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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

（　382-2252　月～金曜日　受付時間

8時30分～17時15分）へ。 

 
肺がん
対象／40歳以上の方　とき／5月12
日㈮9時～11時　ところ／保健セン
ター　定員／120人　費用／レント
ゲン撮影200円、たんの検査600円　
申込み／3月24日㈮から 
 
胃がん
対象／40歳以上の方　とき／4月14
日㈮、5月19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／4月14日分は
受付中、5月19日分は3月24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／5月
30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／3月24日㈮から 
 
乳がん（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／5月22
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／2,800円　持ち物／
バスタオル　申込み／3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／4月
21日㈮、5月22日㈪、30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
／4月21日分は受付中、5月22日、30
日分は3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。 

 

すくすくファミリー教室
■プレパパ・ママコース
　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。 
対象／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。　とき・内容（2回シリーズ）
／○4月7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」
○5月14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」ところ／保
健センター　定員／30人　申込み／
3月28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。 

 

■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／4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／3月
28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11月から平成18年1月
生まれの乳児をもつ方で初参加の方　
とき／4月11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／3月29日㈬から（電話予約制） 
 

■麻しん・風しん予防接種
　麻しん・風しんの予防接種は、平
成18年4月1日付けでＭＲワクチン（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
日までの間にあるもの（ただし、Ｍ
Ｒ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）。 
　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。 
 
■ＢＣＧ予防接種 
　ＢＣＧ予防接種は、対象月齢が生
後6カ月未満となっています。生後6
カ月以上1歳未満の方のＢＣＧ予防
接種については、接種費用の一部助
成を行っていますが、平成18年3月
31日接種分をもちまして制度が終了
します。助成による接種を受けられ
た方で、助成申請書の提出がまだの
方は、3月31日までに健康づくり課
へ提出してください。 
 
■ＤＴ2期 
　学童期に接種するＤＴ2期ワクチ
ン（ジフテリア・破傷風2種混合ワ
クチン）の予防接種はお済みですか。
一年を通して接種できますので、母
子健康手帳を確認の上、まだの方は
早めに接種しましょう。 
対象年齢／11～13歳未満　ところ／
実施医療機関（必ず保護者が同伴し
てください）　回数／対象年齢内で
1回　持ち物／母子健康手帳・健康
保険証・予診票（予診票は市内実施
医療機関にあります） 
 
 
 

　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 
　　相　談 

　　　　検　診検　診 　　検　診 

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 
4月13日（木） 
13時30分～15時 

医師による
市民健康相談

3月27日（月）～4月7日（金）
※定員になり次第締切り 

4人程度 堀澤　信喜医師（眼科）  

4月28日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

4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　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp  　受付時間　8時30分〜17時15分
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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 
 　 今年の春の花粉総飛

散量は昨年の春の10～40％になると予測され

ています。しかし、昨年の春に花粉を多量に取り

込んだため、わずかな花粉で発症する事例も

予想されます。発症、重症化の予防として、洗顔や

うがい、マスクやメガネの着用が効果的です。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

コ ン ニ ャ ク

健康食材 健康食材 旬の 旬の  
 
 
　体内で消化されない食物繊維
の一種であるグルコマンナンが
腸の働きを活発にし、便をやわ
らげて排便を促し、脂肪がつい
た腸や血管の壁を掃除します。
グルコマンナンは、老廃物やが
ん細胞などをつくり出す毒素を
吸着しながら腸内を移動し、そ

のまま体外に排泄してくれるので、
大腸がんなどの予防にも有効です。
昔からコンニャクが「腸の砂払
い」といわれるのはこのためです。
また、腸からのコレステロール
と糖質の吸収を抑えるため、コ
レステロール値や、血糖値の急
激な上昇を防ぎ、腸内でゆっく
り膨張して移動するので、早く
満腹感を得ることができ、肥満
の予防にもなります。さらに、
カリウムが体内の余分なナトリ

ウムを排泄するため、血圧を正
常にし、利尿効果も充分です。
刺身コンニャク以外は、下ゆで
してから食してください。 

　　教　室 

　　予防接種 

　　健康診査 
赤須美月ちゃん・千絵さん

みづき

赤須美月ちゃん・千絵さん
みづき

 

基本健康診査
　昨年の秋、医療機関で実施した
基本健康診査の結果、異常なしの
方は受診者数16,399人の内1割
程度で、ほとんどの方は医師から
何らかの指導を受けたり、治療が
必要という判定になっています。 
 
 
 
 
 

◎異常の内訳 
　健診の所見別では、高血圧で
指導や治療を必要とする方が最
も多く、ついで高脂血症・糖尿
病と続いています。ここ数年の

結果を見ても、これらの疾患で
指導や治療を必要とする方は年々
増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 

◎増えている肥満
 （ＢＭＩ25以上の方の割合）
　身長と体重から計算する体格指
数（ＢＭＩ）を見てみると、特に40代
男性の肥満が多く見られます。肥
満は生活習慣病の温床と言われる
ように、さまざまな病気の引き金に
なります。日ごろからの生活習慣の
改善が必要です。 

BMI＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　健康づくり課では、生活習慣病
予防教室を開催しています。肥満
予防のためのさわやかスリム教室
では、7回シリーズの中で運動や
調理実習を通して、仲間と楽しく
参加できます。18年度は6月から
実施予定です。詳しくは広報すずか
4月20日号をご覧ください。 

