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■ポリオ予防接種
　秋期（10・11月）はポリオ予防

接種（個別接種）の推奨期間です。

受け忘れがないかを確認し、母

子健康手帳、健康保険証、予診

票を持って市内実施医療機関で

受けましょう。予診票がお手元に

ない方は、健康づくり課または地

区市民センターでお渡ししますの

で、母子健康手帳を持ってお越

しください。 

※ポリオを接種するお子さんの保護

者の方で、昭和50年から52年ま

でに生まれた方は、ポリオに対する

抗体保有率が低い年齢層である

ことが分かっています。該当する

年齢層の保護者の方は、お子さ

んが接種を受ける際に主治医に

ご相談ください。 

対象年齢／生後3～90カ月未満 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）・麻しん・風しん予防接種
　4月1日から開始されたＭＲ予防接種のうち、ＭＲ2期の対象者が、予防接種法施行令

の改正により、6月2日から変更となりました。まだお済みでない方は早めに接種しましょう。 

 

 

 

 

　また、麻しん・風しんにかかったことがある場合は、かかっていない病気の予防接種

が定期接種（公費扱い）として受けることができるようになりました。対象者の方は、か

かりつけの医師にご相談ください。 
※5歳以上7歳未満の方で、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（保育園・幼稚園の年長児）にある方で、平成18年4月1日から6月1日
に麻しん、または風しん単抗原ワクチンを接種された方は、健康づくり課へご連絡ください。 

　ＭＲ1期（予防接種対象者　1歳以上2歳未満で両方の病気にかかったことがなく、いず

れの予防接種も受けていない方）に関する経過措置ついては、いずれか一方の予防接

種を受けている方、もしくは一方の病気にかかった方について接種区分が変更となりました。 

 

 
※定期予防接種を受けていただく際には、市の予防接種予診票が必要となります。 
※予診票がお手元にない方は、健康づくり課または地区市民センターでお渡ししますので、母子健康手帳を持ってお越しください。 

ＭＲ２期 

麻しん・風しん 

混合ワクチン 

 

予防接種対象者　5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間の方 

4月１日から６月１日まで ６月２日以降 

ＭＲワクチン１期接種済の方 
麻しん・風しん単抗原ワクチンの接種履歴に関係なく、 

麻しん・風しんの病気にかかっていない方 

麻しん・風しん ４月１日から６月１日まで（任意接種） ６月２日以降（定期接種） 

鈴鹿市麻しん・風しん助成制度で対応する公費扱い 公費扱い 単抗原ワクチン 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

と　　　　　き 教 室 ／ 対 象  と こ ろ  定  員 費  用 申込み（電話予約制） 

平成18年5月から7月生まれの 
乳児をもつ方で初参加の方 

平成17年10月から平成18年1月生
まれの子とその保護者で初参加の方 

 妊娠中の方で初参加の方 

離乳食コース

20人 

内　　　容 

材料費 
実費負担 受付中 

保健センター 30組 
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 

無  料 9月27日㈬から 
10月10日㈫
10時～11時30分 

10月16日㈪
9時30分～12時30分 

マタニティクッキングコース

子育てコース

栄養士による講話、調理実習 保健センター 

30組 9月26日㈫から 
10月10日㈫
13時30分～15時 

親子のふれあい遊び、 
手作りおもちゃの製作など 保健センター 無  料 

※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。 
※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。 

※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（乳がん検診は除く）。 

と　　　き ところ 定　  員 費　　用 申込み（電話予約制） 

胃がん
40歳以上の方 

11月13日㈪　9時～11時 保健センター 40人 
検 診 ／ 対 象  

11月6日㈪
13時～14時30分

11月14日㈫
13時30分～14時30分

70人 

午前50人 

50人 

午後50人 

1,000円 

900円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

11月6日㈪
9時30分～11時、13時～15時 

11月14日㈫
9時30分～11時、13時30分～15時 

保健センター 

旭が丘公民館 

保健センター 

旭が丘公民館 
2,800円 

40歳以上の女性 

子宮がん

9月25日㈪から 

9月25日㈪から 

9月25日㈪から 

20歳以上の女性 

※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。 

※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。 

※バスタオルを持ってきてください。 
※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。 

　　　　検　診検　診 　　検　診 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 

健康館 健康館 
　　相　談 

健康フロア 健康フロア 
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○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○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

○文化会館

○

○

○

○

○
●保健センター

親子でスマイル 親子でスマイル 親子でスマイル 一 口 メ モ 一 口 メ モ メ 
モ 

KENKOUKAN

　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　健康診査 

の あ

辻　望愛ちゃん 恵実さん



　　予防接種 

相 　 談  

　　検　診 

いさお 

健康館 
　　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12日㈭ 
13時30分～15時 医師による市民健康相談 9月25㈪～10月6日㈮

※定員になり次第締切り 
4人程度 田中　公　医師（内科） 

10月27日㈮ 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー 

ー ー 

ー 保健センター 

10月27日㈮ 
受付10時～11時 

すくすく広場（育児相談） 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

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○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

○文化会館

○

○

○

○

○
●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 
　　いよいよスポーツの

秋の到来です。普段なかなか運動する時間が

ない方も、この機会に、自分の健康について

考え、広報すずか7月5日号で特集した「ウォ

ーキング」など、適度な運動を始めてみては

いかがでしょうか。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

　　教　室 

　　　　健康診査健康診査 　　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 

の あ

辻　望愛ちゃん 恵実さん

の あ

辻　望愛ちゃん 恵実さん

 

 

 

