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■ＭＲ（麻しん・風しん混合）・麻しん・風しん予防接種
　6月2日の予防接種法施行令改正により、MR予防接種の対象者が以下のとおりになりました。MR2期については、

平成19年4月に小学校へ入学される方で、まだお済みでない方は、３月中に接種しましょう。 

【MR１期】
対　象　1歳以上2歳未満で、麻しん・風しんいずれの病気にかかったことがなく、麻しん・風しんいずれの予防接種も受けていない方 

【MR２期】
対　象　小学校就学前の1年間の方（5歳以上7歳未満）で、麻しん・風しんいずれの病気にもかかったことがない方に限
ります（過去の麻しん・風しん単抗原予防接種履歴に関係なく接種できます）。 
※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。 
※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です。 
※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。 

　　　　予防接種予防接種 　　予防接種 

各70人 

120人 

40人 

相 　 談  

※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） 検 診 ／ 対 象  

5月16日㈬、29日㈫
13時〜14時30分

午前50人 
午後50人 

午前50人 
午後50人 

900円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

乳がん
（超音波による）

肺がん

5月16日㈬
9時30分〜11時、13時〜15時

5月29日㈫
9時30分〜11時、13時〜15時

5月28日㈪
9時〜11時

5月21日㈪
9時〜11時

保健センター 

保健センター 

保健センター 

保健センター 

2,800円 

1,800円 

レントゲン撮影
200円 
たんの検査
600円 

40歳以上の女性 

40歳以上の方 

胃がん
40歳以上の方 

20歳以上の女性 

子宮がん

3月23日㈮から 

3月23日㈮から 

保健センター 1,000円 3月23日㈮から 

3月23日㈮から 

3月23日㈮から 

20歳以上の女性 
※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。 

※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。 

※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 　　相　談 

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12日㈭
13時30分～15時 

医師による市民健康相談  3月22日㈭～30日㈮
※定員になり次第締切り 

4人程度 
相談医　尾崎　郁夫　医師 
（内科：血圧などで不安な方） 

ー ー 

保健センター 
4月27日㈮ 

9時30分～11時 

すくすく広場
（育児相談・栄養相談）

母子健康手帳 
（育児相談・栄養相談希望者）持参 

○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 
三浦　拓人くん浩代さん 

た く と

※計測や遊びもあります。 



　　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） 

妊娠5カ月から8カ月の方とそ
の夫で初参加の方（1人での
参加も可能です） 

平成18年10月から12月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方 

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 

プレパパ・ママコース

妊娠中の方で初参加の方 
マタニティクッキングコース

離乳食コース

30組 

30組 

3月26日㈪から 

3月27日㈫から 

4月6日㈮ 
10時～11時30分 

4月9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 

保健センター 

保健センター 

無　料 5月13日㈰  
9時30分～11時30分または
13時30分～15時30分 

助産師によるもく浴指導と
体験学習、保健師による
母子保健制度の紹介 

20人 3月26日㈪から 
4月24日㈫

9時30分～12時30分 
栄養士による講話、 
調理実習 

保健センター 
材料費 
実費負担 

無　料 

　　検　診 

※4月からは4～6カ月児を対象とします。 

※全2回シリーズ（4月6日は動きやすい服装でお越しください） 

健康館 

　　相　談 

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

32007・3・20

健康づくり課　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.lg.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 
　　今年の春の花粉総飛

散量は、地域によっては、平年並から平年

の20％程度になると予測されています。発症、

重症化の予防法としては、玄関口で花粉を

払い落とし、洗顔、うがいを忘れずに行い、

マスクやメガネを着用することが効果的です。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　健康診査 
三浦　拓人くん浩代さん 

 

 

　乳児・幼児健診

● 乳児健診
　健診の無料券を使い県内の各医療機関で、４カ月・10カ

月健診を受けることができます。この無料券は、母子手帳

と一緒にお渡ししている「母子保健のしおり」の中に挟ま

れています。それぞれ使用できる時期が定められています

ので、その時期を逃さないように注意してください。 

　また、他市からの転入などで本市の「母子保健のしおり」

をお持ちでない方は、保健センター、市役所市民課また

は地区市民センターでお渡しします。 

●幼児健診
　本市では、１歳６カ月児・３歳児健診を保健センターで

行っており、小児科診察、歯科診察、保健指導、栄養指導

などを無料で受けることができます。お子さんが１歳６カ月、

３歳６カ月を迎えるころに、健診の案内を自宅に送付します。 

　また、健診時期のころに他市から転入され、健診を受

けていない方は、保健センターまでご連絡ください。 

 