要医療要医療・ 
治療中治療中 
70.670.6％ 

要指導要指導 
19.719.7％ 

異常異常なし 
9.79.7％ 

要医療・ 
治療中 
70.6％ 

要指導 
19.7％ 

異常なし 
9.7％ 

健診判定別結果

基本健康診査  所見別グラフ 重複件数あり 
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9.7

51.8

45.4

16.5

14.9

12.6

19.5

18.5未満・・・・・・・・・や　せ 

18.5～25未満・・・・・・標　準 

25以上・・・・・・・・・・肥　満 



2月1日㈬　稲生小学校

教育館

2月24日㈮　鈴峰中学校

3月6日㈪　郡山小学校
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　この講座は、受講者が動物、鳥類、魚類、貝類、昆虫類、

クモ類、植物の分野に分かれ、各分野の専門家の方々から、

調査に必要な専門的知識を習得していただき、受講者自ら

が、現地調査や、種の同定、報告書作成などを行っていた

だくものです。 

講座の主な流れ

対　象　次のすべての条件を満たす方 
●高校生以上の方 
●市内在住または勤務している方、あるいは近隣市
町の方で市内で調査活動のできる方 

●休日などに月1回程度の受講や現地での実習ができる方 
講習期間　平成18年度から3年間（各分野ともに毎
月1回程度講座を開催） 

定　員　30人程度（応募者多数の場合は抽選） 
受講料　無料（現地での調査用具などについ
ては、個人負担になる場合があります） 

申込み　4月10日㈪までに、電話で申し込むか、
はがき、ファクス、電子メールのいずれかに、郵便

番号、住所、氏名、年齢、電話番号、興味のある

分野を記入の上、〒513-8701　環境政策課へ 

自然環境調査員養成講座に多くのご参加を

ビーティング法による昆虫類調査

調査で得た陸貝の同定作業

キノコに集まっている昆虫類の調査キノコに集まっている昆虫類の調査

ビーティング法による昆虫類調査

調査で得た陸貝の同定作業

平成19年度 
　調査地域を決めて、講師の指導を受けな

がら、全分野で実際に現地調査を行います。

年度末に、調査概要を報告します。 

平成20年度
　補足調査を行うとともに、調査結果をま

とめ、年度末の報告会で発表をします。 

平成18年度
●1回目 
　講座の目的と、全分野の講義内容の説明を聞き、

動物、鳥類、魚類、貝類、昆虫類、クモ類、植物の

中から、希望する分野を選択します。 

●2回目以降 
　各分野に分かれて、室内での講習や野外での実習

で、調査方法、

種の同定の仕

方や標本作成

などを学びます。

また年度末に

は受講者自ら

が１年間の受

講結果を報告

します。 

事業所の
皆さんへ
事業所の
皆さんへ

　三重県と鈴鹿市では、事業所などにおけ

る自主的な環境負荷低減の取り組みを促

進するため、環境の国際規格である

ISO14001の認証取得を推奨しています。

また、国際規格の認証取得が困難とお考え

になる事業所などに対しては、三重県版環境

マネジメントシステム審査登録制度（ミームス）

を実施しています。詳しくは、三重県ホームページ

　http://www.eco.pref.mie.jp/jyourei/iso/index.htm

をご覧ください。 

環境政策課　　382-7954　　382-2214　　kankyose i s a ku@c i t y . s u z uka .m i e . j p

自然環境調査員の養成講座を開きます 

マスコットキャラクター「クリン」 

　市では、動植物の専門家の方々による調査や、市民の皆さんの参加による調査観察会
などにより、鈴鹿市の自然調査を進めています。平成18年度から、市民の皆さんが中心
となって調査を行っていただくために、新たに自然環境調査員の養成講座を開催します。

ごみ分別

Ｑ Ａ
石油ファンヒーターは何ごみ？ 

＆

Ｑ

A 粗大ごみ。認定ごみ袋に入りきらない、または認定ごみ袋に入っても重量が5kg以上あれば粗大ごみになります。 
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稲生小学校５年　渥美　由佳梨さん

　赤ちゃんを産む準備をす

るために、脂肪が必要だと

いうことを初めて聞きました。

わたしは赤ちゃんを産むた

めに脂肪なんて必要ないと

思っていたので、聞いたとき

はびっくりしました。運動して筋肉をつけ、鍛

えることが正しいダイエットだということを

お母さんにも伝えたいと思いました。わたし

はスポーツとかあまりむいていないと思いま

すが、先生のお話を聞いて、これから頑張っ

てみようかなと思いました。 

鈴峰中学校2年　山中　雄斗さん

　燃料電池を使って車を走

らせるという今までにやっ

たことのない実験だったので、

すごく興味がありました。環

境を良くする実験だったので、

これからの地球のためにこ

のような実験を生かして、自分たちが大人

になったら夢を実現させたいなと思いました。

環境のためにもっといろいろなことをしたい

と思いました。このような実験ができて良か

ったです。 

郡山小学校5年　平井タケルさん

　ヘドロで電池を作れるな

んてすごいなと思いました。

ヘドロの中で電気がおきて

いて、それをそのまま取り

出せるバクテリアがいるな

んてすごいなと思いました。

実際に実験をしているところを見て、わ

くわくしました。竹炭なんかにバクテリ

アが住みついたりするもんだなと思いま

した。先生のお話しのあと、実験をした

虫かごを見ました。くさかったけど、良

くわかってよかったです。 

2月1日㈬　稲生小学校

鈴鹿回生病院名誉院長

藤澤　幸三さん

三重大学医学部臨床教授、日本

臨床スポーツ医学会評議員 

東京芝浦電気（株）（現東芝）総合研

究所を経て現職。校長補佐（研究担当） 

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】
　健康でいるためには、小学生のときからの生活習慣や生活リズ