栄養教室参加者募集
　8回の講義と調理実習

（バランス献立・適塩・肥

満予防・高脂血症予防・

骨粗鬆症予防などに関す

る献立）で、食生活を中

心に広範囲に健康づくり

を学びます。 

対　象　教室修了後、食生活改善推進員として、市民の
健康増進を目的としたボランティア活動を行う意欲の

ある18歳以上の市民の方 

と　き　11月29日㈬、12月13日㈬、20日㈬、平成19年1月17日
㈬、31日㈬、2月14日㈬、28日㈬、3月7日㈬（8回すべて参加） 

※初回は13時30分～15時30分、2回目以降は10時～15時30分 

ところ　保健センター 
内　容　調理実習と講義（詳しくは初回に説明） 
定　員　25人（定員になり次第締切り） 
費　用　5,000円（教材費・食材料費）※2回目以降お米持参 
申込み　9月20日㈬～11月13日㈪（電話で健康づくり課へ） 

食生活改善推進員とは
　食生活改善推進員（ヘルスメイト）は、「家族の健康」

とともに食を通じて地域の人々に「健康を考え、食を考える人」

が増えることを目的に、講習会の開催やイベントの参加など、

知識の普及・啓発活動を行っており、子どもからお年寄りま

で地域の方々の健康を支える活動をしています。 

○主な活動内容
・各地区の公民館な

どで、生活習慣病

予防教室や男性

の料理教室、低栄

養予防などの講習

会や食事会を実施 

・子育て支援センターや保育所・学童保育所などで、親子

で簡単なおやつ作りに挑戦し、楽しい体験の場を提供 

ヘルスメイトになって
・家族の健康について考えるようになりました。健康寿命

が少しでも延びるようにしたいです。 

・体に良いものを食べるようになりました。今まではお

いしいものばかりでしたが。 

・地域の人やお隣さんの食べ物まで気が付くようになりました。 

 

ヘルスメイトからのご案内
男性の料理教室（はたち会）
　季節の食材を使って、

男性一人でも作れる料

理を中心に紹介、調理

実習を行います。料理

に興味のある男性の方

を募集しています。初

めての方も大歓迎です。 

と　き　月1回（原則として第3金曜日）10時～13時 
ところ　保健センター調理室 
費　用　500円（米1合持参） 
申込み・問い合わせ　ヘルスメイト会長　市川宅（　 374-2796） 

そしょう 
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環境政策課　　382-7954　　382-2214　　kankyoseisaku@city .suzuka.mie . jp

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347

鈴鹿市の自然調査報告会を行います 

マスコットキャラクター「クリン」 

　「鈴鹿市の自然調査」の2回目の報告会として、今回の調査で発見された新種のコガネムシの報
告や小学校などで行われている自然環境調査の報告を行います。多数の方の参加をお待ちして
います。

ご み 分 別

Ｑ Ａ
レジャーシート、ブルーシートは何ごみ？ 

＆

Ｑ

A 海やキャンプで使用する、レジャーシートやブルーシートは、50cm角に切って「プラスチックごみ」で出してください。 

 内　容
●環境漫才（林家ライス・カレー子） 

●環境映画（なっちゃんのケヤキ） 

●クリーンエネルギー自動車展示 

●燃料電池自動車同乗体験 

●燃料電池教室 

●こども木工教室（環境わごん） 

●オール電化フェア・天然ガスの生活 

「すずか 環境・エネルギーフェア 2006」も
同時開催 !!

ハバビロコケシマグソコガネ

昨年の報告会で発表する鼓ヶ浦小児童昨年の報告会で発表する鼓ヶ浦小児童

と　き

大発見！　鈴鹿市の自然2

■展示（11時〜13時、15時〜16時）

■報告会（13時〜15時）

　市では、平成16年度から鈴鹿市の自然調査を実施し、多くの貴重な動植物が確認されています。特に、

この調査では、鈴鹿川河川敷から新種のコガネムシが発見され、新種として正式に学術誌に掲載されました。 

　また、市内には独自に自然環境に関する調査・学習活動を行っている学校などが、各地域で継

続的に活動し、新しい発見をするなどの成果を上げています。 

　今回の報告会では、新種のコガネムシの報告と自然環境に関する調査・学習活動を行っている小学校・

高等学校などの方々に、日ごろの活動成果を発表していただきます。 

新種のコガネムシの報告
（鈴鹿市の自然調査員：稲垣政志さん） 

　発見のいきさつや生態な

どを報告します。 

鈴鹿川水生生物調査報告
（鈴鹿高等学校自然科学部） 

　鈴鹿川の魚や水生昆虫、水

質などの調査結果を報告します。 

鼓ヶ浦海岸の自然調査報告
（鼓ヶ浦小学校） 

　海岸の昆虫や植物などにつ

いて、調べた結果を報告します。 

昆虫類の灯火採集報告
（郡山小学校PTA野外活動サークル） 

　郡山町の雑木林で、夜間灯火に

飛来した昆虫について報告します。 

○新種のコガネムシ（実体顕微鏡で観察できます） 
○約1,000種の鈴鹿市の昆虫標本展示

○鈴鹿市の鳥、魚、貝、クモ、きのこなど約100点
の写真展示

稲垣さん 鈴鹿川水生生物調査鈴鹿川水生生物調査

１
.0

m
m

く ら し

▲燃料電池自動車

10月22日㈰ 文化会館 さつきプラザ10月22日㈰ 文化会館 さつきプラザ10月22日㈰ ところ 文化会館 さつきプラザ
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●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（一日合同相談については、弁護士、公証人、司法書士、税理士、外国人相談が予約制）です。※相談日が祝日に当たる場合は、休みになります。
◎一日合同相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法書士、 行政書士、土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士、津社会保険事務所、鈴鹿県民センターによる相談です。

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
10月の休業日　2日㈪、10日㈫、16日㈪、23日㈪、30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、1日㈰、17日㈫、31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

