 

 
※同様の事例で30～50万円の罰金に処せられています。 

　不法投棄は犯罪です。たとえ家庭のごみであっても不法投棄は厳しく処罰されます。 

だれもが誇れる「きれいな鈴鹿市」に 
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　配属され1年半が経過しましたが、不法

投棄の多さにはいまだ驚くばかりです。空

き缶のポイ捨てから建築廃材などの産業廃

棄物まで多様な不法投棄があります。中でも、

家庭のごみは、わざわざ不法投棄しなくても、

分別して、ごみ集積所に出すだけで済みま

すし、収集日に出すことができなかった場

合も、直接、市の処理場まで持ち込めば、

無料（500 まで）で処理できます。このよ

うなごみの処理方法について、さらに情報

発信していくことが不法投棄の防止に必要

だと考えます。これからも、だれもが誇れる「き

れいな鈴鹿市」にするため、知恵を絞り頑

張っていきますのでよろしくお願いします。 

　身近な環境犯罪「ごみの不法投棄」。 

　市に寄せられる不法投棄の通報は年々増加の一途をたど

っていましたが、平成16年度にはじめて減少に転じました。平

成17年度（9月末現在）においても減少の傾向を示しています。 

　しかし、依然として、生ごみやペットボトルなど家庭ごみ、

テレビなどの家電四品目、タイヤなどの不法投棄が後を絶た

ないことから、不法投棄監視カメラを増設し、監視体制を

強化しました。引き続き、

不法投棄に対しては、厳

しく対応していきますので

皆さんのご理解とご協力を

お願いします。 
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阪神淡路大震災、北陸重油流出

事故、新潟地震など、さまざまな

災害ボランティアに携わる 

専門分野は、地政学、国際政治経済、

環境経済、地域振興 

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

　被災地では大人も子どもも一生懸命助け合って生活している現

場をたくさん見てきました。鈴鹿では、地震3兄弟の東海、東南海、

南海地震が、必ず起きると言われています。災害が起きた時、まず

は自分の身を守ることが一番大切です。そして、強い人が弱い人を

助けてあげないといけません。皆さんが助け合える人になって、災

害時に頑張ってくれたら、鈴鹿市のみんながうまくいくと思います。 

墨作り歴21年、鈴鹿製墨協同組合専務理事 

　愛・地球博に見られるように、地球の環境が人々の大きな関心を

集めています。これだけ関心を集めるということは、地球の環境が悪く

なっている証拠でもあります。エコ・ダイオキシン・リサイクルなど、環

境に関係するテーマはたくさんありますが、皆さんも何か環境に関す

るテーマを選び、勉強してください。そして皆さんが力を合わせて行

動すれば、未来の地球は、きっと素晴らしい環境になると思います。 

　「墨」という文字は「黒」と「土」とい

う文字からできています。1200年以上も

の昔、黒い煤に地中の粘土を混ぜて作

っていたことから、こういう文字になった

と言われています。鈴鹿での墨の製造は、今から1200年前の平安時

代初めに鈴鹿の山で採れる松材を燃やして油煙を取り、それを膠で

固めて墨を作ったのが始まりと伝えられています。現在、墨は鈴鹿と

奈良でしか作られていません。皆さんの地元鈴鹿に、こんなにも古い

伝統があるということを知っておいてもらいたいと思います。 

にかわ 

　助けてほしい時に大きい

声が出せなかったら助けて

もらえないので、ふだんか

ら大きな声であいさつなど

をする方が良いと思いました。

また、ひなんする時のために、

毛布や食料などの大事なものを絶対用意

しておかないといけないことや、体育館な

どのひなん所では、一番すごしやすい入り

口に近い所に、お年寄りがいられるように

考えないといけないなあと思いました。 

　環境の話を聞いて、手を

洗うときでも水をたくさん出

してしまっているので、使わ

ないときはたくさん出さない

ようにしようと思いました。

ごみを分別して捨てれば、リ

サイクルされてわたしたちのところへ戻ってき

ます。こうした身近なことから心掛けていこ

うと思いました。環境は社会環境や自然環

境などのいろんな意味を持っているんだなと

思いました。一色さんの話を参考にして、環境

に取り組んでいきたいなと思いました。 

　墨は、寒い時期にしか作

らないので大変だなと思い

