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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期の対象者として、乳児期に麻しん・

風しんの予防接種が接種済の方も、予防接種法施行令の改正により、6月2日から接種可

能になりました。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 

各70人 

※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・肺がん検診のたんの検査は除く）。 

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 

肺がん
40歳以上の方 

12月8日㈮　9時〜11時 保健センター 40人 

検 診 ／ 対 象  

12月1日㈮、11日㈪
13時〜14時30分

午前50人 
午後50人 

午前50人 
午後50人 

1,000円 

900円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

乳がん
（超音波による）

12月1日㈮
9時30分〜11時、13時〜15時

12月11日㈪
9時30分〜11時、13時〜15時

保健センター 

保健センター 

保健センター 

2,800円 

1,800円 

40歳以上の女性 

20歳以上の女性 

子宮がん

10月25日㈬から 

10月25日㈬から 

10月25日㈬から 

12月15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

10月25日㈬から 

10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。 

※バスタオルを持ってきてください。 

※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 

　　　　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 

す ず は

西山みどりさん 涼葉ちゃん



　　予防接種 

と　　　　　き 教 室 ／ 対 象  

相 　 談  

と こ ろ  定  員 費  用 申込み（電話予約制） 

平成18年6月から8月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

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 

平成17年11月から平成18年2月生ま
れの子とその保護者で初参加の方 

離乳食コース

25人 

内　　　容 

5,000円 
（教材費、 
 食材料費） 

受付中 
（11月13日㈪まで） 

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 10月30日㈪から 
11月7日㈫ 

 10時～11時30分 

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） 

10時～15時30分 
（初回のみ13時30分～15時30分） 

栄養教室

子育てコース

8回の講義と調理実習 
（バランス献立・適塩・肥満
予防・高血圧予防・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。 

保健センター 

30組 10月31日㈫から 
11月7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 
　　検　診 

※詳しくは、広報すずか9月20日号をご覧ください。 

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 

11月9日㈭
13時30分～15時 医師による市民健康相談 10月23日㈪～11月2日㈭

※定員になり次第締切り 
4人程度 相談医　朝日 圓　医師（皮膚科） 

11月24日㈮ 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー 

ー ー 

ー 保健センター 

11月24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 
　　今年も恒例の健康展

を11月12日（日）に保健センターで開催します。

当日は血圧測定や体力測定を行ったり、各種

の健康相談コーナーを設ける予定です。自分の

健康について見つめ直す良い機会になります

ので、家族皆さんでお越しください。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN
　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　健康診査 

す ず は

西山みどりさん 涼葉ちゃん

す ず は

西山みどりさん 涼葉ちゃん

 

 

 

ペリネイタルビジット（出産前後小児保健指導事業）
〜妊娠中や子育て中のお母さんへ〜

　「ペリネイタルビジット」とは、赤ちゃんのことや育児のこ

とで心配のある妊産婦さんが、小児科医の育児指導や相

談（無料）を受けることで育児不安を予防し、安心して子

育てをしていただけるよう、昨年から始まった事業です。か

かりつけの小児科医の先生を見つける機会にもなります。 

○受け方
　まずかかりつけの産婦人科医にこの制度の利用の希望を

話してみましょう。かかりつけの産婦人科医の紹介により小

児科医に相談することができます。その流れは次の通りです。 

①市内の産婦人科医にこの制度の利用を希望し、市内の
実施している小児科医の中から、受けたい小児科医を
決め、産婦人科から紹介状をもらう。

②あらかじめ、予約などのため小児科へ連絡する。
③紹介状を持って小児科を訪れ、小児科医の育児指導を

受け、相談をする。　

○対象
　市内に住所のある妊産婦さんとご家族の方 

○保健指導を受けることができる期間、回数　
　妊娠中（妊娠28週から）もしくは出産後おお

むね2カ月（産後56日）まで1回 

○内　容
　市内の小児科で医師の育児指導や相談を受け

ることができます。主な内容は、育児の心構え・栄養・

保温・皮膚の清潔・もく浴や、赤ちゃんによく見られ

る症状などを聞くことができます。 

 

　小児科医の育児の相談を受けるときは、お父さ

んやおばあちゃんなど、ご家族も一緒に受けること

ができます。現在は、産後にこの制度を利用される

方が多く、｢育児上の必要なことを、小児科医から

具体的に聞けて安心できた」、「かかりつけの小児

科を見つけたい」、「相談後、強かった育児不安

が解消された」などのご意見があります。ぜひ気軽

にご利用ください。詳しくは、健康づくり課までお問

い合わせください。 
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廃棄物対策課　382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@city .suzuka.mie . jp

あき缶あき缶

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347

資源ごみの分け方・出し方にご注意を 

マスコットキャラクター「クリン」 

　近年、多種多様な商品の流通により、資源ごみとしてリサイクルできない商品も増えてきまし
た。今回は、資源ごみに出せないごみを再度確認します。

ごみ分別

Ｑ Ａ
蚊取り線香は何ごみ？ 

＆

Ｑ

A もやせるごみ。必ず火がついていないことを確認してください。 

キャップ・王冠

ペット不適

　平成５年にモデル事業として始まった「資源ごみの分別収集」。皆さんのご協力のおかげで、鈴鹿市の資源ごみ

は、リサイクル業者から品質ランク最高位の「A」の評価を受けています。しかし、多種多様な商品が流通している

今日、リサイクル業者から「資源ごみに不適物が混ざっていた」と注意を受けることがあります。 

　資源ごみは、単にリサイクルするということだけでなく、より良い品質の資源をリサイクル業者に手渡すことが大

切です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

●資源ごみに出せないごみを再度確認しましょう

○カセットボンベ、スプレー缶類
⇒もやせないごみとは別の透明袋に入れて、
もやせないごみの日に出してください。 

 