10月の休業日　2日㈪、10日㈫、16日㈪、17日㈫、23日㈪、30日㈪ 10月の休業日　2日㈪、10日㈫、16日㈪、17日㈫、23日㈪、30日㈪
●市立体育館 387-6006

●移動図書館回収日程日

●市武道館 388-0622
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日
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ま
す
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一般公開日 

●休館日
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　7日、8日、21日　14時30分〜15時、28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

加佐登公民館

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
鈴鹿亀山消費生活センター

382-9004

381-3113  　381-3119
381-3118

382-9011  　382-2214
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
375-7611

一般相談
◎法律相談
◎クレジット・サラ金相談
◎交通事故相談
◎一日合同相談

◎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
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
消費生活相談

月〜金曜日
6・13・20・27日

3日
2・16日

20日
4日

18日
6・13・20・27日

12日
月〜金曜日
月・木曜日

月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

11・25日
月〜金曜日

11日
毎月第3木曜日

月〜金曜日

市民対話課
（※20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〕

牧田コミュニティセンター
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
亀山市総合保健福祉センター
建築指導課
鈴鹿亀山消費生活センター

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
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
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

1・22日

3・4・13・18・24・25・27・31日

5・6・8・12・19・20・26日

7・11・21・28日

9・15・29日

1・5・8・9・12・19・26・31日

3・4・6・7・11・13・14・18・20・

24・25・27日

15・29日

21・28日

22日

1日

3・6・8・13・20・22・24・27・29

・31日

4・9・11・15・18・25日

5・12・19・26日

7・14・21日

1・3〜9・11〜15・18〜22・

24〜29・31日

18：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

13：00〜17：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜12：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜17：00

13：00〜17：00

9：00〜21：00

4・29日

6日

24・25日

31日

3・18日

4日

15日

3・4・7・12・21・26日

5・18・19日

6・24日

13・27日

20日

8・9日

11・25・31日

15・22日

18日

3・20・31日

5・13・19・26日

11日

22・29日

27日

1・8・14・15日

2〜7・9〜13・16〜31日

1・8・14・15日

2〜7・9〜13・16〜31日

2〜5・9〜12・16〜19・23〜26・30・31日

1・8・14・15日

6・7・13・20〜22・27・28日

29日

18：00〜21：00

15：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜17：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜17：00

15：00〜21：00

15：00〜17：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜12：00

13：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

10月

10月

10月

※貸出中の本を回収します（返却のみ）。

昨年の報告会で発表する鼓ヶ浦小児童

鈴鹿川水生生物調査

10月22日㈰ 文化会館 さつきプラザ10月22日㈰ 文化会館 さつきプラザ
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◆高額療養費(高額医療費)の自己負担限度額
　同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、

申請して認められると、自己負担限度額を超えた分は

高額療養費(高額医療費)として支給されます。10月1日

から自己負担限度額が下表のようになります。 

○70歳未満の方

※1 基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯 

※2 過去12カ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった 

　　場合の4回目以降の限度額 

◆医療費の自己負担割合
　70歳以上または老人保健で医療を受ける人のうち、一定

以上所得者の自己負担割合が2割から3割となります。 

◆療養病床に入院する場合の食費・居住費
　療養病床に入院する70歳以上の方は、食費と居住費を

原則として自己負担することになります。 

○食費　4万2,000円 
○居住費　1万円 
※所得の低い方の食費・居住費負担は軽減されます。 

○住民税非課税世帯⇒3万円 
○年金受給額80万円以下など⇒2万2,000円 
○老齢福祉年金受給者⇒1万円 
※人工呼吸器、中心静脈栄養などを要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、

難病などの患者については、食材料費相当2万4,000円のみの負担となります。 

◆慢性腎不全で人工透析を要する方
　慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者

については、毎月の自己負担額が2万円までとなります。 

※｢特定疾病療養受療証｣(申請により交付)を病院などの窓口で

提示いただく必要があります。 

○お知らせ

 
納税の夜間・休日窓口を開設します

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

夜間窓口　9月25日㈪～29日㈮　20時まで 

休日窓口　10月1日㈰　9時～16時30分 
ところ　いずれも納税課 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続など 

 
各種無料相談会を行います
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

■司法書士無料相談会
と　き　10月7日㈯　10時～15時 
ところ　労働福祉会館 
内　容　登記、法人登記、簡易裁
判所の訴訟・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、 

※詳しくは、三重県司法書士会鈴亀支部副

支部長  安田成仁(　 059-384-2547)へ 

※10月2日(月)から6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。 

◆県司法書士会館でも相談所を開設
と　き　毎月第２・４水曜日　
13時30分～16時、毎月第2土曜日

17時30分～20時 

ところ　三重県司法書士会館(津
市丸之内養正町17-17) 

申込み　予約専用電話(　 059-
221-5553)へ 

■公証人無料相談会
　10月1日から7日までの｢公証週間｣

にちなみ、期間中、各公証役場で、

遺言・相続・離婚・各種契約など

について、無料相談会を行います。

また、日曜相談会も行います。 

◆日曜相談会
と　き　10月1日㈰　9時～17時

(受付：16時30分まで) 

※電話予約可 

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　 059-353-3394) 