ムを整えることが大切です。例えば、夜ふかしをすると、朝起きら

れなくなってしまいます。また、毎日の食事は感謝の気持ちを持

って、バランスよく、しっかりと食べましょう。食事の時間は、家族

みんなで話をする大切な時間にもなります。自分の体のことをよく

理解して、勉強もスポーツも遊びも元気良く楽しく行いましょう。 

2月24日㈮　鈴峰中学校

鈴鹿工業高等専門学校教授

小倉　弘幸さん

3月6日㈪　郡山小学校

2月1日㈬　稲生小学校

2月24日㈮　鈴峰中学校

3月6日㈪　郡山小学校

鈴 鹿 国 際 大 学 副 学 長

妹尾　允史さん

専門分野は、材料科学・量子応用技術など。

環境・エネルギー、健康などについて研究。 

【講演要旨】
　燃料電池は、水の電気分解と逆の反応を起こして、電気エネ

ルギーを得る技術です。地球温暖化が問題になっていますが、

燃料電池はエネルギー効率が高い上、水が発生するだけのクリ

ーンなエネルギーです。将来、水素経済社会が来ると言われて

おり、燃料電池開発は、人類と地球を救うプロジェクトで、世界

共通のチャレンジでもあるのです。今後は、水素の「生産」「貯蔵」

「電力変換」の3つの技術開発が必要になってきています。 

【講演要旨】
　ヘドロ燃料電池は、海のヘドロの中で

電気が発生しているのに気付いて研究が

始まりました。バクテリアがヘドロを分解す

るときに発生する水素と水中の酸素が結

び付き、電気が発生します。ヘドロは、海

や川、湖、池などどこにでもあり、電気を取りながらヘドロをきれい

にするという研究が進められています。また、将来はトイレの汚水

で発電するということもできるでしょう。自然環境を守りながら暮ら

しやすい環境を作るということを考えてみてください。 

せの　　　お　　　　　　　 まさ　　　ふみ 
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ビーティング法による昆虫類調査

調査で得た陸貝の同定作業

キノコに集まっている昆虫類の調査

事業所の
皆さんへ
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○お知らせ

 
納税の休日・夜間窓口を開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

◆休日窓口
と　き　3月26日㈰　8時30分～

17時15分 

ところ　納税課 
◆夜間窓口
と　き　3月30日㈭、31日㈮
　20時まで 

ところ　納税課 
※南玄関をご利用ください。 

内　容　いずれも、市税の納税相談、
納付、口座振替の手続きなど 

 
3月と4月の木曜日は

一部窓口を19時まで延長します
市民課　 382-9013・9132　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　春は就職や進学、転勤などで

住民異動届や証明書を必要とす

ることが多くなります。昼間仕

事などで時間の都合がつかない

方はご利用ください。木曜日以

外の平日の窓口時間は従来どおり

(8時30分～17時15分)です。 

◆延長する窓口と業務の範囲
○市民課　転入・転出・転居の手
続き、戸籍の届出、印鑑登録・証

明書の交付、住民票の写し、戸籍

謄抄本の交付、税証明書の交付 

※外国人登録は入国管理局および他

市区町村との連携が必要なため行

いません。ご注意ください。 

○保険年金課　国民健康保険・
国民年金・老人保健・福祉医

療費助成 

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

 
3月と4月の

市民課の窓口は混雑します
ご理解とご協力を

市民課　 382-9132　 382-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

　年度末の3月と年度始めの4月は異

動の時期にあたり、市民課窓口は処

理をする件数も多く、非常に込み合い、

かなりの時間お待ちいただく場合が

あります。皆さんには大変ご迷惑をお

かけしますが、時間に余裕を持って

お越しいただきますようお願いします。 

　なお、証明書の交付、届出の

受付は地区市民センターでも行

っていますのでご利用ください。 

 
土地・家屋価格等縦覧帳簿を

縦覧します
資産税課　 382-9007　 382-7604

shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　平成18年度の自分の土地や家

屋の価格を他の土地や家屋の価

格と比較できる土地・家屋価格

等縦覧帳簿を縦覧します。 

　また、縦覧期間内に限り、納

税義務者の閲覧(固定資産課税台

帳兼名寄帳の写しの交付)を無料

で行っています。 

※納税通知書に添付されている課税明

細書でも、課税内容が確認できます。 

と　き　4月3日㈪～5月1日㈪(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分) 

ところ　資産税課 
手数料　無料 
持ち物　印鑑、納税通知書、課税
明細書など本人確認できるもの 

※代理人の場合は委任状が必要です。

詳しくは、資産税課へお問い合わ

せください。 

老人医療費が増えています

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

国民健康保険の届けを忘れずに

地区市民センター・公民館に
ついてのお知らせ

国際協力機構(JICA)の
海外ボランティアに参加しませんか

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

◆国民年金被保険者の種類
○第1号被保険者
　20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーターの方など 

○第2号被保険者 
　会社員と公務員(厚生年金加入者、共済組合員) 