　乳児健診、幼児健診ともに、体の発育だけでなく、情緒や運

動機能の発達、また、さまざまな病気を発見するうえでも、大変

重要な機会です。それぞれの健診の時期も、乳幼児の発育発

達を確認するうえで適切な時期に設定されています。お子さん

のすこやかな成長を見守るため、ぜひ健診を受けてください。 

た く と

三浦　拓人くん浩代さん 

た く と

平成17年度
３歳児健康診査の診察結果

受 診 者 数

異 常 な し

異常・所見あり

2,050人 

1,762人 

288人 

要　指　導

要経過観察

要精密検査

要　治　療

治　療　中

件　数

 85件 

70件 

58件 

7件 

68件 

内　　容

低身長など 

低身長、 
低体重など 

尿潜血、 
尿淡泊など 

そけいヘルニア、 
目や耳の異常など  

アトピーなど 

「異常・所見あり」の内訳



教育館

廃棄物対策課　382 -7609　　382 -2214　 h a i k i b u t s u t a i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

し尿のくみ取りについてお知らせします 
　し尿を処理する方法には、公共下水道などで処理する方法と、各家庭に設置されている合併処理
浄化槽、単独浄化槽、くみ取り式トイレで処理する方法があります。今回は、くみ取りでのし尿の処
理方法についてお知らせします。

マスコットキャラクター「クリン」 
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議 

　し尿のくみ取りは、各家庭の便槽の大きさや利用人数に見合った周期で、

定期的・計画的に実施しています。この場合、在宅・不在にかかわらず収集

します。 

　また、担当地区業者に電話・ファクスで依頼することも可能です。くみ取

ってほしい3日以上前に連絡をしてください。ファクスで申し込むときは、電

話番号などの連絡先を必ず明記してください。 

事業所の皆さんへ 事業所の皆さんへ 

○計画的に収集しているため、急な依頼に対応できな

い場合があります。ただし、葬祭や便槽からあふれた

場合など、緊急にくみ取りが必要な場合には、担当地

区業者、または廃棄物対策課へご連絡ください。 

○お盆・お正月などで、事前にくみ取りが必要な場合、

または堆肥にするためにくみ取り時期を変更したい場

合は、担当地区業者にご連絡ください。 

○くみ取り口に物を置いていないか、ホースを伸

ばすときに支障になる物がないかご確認をお願

いします。 

○くみ取り先の確認をするために、玄関先には表

札の掲示やポストへの記名をお願いします。氏

名・住所が不明確な場合は、くみ取りができな

いことがあります。 

　市のし尿処理施設クリーンセンターへ運び込まれるし

尿の中に、し尿以外のものが混入していると、処理に支

障をきたします。次のようなものは、絶対に便槽に捨て

ないでください。  

○紙おむつ(便を取り除いてもやせるごみとして出してく

ださい) 

○生理用品(もやせるごみとして出してください) 

○水に溶けないもの：タバコ、ビニール類、ティッシュ

ペーパーなど 

　くみ取り料金については、鈴鹿市清掃協同組合(神戸九丁

目13-22　 382-3331　 382-4559)が取り扱っています。支払い

方法は、口座振替と納付書での振込みの2種類です。料金徴

収を円滑にするために、できるだけ口座振替をご利用ください。 

　口座振替の場合はくみ取った翌月に引き落とさ

れます。また、納付書の場合はくみ取った翌月に納

付書が送付されますので、金融機関、または鈴鹿

市清掃協同組合で支払ってください。 

【くみ取り時の注意事項】

クリーンセンター

4 2007・3・20

ごみ分別

Ｑ Ａ
小型のポータブルテレビは何ごみ？ 

＆

Ｑ

A ブラウン管式の場合は、大きさに関係なく家電四品目のテレビとなります。家電リサイクルの対象かどうか
分からない場合は、製造メーカー、または廃棄物対策課へ問い合わせてください。 

し尿のくみ取り

不適物を便槽へ捨てないでください不適物を便槽へ捨てないでください

し尿のくみ取り

業　者　名

(株)朝日工業

(有)勝栄興業

(有)丸昭清美社

 電話番号

386-1093 

383-0555 

383-5298

ファクス番号

386-5836 

383-8080 

383-3818

担　当　地　区　名

牧田・稲生・飯野・玉垣の一部（矢橋二・三丁目）・神戸・栄・天名・深伊沢・鈴峰 

庄野・加佐登・白子・合川・石薬師・河曲・井田川・久間田・椿 

国府・一ノ宮・玉垣（矢橋二・三丁目除く）・箕田・若松・庄内 

2月21日㈬　平田野中学校

2月23日㈮　創徳中学校

2月27日㈫　鼓ヶ浦中学校

2月27日㈫　白鳥中学校



【講演要旨】
　レントゲンやＣＴは、Ｘ線を利用して骨や内臓を映

し出し、病気やけがの有無やその場所を知る技術で

す。実用のＸ線のほとんどは、3400℃もの温度に耐える金属（タングステン）

に電子を照射して発生させる電磁波の一種です。広くは放射線の仲間なの

でたくさん浴びると害ですが、レントゲン撮影などで使うＸ線は少量なので、

病気を発見する有効性を考えるととても頼りになる技術です。 

【講演要旨】
　28年間調査官として勤め、約4,000人の非行少

年とかかわってきました。調査官は、犯罪・処罰と

いう法律と、なぜ非行に走ったかを本人と一緒に考えるという人の心の

両方を扱う仕事です。今、皆さんは14歳前後だと思いますが、14歳は、

法律の世界では刑事責任年齢に達する年齢です。罪を犯すと罰を受け

るということです。自分の人生にしっかりと責任を持ってください。 

指 　 導 　 課 　 　 3 8 2 - 9 0 2 8 　 3 8 3 - 7 8 7 8　　s h i d o @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