 
市有財産を一般競争入札に

より売却します
住宅課　 382-7616　 382-7615

jutaku@city.suzuka.mie.jp

売払物件

○所在地　鈴鹿市東玉垣町字乙
戸部2832番14 

○現況　宅地 
○地目　宅地 
○地積(実測)　126.99㎡ 
○用途地域　第1種中高層住居専
用地域 

予定価格(売却最低価格)
　576万6,000円 

申込み　9月27日㈬から10月11日㈬

(土・日曜日、祝日を除く、9時30分

～16時)までに、直接、住宅課へ 

※郵送による申し込みはできません。 

【現地説明会】
と　き　9月27日㈬15時から 
ところ　売払物件所在地 
 

屋外広告物キャンペーン
を行います

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　10月4日の都市景観の日を前に、

市では、9月28日㈭、29日㈮に屋

外広告物キャンペーンを行います。 

内　容　国道23号(白子～寺家)と
県道鈴鹿環状線(中央道路)沿

いの店舗を関係機関と連携して

訪問し、屋外広告物の適正な掲

出に関する啓発を行います。 

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

ふとん丸洗いサービスを行います

クリーンシティSUZUKAの
実行委員を募集します

｢健全育成の集い｣
標語を募集します

事業所･企業統計調査にご協力を

第61回｢児童福祉週間｣
標語を募集します

鈴鹿市美術展公募作品の
搬入と審査のご案内

○70歳以上または老人保健で医療を受ける方

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

8万1,000円(医療費が26万7,000円を
超えた場合は、その超えた分の1％を加算)

15万円(医療費が50万円を超えた
場合は、その超えた分の1％を加算)

3万5,400円 

3回目まで 

4万4,400円 

8万3,400円 

2万4,600円 

4回目以降(※2)

一 般  

上位所得者(※1)

住民税非課税世帯 

外来(個人単位) 外来＋入院(世帯単位)　 

1万2,000円 4万4,400円 一 　 般  

4万4,400円 8万100円(医療費が26万7,000円を超えた場合は、その
超えた分の1％を加算、4回目以降の場合は4万4,400円)

一定以上所得者 

8,000円 
1万5,000円 低 所 得 Ⅰ

2万4,600円 低 所 得 Ⅱ

　 

お知らせお知らせ お知らせ 

10月1日から医療制度が変わります　保険年金課　 382-7605・7627　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.mie.jp
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納税の夜間・休日窓口を開設します

各種無料相談会を行います

市有財産を一般競争入札に
より売却します

屋外広告物キャンペーン
を行います

※市では、電柱などへのはり紙、はり札や

道路上の立看板、広告旗などの違反

屋外広告物の除却活動を定期的に行

っています(平成17年度は、約1万

4,500枚(本)を除却)。これらの場所に

掲出することのないようお願いします。 

 
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　 382-9045　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　本年度の交付先が決まりました。 

○有限会社オオニシヒートマジック
　最適運動性能を引き出す車輌

パーツのアセンブリング技術開発 

○フジイ商会
　高精度丸削り用簡易アタッチ

メントの開発 

※この制度について詳しくは、産業政策課へ 

 
ふとん丸洗いサービスを行います

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
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　中わたが綿・合成繊維・
羊毛・羽毛のいずれかのふとんで、

サイズは問いません(対象者一人

当たり2枚まで)。1週間から10日

間預ります(11月中に実施します)。 

費　用　無料 
申込み　10月31日㈫までに、電話、
ファクスで長寿社会課へ 

 
クリーンシティSUZUKAの

実行委員を募集します
生涯学習課　 382-7619　 382-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住・在勤の方 
ところ　市役所分館 
内　容　企画・運営について、
月1回程度、平日の夜に実行委

員会を行います。　 

申込み　平日の9時から15時まで
に、電話で、クリーンシティ

SUZUKA実行委員会事務局

(　 382-6288)へ 

｢健全育成の集い｣
標語を募集します

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

　｢防犯・非行防止・地域の人の

つながり｣などをテーマにした標語

を募集します。また、入選作品でジ

ャンボかるたを作り、｢健全育成の

集い｣当日に表彰を行います。 

対　象　市内在学の小・中学生、
保護者、一般の方 

応募期間　10月2日㈪～16日㈪ 
主　催　鈴鹿市青少年育成市民会議 
申込み　10月16日㈪までに、申込書
(各学校・公民館に配布済み)に

必要事項を記入の上、郵便、ファ

クス、電子メールで、〒513-0801　

神戸八丁目9-22　鈴鹿市青少年

育成市民会議(　059-382-0713

　 shogaigakushu@city.suzuka. 

　mie.jp)へ 

 
事業所･企業統計調査にご協力を

企画課　 382-7676　 382-9040 
kikaku@city.suzuka.mie.jp

　10月1日、事業所・企業統計調

査を行います。すべての事業所や

企業が調査対象です。｢調査員証｣

を携行した調査員が調査票をお届

けしますので、ご協力をお願いします。 

第61回｢児童福祉週間｣
標語を募集します

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

募集期間　10月11日㈬までに、

子育て支援課へ 

※(財)こども未来財団へ直接提出す

る場合は、10月31日(火)必着 

※応募資格は問いません。 

内　容　｢次世代を担う子どもた
ちからの発信｣をテーマに、子

どもたちを応援する標語や、

子どもたちから未来へのメッ

セージとなる標語を募集 

 
鈴鹿市美術展公募作品の

搬入と審査のご案内
文化振興事業団　 384-7000　 384-7755

http://www.s-bunka.net/

搬入日時　10月8日㈰～9日(月・祝)
　10時～16時30分 

搬入場所　文化会館 
審　査　審査は公開で行います。 
審査日時　10月11日㈬　10時30

分から 

審査場所　文化会館(日本画(第3
研修室)、洋画(第1研修室)、彫

刻(第2研修室)、美術工芸(第2

研修室)、写真(さつきプラザ)、

書道(さつきプラザ)） 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
「子ども110番の家」を紹介します

　近年、子どもを狙った事件が増加しています。「子ども110番の家」は、

不審者から逃れるために駆け込んできた子どもたちの安全を確保するため

の場所で、家庭、企業・事業所、各種団体などのご協力を得て、「子ども

110番の家」の表示を掲げ、地域安全活動に参加していただいています。 

　「子ども110番の家」の表示には、次のようなものがあります。 

お知らせ 

10月1日から医療制度が変わります

▲ガソリンスタンド▲理容店

▼歯科医院 ▼コンビニエンスストア

▲自動車修理工場

▼宅急便▼PTA（愛宕） ▼PTA（鈴鹿市内）
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○お知らせ