○第3号被保険者
　会社員と公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 

◆届け出が必要なとき
○20歳になったとき(第1号被保険者)
　誕生月の前月に、社会保険事務所から案内文書が送

付されます(厚生年金、共済組合の加入者は除く)。必

要事項に従って加入手続きをしてください。 

※案内文書が届かないときは、保険年金課へ 

○会社などを辞めたとき(第1号被保険者)
　国民年金の加入届け出が必要です。扶養されている

配偶者も同時に届け出が必要です。保険年金課、地区

市民センターで手続きをしてください。 

持ち物　退職日がわかる書類、年金手帳 

○会社などに勤めたとき(第2号被保険者)
　会社などが社会保険事務所に届け出をします

ので、本人の届け出は不要です。扶養されてい

る配偶者(第3号被保険者)も同様です。 

※年金相談など詳しくは、津社会保険事務所(〒514-

8522　津市桜橋三丁目446-33　　 059-228-9111)、

年金相談サービスセンター(　 059-228-9114)へ 

◆出張相談所をご利用ください
　あらかじめ必要な書類を確認してからお越し

ください。 

と　き　毎月第2・4水曜日(祝日を除く)　10時～
12時、13時～15時 

ところ　鈴鹿商工会議所(飯野寺家町816) 
※社会保険事務所では、第2土曜日の休日相談と月曜日

の時間延長相談を行っています(祝日の場合は変更し

ます)。平日昼間に仕事などで相談できない方はご利用

ください。なお、休日・延長相談においては、電話による

相談は行っていません。詳しくは、津社会保険事務所へ 

国民年金の届け出を忘れずに 保険年金課　 382-9401　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　異動などに伴い、被保険者の種別が変わる方は、届け出が必要です。届け出をしないと将来の年金額が減ったり、

給付されなくなったりしますのでご注意ください。 

お知らせお知らせ お知らせ 
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納税の休日・夜間窓口を開設します

3月と4月の木曜日は
一部窓口を19時まで延長します

3月と4月の
市民課の窓口は混雑します

ご理解とご協力を

土地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します

老人医療費が増えています
保険年金課　 382-7627　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　老人保健の医療費は、自己負担

分以外は国や都道府県、市町村か

らの公費(税金)と各医療保険からの

｢老人保健拠出金｣でまかなわれて

おり、みんなで支えあっています。

平成16年度の市の老人医療費総額

は約125億500万円で、一人当たり

の総医療費は約68万円になってい

ます。また、一人当たりの受診件数は、

次のとおり毎年増加しています。 

 

 

 

　医療費を大切に使うために次

のようなことに気を付け、上手

な受診を心掛けましょう。 

○かかりつけ医をもちましょう。 

○薬は、指示された用量・用法を

きちんと守って服用しましょう。 

○生活習慣病は気が付かないうち

に進行しています。健康診断で

早期発見し、早めに治療しましょう。 

○適度な運動を心掛け、食生活に

も気を付けて健康で自立した生

活を送りましょう。 

 
国民健康保険の

給付申請を忘れずに
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

◆高額療養費
　医療費が高額になったときに

限度額を超えた分を払い戻します。 

◆出産育児一時金
　国民健康保険に加入している

人が出産したとき(妊娠85日以上

の死産・流産を含む)に支給します。 

※社会保険脱退後6カ月以内の場合

は社会保険から支給され、国民健

康保険からの支給はありません。 

◆葬祭費
　国民健康保険に加入している

人が死亡したとき、葬儀を行っ

た人に支給します。 

※これらの給付は、2年を経過する

と時効になり、支給されませんの

でご注意ください。 

国民健康保険の届けを忘れずに
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　次のような異動があったときは、

必ず14日以内に必要書類を持って、

保険年金課または地区市民セン

ターへ届け出をしてください。

届け出をしないと、保険税をさ

かのぼって納めることになったり、

保険給付を受けられなくなった

りしますのでご注意ください。 

◆社会保険・共済組合を脱退した、または
社会保険の任意継続が終了した 

必要書類　前の保険の資格喪失
日がわかる書類(資格喪失証明

書など) 

◆就職や扶養認定により社会保険・
共済組合へ加入した

必要書類　新しい健康保険証と
国民健康保険証 

◆進学などで遠くに下宿する
　(遠隔地用被保険者証の交付)
必要書類　国民健康保険証と在
学証明書など 

 
地区市民センター・公民館に

ついてのお知らせ
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

生涯学習課　 382-7619　 382-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

◆井田川地区市民センター
　4月1日㈯から｢井田川地区市民

センター｣が｢井田川公民館｣内

に移転します。電話番号など

は変更ありません。 

移転先　井田川公民館内(西冨田
町11番地) 

◆加佐登公民館 
　4月1日㈯から｢加佐登農村町民

センター｣を｢加佐登公民館｣に名

称変更します。市内公民館と同

様の機能を果たしているため、

名称を公民館に変更します。電

話番号などは変更ありません。 

◆玉垣地区市民センター・公民館 
　3月20日㈪から｢玉垣地区市民

センター・公民館｣が改築により

新しくなりました。電話番号な

どは変更ありません。 

国際協力機構(JICA)の
海外ボランティアに参加しませんか
秘書広報課　 382-7601　 384-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

　平成18年度国際協力機構(JICA)

ボランティア(青年海外協力隊・シ

ニア海外ボランティア)を募集します。

春募集の期間中、説明会を開催し

ます。募集に関する詳しい情報を得

る絶好の機会です。予約不用です。

お気楽にお越し下さい。 

募集期間　4月1日㈯～5月10日㈬ 
※詳しくは、JICA中部　 052-702-

1391(平日9時30分～17時30分)

　http://www.jica.go.jp(国内の

JICAからJICA中部へ)へ 

◆募集説明会
○青年海外協力隊
とき・ところ　4月5日㈬　19時

～20時30分　アスト津３階 

　(津市羽所町)、4月16日㈰　14時

～16時　じばさんみえ研修室6 

　(四日市市安島一丁目)　 