ました。わたしたちが墨を練

って光らせようとしても光ら

なかったのに伊藤さんがす

ると光ったので、すごいなと

思いました。わたしたちが使っている墨が、

大変な作業をしてできることが分かり、これ

から使うときは、伊藤さんに教えてもらった

ことを思い出して大切に使おうと思います。

墨は、鈴鹿と奈良でしか作っていないので、

これからも伊藤さんに頑張って作り続けて

ほしいです。 



の情報 の情報 の情報 

2005・11・206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　市では、平成15年度から緑の

基本計画の策定を進めています。

この計画は、市民と行政が共通

の認識と目標を持って、市の公

共施設や民有地における緑を｢将

来も守り、創り、育てていく｣た

めに策定するものです。 

　これまで、市民アンケートな

どの調査をはじめ、公募市民を

加えた計画策定委員会の設置、

計画づくりの検討を行ってきま

したので、緑の基本計画として

まとめた素案について、広く市

民の皆さんにご意見を求めます。 

　11月24日 ～12月22日  

　市街地整備課、市政

情報課、地区市民センター、

市ホームページ 

　意見書に氏名、

住所を記入の上、直接、また

は郵便、ファクス、電子メー

ルで市街地整備課へ 

※意見書の様式は問いません。 

 

　12月定例会での一般質問をケ

ーブルネット鈴鹿(CNS20ch)で生

放送します。 

　12月9日 、12日 、

13日 10時から当日の会議

終了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営委

員会、特別委員会は傍聴できます。

日程は、市役所と地区市民センタ

ー掲示板、市議会ホームページに

掲載します。ただし、日時が変更

になる場合がありますので、傍聴

する場合は、事前に議会事務局へ

ご確認ください。 

 

　住宅や倉庫などの建物を取り

壊したときは｢滅失家屋申告書｣を、

未登記家屋の所有者名義を変更

するときは｢名義人変更届｣を、

年内に資産税課へ提出してくだ

さい。 

　｢滅失家屋申告書｣は資産税課

と各地区市民センターに、｢名義

人変更届｣は資産税課にあります。

なお、売買や贈与などによる変

更の場合は、旧所有者の印鑑登

録証明書が、相続の場合は相続

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

書などが必要となりますので、

詳しくは資産税課にお問い合わ

せください。 

※申告書は市のホームページからも

ダウンロードできます。 

 

　11月21日 から平成18年の三

重県交通災害共済への加入手続

きが始まります。昨年同様、自

治会を通じての加入はできません。 

　加入を希望される方は、本紙

折り込みの加入申込書に必要事

項をご自分で記入の上、市内の

金融機関、または防災安全課、

地区市民センターへ共済掛金と

ともにご提出ください。 

※詳しくは、加入申込書の説明、記

入例をご参照ください。 

※加入申込書は、防災安全課、地区

　

　新しい総合計画の策定に合わせて、｢鈴鹿市都市

マスタープラン｣の見直しを行っています。 

　｢鈴鹿市都市マスタープラン｣は、将来の都市づく

りに大きくかかわる土地利用や道路、公園などに関

する都市計画の基本的な方針を示すもので、市全体

を考える全体構想と、地域を分けて考える地域別構

想から構成されます。 

　今回、全体構想に関する｢土地利用計画｣｢都市づ

くりの基本方針｣と地域別構想に関する｢地域別まち

づくりの方針｣の素案がまとまりましたので、広く

市民の皆さんのご意見を求めます。 

　11月24日 ～12月22日  

　都市計画課、市政情報課、各地区市民セ

ンター、市ホームページ 

　住所、氏名を記入の上、窓口持参、郵

送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で都市

計画課へ。 

 

　地域の皆さんにご意見をいただくため、説明会を

開催します。 

○11月25日 　白子地区市民センター 

○11月29日 　牧田コミュニティセンター 

○12月２日 　神戸コミュニティセンター 

○12月９日 　鈴峰公民館 

○12月13日 　御薗ふれあい会館 

○12月16日 　箕田公民館 

※全会場とも、時間は19時～20時30分(予定) 