創徳中学校2年　谷口　清香さん

　藤原さんのお話を聞いて“14歳

の重み”が分かりました。「14歳は犯

罪を犯すと犯罪者と呼ばれる」とい

うことに大きな驚きと不安を感じま

した。何気ない一言や、軽はずみな

行動が相手を傷つけてしまう。そんなことが改めて分

かった気がします。これから生きていく上で、自分の意

見や行動に責任を持たないといけないと思いました。

友達や仲間、そして自分も大切にしていきたいです。 

平田野中学校3年　豊田　恵里加さん

　レントゲン装置の部品を実際に

触って見せてもらえたことがすごく

うれしく、貴重な体験でした。今ま

で医学などには興味はなく「難しそ

うだから」と何も学びませんでしたが、

講義を聴いて「医学も面白そうだ」という気持ちにな

りました。今回の講義で、身のまわりの興味のあるも

のや不思議なことを調べていこうと思いました。 

岡山・神戸家庭裁判所調査官として活躍、現津家庭裁判所調停委員 

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

鈴鹿医療科学大学　医療福祉学科　助教授

藤原　正範さん

鈴鹿医療科学大学　放射線技術科学科　学科長　教授

幾瀬　純一さん

日本画像医療システム工業会I EC62B幹事、専門はＸ線工学 

【講演要旨】
　人間の体には、たくさんのツボがあり、それぞ

れのツボに刺激を与えることで、疲労回復、血液

循環を良くするなどの効果を得ることができます。このようなツボに代表

されるように、東洋医学には健康に良い知識や情報がたくさん詰まって

います。こうしたツボの指圧は、だれでも簡単に、どこでもできますので、

普段の生活の中でも取り入れ、今後の健康管理に役立ててください。 

【講演要旨】
　11年前に転落事故で障害者になり、その後、多

くの人に助けてもらいながら、自分も懸命に努力を

しました。その経験は、人には無限の可能性があ

ることを教えてくれました。皆さんにはこれからいろいろなチャンスが訪れ

ることでしょう。苦労や嫌なことすらもチャンスだと前向きに考え、チャレン

ジしてください。人生は限られた時間です。今を大切に生きてください。 

白鳥中学校3年　入倉　小巻さん

　伊藤さんのお話の中で学んだこ

とは、考え方一つで状況は変わると

いうことです。これからわたしには入

試が待っていますが、どんな結果で

あってもプラスに考えないともったい

ないと思いました。そして、夢をつかむということや目標

を達成するということは他人事ではないと実感したので、

努力することを忘れずに生きていきたいと思いました。 

鼓ヶ浦中学校3年　小坂　沙織さん

　冷え性に効くツボ、頭痛に効くツボなど、

自分のためになるツボがたくさんあるのに

驚き、とても参考になりました。簡単な運動

や体操も教えていただいて、家でもやって

みたいと思いました。肩こりのツボは親にも

教えてあげたいと思いました。東洋医学などテレビでは少し聞い

たことがありましたが、あまり知らなかったから学ぶことができて

良かったです。東洋医学って「なんかいいかも」と思いました。 

身体障害者1級、バリアフリーの福祉工場を設立し障害者の自立を支援 

自動車部品製造会社社長

伊藤　良一さん

鈴鹿医療科学大学　鍼灸学科　学科長　教授

佐々木　和郎さん

ＮＨＫツボ健康法などの監修、工学博士（鍼灸医学における筋肉の硬さ測定） 

事業所の皆さんへ 事業所の皆さんへ 

52007・3・20

し尿のくみ取り

不適物を便槽へ捨てないでください

2月21日㈬　平田野中学校

2月23日㈮　創徳中学校

2月27日㈫　鼓ヶ浦中学校

2月27日㈫　白鳥中学校

2月21日㈬　平田野中学校

2月23日㈮　創徳中学校

2月27日㈫　鼓ヶ浦中学校

2月27日㈫　白鳥中学校
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3月と4月の木曜日は

一部窓口を延長します
市民課　 382-9013　 382-7608

shimin@city.suzuka.lg.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ので、一

部窓口を延長して開設します。 

◆延長する窓口　市民課、保険
年金課、子育て支援課 

◆延長する時間　19時まで 
◆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

写しの交付、戸籍謄抄本の交付、

税証明書の交付 

※外国人登録と住民基本台帳カード

の交付は事情により行いません。 

○保険年金課　国民健康保険・
国民年金の手続き、老人保健・

福祉医療費助成の手続き 

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

 
4月から応急診療所の

歯科診療時間を変更します
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

○変更前
　9時30分～12時、13時～16時

30分 

○変更後
　9時30分～12時 

※5月3日～6日、年末・年始は9時30

分～12時、13時～16時30分です。 

※内科、小児科は変更ありません。 

展望ロビーの
一般開放日時を変更します
管財営繕課　 382-9009　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　４月1日㈰から、展望ロビーと