○シニア海外ボランティア
とき・ところ　4月5日㈬　18時

～19時30分　アスト津３階

(津市羽所町)、4月16日㈰　10時

～12時　じばさんみえ研修室6 

　(四日市市安島一丁目) 

 
小学校入学・中学校卒業の

祝品をお渡しします
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成18年小学校入学、
中学校卒業の児童をもつひと

り親家庭(母子、父子、準母子) 

と　き　3月24日㈮　9時～19時、

25日㈯、26日㈰、4月1日㈯、2

日㈰　9時～17時 

ところ　ジェフリーすずか研修室2 
持ち物　ひとり親家庭であるこ
とが確認できる書類(健康保険証、

児童扶養手当証書など)、印鑑 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 

国民年金の届け出を忘れずに

■一人あたり受診件数(件)
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 

 21.3   23.2   23.7   25.9   26.7

お知らせ 
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○お知らせ

 
｢貸します詐欺｣にご注意を
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　最近、大手金融機関などを装い、

｢お金を貸します｣という内容の偽

者ダイレクトメール(DM)や携帯

メールなどを送りつけて、保証金

や保険金名目でお金をだまし取る、

新手の手口が急増しています。また、

｢信用保証機関への紹介｣や｢債務

データの改善｣など、さまざまな

理由をつけて、融資をする前に必

ずお金を振り込ませようとします。

このような｢貸します詐欺｣の被害

にあわないよう十分ご注意ください。 

◆だまされないための心構え三カ条
○取引関係のないところから突然

送られてくる、｢お金を貸します｣
というダイレクトメール(DM)、
携帯メールなどに注意しましょう。
低金利で、高額を貸し付けるか
のような広告に注意しましょう。

○融資をする前に、さまざまな口
実でお金を振り込ませようとす
る手口に注意しましょう。保証料、
保険料などの名目で必ずお金を
要求してきます。

○｢貸します詐欺｣かもしれないと
感じたら、送金前に次の電話に
問い合わせましょう。

｢貸します詐欺｣被害ホットライン
東京都貸金業対策課
　 03-5320-4775(平日の9時～12時、

13時～16時30分) 

※夜間・休日は、留守番電話の｢受

付ダイヤル｣になります。 

 
水道メーターの定期検針を

業者に委託します
営業課　 368-1671　 368-1688

egyo@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月から 
委託業者　第一環境株式会社　
鈴鹿営業所(大池三丁目1-14　

平田野ハイツ1階　　 375-2770 

　　 378-3271) 

◆口座振替ご利用の皆さんへ
　検針月の翌月の10日(金融機関

休業日のときは翌営業日)に振替

します。振替不能の場合は、振

替日と同じ月の25日に再振替(同上)

します。 

◆納付書払いご利用の皆さんへ
　納付書は、検針時にその場で

配布します。納付書の郵送先が

メーターの設置場所と異なる場

合は後日郵送します。 

 
｢福祉タクシー乗車券｣の
交付申請をお忘れなく

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　重度障害者がタクシーを利用

する場合に、その料金の一部を

助成する福祉タクシー事業につ

いて、現在交付している乗車券

の有効期限は3月31日までとなっ

ています。4月1日以降に利用す

る場合は、新たに交付申請が必

要です。 

対　象　下肢または体幹機能障
害の1・2級、視覚障害の1・2級、

内部障害の1級、療育手帳Aに

該当する方 

助成額　乗車1回につき630円また
は1,000円(年間で630円券15枚、

1,000円券5枚の計20枚綴りの

乗車券を交付します) 