 
移動図書館は10月で終了します

図書館　 381-2324　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　10月の巡回は貸出中の本の回収

(返却)のみですのでご注意ください。 

　11月からは、全公民館と江島カルチ

ャーセンターや農村環境改善センター

に図書館の本を置いて貸出しする配

本事業を行います。また、読書相談や

リクエストの受付、新刊案内など地域の

皆さんに本を案内する「ふれあいライ

ブラリー」を公民館に3週間ほどで巡回

して行います。ぜひご利用ください。 

 
国際交流協会のポルトガル語
対応嘱託職員を募集します

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

対　象　すべての条件を満たす方 
○日常会話程度のポルトガル語と日

本語のできる方(読み書きを含む) 

○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○通勤可能な方 

○普通自動車免許をお持ちの方 

○外国籍の方は、外国人登録法に基

く登録があり、業務の遂行に際し

出入国管理および難民認定法によ

る有効な在留資格・期間を持つ方 

業務内容
○ポルトガル語刊行物、印刷物の翻訳 

○窓口、地域での外国人の対応、

通訳(相談業務への対応含む) 

○在住外国人施策の企画・立案・

実施に対する協力、助言 

○一般事務補助など 

定　員　1人 
条　件
○雇用期間：平成19年3月31日まで

(更新あり) 

○給与：月額14万8,000円 

※その他条件は、(財)鈴鹿国際交流

協会嘱託職員就業規程によります。 

採　用　平成19年1月1日 
申込み　10月16日㈪17時15分(必着)

までに試験申込書に必要事項

を記入し、直接、または郵便で、

〒513-0801　神戸一丁目1-1近

鉄鈴鹿市駅ビル3階　㈶鈴鹿国

際交流協会事務局へ 

※試験申込書の請求は、直接、または

郵便(郵送の場合は、封筒の表に｢試

験申込書希望｣と朱書きし、返信用

封筒(あて名を明記し80円切手をは

ったもの)を必ず同封してください)、

電子メールで協会事務局へ 

【採用試験】
と　き　10月29日㈰
ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
内　容　筆記試験と面接(日本語
とポルトガル語) 

 
｢無事故で長寿・しあわせへ
のチャレンジ｣の参加者を

募集します
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

対　象　60歳以上の方 
期　間　9月15日㈮～12月23日㈯ 
内　容　期間中、無事故の場合
50点、交通安全教室への参加

30点、交通安全イベントへの参

加20点、外出時に反射材を身に

つけた場合10点で、合計100点

以上をめざします。100点以上達

成者に、抽選で記念品を贈呈 

※詳しくは、防災安全課、鈴鹿警察

署などにあるチラシをご覧いただ

くか、県交通安全室　 059-224-

2410　 059-228-4907)へ 

 
平成18年地域安全・暴力追放
三重県民大会が開かれます
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月5日㈭　13時～16時10分 
ところ　文化会館 
内　容　式典、レツゴー正児さん
の基調講演｢人づくりあって地域

安全の大切さを知る｣、マジシャ

ン｢ひろ｣のパフォーマンスショー、

地域安全コンサート 

入場料　無料 
※詳しくは、(社)三重県防犯協会連合会

(　 059-225-4333)、(財)暴力追放三

重県民センター(　 059-229-2140)へ 

 
｢鈴鹿市スポーツ指導者

バンク制度｣に応募しませんか
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住・在勤の20歳
以上の方 

資格認定講習会
○新規登録　必須2科目、基礎4科目 
○登録更新　必須1科目以上、基礎
2科目以上 

※日本体育協会などが認定した資格

を有する方は、一部講習を免除 

申込み　9月22日㈮から10月2日㈪
までに、直接または郵便で、スポ

ーツ課、地区市民センターにある

応募用紙に必要事項を記入の上、

〒513-8701　スポーツ課へ 

 
｢三重バイオレットアイリス｣が
日本ハンドボールリーグに

参戦します
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　日本ハンドボールリーグが、9月

3日㈰から全国各地で開かれ、鈴

鹿のクラブチーム｢三重バイオレッ

トアイリス｣が今年から参戦してい

ます。皆さんの応援をお願いします。 

■市内開催分の試合
○9月30日㈯
　対　広島メイプルレッズ 

○10月28日㈯
　対　北國銀行 

○平成19年1月28日㈰
　対　ソニーSC九州 
ところ　市立体育館 
※詳しくは、三重花菖蒲スポーツクラブ

(　 ・　372-2244)へ 

 

 

○催し物

 
鈴鹿川クリーン大作戦
河川課　 382-7614　 382-7612

kasen@city.suzuka.mie.jp

対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方 

と　き　10月22日㈰　8時から1時

第17回鈴鹿市消防操法大会

天体観望会

大黒屋光太夫記念館開館1周年
記念展｢帰ってきた光太夫

〜ラクスマンの来航と日露会談〜｣

ごみ減量とリサイクルの
ポスター･クリーンシティ

SUZUKA作文展

秋を彩る文化イベント｢伊勢街道まちかど文化館｣

お知らせお知らせ お知らせ 

講座・教室 

催し物催し物 催し物 
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移動図書館は10月で終了します

国際交流協会のポルトガル語
対応嘱託職員を募集します

｢無事故で長寿・しあわせへ
のチャレンジ｣の参加者を

募集します

平成18年地域安全・暴力追放
三重県民大会が開かれます

｢鈴鹿市スポーツ指導者
バンク制度｣に応募しませんか

｢三重バイオレットアイリス｣が
日本ハンドボールリーグに

参戦します

鈴鹿川クリーン大作戦

間程度(小雨決行) 