市民ギャラリーの一般開放日時

を次のとおり変更します。 

○市役所の開庁日
　8時30分～17時15分(変更なし) 

○土・日曜日　10時〜17時
○祝日　開放を休止し設備の点
検などの日とします。土・日

曜日が祝日の場合は開放しま

すが、振替休日は休止します。 

※曜日にかかわらず12月29日から

31日は休止し、1月1日から3日は

開放します。 

◆展望ロビー一般開放休止
　設備整備と1階市民ギャラリー

を選挙の投票所として使用する

ため、一般開放を休止します。 

と　き　3月21日(水・祝)、4月7日㈯、
8日㈰、21日㈯、22日㈰　 

 
指定金融機関が

代わります
収入役室　 382-9002　 382-8222

shunyuyaku@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈰から、㈱三重銀行が

市の指定金融機関として今後2年間、

市の税金など公金の収納と支払

いの事務を行います。なお、税

金などを市に納めていただくと

きは、これまでどおり次の金融

機関でも取り扱います。 

㈱百五銀行、㈱第三銀行、北伊
勢上野信用金庫、東海労働金庫、
㈱中京銀行、㈱三菱東京UFJ銀行、
鈴鹿農業協同組合、三重県信用
漁業協同組合連合会

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.lg.jp

　平成19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。 

※納税通知書に添付の課税明細書で

も、課税内容が確認できます。 

縦覧期間　4月2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(市役所本館2階) 
手数料　無料 
持ち物　本人確認できるもの(公
的機関発行の顔写真入りの身

分証明書なら1点、氏名の確認

できる書類なら2点) 

※代理人の場合は委任状が必要です。 

 
工事期間変更(短縮)により
市民会館の貸出受付をします

市民会館　 382-0654　 382-3109

　昨年発行の広報すずかで、市

民会館の舞台音響設備等改修工

事の期間を平成19年9月1日㈯か

ら12月28日㈮までとお知らせし

ましたが、工事期間を10月31日

㈬までに短縮することになりま

した。 

　これにより、平成19年11月1日

㈭から、ホールと展示室が利用

可能となりますので、11月分と

12月分の使用申込みを4月1日㈰

から受け付けます。 

70歳未満の方の国民健康保険
高額療養費を現物給付します

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

国民健康保険の
届け出を忘れずに

国民年金の届け出を忘れずに

　4月1日㈰から浄化槽の法定検査(11条検査)に、浄化槽の機能が的

確に発揮されているかを数値で把握するため、BOD検査を導入する

とともに、従来の外観検査項目の重点化を図る新検査方式が導入さ

れます。これに合わせて、下記のとおり検査料金の改定も行われます。 

◆検査の申込み
　(社)三重県水質保全協会　 059-226-0010
※浄化槽について詳しくは、四日市農林商工環境事務所

環境室鈴鹿環境課(　382-8675)、または環境政策課へ 

浄化槽の法定検査内容と料金が変わります　環境政策課　 382-9014　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

人　　　槽
単独浄化槽 

合併処理浄化槽 

単独浄化槽 

合併処理浄化槽 

新料金

現行料金

20人以下

3,800円 
 

5,000円 

21〜100人

8,000円 
 

8,000円 

9,500円 

101〜300人

1万5,000円 
 

1万5,000円 

1万7,000円 

301〜500人

1万7,000円 
 

1万7,000円 

1万8,500円 

501人以上

2万4,000円 
 

2万4,000円 

2万6,000円 

お知らせお知らせ お知らせ 
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3月と4月の木曜日は
一部窓口を延長します

4月から応急診療所の
歯科診療時間を変更します

展望ロビーの
一般開放日時を変更します

指定金融機関が
代わります

土地・家屋価格等縦覧帳簿
を縦覧します

工事期間変更(短縮)により
市民会館の貸出受付をします

70歳未満の方の国民健康保険
高額療養費を現物給付します
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在、国民健康保険加入者に