申込み　身体障害者手帳または
療育手帳を持って、直接、障

害福祉課へ 

 
｢遊びの達人｣を
募集しています

生涯学習課　 382-7619　 382-7619
shogai@city.suzuka.mie.jp

　子どもたちにさまざまな遊び

を指導・伝授できる方を募集し

ています。市内の子ども会、公

民館、学校からの要望に応じて

ボランティアとして紹介させて

いただきます。あなたがお持ち

の技術と経験を、未来を担う子

どもたちに伝えてください。 

　詳しくは、鈴鹿市子ども会連合

会事務局(月・水・金曜日9時30～

12時、13時～15時　〒513-0801

神戸八丁目9-22　市役所分館2階

　 ・　 382-4886  　s_kodomo@ 

topaz.plala.or.jp)へ 

 
4月から改正三重県屋外

広告物条例が施行されます
都市計画課　 382-9024　 384-3938

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　昨年10月21日に改正、公布さ

れた三重県屋外広告物条例が4月

1日から施行されます。 

◆屋外広告業の登録制度を導入
　今回の改正によって、屋外広

告業の登録制度が導入され、違

法に広告物を掲示するなど悪質

な業者に対しては、営業停止命

令や登録の取り消しが行われる

ことになりました。また、登録

せずに業務を行った場合には、

１年以下の懲役若しくは50万円

以下の罰金などの罰則も新たに

設けられています。 

◆広告主の責務を明確化
　さらに今回の条例では広告主(ス

ポンサー)の責務も明確化され、

違法に広告物を掲示する広告主

に対しても、指導勧告を行い、

これに従っていただけない場合

には名称や所在地などを三重県

公報などで公表することがあり

ます。広告主の方は、ご自分が

依頼した広告物が適法か、設置

などの許可を受けているかを広

告物を管理する業者などに確認

してください。 

　現在、屋外に看板などの広告

物を掲示している、または今後

新たに掲示する際には、この新

条例に十分注意していただき、

屋外広告物の適正な掲示・管理

に努めていただきますようお願

いします。 

 
県立北星高等学校

通信制課程を募集します
県立四日市北高等学校

　 363-8111　 363-8116
hnyokkad@hnyokk.mie-c.ed.jp

　県立四日市高等学校通信制課

伊勢鉄道が便利になります

F 1 の 継 続 開 催

お知らせお知らせ お知らせ 

祝！人口20万人到達
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｢貸します詐欺｣にご注意を

水道メーターの定期検針を
業者に委託します

｢福祉タクシー乗車券｣の
交付申請をお忘れなく

｢遊びの達人｣を
募集しています

4月から改正三重県屋外
広告物条例が施行されます

県立北星高等学校
通信制課程を募集します

程が4月から県立北星高等学校

(現：県立四日市北高等学校)に

統合されます。地域とともに歩

む北星高等学校をめざしますので、

年齢を問わず、学ぶ意欲のある

方をお待ちしています。 

通信制課程第2次入学者選抜要項
検査実施日　4月9日㈰　9時から 
募集学科　単位制普通科 
募集定員　240人(第1次・第2次
合わせて) 

検査内容　作文と面接 
願書受付　3月20日㈪～4月7日㈮
12時まで(必着)(土・日曜日、

祝日を除く) 

発　表　4月11日㈫
 
伊勢鉄道が便利になります
商業観光課　 382-9016　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

◆ダイヤ改正により便利に
　平成18年3月18日㈯から、伊勢

鉄道のダイヤ改正が行われました。

特に、四日市駅において、JR関

西本線名古屋方面行きの普通列

車との接続時間が、一部大幅に

短縮され便利になりました。 

◆鈴鹿駅が利用しやすく
　特急｢南紀｣、快速｢みえ｣の全列

車停車により鈴鹿駅の利便性が大

幅に向上しました。さらに、伊勢鉄

道鈴鹿駅高架下に、新たに30台程

度の駐車場が整備され、これまで

の駐車場と合わせて、約100台の

駐車が可能となりました。 

　また、快速｢みえ｣の4枚つづりの

回数券｢快速みえ得ダネ4回数券｣

も鈴鹿駅で販売しています。鈴鹿

駅から名古屋市内まで1回あたり

700円と大変お得で便利です。 

　ぜひ、皆さんのご利用をお願

します。詳しい運行時間や時刻表、

回数券の内容などについては、

伊勢鉄道㈱本社(　 059-383-2112)、

伊勢鉄道㈱鈴鹿駅(　059-382-

5366)へ 

 

 

 
４月から放送時間が変わります。
３月末日まで：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 

４月１日から：10時30分、13時30
分（土曜日は12時30分）、17時

30分、21時30分からの各15分 

○3月21日(火・祝)〜31日㈮
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○4月1日㈯〜10日㈪
『ベルディ便り』･･･各課からの
お知らせ、清掃・文化情報など 

○4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して

います。親子そろってお楽しみください。 

 

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）　 382-9004　　 382-7660
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

F 1 の 継 続 開 催
　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。

　F1グランプリは、鈴鹿市にとって最大のイ

ベントであり、これまでもF1開催については、

周辺地区自治会の皆さんによる｢鈴鹿サーキット周辺

地区環境連絡協議会｣での取り組みや、｢交通案内所｣

の開設、｢レース事前検討会｣による行政機関と関係

団体の連携など、各方面から支援を行ってきています。 

　とりわけ、F1継続開催に向けた取り組みとしては、

関係機関による｢F1日本グランプリ地域活性化協議会｣

を立ち上げ、交通アクセス、おもてなし、経済効果、

地域貢献などについて協議を行い、その実現に向けて

連携を図っています。 

　昨年10月に市長が知事とともにFIA（国際自動車連盟）

会長であるマックス・モズレー氏と面談し、地元の熱

意や鈴鹿開催の利点を伝え、継続開催を強く要望し

てきたところです。また、鈴鹿市は一昨年12月、モータ

ースポーツの振興により、市を活性化し、住む人にも、

訪れる人にも快適で事故のない安全で安心なまちを

つくるため、｢モータースポーツ都市宣言｣を行いました。

これは、産業の活性化はもちろん、F1グランプリの継

続開催に向けての最大限の支援という面からも有効

であると考えています。この宣言と同時に、｢鈴鹿モー

タースポーツ市民の会｣を立ち上げていただき、3月4日、

5日には、鈴鹿サーキットの｢モータースポーツファン感

謝デー｣と共催して、市民の皆さまにモータースポーツ

を身近に感じていただくためのイベントを開催しました。 

　これからも、市民の皆さまと協働して、F1継続開

催に向けての活動を続けていきたいと考えています。 

 

　2007年以降のF1開催は｢富士スピードウェイ｣

が濃厚だと聞きますが、鈴鹿市民として非常

に寂しい気持ちになります。今まで以上に｢鈴鹿｣を

世界にアピールして、2007年以降も継続して開催し

てほしいと思いますが、市ではどのような取り組みを

しているのですか。 

お知らせ 

祝！人口20万人到達祝！人口20万人到達
　平成18年3月6日、鈴鹿市の人口が20万人に到達しました。人口19万

人到達は、平成12年2月で、6年1カ月で1万人増加したことになります。

鈴鹿市は、昭和17年12月1日、2町12カ村が合併、県内7番目の市とし

て人口5万2,370人で誕生し、現在に至っています。 
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○参加者は、市内在住者を優先します。 