○中に異物の入ったもの
　⇒良く洗って出してください。 
○飲食料品用のあきかん以外のもの
　⇒もやせないごみ 

○陶器、化粧品のびん、板ガラス、
　耐熱ガラス容器、コップ
　⇒もやせないごみ 
○こなごなに割れたびん
　⇒もやせないごみ 
○玉びん（白）
　⇒もやせないごみ 
○中に異物の入ったもの
　⇒良く洗って出してください。 
○キャップ・王冠
　⇒もやせないごみ 
○飲食料品用のあきびん以外のもの
　⇒もやせないごみ 

○PET素材であっても、ペットボトル
以外のもの（卵パックなど）

　⇒もやせないごみ 
○中に異物の入ったもの
　⇒良く洗って出してください。 
○キャップ・王冠
　⇒もやせないごみ 

○紙コップ、窓のついた封筒、写真、カーボン紙、感熱紙など
⇒もやせるごみ 

○アルミ箔が張ってある紙パック（スープ類、酒類など）
　⇒もやせるごみ 
○注ぎ口がプラスチックの紙パック⇒もやせるごみ 
○ビニールなどで防水加工された紙⇒もやせるごみ 

○下着、靴下、ダウンジャケット、わた入りのはんてんなど
　⇒もやせるごみ 
○汚れのひどいもの⇒もやせるごみ 
○カーテン、カーペット、ぬいぐるみ⇒もやせるごみ 

陶 磁 器

耐熱ガラス

玉びん（白）

スプレー缶類

あきびん

紙類ペットボトル

衣類

あきびん

紙類ペットボトル

衣類

　次のごみは、資源ごみには出せません。分別前に良く確認し、正しい分別に心掛けましょう。 
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あき缶

●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、税理士による相談です。巡回相談は、行政相談委員、公証人による相談です。

相
　
談 

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

ス
ポ
ー
ツ 
図
書
館 

●県営スポーツガーデン 庭球場 372-2285
11月の休業日　6日㈪、13日㈪、20日㈪、24日㈮、27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、21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

11月の休業日　6日㈪、13日㈪、20日㈪、21日㈫、27日㈪ 11月の休業日　6日㈪、13日㈪、20日㈪、21日㈫、27日㈪
●市立体育館 387-6006

●配本／ふれあいライブラリー

●市武道館 388-0622
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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）　4日、12日、18日　14時30分〜15時、25日　10時30分〜11時　1階親子コーナー

382-0347

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
◎総合相談

巡回相談

◎女性のための弁護士相談

女性のための電話面接相談
人権相談
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
2・10・17・24日

7日
6・20日

17日

9日

1日
15日

10・17・24日
14日

月〜金曜日
月・木曜日

月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

8・22日
月〜金曜日

8日
毎月第３木曜日

月〜金曜日

市民対話課
（※17日の法律相談は市役所本館12階会議室）

市役所本館12階会議室
久間田公民館
深伊沢公民館

男女共同参画センター〔ジェフリーすずか〕

白子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
鈴鹿保健所1階地域交流室
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
10：00〜15：00
10：00〜12：00
13：00〜15：00
13：00〜16：30
10：00〜15：00
10：00〜16：00
10：00〜15：00

9：00〜17：00
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・7・8・10・14・15・22・24・

25・28・29日

2・3・5・9・16・17・19・23・

26・30日

4・11・18日

12日

1・4・8・10・11・14・15・17・

18・22・24・25・28・29日

2・3・7・9・16・23・30日

5・12・19・26日

1・5・8・15・22・29日

2・4・9・11・16・18・23・25

・30日

3・7・10・14・17・19・24・28日

12・26日

1〜5・7〜12・14〜19・22〜

26・28〜30日

9：00〜17：00

9：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜12：00

18：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

1・2日

14・15日

7・28日

8・29日

2・3・5・8・11・12・16・18・23・25・26・29日

9・30日

10・17日

1・7・14・15・28日

8・29日

19・24日

22日

5・12・18・19・23・24・26日

9・10・16・17・30日

22日

1・2・5〜17・20〜25・27〜30日

3・4・19・26日

18日

1・2・5〜17・20〜25・27〜30日

3・4・19・26日

18日

1・2・7〜9・14〜16・21〜23・28〜30日

3・4・19・26日

5日

6・10〜13・17・20・24・25・27日

18日

9：00〜21：00

13：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

15：00〜17：00

13：00〜21：00

13：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜17：00

11月

11月

11月

庄内公民館
鈴峰公民館
椿公民館

深伊沢公民館
久間田公民館
石薬師公民館

住吉公民館
国府公民館
牧田公民館

玉垣公民館
ふれあいセンター
旭が丘公民館

河曲公民館
神戸公民館
清和公民館
飯野公民館

栄公民館
郡山公民館
鼓ヶ浦公民館

天名公民館
合川公民館
稲生公民館

白子公民館

愛宕公民館

若松公民館

井田川公民館

加佐登公民館

庄野公民館

長太公民館

一ノ宮公民館

箕田公民館

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

9：30〜10：30
11：00〜12：00
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

1日㈬
24日㈮

2日㈭
28日㈫

7日㈫
29日㈬

8日㈬

9日㈭

10日㈮

14日㈫

15日㈬

16日㈭

17日㈮

あきびん

紙類ペットボトル

衣類
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○お知らせ

 
住民票などの証明書請求や
戸籍届などの届出の際に

本人確認を行います
市民課　 382-9013　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　12月1日㈮から、本人になりすま