ところ　鈴鹿川河川緑地(庄野橋付近) 
申込み　10月16日㈪までに電話

で河川課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 

第17回鈴鹿市消防操法大会
消防総務課　 382-9162　 383-1447

shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　災害時には、地域の中核として

活躍する地元消防団員へ、皆さま

のご声援をお願いします。

と　き　9月24日㈰　8時30分～13時 
※警報発表時は中止します。 

ところ　県消防学校(石薬師町452) 
 

天体観望会
文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方(小・中

学生は保護者同伴) 

と　き　9月29日㈮　18時30分～
20時(受付18時15分から) 

※雨天、曇天時は30日㈯に延期し

ます。16時30分に実施を決定 

ところ　文化会館プラネタリウム 
内　容　月、白鳥座、夏から秋の
星座、プラネタリウムでの解説 

定　員　150人(先着順) 
参加料　無料 
 
大黒屋光太夫記念館開館1周年

記念展｢帰ってきた光太夫
〜ラクスマンの来航と日露会談〜｣

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

　今回は、北海道に残る資料を展

示し、知られざる大黒屋光太夫と

日露の歴史について紹介します。 

と　き　10月7日㈯～12月10日㈰ 
10時～16時 

※月・金曜日(祝日の場合は翌日)、

第3火曜日は休館です。 

ところ　大黒屋光太夫記念館 
入場料　無料 
 

ごみ減量とリサイクルの
ポスター･クリーンシティ

SUZUKA作文展
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月13日㈮～15日㈰　

オープン時から閉店時まで 

 （15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
ポスターとクリーンシティSU 

　ZUKA参加者の作文展示、表彰 

■第16回三重の能楽まつり
と　き　10月1日㈰　9時30分～16時30分 
ところ　文化会館けやきホール　 
主　催　三重の能楽まつり実行委員会 
■伊勢街道の秋「お茶とお香といけばな展」
と　き　10月13日㈮～15日㈰　9時～16時(13日は13時から) 
ところ　江島カルチャーセンター 
共　催　鈴鹿市芸術文化協会 
■第4回アフォリズム全国公募作品選考発表会
　−緑雨の声よ、鈴鹿(ここ)に降れ−
と　き　10月15日㈰　13時30分～16時 
ところ　ジェフリーすずか 
主　催　鈴鹿と緑雨とアフォリズム実行委員会 
■写真展｢鈴鹿の祭り｣
と　き　10月20日㈮～22日㈰　10時～18時 
ところ　鈴鹿市民会館展示室 
■日本の調べ
と　き　10月21日㈯　9時30分～16時30分 
ところ　文化会館 
主　催　東文会・鈴吟会 
■鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学合同祭｢鈴国祭｣
と　き　10月28日㈯、29日㈰ 
ところ　鈴鹿国際大学キャンパス 
主　催　鈴鹿国際大学・鈴鹿短期大学 
■ジャズ＆ポップスフェスティバル
と　き　10月29日㈰　13時30分～16時 
ところ　鈴鹿市ふれあいセンター 
主　催　三重県ビッグバンド連盟 

■第39回市展(鈴鹿市美術展)
と　き　11月1日㈬～5日㈰　10時～17時（5日は16時まで） 
ところ　文化会館 
■浅野弥衛没後10年記念事業「銀の光輝　浅野弥衛の世界」
と　き　11月3日(金・祝)　9時～20時、4日㈯　9時～17時 
ところ　神戸小学校体育館 
共　催　浅野弥衛没後10年記念事業実行委員会 
■神戸伊勢街道｢灯りのいべんと｣
と　き　11月3日(金・祝)　18時～21時 
ところ　神戸町内伊勢街道沿線 
主　催　神戸商店街 
■鈴鹿医療科学大学｢碧鈴祭｣
と　き　11月4日㈯、5日㈰ 
ところ　鈴鹿医療科学大学キャンパス 
主　催　鈴鹿医療科学大学 
■三重県-河南省フレンドシップコンサート
と　き　11月10日㈮　18時30分開演 
ところ　文化会館けやきホール 
入場料　一般1,000円、学生500円 
主　催　鈴鹿市文化振興事業団 
■講演会｢磯部東流・長恒の足跡｣
と　き　11月26日㈰　13時～16時30分 
ところ　ジェフリーすずか 
講　師　岡本勝さん(中部大学教授) 
■ゴスペルワークショップ発表会
と　き　12月10日㈰　14時30分開演(予定) 
ところ　文化会館けやきホール(要整理券) 
主　催　鈴鹿市文化振興事業団 

秋を彩る文化イベント｢伊勢街道まちかど文化館｣　文化課　 382-9031　 382-9071　 bunka@city.suzuka.mie.jp

※伊勢街道てくてくマップができました　市役所、白子地区市民センター、近鉄主要駅などで無料配布します。秋の一日、マップを片手にお伊勢参りのメインストリートを歩いてみませんか。 

お知らせ 

講座・教室 

催し物 
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○催し物

 
市役所新庁舎竣工式

庁舎建設室　 382-9220　 382-2219
chosha@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月7日㈯　10時から 
ところ　新庁舎1階市民ロビー 
 
新庁舎竣工記念地元祝賀イベント
商業観光課　 382-9016　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月7日㈯　13時～15時 
ところ　鈴鹿市新庁舎西広場付近 
内　容　地元発展会の参加店で
使用できる商品引換券が当た

る抽選会(先着500人)、白子高

校吹奏楽部による演奏など 

※詳しくは、神戸矢田部本町発展会

渡部(　 090-5614-0869)へ 

 
すずか環境･エネルギーフェア2006
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月22日㈰　10時～16時 
ところ　文化会館 
内　容 
○環境漫才＆環境映画（定員500人）
第1部：漫才｢環境問題はお友達～