ついては、医療機関で一部負担

金(1～3割)を全額支払い、その

金額が自己負担限度額を超えた

場合は、後日、申請により高額

療養費が支給されます。ただし、

70歳以上の方に限っては、自己

負担限度額だけを医療機関に支

払って、高額療養費に該当する

額は支払わない現物給付の制度(原

則として入院に限ります)がすで

にあります。 

※自己負担限度額は状況変化により

変更することがありますので、差

額をお支払いいただいたり、申請

により差額が支給されたりする場

合があります。 

◆70歳未満の方は次のように変わります
　4月1日㈰から従来の後日申請

の制度に加え、現物給付の制度(原

則として入院に限ります)が新た

に加わります。現物給付を希望

される方は、4月1日㈰から保険

年金課で申請し、限度額適用認

定証を受け取り、保険証ととも

に医療機関へ 

申請場所　保険年金課 
※未納の保険税があると原則適用されません。 

◆70歳以上の方(これまでと同じ)
○住民税課税世帯の方は、医療

機関に保険証と高齢受給者証

を提示することで適用されます。 

○住民税非課税世帯で希望される

方は、申請の上、限度額適用認

定証を受け取り、保険証と高齢

受給者証とともに医療機関へ 

申請場所　保険年金課、地区市
民センター 

※地区市民センターで申請した場合、

限度額適用認定証は後日郵送とな

ります。 

※住民税非課税世帯とは、世帯主お

よび同じ世帯の国保加入者全員が

住民税非課税の世帯です。 

 
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.lg.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。 

○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
届け出を忘れずに

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.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
が分かる書類(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、
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、在
学証明書など 

◆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 
◆届出が必要な場合
○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送付される加入届書にしたがっ

て加入手続きをしてください(厚生年金、共済組合の加入者は除く)。 

※加入届書が届かないときは、保険年金課へご連絡ください。 

○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　退職日が分かる書類、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。 

◆出張相談所をご利用ください
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 
※あらかじめ必要な書類を確認し

てからお越しください。 

※津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)。なお、休日・

延長相談では、電話相談を行っ

ていません。 

※届け出、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-

9188)へ 

　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。 

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.lg.jp

浄化槽の法定検査内容と料金が変わります

お知らせ 
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電子音連続 

サイレンの意味

火災発生箇所付近の住民に注意

を呼びかける 
 

東海地震発生のおそれがあるた

め警戒するよう呼びかける 
 

高いところで2メートル程度の津波

が予想されるため、海岸付近住民

に警戒または避難を呼びかける 

洪水発生のおそれがあるため、

流域住民に避難を呼びかける 
 

武力攻撃が迫りまたは発生した

ことを伝える 

 

サイレンの種類

火災(近火信号)

警戒宣言

津波警報

避難信号

国民保護に係る警報

吹鳴時間
 

約3秒 

 

 

約45秒 

 

 

約5秒 

 

 

約60秒 

停止時間
 

約2秒 

 

 

約15秒 

 

 

約6秒 

 

 

約5秒 

繰返回数
 

5回 

 

 

3回 

 

 

5回 

 

 

3回 

 

 

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

hokennenkin@city.suzuka.lg.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17年度の本市の老人医療費

総額は約126億7,000万円(前年対

比1.3％増)で、一人当たりの総医療

費は約72万円となり、前年度に比

べ約4万円の増加となっています。 

　男女別、入院・入院外別での疾病

別受診率の順位は、次のとおりです。 

○男(入院)　1位：脳梗塞　2位：
肺炎　3位：虚血性心疾患 

○女(入院)　1位：骨折　2位：
脳梗塞　3位：高血圧性疾患 

○男(入院外)　1位：高血圧性疾患
2位：糖尿病　3位：歯肉炎・

歯周疾患 

○女(入院外)　1位：高血圧性疾患
2位：白内障　3位：歯肉炎・

歯周疾患 

　医療費を大切に使うため、次

のようなことを心掛けましょう。 

○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。 

 
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.lg.jp

休日窓口　3月25日㈰　8時30分

～17時15分 

夜間窓口　3月29日㈭、30日㈮　
20時まで 

ところ　いずれも納税課 
※夜間窓口は北通用口が利用できま

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 

 
第8回戦没者等の遺族に対する

特別弔慰金の請求はお済みですか
生活支援課　 382-9012　 382-7607

seikatsushien@city. suzuka.lg.jp

対　象　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、

まだ請求手続きがお済みでない方 

支給内容　額面40万円、10年償
還の記名国債 

請　求　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15分)に、生活支援課へ 

 
市立保育所嘱託給食調理員

を募集します
子育て支援課　 382-7606　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和27年4月2日以降生
まれの方(調理師免許の有無や

経験は問いません) 