した第三者からの請求を未然に防

止し、個人情報を保護するため、

住民票などの請求時も届出時と同

様に、市民課と地区市民センター

の窓口へ来られた方の本人確認を

行います。ご協力をお願いします。 

■対象となる証明請求・届出など
証明請求　住民票の写し、住民票
記載事項証明書、戸籍謄本(抄本)、

戸籍の附票、届書の写し(戸籍

記載事項証明書)、受理証明書、

身分証明書、印鑑登録証明書、

所得証明書、課税証明書、納税

証明書(車検用も含む)、評価証

明書、評価通知書、公課証明書、

営業証明書、不動産証明書、登

録原票記載事項証明書など 

届　出　婚姻届、離婚届、養子縁
組届、養子離縁届、認知届、転

入届、転出届、転居届、世帯合

併届、世帯分離届など 

■本人確認書類の例
　次の書類を提示してください。 

　住基カード(写真入り)、運転
免許証、パスポートなど

※上記に該当するものがない方は、市民課

(　 382-9013)へお問い合わせください。 

住民基本台帳の一部の写し
の閲覧制度を見直します

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

　個人情報に対する意識の高まり

に的確に対応するため、11月1日

㈬から住民基本台帳の一部の写し

の閲覧ができるのは、国または地

方公共団体の機関や公益性が高

いものなどに限定されました。 

 
鈴鹿市国民保護計画(素案)
に対する意見を募集します
防災安全課　 382-9968　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　市では、武力攻撃などの有事に際

して市民の皆さんの生命や身体、財

産を保護するため、｢鈴鹿市国民保

護計画｣を作成しています。市民の

皆さんの意見を参考に計画づくりを

進めるため、意見を募集します。 

募集期間　11月1日㈬～20日㈪ 
意見の提出　任意の様式で、住所、
氏名、連絡先を記入の上、郵送、

ファクス、電子メールのいずれか

で、〒513-8701　防災安全課へ 

※個人情報は意見を整理するために

使用し、公表しません。 

※電話による意見は受け付けませんの

で、ご了承ください。 

意見の取扱い　お寄せいただいた意
見を取りまとめ、市ホームページ

上で考え方を公表します。個々

の意見に対する回答は行いません。 

※素案は、10月26日(木)から、防災安全課で配

布します。市ホームページ(行政ガイド⇒計画、

財政、施策⇒計画)でもご覧いただけます。 

鈴鹿都市計画の案が縦覧できます
都市計画課　 382-9063　 384-3938

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

【県決定案件】
○四日市都市計画、鈴鹿都市計画

及び亀山都市計画下水道の変更(北

勢沿岸流域下水道(南部処理区)) 

・処理場(南部浄化センター)区域

の変更をします。 

と　き　10月31日㈫～11月14日

㈫(土・日曜日、祝日を除く8

時30分～17時15分) 

ところ　都市計画課(市役所本館9階)、
県土整備部都市政策室(県庁4階) 

※縦覧期間内に、県へ意見書を提出

することができます。詳しくは、

市都市計画課、または県都市政策室

(　 059-224-2718)へ 

 
納税の夜間窓口を開設します

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

と　き　10月30日㈪、31日㈫　

20時まで 

ところ　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 

 
図書館の配本事業・ふれあい
ライブラリーが始まります

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　11月から、全公民館に図書館の

本を置いて貸出しする配本事業が

始まります。お近くの公民館で気軽

特別遺族給付金のご請求を

ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています

清掃センターへのごみの
搬入を一部停止します

庁舎の一般開放を休止します

手作り作品を
展示・販売してみませんか

病児保育室ハピールームの
利用方法をお知らせします

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

■ごみ減量とリサイクルを考えるポスター
　市内の小・中学生から1,342点が寄せられました。 

最優秀賞　クラーク マイクル 良さん(愛宕小2年)、
方田結菜さん(庄内小5年)、平井千裕さん(平田野中3年) 

※この他、計70点の入賞作品が決まりました。 

※最優秀賞者の作品は、来年度発行の｢美しいまち鈴鹿｣に掲載されます。 

■第21回クリーンシティSUZUKA参加作文
　参加者から421点の応募がありました。 

最優秀賞　櫻井彩加さん(神戸小6年) 
※その他、計19点の入賞作品が決まりました。 

｢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参加作文｣の入賞者が決定しました
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

平井 千裕さん方田 結菜さんクラーク マイクル 良さん

お知らせお知らせ お知らせ 
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住民票などの証明書請求や
戸籍届などの届出の際に

本人確認を行います

住民基本台帳の一部の写し
の閲覧制度を見直します

鈴鹿市国民保護計画(素案)
に対する意見を募集します

鈴鹿都市計画の案が縦覧できます

納税の夜間窓口を開設します

図書館の配本事業・ふれあい
ライブラリーが始まります

に本が借りられ、リクエストもできます。 

　また、図書館の職員が公民館を

巡回訪問して、読書相談やリクエスト、

新刊案内などをする｢ふれあいライ

ブラリー｣も始まります。各公民館へ

の巡回日程は広報すずか毎月20日

号の｢配本／ふれあいライブラリー

のコーナー｣をご覧ください。 

 
特別遺族給付金のご請求を
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○特別遺族給付金とは
　石綿ばく露を原因とする疾病により