※今回、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、後日公表します。なお、個別には回答いたしません。 

お知らせ お知らせ 
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市民センター、市内の金融機関に

も備えてあります。 

　12月4日から人権週間が始まり

ます。隣近所のもめごと、家庭

内の問題、いじめや体罰、職場

でのセクハラなどでお悩みの方は、

人権擁護委員、または相談所へ

ご相談ください。相談は無料で、

秘密は守られます。 

12月5日 10時～16時

　鈴鹿ハンター 

 

　11月29日 、30日 　

20時まで 

　納税課(西館2階) 

　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、口座振替手続きなど 

　戦没者等の死亡当時の

ご遺族で平成17年4月1日にお

いて、公務扶助料や遺族年金

などを受ける方がいない場合

の先順位の方で手続きがお済

みでない方 

　平成20年3月31日まで

(土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時) 

　額面40万円、10年償

還の記名国債 

　請求期間内に生活支援

課へ 

 

　市民会館電気設備改修工事な

どにより、平成19年1月15日 か

ら平成19年2月28日 まで、ホー

ルおよび展示室が使用できません。

工事中はご迷惑をお掛けしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願

いします。 

 

　10月21日に三重県屋外広告物

条例が改正され、公布されました。

これにより、平成18年4月から違

法屋外広告物への罰則が厳しく

なります。また、屋外広告業を

営む場合には、これまでの届出

に変わり三重県への登録が必要

になります。 

　違法な屋外広告物を設置した

場合や登録せずに屋外広告業を

営んだ場合などは、1年以下の懲

役もしくは、50万円以下の罰金

などが科されることになります。

また、屋外広告物を設置するよ

う依頼した依頼主に対しても、

県公報、県ホームページによる

公表などのペナルティが科され

ることがありますのでご注意く

ださい。 

 
水道事業収益  

水道事業費用  

資 本 的 収 入  

資 本 的 支 出  

 
4 ,088 ,000 

3 ,874 ,000 

1 ,592 ,697 

3 ,824 ,456

 
2 ,100 ,085 

1 ,722 ,450 

   181 ,027 

1 ,075 ,393

水道事業収益  

水道事業費用  

資 本 的 収 入  

資 本 的 支 出  

4 ,105 ,000 

3 ,965 ,000 

1 ,268 ,853 

3 ,781 ,321

4 ,198 ,228 

3 ,780 ,549 

855 ,842 

2 ,869 ,670

　給水戸数は、9月30日現在7万

4,564戸で、昨年度下半期に比べて553戸増

加しています。また、総配水量は1,405万

4,023 、一日平均配水量は7万6,798 で、

昨年同時期に比べると1.51％増加しています。 

○開発工事に伴う配水管布設工事など　　44件　1億9,190万円 

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など　　16件　2億8,531万円 

○上水道水源更生工事および関連施設改良工事など　2件　1,475万円 

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など　19件　8,989万円 

　

　平成17年度上半期(17年4月～9月)の水道事業の業務状況をお知らせします。 

営 業 費 用  

営業外費用 

特 別 損 失  

当年度純利益  

計 

2,940,344 

704,949 

7,972 

346,434 

3,999,699

営 業 収 益  

営業外収益 

特 別 利 益  

 

計 

3,957,341 

42,345 
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3,999,699

固 定 資 産  

流 動 資 産  

 

 

計 

40,253,073 

3,738,909 

 

 

43,991,982

固 定 負 債  

流 動 負 債  

資 本 金  

剰 余 金  

計 

676,591 

618,335 

24,732,521 

17,964,535 

43,991,982

　(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで) 　(平成17年3月31日現在)
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　国府、稲生の2園で、4歳児学

級に定員の空きがありますので、

追加募集します。 

　市内に在住し、平成12

年4月2日から平成13年4月1日

までに生まれた幼児 

　国府幼稚園14人、稲生

幼稚園4人 

　11月24日 から平成18年

3月末まで(土・日曜日、祝日を

除く8時30分～17時)に、各園に

ある｢入園願｣に必要事項を記入

の上、入園希望の幼稚園へ 

※定員になり次第、締め切ります。 

　市内に在住し、平成

13年4月2日から平成14年4月1

日までに生まれた幼児 

　市内に在住し、平成

12年4月2日から平成13年4月1

日までに生まれた幼児 

 