募集人員　1人程度 
申込み　3月26日㈪から4月6日㈮

(土・日曜日を除く8時30分～17時

15分)までに、直接、または郵送

で〒513-8701子育て支援課へ 

※採用試験申込書の請求は、直接または郵送

(郵送の場合は封筒の表に朱書きで｢嘱託給食

調理員採用試験申込書｣と記入の上、返信用

封筒(あて先を記入し、90円切手をはった12㎝

×23㎝程度のもの)を同封)で子育て支援課へ 

 
臨時給食調理員の登録を

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　市では臨時給食調理員の登録

者を募集しています。 

　市立保育所給食調理員の出産

や病気休暇、欠員などにより、臨

標準小作料(農地賃借料)を
改定します

国際協力機構(JICA)
海外ボランティアを募集します

第4回ガーデニングコンテストの
作品を募集します

速報展
｢発掘された鈴鹿2006｣

危険物取扱者試験・予備講習会

第7回鈴鹿市脳卒中市民講座

※サイレンを聞いたら、テレビ、ラジオで正確な情報を入手してください。 

◆サイレン信号の意味を知っておきましょう
　市民の皆さんに、注意を喚起したり避難を呼びかけたりするためのサイレン信号

が定められています。主なものは次のとおりです。いざというときに備えて、覚えてお

いてください。なお、サイレンは消防署や地区の消防団車庫などに設置されています。 

　災害時には、素早く正確な情報

を入手することが、被害を未然に

防いだり軽くするために重要です。 

　市では、㈱ケーブルネット鈴鹿

(CNS)との防災協定により、市内

で災害が発生したり、または発生

する恐れのある場合、CNSのコミ

ュニティーチャンネル(10ch)へ、テ

ロップで避難所開設情報や被害情

報、雨量情報など市内の災害情

報をお伝えします。 

　また、市のホームページに災害

情報を掲載したり、メールモニター

登録者には、電子メールで同様の

災害情報をお伝えしたりしています。

その他、広報車やサイレン信号で

も緊急情報をお知らせをします。 

市が発信する災害情報をご存知ですか　防災安全課　 382-9968　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 

講座・教室 
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老人医療費が増えています

納税の休日・夜間窓口を開設します

第8回戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求はお済みですか

市立保育所嘱託給食調理員
を募集します

臨時給食調理員の登録を

時給食調理員の採用が必要になっ

たとき、あらかじめ登録をしていた

だいた方の中から採用します。 

対　象　昭和27年4月2日以降生
まれの方 

勤務地　市内10カ所の市立保育
所内のいずれか 

勤務形態　勤務する保育所によ
って異なります。 

賃　金　時給750円 
交通費　日額100円(直線距離で
2㎞以上の方) 

登録受付　随時(土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15分)、直接、

子育て支援課へ 

 
標準小作料(農地賃借料)を

改定します
農業委員会事務局　 382-9018　 382-7610

nogyoiinkai@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈰から農地賃貸借の小

作料標準額を次のとおり改訂します。 

◆農地区分ごとの標準小作料
(10アールあたり・年間)

○水稲(基準田)　1万3,000円 
※物納については米換算で60kg 

※おおむね30アール以上まとまっ

た耕作しやすい農地とします。 

○一般普通畑(基準畑)　1万円 
○茶畑　2万円 
○花木・植木　1万円 
◆ご注意ください
○契約小作料は、上限で30％を

超えない程度とします。 

○賃貸借契約途中の小作料につい

ては、当事者間で改訂された標準

小作料を参考にして決めてください。 

 
国際協力機構(JICA)

海外ボランティアを募集します
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.le.jp

　現地の人々と同じ生活をしながら、

共に働き、国づくりに貢献するボラ

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。 

募集期間　4月10日㈫～5月25日㈬ 
※詳しくは、JICA三重デスク(　059-

223-5006(平日9時30分～17時

30分)　 http://www.jica.go.jp/)へ 

◆募集説明会
○青年海外協力隊(20歳〜39歳)
とき・ところ　4月15日㈰14時～
16時　アスト津3階(津市羽所町)、

4月22日㈰14時～16時　じばさ

んみえ4階(四日市市安島一丁目) 

○シニア海外ボランティア(40歳〜69歳)
とき・ところ
○4月15日㈰　10時30分～12時30分
アスト津3階(津市羽所町) 

○4月22日㈰　10時30分～12時30分

じばさんみえ4階(四日市市安島一丁目) 

 
第4回ガーデニングコンテストの

作品を募集します
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　自慢のお庭の写真をお待ちし

ています。 

対　象　市内在住の方 
申込み　6月29日㈮(当日消印有効)
までに、鈴鹿商工会議所に備え

付けの応募用紙に必要事項を

記入の上、写真裏面にはり、〒

513-0802　飯野寺家町816　鈴

鹿商工会議所内ガーデニングコ

ンテスト事務局(　382-3222)へ 

表　彰　7月下旬に、入賞者に直
接通知し、8月5日㈰に、鈴鹿ハ

ンター1階催事場で表彰式を行い

ます。入賞者には、賞状と副賞を

授与します。 

※同会場にて8月3日(金)から7日(火)

まで作品展示を行います。 

 

○催し物

 
速報展

｢発掘された鈴鹿2006｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

と　き　3月24日㈯～7月8日㈰ 
ところ　考古博物館 
内　容　2006年に市内で行われ
た発掘調査の成果を紹介 

観覧料　学生・一般200円、小・
中学生100円(70歳以上の方、

身体障害者手帳などをお持ち

の方と介護者1人は無料) 