死亡した労働者のご遺族で、労災保険

法の遺族補償給付を受ける権利が時

効により消滅した方に対して、特別遺

族給付金が支給されることになりました。 

対　象　石綿救済法により平成13
年3月26日以前に石綿ばく露を

原因とする疾病により死亡した労

働者のご遺族で、時効により労災

保険法に基づく遺族補償給付の

支給を受ける権利が消滅した方 

○労災保険給付の対象者
　平成13年3月27日以降に、業務

による石綿ばく露を原因とする疾病

により死亡した労働者のご遺族 

※詳しくは、独立行政法人環境再生

保全機構(　 0120-389-931)へ 

 
ブロック塀などの除却工事

に助成を行っています
建築指導課　 382-9048　 384-3938

kenchikushido@city.suzuka.mie.jp

　ブロック塀などの倒壊事故を未然に

防ぎ、通行人の安全と災害時の避難

路を確保し、安全で安心できるまちづ

くりに寄与することを目的に、ブロック

塀の除却に対して助成を行っています。 

対　象　セットバックが必要な
道路を除く公道に面するもので、

高さが1ｍを超えるものなど 

※詳しくは、建築指導課へ 

助成額　市の職員が現場確認をし
た上で、市の積算に基づいた除却

費を算出し、市の算出した費用の

2分の1を25万円を限度に助成 

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。 

清掃センターへのごみの
搬入を一部停止します

清掃センター　 372-1646　 372-1406
seso@city.suzuka.mie.jp

　11月3日(金・祝)、4日㈯は、破砕機

整備工事のため、破砕の必要なごみ

(長さ50㎝以上の庭木、家具、木材、

畳など)の持ち込みができなくなり

ますのでご注意ください。11月3日は、

木製家具や畳など、破砕が必要な

可燃性粗大ごみの戸別収集を行

いませんのでご了承ください。 

 
庁舎の一般開放を休止します
管財営繕課　 382-9009　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.mie.jp

　10月28日㈯は設備の点検のため

市役所本館15階展望ロビーと1階

市民ギャラリーの一般開放を休止

します。当日はご利用できせんの

でご了承ください。 

 
手作り作品を

展示・販売してみませんか
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　｢ジェフリーふぇすた｣では、手作

りの手工芸品の展示販売ブースを

設け、将来起業を考えている人や

手作り作品を通したネットワークづ

くりを支援します。パッチワーク、編

物など自分の作品を展示・販売し

てみたい方を募集します。 

と　き　平成19年2月11日㈰
　10時～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　20人(応募多数は抽選) 
申込み　11月15日㈬までに、作品
見本を持ってジェフリーすずかへ 

※フリーマーケットではありませんので、

販売品は自作品に限ります。 

※飲食物は販売できません。 

※営業の方はお断りします。 

 
病児保育室ハピールームの
利用方法をお知らせします

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

　ハピールームは、市が医療法人

栄恵会白子クリニックに委託してい

る事業です。利用の際には必ず、

白子クリニック小児科(　 388-8988)

の診察を受けてください。 

■病児保育室ハピールーム
　(南江島町8-10　 388-7717) 

○利用できる病種
　感冒など日常でかかる病気、感染症、

慢性疾患、外傷性疾患、その他医師

が利用可能と判断した病気 

○利用できる時間 
　月～土曜日　8時45分～17時30分 

※水曜日は前日までの継続利用児童のみに限ります。 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
犯罪被害に遭われた方やご家族へ
心の扉を開いてご相談を！

　犯罪に遭うと突然の出来事に戸惑い、不安な思いをされるなど、心にも深い傷

を負って、だれにも話せず悩んでしまいます。そんな悩みを抱えている方をサポート

するため、被害者相談窓口を設け、被害に遭われた方からの相談に応じています。 

■(社)みえ犯罪被害者総合支援センター
受　付　月～金曜日(祝日を除く)　10時～16時 
相談電話　　 059-221-7830　 059-227-4755　 http://www18.ocn.ne.jp/̃mie-hhsc/ 
■常設の被害者相談窓口
○警察総合相談電話　　 #9110、または　 059-224-9110 
○少年相談110番(少年問題など)　　 0120-417867 
○暴力相談電話(暴力被害など)　　 059-228-8704 
○性犯罪被害相談電話　　 0120-72-8740 
○国際事犯相談電話(外国人からの被害相談など)　　 059-223-2030 
受　付　いずれも、月～金曜日(祝日を除く)　9時～17時 

｢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参加作文｣の入賞者が決定しました

よいこなやむな 

なかずにはなしを 

お知らせ 
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○お知らせ

 
中学校ランチサービス業者
の募集説明会を行います

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　鈴鹿市入札指名願いに登
録している業者(11月2日登録分まで) 

内　容　平成19年度の中学校ラ
ンチサービス(弁当の調理・配

達など)実施業者の募集 

申込み　10月20日㈮から11月1日
㈬までに学校教育課へ 

 
鈴鹿川・安楽川フォト

コンテスト作品を募集します
指導課　 382-9028　 383-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

応募規定　次の規定でどなたで
も応募できます。 

○大　人　カラー、モノクロと
もに六切り以上のプリント 

○子ども　プリントの大きさは自由 
※未発表のものに限り1人3点以内 

題　材　四季の鈴鹿川・安楽川の
景観・動植物、鈴鹿川・安楽川

と人・生活、環境を意識した作品 

申込み　応募表(自作可)に画題、撮
影場所、住所、氏名、年齢、電話番

号を記入し、作品裏面に添付の上、

11月30日㈭(必着)までに、〒513-0006

和泉町814　井田川小学校へ 

※詳しくは、井田川小学校(　 378-8972)校長へ 

 