思いは地球規模で、行動は足元から～｣ 

　(林家ライス・カレー子：13時30分から) 

第2部：映画｢なっちゃんのケヤキ｣ 

　(14時20分から) 

○こども木工教室(環境わごん)
　｢森の夢工房｣
　丸太切り体験や間伐材・流木など

を使ったネイチャークラフト

(午前：10時30分～12時、午後：

13時30分～15時、定員各30人) 

○燃料電池教室
　燃料電池プラモデル自動車を使って、

親子で燃料電池の仕組みを体験

(午前：10時～11時30分、午後：13時

～14時30分、定員各10組) 

○燃料電池自動車同乗体験
　約5分の体験搭乗(午前：10時～

12時、午後：13時～15時、定員各15組

(1組3人以内、2組まで申込み可)) 

入場料　いずれも無料 

申込み　いずれも入場整理券が必要
です。直接、または郵便、ファクス、電子メ

ールで、郵便番号、住所、氏名、電話

番号、希望イベント(重複の申込み可)を

記入の上、〒513-8701　環境政策課へ 

※こども木工教室、燃料電池教室、燃料電池自動

車同乗体験は、午前・午後の別を記入してください。 

※定員になり次第、締め切ります。 

※その他のイベントなど詳しくは、10月5日

号折り込みチラシをご覧ください。 

 
錦秋花火大会

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

と　き　10月8日㈰　18時40分から 
ところ　大鹿三宅神社境内(池田町) 
内　容　80発の花火打ち上げ 
協　賛　NHK、三重テレビ 
※詳しくは、池田町自治会長　北川保

(　 382-1884)へ 

 
プラネタリウム秋番組

文化会館　 382-8111　 382-8580

◆一般・秋番組
と　き　9月29日㈮～12月17日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時からの1日3回 

ところ　文化会館プラネタリウム 
内　容　○秋の星座紹介 
○ギリシャ神話｢やぎ座｣ 

○ハチャメチャ宇宙旅行 

定　員　各回180人  
◆学習番組　
と　き　10月3日㈫～12月15日㈮
10時30分から、13時30分から、

15時からの1日3回 

※学習番組は、団体に限ります。 

内　容　｢太陽・月・星の動き｣  
定　員　各回180人 
※9月26日(火)から28日(木)までは、

投映を休みます。 

 

 
○講座・教室

 
短期講座｢ヨガ教室｣

勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　10月10日～11月14日の毎週
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　ハタヨガ 
講　師　東親子さん、川岸敦子
さん(国際ヨガ協会講師) 

定　員　30人(先着順) 
参加料　1,000円 
持ち物　バスタオルかヨガマット 
※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　10月3日㈫19時30分の受付
開始までに順番に並んだ方から先

着順で受け付けします。参加料など

を添えて、直接、勤労青少年ホームへ 

※1人で複数の申込みはできません。 

※利用登録をしていない方は、利用

者会費として別途300円必要です。 

 
ファミリー・サポート・センター

事業の提供会員養成講座
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方で、全講座
受講可能な方 

とき・内容
◆10月12日㈭
○救急法(9時30分～12時30分) 

○子どもの発達(13時15分～15時) 

◆10月26日㈭
○子どもによくある病気(10時～12時) 

○子どもの遊び(13時～15時) 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　医師、保育士、保健師など 
定　員　50人 
受講料　無料 
託　児　2才以上(要予約) 
申込み　鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター(　・　381-1171)へ 

※本事業の運営は、(特)こどもサポ

ート鈴鹿へ委託しています。 

※本事業について詳しくは、子育て支援課へ 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

主催・申込み・問合せ　9月27日㈬(平日の
10時～18時)から、電話で｢すずかの

ぶどう｣(　・　387-0767　 387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います。 

こころの健康づくりセミナー

朗読奉仕員養成講習会(初級)

講座講座・教室教室 講座・教室 

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

農林水産課　 382-9017　 382-7610 
norinsuisan@city.suzuka.mie.jp

■9月30日㈯まで
　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 

■10月1日㈰から
　10時15分、13時15分(土曜日は12時30分)、

17時15分、20時15分、23時15分からの各15分 

○9月21日㈭〜30日㈯
『ベルディ便り』･･･各課からのお

知らせ、保健情報など 

○10月1日㈰〜10日㈫
『ベルディ便り』･･･鈴鹿ナンバーに

関するお知らせ、清掃・文化情報など 

○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10月2日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

サ ル に よ る 農 作 物 被 害
　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。

市役所新庁舎竣工式

新庁舎竣工記念地元祝賀イベント

すずか環境･エネルギーフェア2006

錦秋花火大会

プラネタリウム秋番組

短期講座｢ヨガ教室｣

ファミリー・サポート・センター
事業の提供会員養成講座

パソコン講座

午前の部：9時30分から
○基礎1 
　10月7日㈯、8日㈰ 

　10月18日㈬、19日㈭ 

○基礎2
　10月11日㈬、12日㈭ 

　10月25日㈬、26日㈭ 

○ワード基礎
　10月3日㈫、5日㈭ 

○ワード応用
　10月21日㈯、22日㈰ 

○エクセル基礎
　10月14日㈯、15日㈰ 

○エクセル応用
　10月28日㈯、29日㈰ 

午後の部：13時30分から
○基礎1
　10月25日㈬、26日㈭ 

○基礎2 
　10月18日㈬、19日㈭ 

○ワード基礎 
　10月11日㈬、12日㈭ 

　10月28日㈯、29日㈰ 

○ワード応用 
　10月7日㈯、8日㈰ 

○エクセル基礎 
　10月3日㈫、5日㈭ 

　10月21日㈯、22日㈰ 

○エクセル応用 
　10月14日㈯、15日㈰ 

ところ　図書館2階視聴覚室 

定　員　各10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1,050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