　国府6人、加佐登3人、

白子8人、旭が丘10人、玉垣7

人の5園で募集します。 

※定員になり次第、締め切ります。 

　市内の市立幼稚園全

23園で募集します。希望者は

全員入園できます。 

　11月24日 から平成18

年3月末まで(土・日曜日、祝

日を除く8時30分～17時)に、

各園にある｢入園願｣に必要事

項を記入の上、入園希望の幼

稚園へ 

 

　希望される方は、お近くの地

区市民センターまたは環境政策

課でお受け取りください。 

　11月21日 ～12月22日

(土・日曜日、祝日を除く) 

 

　石垣池公園陸上競技場の第3種

公認更新工事に伴い、使用を一

時中止します。ご迷惑をおかけ

しますが、ご理解をお願いします。 

　平成18年1月

～2月末日(予定)　 

 

　国土交通省が実施する｢都市再

生街区基本調査｣の一環として、

国土地理院と独立行政法人都市

再生機構が、測量などを実施し

ます。民有地に立ち入ることは

ありませんが、作業期間中ご迷

惑をおかけすることもあります。

皆さんのご理解とご協力をお願

いします。 

　本年12月～平成19年3月 

　市内の人口集中地区 

 

○現地踏査(公共基準点、街区の

角などの状況調査) 

○測量作業(基準点の設置、街区

の角などの測量) 

 

 

 

　12月18日 13時～15

時40分(開場12時30分) 

　文化会館けやきホール 

　夢・希望にむかって～か

たろう、すずかの井戸端会議～ 

 

※すずか夢工房－達人に学ぶ－、青

少年対策推進本部の取組み(青少

年マナーアップ事業、サンデーコ

ミュニティスクール事業)につい

て紹介します。 

　子どもたちの夢や希望がテー

マです。参加者全員で話し合

います。 

案内人：柾木　卓さん(俳優)、

県立飯野高校教諭 

夢追い人：県立飯野高校生徒、

プロ車いすランナー、人情集

団An-Pon-Tan代表、宮本建築

代表、成人式実行委員長 

　300人 

　無料 

　12月8日 (必着)までに、

往復はがき(1人1枚)または電

子メールで、住所、氏名、電

話番号を記入の上、〒513 -

0801　神戸八丁目9-22　鈴鹿

市青少年育成市民会議事務局

(　82-0713、 shogaigakushu 

　@city.suzuka.mie.jp)へ。受付後、

入場整理券としてはがき、ま

たは返信メールを送ります。 

 

 

　12月11日 　10時30分～15時 

　ジェフリ－すずかホ－ル 

　地域における子育て支援

活動の重要性についての講演、｢地

域ぐるみで子育て支援｣をテーマ

に子育て支援活動の発表と討論 

　(財)あしたの日本を創る

協会・三重県新生活運動推進

協議会 

　鈴鹿市 

　100人(先着順) 

　無料 

　12月5日 (必着)までに、

まさ　き　　　たく 

お知らせ お知らせ 

催し物 催し物 



  2005・11・20 9

　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 

『ベルディ便り』･･･「防災館」、

清掃・保健情報など 

『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 

 

『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 11月 納 税 

※納税は、便利な口座振替で 

はがきに住所、氏名、電話番

号を記入の上、〒513-8701子

育て支援課へ。 

※託児あり(先着10人)3歳～未就学

児(託児希望の方は、申込はがき

の裏面に、｢託児希望｣と記入の上、

お子さんの氏名、年齢を記入して

ください) 

※このシンポジウムは、独立行政法

人福祉医療機構(子育て支援基金)

の助成によって実施するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

　国土交通省三重河川国道事務

所は、道路を軸に地域の風景を

美しくしていこうと、津市、鈴

鹿市、久居市の調査員約40人に

より、大切にしていきたい重要

な風景を調査しましたので、そ

の結果を発表します。 

　11月30日 　10時～12時 

　文化会館 

　無料 

　(財)地域総合研究所(担当：

篠田、窪田、吉田　 058-274-

9555)へ 

※当日午後に県教育文化会館(津市内)