 

○催し物

 
第10回鈴鹿シティマラソン
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月17日㈰(雨天決行) 
ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコースおよび周辺道路 

内　容　21.0975km(ハーフ)、5.8km、
2.2km、競技用車いす5.8km、

生活用車いす2.2km 

申込み　11月17日㈮までに、スポー
ツ課、市内スポーツ施設、地区市民

センター・公民館に備え付けの参加

申込用紙に必要事項を記入の上、

郵便振込み、またはインターネット

で申し込んでください(当日消印有効)。 

※市ホームページトピックスでも詳

細をご覧いただけます。 

◆ボランティアスタッフを募集中
　鈴鹿シティマラソン当日、ボランティアと

してお手伝いいただける方を募集しています。 

時　間　7時30分～12時30分 
内　容　シティマラソン進行業務 
※記念｢Tシャツ｣、弁当代をお渡し

します。詳しくは、スポーツ課へ 

 
第30回鈴鹿市民サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月12日㈰　8時20分から
(雨天決行) 

ところ　市役所分館第2前駐車場 

内　容 
Aコース(45km)　分館第2→河田→
自由ヶ丘団地→大久保・椿一

宮・山本→椿神社→椿一宮→

井田川→回生病院(昼食) 

Bコース(20km)　分館第2→木田橋
サイクリングロード→鈴鹿川河川

緑地→回生病院(昼食) 

※回生病院近くでイモ掘りを行います。 

主　催　鈴鹿市サイクリング協会 
参加料　1,800円(小学生以下1,000円) 
※昼食代、イモ代、傷害保険料を含む。 

申込み　11月6日㈪までに、次の申込先
に備え付けの用紙に必要事項を記入

の上、参加料を添えて、森サイクル

(国府町2271-1　 378-9211)、辻岡サ

イクル(中旭が丘二丁目7-40　 386-

6035)、リンリン健さん(三日市南一丁目

5-22　 367-3191)、またはスポーツ課へ 

 
浅野弥衛没後10年記念事業

｢銀の光輝　浅野弥衛の世界｣
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　抽象画家・浅野弥衛さんが逝去さ

れて今年で10年。浅野さんの作品約

120点を展示公開します。 

と　き　11月3日(金・祝)、4日㈯ 
　9時～20時(4日は17時まで) 

ところ　神戸小学校体育館 
内　容　作品展、ギャラリートーク
｢浅野弥衛 人と作品｣(3日14時

から：定員100人、要整理券、申込み

は電話で文化課へ) 

入場料　無料 

第39回鈴鹿市美術展

第35回信綱祭講演会

マレーシア友好の翼

第2回すずかコスモスまつり

平成18年度全国大会以上出場者(4月〜9月)

○第28回鈴鹿市レディースソフトボール大会(4月)
　優勝：白鳥中学校、準優勝：稲生ラブリーズ、 
　三位：マーメイド・長太クラブ 
○第22回鈴鹿市少年野球選手権大会(5月)
　優勝：郡山スターズ、準優勝：一ノ宮クラブ、 
　三位：庄野シリウス・神戸フェニックス 
○第15回鈴鹿市少年相撲大会(7月)
　団体戦　優勝：津相撲クラブ2、準優勝：鈴鹿相撲
クラブ、三位：津相撲クラブ1 

　個人戦4年生の部　優勝：鈴木勝也 
　個人戦5年生の部　優勝：太治良平 
　個人戦6年生の部　優勝：角田航瑠 

○第12回鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会(8月)
　優勝：天名スポーツ少年団、準優勝：長太少年ソフトボール団、

三位：旭少スポーツ団 
○第5回ジュニアティーボール大会(9月)
　Aコート優勝：神少クラブ、Bコート優勝：ハッスル神戸 
　Cコート優勝：旭が丘、Dコート優勝：栄っ子1 
　Eコート優勝：加佐登、Fコート優勝：栄っ子2 
○第33回鈴鹿市民軟式野球大会(9月)
　Aブロック　優勝：稲生、準優勝：愛宕、 
　　　　　　　三位：井田川・牧田 
　Bブロック　優勝：桜島、準優勝：河曲、 
　　　　　　　三位：旭が丘・箕田 

市内各種スポーツ大会結果(市主催分・4月〜9月)　スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.mie.jp

　各種スポーツ大会の結果をお知らせします。(敬称略)

お知らせお知らせ お知らせ 催し物催し物 催し物 
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中央道路

市立図書館●

中央総合病院●

コスモス
祭り会場

●
鈴鹿農協

中学校ランチサービス業者
の募集説明会を行います

鈴鹿川・安楽川フォト
コンテスト作品を募集します

第10回鈴鹿シティマラソン

第30回鈴鹿市民サイクリング大会

浅野弥衛没後10年記念事業
｢銀の光輝　浅野弥衛の世界｣

第39回鈴鹿市美術展
㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
http://www.s-bunka.net/

　入選以上の市民公募作品と、審

査員などの作品を展示公開します。 

とき・内容
○展覧会　11月1日㈬～5日㈰　

10時～17時(5日は16時まで) 

○表彰式　11月5日㈰　14時から 
○講　評　11月5日㈰　表彰式終
了後、各会場にて 

ところ　文化会館 
入場料　無料 
 

第35回信綱祭講演会 
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月28日㈯　14時から 
ところ　佐佐木信綱記念館2階講
座室(石薬師町1707-3) 