◆講演会　寺院・官衙シリーズ
　国府・国分寺の瓦から何がわかるか
と　き　3月25日㈰　14時から 

ところ　考古博物館 
講　師　梶原義実さん(名古屋大
学大学院講師) 

聴講料　無料 
 

○講座・教室

 
危険物取扱者試験・予備講習会

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

◆危険物取扱者試験
と　き
○乙種第4類　6月17日㈰、24日㈰ 
○丙種　6月24日㈰ 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
申込み　3月29日㈭から4月12日㈭

まで(当日消印有効)に、郵便で、消防

本部(本署・分署)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(〒514-

0003　津市桜橋三丁目446-34)へ 

◆予備講習会
と　き　5月18日㈮　9時～16時 
ところ　労働福祉会館 
対　象　乙種第4類受験の方 
定　員　150人 
受講料　1,000円 
申込み　3月29日㈭から消防本部
(本署・各分署)で受付します(夜

間・休日も可)。 

 
第7回鈴鹿市脳卒中市民講座

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

と　き　4月8日㈰　13時から 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
○｢脳卒中の血管内治療｣(講師：

鈴鹿中央総合病院　脳神経外

科部長　川口健司さん) 

○｢脳卒中の手術治療｣(講師：鈴

鹿回生病院　脳神経外科医長

荒木朋浩さん) 

○｢脳は叫ぶ：危険な脳の病気の

前兆｣（講師：鈴鹿回生病院副

院長　金丸憲司さん) 

入場料　無料 

市が発信する災害情報をご存知ですか

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 



の情報情報 の情報情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

2007・3・2010

 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.lg.jp/mail/iken/index.html

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

  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 

○3月21日(水・祝)〜31日㈯
『ベルディ便り』･･･各課からの
お知らせ、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 

小 学 校 の 選 択
　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。

　この場合、保護者から｢学区外通学許可申請書｣を

提出していただき、その申請事由が｢指定校変更許可

基準｣に該当し、学校の変更が相当であると認められ

ることが必要です。｢指定校変更許可基準｣とは、転居

に伴い従前の就学校を希望するためとか、指定校まで

の通学距離が概ね2.5kmを超える場合で通学距離の

短縮できる小学校を希望するためなどがあります。 

　この指定校変更の申請は、教育委員会事務局学校

教育課で受け付けています。 

 

　うちの近所の子どもたちが通っている小学校

よりも、断然近いところに別の小学校があります。

皆さんにいろいろと聞いてみたところ、わたしの住んで

いる場所は、小学校を選択できるとのことですが本当

でしょうか。それには何か決まりがありますか。 

 

　市では、｢就学等に関する規則｣により、市立

各小中学校の通学区域を定めて、住所によっ

て就学する学校を指定しています。よって原則としては、

指定された学校に就学していただくことになりますが、

子どもや保護者の諸事情により指定された学校を変更

することができます。 

 

 

 

パソコン講座
市政情報課　 382-9003　 382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

主催・申込み・問合せ　3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　4月18日㈬と19日㈭、

4月24日㈫と25日㈬ 

○基礎2　4月21日㈯と22日㈰ 
○ワード基礎　4月14日㈯と15日㈰ 
○エクセル基礎　4月28日㈯と29日㈰ 
○エクセル応用　4月26日㈭と27日㈮ 

午後の部：13時30分から
○基礎2　4月26日㈭と27日㈮ 
○ワード基礎　4月24日㈫と25日㈬、
4月28日㈯と29日㈰ 

○ワード応用　4月18日㈬と19日㈭ 
○エクセル基礎　4月14日㈯と15日㈰、
4月21日㈯と22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

応用はいずれも1,050円が別途必要) 

 
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.lg.jp

申込み・問合せ　フォークリフト
技能講習以外は受講開始日の

1カ月前から、直接、鈴鹿地域

職業訓練センター(　 387-1900

　http: / /www.mecha.ne. jp/̃  

　suzukatc)へ 

◆デジカメの活用
と　き　4月24日㈫、25日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆表計算初級(Excel初級)
と　き　5月9日㈬、10日㈭
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆データベース初級(Access初級)
と　き　5月15日㈫～17日㈭
　9時～16時 

受講料　6,000円 
◆アーク溶接特別教育
と　き　4月25日㈬～27日㈮
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費900円) 
◆移動式クレーン運転講習
と　き　5月8日㈫、9日㈬　9時

から(別に1日津市で実技講習あり) 

受講料　2万2,700円 
◆ガス溶接技能講習
と　き　5月10日㈭、11日㈮

　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費700円) 
◆5月のフォークリフト技能講習
○学科　5月12日㈯(全コース共通) 
○実技　Ⅰコース　5月13日㈰、19日㈯、
20日㈰、Ⅱコース　5月15日㈫～17日㈭、