○卓球、バドミントンは、平成17年度後期の当該教

室に参加していない方を、弓道教室は平成17年度

の当該教室に参加していない方で、三段以下の方

を優先的に先着順で受付します 

○平成17年度後期(弓道教室は平成17年度)の教室

参加者については、定員に達した場合は抽選します

(受付期間は同じです)。いずれの方も受付時に

参加料を添えて、各会場で申し込んでください。 

○申込みは、一人につき1教室1枚のみです。 

○参加料には、スポーツ保険料(1,500円)が含まれます。 

○お子さまを連れての参加はご遠慮ください。 

平成18年度前期スポーツ教室 市立体育館　 387-6006　 387-6008　 武道館　 388-0622　 388-0940

 

 

○催し物

 
鈴鹿市ものづくり動く支援室

キックオフ式
産業政策課　 382-9045　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　中小製造企業関係者 
と　き　4月6日㈭　14時から 
ところ　鈴鹿商工会議所大ホール 
内　容　鈴鹿市ものづくり動く支援
室趣旨説明、事例紹介、記念講

演(東大阪市モノづくり親善大使

青木豊彦さん)、企業個別相談会 

参加料　無料 
定　員　200人(先着順) 
申込み　3月29日㈫までに、電話

またはファクスで鈴鹿商工会議所 

 （　382-3222　383-7667)へ 

※｢鈴鹿市ものづくり動く支援室｣とは、

市と鈴鹿商工会議所が連携し、中小製

造企業の支援のため、企業OBによる企

業訪問を中心として、経営面、技術

面での相談業務などを行うものです。 

 
速報展｢発掘された鈴鹿2005｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　3月21日（火・祝）～7月9日㈰ 

ところ　考古博物館 
内　容　伊勢国府跡(広瀬町)、
伊勢国分寺跡(国分町)、萱町

遺跡(神戸八丁目)、長法寺遺

跡などの調査成果の紹介 

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円 

※障害者手帳などをお持ちの方と介

護者1人、70歳以上の方は無料 

講演会：美濃国分寺跡の発掘調査成果
と　き　3月26日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　高田康成さん(大垣市
教育委員会) 

※聴講は無料です。 

 

 
○講座・教室

 
危険物取扱者試験と予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

◆危険物取扱者試験
と　き　 
○乙種第4類　6月18日㈰、25日㈰ 
○丙種　6月25日㈰ 
ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(鈴鹿ハイツ1-20) 

申込み　3月30日㈭から4月13日

㈭まで(当日消印有効)に、消

防本部(本署、各分署)に備え

付けの受験願書に必要事項を

記入の上、㈶消防試験研究セ

ンター三重県支部(津市桜橋三

丁目446-34　県津庁舎5階)へ 

◆予備講習会
と　き　5月17日㈬　9時～16時 

ところ　労働福祉会館(神戸地子
町388) 

定　員　150人(先着順) 
申込み　3月30日㈭から消防本部
予防課(夜間、休日は消防署本

署・各分署で受け付け)へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

4月の講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

◆ワープロ初級(Word初級)
と　き　4月11日㈫、12日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆データベース初級(Access初級)
と　き　4月17日㈪から28日㈮
　までの月・水・金曜日(全6回) 

　18時～21時 

受講料　6,000円 
◆アーク溶接特別教育
と　き　4月19日㈬～21日㈮
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費と
して900円必要) 

◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月27日㈭、28日㈮
　9時～16時 

受講料　8,000円(別途教材費と
して1,500円必要) 

申込み　いずれの講座も、鈴鹿地
域職業訓練センター(　 387-1900

　 http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzuka t c )へ 

お知らせ 

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

教室名
対　象

曜日・回数
時　間
ところ
定　員

申込日時
申込場所
参加料

卓　　　　　球 バドミントン ヨ　　　　ガ 弓　　　　道
一般男女 

水曜日（17回） 木曜日（15回） 火曜日（10回） 木曜日（12回） 

9時30分～11時30分 9時30分～11時30分 13時30分～15時 19時～21時 

市立体育館 

市立体育館 

市武道館 

市武道館 

60人 50人 40人 30人 

4月4日(火)13時～11日(火)12時  

4,500円 4,000円 3,000円 3,500円 

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347
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平成18年度前期スポーツ教室

鈴鹿市ものづくり動く支援室
キックオフ式

速報展｢発掘された鈴鹿2005｣

危険物取扱者試験と予備講習会

鈴鹿地域職業訓練センター
4月の講座

お知らせ 

催し物 

講座・教室 
●西部体育館 371-1476

※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スポーツ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、不動産鑑定士による相談です。

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 372-2285
4月の休業日　3日㈪、10日㈪、17日㈪、24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㈫、30日㈰　●開館時間　9時〜19時（土・日曜日、祝日は9時〜17時）

水泳場 372-2250 http://www.garden.suzuka.mie.jp

4月の休業日　3日㈪、10日㈪、17日㈪、18日㈫、24日㈪
●市立体育館 387-6006

●移動図書館

●武道館 388-0622
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4
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㈫

5
日
㈬

12
日
㈬

25
日
㈫

26
日
㈬

28
日
㈮

14
日
㈮

20
日
㈭

21
日
㈮

6
日
㈭
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日
㈫

April

4月

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、各
ス
ポ
ー
ツ
施
設
を
利
用
で
き
る
日
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一般公開日 

4月

4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　1階親子コーナー

382-0347

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

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

382-9004

381-3113　　381-3119
381-3118

383-7830 
383-7880

382-7661　　382-7607

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455
378-1456
382-8673　　382-7958
382-9048　　384-3938