内　容　資料にみる竹柏会些事挿話、
追悼　山中智恵子氏を偲んで 

講　師　歌人　橋本俊明さん 
主　催　佐佐木信綱顕彰会 
参加料　無料 
※詳しくは、佐佐木信綱記念館(　 374-

3140)へ 

 
マレーシア友好の翼

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

対　象　県内に在住または通勤・
通学している方 

と　き　平成19年2月4日㈰～2月
8日㈭(3泊5日) 

訪問先　マレーシア(クアラルン
プール)とシンガポール 

内　容　クアラルンプール市長表
敬訪問と市民交流、視察、観光 

定　員　30人(先着順) 
参加料　約16万円 
申込み　11月10日㈮までに、鈴鹿

国際交流協会にある所定の用紙に

必要事項を記入し、直接同協会へ 

第2回すずかコスモスまつり
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月4日㈯、5日㈰　9時
～15時(少雨決行) 

ところ　地子町地内の休耕田 
 

 

 

 

 

 

 

※駐車場は鈴鹿農協です。乗り合わ

せてご来場ください。路上駐車は

絶対におやめください。 

内　容　写生大会、フォトコンテス
ト、市内産品・農産物などの販売、

ダンス大会(4日)、音楽ライブ(5日)、

クイズ大会(5日)など 

※詳しくは、アグリ夢創りプロジェクト

事務局(飯野寺家町816　鈴鹿商工会議

所内　 382-3222　 383-7667)へ 

※全国中学校体育大会・全国高等学校体育大会・全国高専体育大会・国民体育大会は除きます。 

　全国規模以上の大会に出場した団体・個人を、半年単位でお知らせします(スポーツ課把握分、敬称略)。 

平成18年度全国大会以上出場者(4月〜9月)　スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.mie.jp

市内各種スポーツ大会結果(市主催分・4月〜9月)

お知らせ 催し物 

篠原利彦・黒宮章 
中西宣征・麻生憲一 
河野功・豊中一 
　野弘美 
大野豊子・内山静江・中田萬里子・稲垣　子・三村きみ子・小倉順子 
松岡富夫 
ベルハインド 
MHC 
森川和代・乾恵子・濱口輝美・小野ちづ子 
上田広慈・中田昌樹・高原幸花・橋本さくら・吉田彩 
宮川智光 
旺武道場・鈴鹿赤胴 
田川涼夏 
鈴鹿ハンドボールスクール 
中内脩人 
山口航平 
ホンダ鈴鹿 
淳鹿クラブ 
近藤勝・藤井直也・江端光一 
上原潤一・向井啓祐・森啓昭 
稲生A 
長谷川真司 
中村祐貴 
松藤優衣 
中内脩人 
元永航揮 
衛藤将 
伊藤智也 
鈴鹿ミックスパイ 

第19回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝富山大会(4月)
第24回シニア全国シニアソフトボール沖縄読谷大会(4月)
第12回古希全国シニアソフトボール沖縄読谷大会(4月)
第35回全日本フィールドアーチェリー選手権大会(5月)
第13回世界ベテラン卓球選手権大会(5月)
全国ラージボール卓球大会(6月)
第29回全国レディース卓球大会(7月)
第26回全国クラブハンドボール選手権大会(7月)
第24回全国レディースバドミントン選手権大会(7月)
第30回全日本高校ボウリング選手権大会(7月)
第23回ハーレムベースボールウイーク大会(7月)
第41回全日本少年剣道錬成大会(7月)
第46回空手道糸東会全国選手権大会(7月)
第19回全国小学生ハンドボール大会(7月)
JOCジュニアオリンピックカップ第14回全国中学生なぎなた大会(7月)
第49回小学生・中学生全国空手道選手権大会(7月)
第77回都市対抗野球選手権大会(8月)
全日本9人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会(8月)
全日本9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会(8月)
第27回全国教員サッカー選手権大会(8月)
第17回全国ソフトバレーファミリーフェスティバル(8月)
全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会(8月)
2006年世界少年野球大会(8月)
第29回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(8月)
全日本少年武道錬成大会なぎなた(8月)
第29回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(水球競技)(8月)
第22回全国小学生陸上競技交流大会(8月)
2006IPC陸上競技世界選手権大会（9月）
日本スポーツマスターズ2006ソフトボール競技(9月)

大 会 名 選 手 ・ チ ー ム 名
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○催し物

 
公立幼稚園ウィークinすずか

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

ところ　市内各公立幼稚園22園 
期　間　11月13日㈪～17日㈮
内　容　幼稚園教育について理解
を深めていただくために、絵本の

読み聞かせや親子ふれあい活動

などの催しを各園で計画しています。 

※日時・内容など詳しくは、各園へ 

 
海岸の清掃ボランティア

若松地区市民センター
　 385-0200　 385-4752

と　き　11月11日㈯　8時～10時 
ところ　浜田公園(メイン会場)、
千代崎観光案内所、原永第二集会所 

主　催　若松海岸通り美化ボラ
ンティア推進委員会 

※詳しくは、同委員会代表　松本勝吉

(　 385-2545)へ 

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は同

委員会が準備します。 

 
鈴鹿商工会議所60周年記念
第9回おいん鈴鹿産業フェスタ
商業観光課　 382-9016　 382-0104

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月28日㈯、29日㈰　

10時～16時 

ところ　鈴鹿サーキット正面ゲート前 
内　容　｢新たなるスタート!未来
発進｣をテーマに、企業展、物産

展、鈴鹿のお茶や鈴鹿山麓天

然水の無料配布(数量限定)など 

※詳しくは、鈴鹿商工会議所(　 382-3222)へ 

 
いも堀体験

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

と　き　11月5日㈰　9時30分から 
ところ　広瀬町地内 
定　員　50組(先着順) 
参加料　500円(5株分) 
申込み　10月31日㈫までに、電話、
ファクスで、地産地消ネットワーク