で3市合同の発表会を行います。

希望者はバス送迎します。詳しく

は、(財)地域総合研究所へ 

 

 

 

　どんなに良い企画も広報が大切。

2人の講師をお迎えして、パネル・

ツアー～企画のヒントを広告か

ら～と題し、｢笑い｣と｢納得｣い

っぱいの講座を開きます。 

　12月17日 　13時30分

～15時30分 

　ジェフリーすずかホール 

　メディアの動きと効果につ

いて、パネルを見ながら学びます。 

　上鵜瀬孝志さん（名古屋

学芸大学講師、コピーライター）、

重原惇子さん（つながれっと

NAGOYA協働運営NPO室、

キャリア・サポーター） 

　30人(定員になり次第締切り) 

　無料 

　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 

※託児あり(1歳6カ月～就学前児童：

先着10人)(事前に申込みが必要です) 

 
おわびと訂正 

　11月5日号情報館4の一部に誤りが

ありましたので、訂正しおわびします。 

(誤)公金の状況の表中、金額の計：

27,346,101 

(正)公金の状況の表中、金額の計：

21,737,711

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 

　10月1日から南部コミュニティバス（白子・

平田線、太陽の街・平田線）の運行が開始さ

れましたが、その運行経路や運行時間はどのように

決めたのですか。また、実証運行ということですが、

今後変更する予定はあるのですか。 

 

　南部コミュニティバスの運行経路や運行時

間については、地域説明会を開催し、その中

でいただいたご意見やご要望を参考に、ルート全体の

所要時間・学校や駅への到着時間を考慮しながら、

実際に運行する事業者と協議をして決定しました。 

　また、今回の運行は平成20年3月までの｢実証運行｣

でありますが、運行システムについては、まだまだ改善

の余地が多いものと考えていますので、今後、地域の

皆さんや利用者の皆さんか

らのご意見などを参考に、ダ

イヤおよびルートさらにはバ

ス停の見直しなどの改善を

図っていきたいと考えています。 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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　｢古文書は初めて｣という方も気

軽に参加できる初心者向けの講座

です。地元の古文書を読みます。 

　11月27日 　14時から 

　考古博物館 

　代田美里(文化課学芸員) 

 

　11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 

　市内在住のパソコン

初心者 

　いずれも3時間講習

を2日間行います。 

　12月7日 、8日  

　12月3日 、4日  

　12月10日 、11日  

　12月13日 、15日  

　12月10日 、11日

　12月3日 、4日  

　12月7日 、8日

　12月13日 、15日  

　図書館2階視聴覚室 

　各15人(先着順) 

　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、

ワード基礎とエクセル基礎は

いずれも800円、ワード応用と

エクセル応用はいずれも1,050円、

ワード・エクセル実用は1,300円、

年賀状は500円が別途必要) 

 

 

　12月11日 　10時～14時 

　文化会館調理室 

　ホットプレートで作る

イタリア風ピザなど 

　30人(応募者多数の場合

抽選) 

　賛助会員1,200円、一般

1,500円 

　11月30日 までに、電

話で鈴鹿国際交流協会へ 

 

　12月15日 、16日 の

2日間 

　工場などで使うクレー

ンを操作する資格です。 

　9,700円(テキスト代含む) 

　12月6日 ～8日 の

3日間 

　ワードで、オリジナル

の年賀状の作成とあて名印刷

を行います。 

　7,500円(テキスト代含む) 

※受講料にはいずれも教材費を含ん

でいます。 

　いずれも、鈴鹿地域職

業訓練センター(　 87-1900、

　http: / /www.mecha.ne. jp/  

　̃suzukatc)へ 

 

　11月20日 から12月10

日 (必着)までに、直接来場し

ていただくか、ファクス(1枚に

つき1人分を記入)に住所、氏名、

年齢、性別、電話番号、コー

ス名を記入の上、県営鈴鹿ス

ポーツガーデンへ 

※インターネット(最終日17時まで)

でも受付しています。 

※応募者多数の場合は抽選。大幅に

定員に満たないときは中止になる

場合があります。 

※受講料にスポーツ安全保険料を含

みます。 

　高校生を除く18歳以上で、

クロール25m以上泳げる方 

　平成18年1月19日から3

月9日までの毎週木曜日　14時

～15時30分(全8回) 