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

◎女性のための弁護士相談

女性のための電話面接相談
子ども教育相談                             
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
10・17日

21日
5日

19日
7・14・21・28日

月〜金曜日
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〕

教育研究所
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パートバンク
鈴鹿保健所１階　地域交流室
建築指導課

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

9：00〜17：00
10：00〜15：00

9：00〜16：00
9：00〜16：00
9：30〜16：30

10：00〜15：00
10：00〜17：00
13：30〜　 　　

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
な ぎ な た
空 手 道
ヨガ・体操など

第 4 道 場

弓 　 　 道

第 5 道 場
相 　 　 撲

バスケットボール

バレーボール

バドミントン

インディアカ・ソフトバレー

卓　　　　球

卓　　　　球

バスケットボール

バレーボール

バドミントン

11・19日
12・26・28日

26日

4〜7日
25日

2・23日

7・13日
8・12・15・29日
21日
27日

2・6・9・20日

6・20日
4・5・14・19・30日

25・26日
13・16日

14日
11日

20・27日
21日
28日

9・13・23日

1〜22・24〜29日
23・30日
1〜22・24〜29日
23・30日
3〜6・10〜13・17〜20・24〜27日
1・2・7・14〜16・21・22・28・29日
8・9日
23・30日

9：00〜21：00
13：00〜21：00

9：00〜12：00

9：00〜21：00
13：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜17：00
9：00〜21：00

13：00〜17：00
13：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜12：00
9：00〜21：00

13：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜17：00
9：00〜21：00

13：00〜17：00
15：00〜17：00
15：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜21：00
9：00〜21：00

13：00〜21：00
18：00〜21：00

25日

2・4・7・9・11・21・23日

1・4〜6・8・11〜13・16・
19・20・23・25〜27・30日

2・4・6・7・11・13・14・16・
20・21・23・25・27・28・30日

1・8・15日

5・12・19・26日

1・2・4〜9・11〜16・19〜
23・25〜30日

9：00〜12：00
15：00〜21：00

9：00〜21：00

5・6・12〜14・19・20・26
〜28日 9：00〜17：00

7・14・15・21・28日 9：00〜17：00

9：00〜21：00

2日 13：00〜21：00

9日 18：00〜21：00

29日 9：00〜12：00

9：00〜21：00

13：00〜17：00

13：00〜21：00

9日 18：00〜21：00

9：00〜21：00

1・16・30日 13：00〜21：00

8・15日 13：00〜17：00



撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

鈴鹿サーキット 

平成18年3月5日 

秘書広報課  

モータースポーツ 
ファン感謝デー 
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〒513-1123　鈴鹿市下大久保町481-5

定　員／60人 374-1952 374-2092

kumada-h@mecha .ne . jp

くまだ保育園保育園 くまだ保育園 
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■制作／きれい福祉ネットワーク デザイン課　　059‐380‐0007（代） 

　当保育園は、鈴鹿市北西部の農村地域にあります。昭和27年に開園し、

地域の子育てにかかわって55年の歳月が流れました。子どもたちの心

身の健やかな成長発達が援助できるように、保育園の環境を大きな家

としてとらえ、3年前に新築移転しました。園舎の特徴は、むくの木材、

湿気や臭いを吸う壁など、自然素材の建築資材を使用し、空間を遊ぶ

所と食べる所に分け、ゆったりと過ごせるようにしました。園庭は、

子どもたちが十分に体を使って遊べるように、起伏に富んでいます。

山登り、木登り、芝生滑りや走ったり、跳んだりなど、毎日の遊びを

通して、強い体をつくってほしいと願っています。そして、子どもた

ちが自然物を利用して考えて遊んでほしいので、人工的な遊具をわざ

と少なくしてあります。 

　また、「食べること」を大切に考え、小さい畑と田んぼがあります。

地域の方の力をお借りして、子どもたちが野菜やお米を栽培し収穫し

ます。自分たちで作った野菜やお米を調理したり、毎日の給食のお手

伝いをすることで、食べる楽しさと大切さを味わっています。子ども

のころからの豊かな食経験は、健康な心と体をつくり上げる基礎だと

考えます。 

　二度とこない子どもの時代をゆっくり、ゆったりと過ごしながら、

基本的な生活習慣はもとより、年齢に応じた力が備わるように、毎日

を大切に保育しています。 

火 災  件　数/6件、うち建物1件（25件、9件減） 救 急  出動数/480件（1,050件、110件減） 

交 通  

すずか 
データ 
バンク 
2
月 人口・世帯数 ［2月28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/199,928人（+106人） 男性/100,380人（+71人） 女性/99,548人（+35人） 世帯数/75,796世帯（+116世帯） 

事故数/562件、うち人身事故103件（1,148件、15件増） 死者数/1人（1人、2人減） 傷者数/129人（321人、30人減） 

表
紙
写
真 

　小学校から帰るとすぐさまランドセルを

放り投げ、遊びに出掛けようとすると決

まって「気～つけてなぁ」と家の奥から

聞こえてくる声。道路も舗装されてお

らず、車の往来も今ほどなかった時代。 

　あれから35年余、小学生の娘が遊びに

出掛けるとき「気～つけてなぁ」と声を

掛ける自分。「はいはい」と子どもの返答。

子どものころの自分がそこに垣間見えまし

た。子どもを取り巻く環

境がどんなに大きく変化

していようとも、親が子ど

もを思う心は、今も昔も

同じなんですね。（宗） 