みえ・鈴鹿事務局　豊田栄美子

(　・　379-1048)へ 

 

 

○講座・教室

 
つるでかごを編む体験講座
考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

対　象　中学生以上 
と　き　12月9日㈯　9時からと

13時30分から 

ところ　考古博物館 
定　員　午前・午後各20人(応募
多数は抽選) 

参加料　2,500円程度(材料費) 
申込み　10月20日㈮から11月20日㈪
(必着)までに、往復はがきに、希

望講座(午前・午後)、参加者全員

の住所、氏名、年齢、電話番号を

記入し、返信用はがきに代表者の

あて名を記入の上、〒513-0013

国分町224　考古博物館へ 

※はがき１枚につき、２人まで応募可 

 
お父さんと子どものふれあいワーク
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　キミ子方式による絵画ワークショッ

プで｢もやし｣を描きます。男女共同

参画市民企画支援事業として、市民

と協働で開催します。 

対　象　小学校1年生から大人まで 
と　き　11月19日㈰　10時～11時30分 
ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　キミコ・プラン・ドウ 
　代表　松本一郎さん 

主　催　特定非営利活動法人こ
どもサポート鈴鹿 

定　員　30人(先着順、父子の参加
を優先) 

参加料　1人800円(材料費など) 
持ち物　パレット、水入れ、筆拭き用の布 
申込み　こどもサポート鈴鹿(　・　
383-1322、月～金曜日10時～16時)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　10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。 

午前の部：9時30分から
○基礎1 
　11月7日㈫、8日㈬ 

　11月18日㈯、19日㈰ 

○基礎2 
　11月11日㈯、12日㈰ 

○ワード基礎 
　11月4日㈯、5日㈰ 

○ワードで年賀状 
　11月28日㈫・29日㈬ 

○エクセル基礎 
　11月22日㈬、24日㈮ 

午後の部：13時30分から
○基礎2 
　11月18日㈯、19日㈰ 

○ワード基礎 
　11月22日㈬、24日㈮ 

○ワード応用 
　11月7日㈫、8日㈬ 

○ワードで年賀状 
　11月11日㈯、12日㈰ 

○エクセル基礎 
　11月4日㈯、5日㈰ 

　11月28日㈫、29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、ワード応用は

1,050円、ワードで年賀状は

500円が別途必要) 

 
乳がん県民公開講座

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

と　き　11月12日㈰　10時～15時30分 
ところ　鈴鹿保健福祉事務所 
内　容
■講演(13時〜14時)
テーマ　もっと自分の乳房に関
心を持ちましょう 

講　師　三重大学医学部附属病院
画像診断科教授　竹田寛さん 

■乳がんに関する相談(14時15分〜15時30分)

鈴鹿地域職業訓練センター講座

看護力再開発講習

公開講座｢子育て支援｣

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

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

　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21日㈯〜31日㈫
『ベルディ便り』･･･各課からのお
知らせ、保健情報など 

○11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 

○11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 10月 納 税 
市・県民税・・・・・・・・・・・3期
国民健康保険税・・・・・・・4期

【納期限は10月31日㈫です】
※納税は、便利な口座振替で 

子 育 て 支 援 総 合 コ ー デ ィ ネ ー タ ー
　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。

公立幼稚園ウィークinすずか

海岸の清掃ボランティア

鈴鹿商工会議所60周年記念
第9回おいん鈴鹿産業フェスタ

いも堀体験

つるでかごを編む体験講座

お父さんと子どものふれあいワーク

パソコン講座

乳がん県民公開講座

※1人15分までです。 

■マンモグラフィ乳がん検診(10時〜12時、
13時30分〜15時30分)

対　象　40歳以上女性で、本年度
マンモグラフィ乳がん検診未受診者 

定　員　午前・午後各20人(先着順) 
費　用　2,000円 
※視触診はありません。 

申込み　乳がん相談、検診は申込
みが必要です。10月26日㈭から

11月9日㈭までに、電話で、県保

健福祉部健康づくり室(　 059-

224-2334)へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■データベース初級(Access初級)
と　き　11月28日㈫～30日㈭
　9時～16時 

受講料　6,000円 
■Wordで年賀状
と　き　12月5日㈫、6日㈬ 
　9時～16時 

受講料　4,000円(別途教材費1,200円) 
■ホームページの作成
　(ホームページ・ビルダーV9)
と　き　12月12日㈫～14日㈭
　9時～16時 

受講料　6,000円 
■フォークリフト運転技能講習

と　き 
○11月29日㈬から12月2日㈯まで

の4日間(受付開始10月30日から) 

○12月12日㈫、16日㈯、17日㈰、

23日㈯の4日間(受付開始11月

13日から)　 

※いずれも、学科8時30分～17時30分、

実技8時～17時 

受講料　21,400円 
■固定式クレーン特別教育
と　き　12月14日㈭、15日㈮
　9時～16時50分 

受講料　8,000円(別途教材費1,700円) 
申込み　いずれも、鈴鹿地域職業
訓練センター(　059-387-1900

　 http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzukatc)へ 

 
看護力再開発講習

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

　三重県看護協会では、現在働

いていない看護職の方を対象に

講習を開きます。 

と　き　11月2日㈭から11月21日㈫
までの6日間 

ところ　三重県看護協会別館・
実習病院 

内　容　講義、実習、就業相談など 
※詳しくは、三重県ナースセンター

(　 059-222-0466)へ 

公開講座｢子育て支援｣
教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月18日㈯　14時～16時 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
テーマ　ヒトはなぜ子育てに悩むのか
～学習障害とその支援を含めて～ 