用はいずれも1,050円が別途必要) 

 
こころの健康づくりセミナー

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月17日㈫　13時30分

～15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 
内　容　労働者のこころの健康
～家族ですることしないこと～ 

講　師　鈴鹿厚生病院精神神経
科医長　野村泉さん 

定　員　70人 
申込み　10月10日㈫までに、電話で

鈴鹿保健福祉事務所(　 382-8673)へ 

※詳しくは、同事務所(　 382-8673 　382-

7958　 zhoken@pref .mie . jp)へ 

 
朗読奉仕員養成講習会(初級)

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

対　象　県内居住の18歳以上60歳
未満の方で全日程に参加できる方 

と　き　11月1日㈬、2日㈭、8日㈬
～10日㈮　10時～12時 

ところ　県教育文化会館 

内　容　視覚障害者の現状と福祉
行政、朗読奉仕の現況、朗読技術

の習得、朗読・録音の実習、視

覚障害者に接する場合の心構え 

参加料　テキスト代500円 
定　員　県内で50人 
申込み　10月10日㈫までに、障害福祉課に
ある申込書に必要事項を記入し、同課へ 

※詳しくは、三重県視覚障害者支援センター 

　(　 059-228-6367　 059-228-8425)へ 

 

　最近、自宅付近で野生のサルがよく出没します。

近所の畑では、サルによって農作物が荒らされ、被

害が出ています。もともとは、人間が森林破壊をしたからだ

と思いますが、何かあってからでは困るので、今のうちにな

んとか効果的な対策を検討していただけないでしょうか。 

 

　サルによる農作物などの被害は、今年に入り今まで

サルが出没しなかった地域からも被害の報告が寄せら

れるようになりました。ご指摘のように、近年の森林面積の減少

や今年の気候状況による山の食糧不足が一因と考えられます。 

　サルを人里から遠ざけるには、有効な防護柵（サル用の

電気柵）で畑を囲んだり、庭に植えた果実の適正管理など

地域全体がえさ場になりにくいようにすることやサルを見か

けたら根気強く追い払うことなどが効果的と考えられます。 

　しかし、地理的条件により有効な方法が異なりま

すので、地域の実情にあわせた対策を各地域でとっ

ていただく必要があります。 

　市としても頭を痛めていますが、現在は追い払い用

に花火を配布しています。また、今後出没回数が多く

なるようであれば、農作物の被害に有効的な防護柵な

どの設置に対する一部助成やサルの行動把握のため

の発信機の取り付けなどを検討していきたいと考えてい

ます。また、その対策につきましては、県や関係団体と

も協議していきたいと思います。 

 
講座・教室 

催し物 



撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

木田町 

平成18年8月15日 

田中善一さん 

からすうりの花 
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鼓ヶ浦保育園 鼓ヶ浦保育園 

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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　当保育園は、近鉄鼓ヶ浦駅と磯山駅のちょうど中間の近鉄線沿いに位

置し、子どもたちの大好きな電車が保育室から見えます。広々とした園庭

では、子どもたちが元気いっぱいに遊び、ロケット、汽車、船など、さまざま

な遊具が子どもたちの夢を広げています。園の裏庭には野菜畑、イモ畑、

ミカンやクリの木があり、四季折々の収穫を楽しんで季節を感じることが

できます。さらに園の周りでも、サクラの花見、ザリガニ捕り、鼓ヶ浦海岸で

の貝殻拾い、公園での木の実集めなど、豊かな自然に触れ、遊ぶ中で探

求心や感動する心が育っています。大きな一つの家族のような雰囲気の

中で異年齢のかかわりを多く持ち、思いやりの心を大切に保育しています。 

　また、地域との交流も大切にし、いろいろな世代の方とふれあう

機会も多く持っています。毎年、七夕の時期には一人暮らしのお年

寄りを招待し、一緒に笹飾りを作ったり会食をしたりしています。「一

人でご飯を食べてもおいしないけどみんなで食べるとこんなにおい

しいんやな」と言うおじいちゃんに「毎日来て一緒に食べよ」と相

手を思いやる優しい心も育っています。 

　さらに地区の敬老会への参加や施設への慰問では、子どもたちの元

気な歌声と笑顔を届け大変喜ばれています。そこではゆったりとした温

かいまなざしと気持ちに包まれ、子どもたちはもちろん、わたしたち保育

士も感動と感謝の気持ちが生まれます。これからもこうした地域の方々

に見守られ、支えられながら思いやりの心を大切に、いろいろな人とふれ

あい、地域に開かれた保育園でありたいと考えています。 

火 災  件　数/7件、うち建物1件（52件、17件減） 救 急  出動数585件（4,438件、98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/201,266人（+226人） 男性/101,160人（+154人） 女性/100,106人（+72人） 世帯数/77,081世帯（+175世帯） 

事故数/640件、うち人身事故135件（4,811件、176件増） 死者数/1人（10人、3人減） 傷者数/173人（1,281人、58人減） 

表
紙
写
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　とてもさわやかな季節になりましたね。

この時期になってくると、食欲の秋を

満喫したいと思いますが、秋といえば

なんといっても、サンマやクリ、ナシ

などを思い浮かべます。皆さんはいか

がでしょうか。 

　また、いろいろな食材と一緒に新米も

出てきました。日本人にとっておいし

い新米はなによりもうれしい一品では

ないでしょうか。新米が炊き上がった

時のいい匂いはたまりませんよね。何

はともあれ、おいしいものをいっぱい

食べて、食欲の秋を満喫し、体も心も

健康に過ごしましょう。（憲） 

〒510-0254　　鈴鹿市寺家三丁目40番15号 

定　員／60人 386-2071 386-2071
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