　背泳・平泳・バタフラ

イの習得 

　30人 

　7,000円 

　高校生を除く18歳以上 

　平成18年1月24日から2月

28日までの毎週火曜日　19時

～20時(全6回) 

　呼吸を意識しながら行い、

体の深部から鍛えるエクササ

イズ 

　25人 

　4,000円 

　高校生を除く18歳以上

の方で、テニスが初めてかラ

リーが少し続く程度の方 

　平成18年1月19日から3

月9日までの毎週木曜日　10時

30分～12時(全8回) 

　実践的な技術の習得 

　20人 

　8,000円 

※その他、泳法マスター(夜)、アク

アビクス(朝)中級、アクアビクス(夜)

中上級、フィットネスヨガ(朝)①、

フィットネスヨガ(朝)②、フィッ

トネスヨガ(夜)、冬季ベーシック

テニス(夜)があります。詳しくは、

県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

講座・教室 講座・教室 
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〒519-0321　鈴鹿市深溝町352番地 

定　員／90人 74-2797 74-2797

fuka izawahoikusho@city .suzuka.mie . jp

深伊沢保育所 深伊沢保育所 

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30年の歴史があり、東名阪鈴鹿インターチェンジの近く

でのどかな自然に恵まれたまちの中にあります。地域の方々の支えと協

力もあり、春は梅林や菜の花畑の散歩、夏はヒマワリ畑で迷路遊び、秋

はコスモス畑でかくれんぼ、冬は土手すべりを楽しむなど、鈴鹿山脈の

麓で四季の変化を肌で感じ、自然とかかわりながらおいしい空気と美し

い緑の中で、0歳から就学前までの78人の子どもたちがのびのびと過ご

しています。 

　近所にある寺院の飼育小屋でウサギやニワトリを見せてもらったり、

農家の畑を借りてサツマイモ作り、芝生畑では図鑑片手に虫捕りなど、

自然との触れ合いを通じて健康な体と思いやりのある子ども、何事にも

意欲的に取り組む子どもをめざして保育を進めています。 

　また、食は子どもの成長の土台と考え、保育士・調理員で協力して「食

育」にも力を入れています。野菜の栽培や食材に触れることを目的とし

たトウモロコシの皮むき、誕生日会でのホットケーキ作りなど、楽しみ

ながら食を通じて心と体をすくすく豊かにはぐくんでいます。大きい子

の姿を見てまねたり、小さい子にはそっと手を貸したり、当保育所なら

ではのほほ笑ましい光景も見られます。 

　昨年度には第2園庭も完成し、いつもかわいい声が聞こえる保育所です。

これからも小規模園ならではの家庭的で、保護者から安心して預けてい

ただける保育所でありたいと願っています。 

火 災  件　数/6件、うち建物2件（90件、13件増） 救 急  出動数/551件（5,398件、666件増） 

交 通  

すずか 
データ 
バンク 
10
月 人口・世帯数 ［10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/199,487人（+132人） 男性/100,108人（+74人） 女性/99,379人（+58人） 世帯数/75,373世帯（＋154世帯） 

事故数/645件、うち人身事故136件（5,862件、59件増） 死者数/1人（16人、4人増） 傷者数/181人（1,665人、140人増） 

撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

石薬師町 

平成17年11月1日 

秘書広報課 

信綱かるたと旧東海道 
表
紙
写
真 

佐佐木信綱顕彰会が作成したオリジナル「信
綱かるた」の中から選んだ短歌24首を歌額にし、
石薬師地区内にある旧東海道1.8kmに設置。 

　先日、半年ぶりにアオリイカ釣り

に行き、のんびりと1日中ボートの上

で波に揺られていました。釣果の方は

と言いますと、2人でアオリイカ8杯と

アジを少々でしたが、その日の一番大

きいイカを取り込みの最中に逃がして

しまうという、とても「痛い」ハプニ

ングもありました。晩には、おいしい

イカを家族そろって楽しみました。 

　釣り人と話をするときに

は、両手を縛って話をする

ようにと言いますが、この時

期にしては、本当に大きい

1杯でした。残念・・・（憲） 