講　師　京都大学霊長類研究所
教授　正高信男さん 

定　員　230人 
参加料　無料 
申込み　11月6日㈪までに、電話、
ファクスで教育研究所へ 

※手話通訳、託児(要予約)あり 

 

　市では、｢子育て支援総合コーディネーター｣

が配置されていると聞きましたが、どのようなこと

をしているのですか。事業の内容を教えてください。 

 

　子育て中のご家庭に、市や民間団体(私立幼稚園、

私立保育園、ファミリー・サポート・センター、ハピール

ーム、放課後児童クラブなど)が実施する子育て支援事業の

情報を総合的に提供し、コーディネートするため、子育て支

援課に｢子育て支援総合コーディネーター｣を配置しています。 

　具体的には、市内幼稚園と保育所(園)などの園庭開放を

掲載した子育て情報紙｢バンビーキッズ｣を発行したり、マタ

ニティバッジ｢BABY in ME｣活動に取り組み、市内の公共

施設などにポスターを掲示するとともに、母子健康手帳の交

付時にバッジをお渡ししています。もし、電車やバスなどで

バッジをしている人を見かけたら席をゆずってあげてくだ

さい。市のホームページでも｢Happy子育て｣｢バンビーキッ

ズ｣などのページを開設していますのでぜひご覧ください。 

　その他、子育て支援課の事業内容や子育て支援センタ

ーなどの利用方法を広く知っていただくため、リーフレット

作成(子育て応援パンフレット、子育て支援センターりんりん、

ファミリー・サポート・センター、病児保育室ハピールーム、

不妊治療費助成金)、子育てに関する研修会・講演会の

開催、公民館での出前保育も行っています。 

　また、これからは、すべての子育て家庭への支援を目

標に、こちらから積極的に情報提供やお伺いもさせてい

ただきたいと思っています。どうかご期待ください。 

講座・教室 

催し物 



撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

大久保町 

平成18年9月27日 

石井　隆さん 

彼岸花と雲母 
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石薬師保育園 石薬師保育園 

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。 

■発行／鈴鹿市　〒513‐8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号　　059‐382‐1100（代表）　　http：//www.c i ty . suzuka .mie . j p/ 

■編集／企画財務部秘書広報課　　059‐382‐9036　　 059‐382‐9040　　h i s h o k o h o＠c i t y . s u z u k a . m i e . j p  

■印刷・制作／身体障害者授産施設 八野ワークセンター 印刷係　 　　059‐375‐4381

　当保育園は、地域の皆さんのご要望により、昭和27年3月に「私設

石薬師愛児園」を創設したことに始まります。その後、昭和45年4月

に社会福祉法人愛児の会「石薬師保育園」として認可され、地元の方々

とのかかわりのもと、四季折々にさまざまな体験を楽しんでいます。 

　夏には手作りの虫かごを持ってセミ取りをしたり、秋には広々と

したサツマイモ畑でイモ掘りを体験させてもらい、そのお礼にみん

なで作った焼きイモを届けたりと、ただ自然を味わうだけでなく、

周りの人たちとかかわり、感謝の気持ちを持って生活を送ることの

大切さも学んでいます。 

　また、4、5歳児は年間を通して「英語あそび」や「体操あそび」

を取り入れ、5歳児に関しては、姉妹園である第2石薬師保育園・竹

野の森こども園のお友だちと、野菜の苗植えや収穫、お泊まり保育、

カレーパーティなど、さまざまな交流を持つ中で、就学に向けての

社会性も少しずつ身に付けています。 

　今は、運動会や鼓笛、年末には「信綱かるた」に取り組むなど、

自然や人とのつながりを大切にしながら、健やかな体をつくり、豊

かな感性をはぐくみ、生きる力の基礎を培うため、職員全員で子ど

もたちとの一日一日を大切にしながら、保育に取り組んでいます。 

火 災  件　数/4件、うち建物2件（56件、28件減） 救 急  出動数528件（4,966件、119件増） 

交 通  

すずか 
データ 
バンク 

9
月 人口・世帯数 ［9月30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/201,400人（+134人） 男性/101,266人（+106人） 女性/100,134人（+28人） 世帯数/77,201世帯（+120世帯） 

事故数/596件、うち人身事故104件（5,381件、170件増） 死者数/1人（11人、4人減） 傷者数/128人（1,414人、70人減） 

表
紙
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　間もなく、大黒屋光太夫記念館が開

館１周年を迎えます。郷土の偉人であ

る大黒屋光太夫に関する資料の収集、

展示、情報発信の拠点として大きな役

割を果たし、連日多くの来館者でにぎ

わっています。 

　昨今、人々の趣味が多様化する中

で、全国各地の資料館などでも、多くの

来館者を集める施設とそうでない施設の

二極化が進んでいるようです。 

　記念館では、今後もより多くの方に楽し

んでいただけるような企画や展示を行って

いく予定です。現在、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～」を開催中です。皆さんも一度

足を運んでみてはいかがでしょうか。（正） 

〒513-0012　　鈴鹿市石薬師町1735番地の1

定　員／90人 374-1398 374-1813

i s h i h o @m e c h a . n e . j p

き ら ら