Ⅲコース　5月22日㈫～24日㈭ 

※各コース定員30人 

受付開始日　4月2日㈪ 8時30分から、
上記3コースを同時に、先着順で受

け付けします。申込・案内書を事前

に入手してから申し込んでください。 

講座講座・教室教室 講座・教室 



112007・3・20

●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、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、 土地家屋調査士、税理士、不動産鑑定士による相談です。※外国人のための相談は、行政書士による相談です。

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　2日㈪、9日㈪、16日㈪、23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、17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　2日㈪、9日㈪、16日㈪、17日㈫、23日㈪ ４月の休業日　2日㈪、9日㈪、16日㈪、17日㈫、23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）　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

市民対話課

市民対話課

男女共同参画課
電話相談専用

教育研究所

家庭児童相談室

子育て支援センター
保険年金課
鈴鹿保健福祉事務所
建築指導課
鈴鹿亀山消費生活センター

382-9004

382-9058

381-3113  　381-3119
381-3118

383-7830 
383-7880

382-9140 

372-3338  　372-3303
382-9401  　382-9455
382-8673  　382-7958
382-9048  　384-3938
375-7611  　370-2900

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
◎外国人のための相談

◎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
◎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

10日
16日
20日
12日

4日
18日

6・13・20・27日
月〜金曜日
月・木曜日

月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

11・25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12階会議室）

市役所本館12階会議室
市民対話課

男女共同参画センター〔ジェフリーすずか〕

教育研究所
市役所別館 第３

市役所西館２階（家庭児童相談室）

子育て支援センター〔りんりん〕
鈴鹿商工会議所
鈴鹿保健所1階地域交流室
建築指導課
鈴鹿農協平田駅前支店 2階

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

バレーボール

バスケットボール

バドミントン

10・15・18日

11日

3〜6・25日

24日

1・14・21・25・29日

3・12・19日

4・30日

7・15日

13日

20日

5・26日

6・11日

10・18・24日

25・27日

3・10日

7・14・15・19・29日

12・26日

13日

20日

27日

1〜6・8〜20・22〜28・30日

21・29日

1〜6・9〜20・22〜28・30日

8日

21・29日

2〜5・9〜12・16〜19・23〜26・30日

1・6・8・13〜15・20・22・27・28日

21・29日

9：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜12：00

9：00〜17：00

13：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜12：00

18：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜21：00

15：00〜21：00

15：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

4月

4月

4月

10日㈫
27日㈮

11日㈬

13日㈮

18日㈬

19日㈭12日㈭

1・8・22日

3〜5・10〜13・18・19・24〜

27日

6・15・20日

7・14・21・28日

1・3〜5・7・11・12・15・19・

22・26・29・30日

6・10・13・14・18・20・21・24

・25・27・28日

8日

1・3・5・6・8・10・12・13・20・

24・27日

4・7・11・14・15・18・25・28日

19・26日

21・22日

1・3〜8・10〜15・18〜22・

24〜30日

13：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜21：00

9：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

長太公民館
一ノ宮公民館
箕田公民館

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

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

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

3日㈫

4日㈬

5日㈭

6日㈮

20日㈮

24日㈫

25日㈬

26日㈭



撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

菅原神社（国分町） 

平成19年2月23日 

秘書広報課 

菅原神社のウメ 

広報すずか　2007年3月20日号 

キ
ー
ボ
ー
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ほうりん保育園保育園 ほうりん保育園 

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 . lg . 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 . l g . 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

　皆さんは「子ども」と聞いたときにどんなイメージを持ちますか。「子

ども」は元気いっぱい、そんなイメージがあるのではないでしょうか。

だれでも、戸外で元気よく走り回る子どもたちは自然な姿と思えるでし

ょう。しかし、部屋の中で大声を出して走り回ったり、戦いごっこで理

由なく友だちをたたく子どもの姿は、本当に子どもらしい姿といえるで

しょうか。 

　当保育園は「やさしさ」を保育テーマにしています。その保育室には、

さまざまな遊びのコーナーがあり、子どもたちが自由に遊びを選択しま

す。また、人とかかわる力を育てようと、異なる年齢（3～5歳）でクラ

ス編成をした異年齢保育を行っています。子どもたちにとって安心して

見通しの持てる環境、つまり、遊びが充実していて保育士の適切な援助

があれば、たとえ1、2歳の子どもでもエプロンを身に付けてままごと遊

びに興じたり、パズルやカードゲームを楽しんだりする姿が見られます。 

　植栽、植樹した園庭は、四季折々の花や緑に包まれています。その中

にある築山や小川、そして大型木製遊具や三輪車コースは、子どもたち

の遊び心をくすぐります。 

　整備された環境の中、やさしい保育士の見守りの中で育つ子どもたち

は、きっとやさしい心を持った人になってくれるものと信じています。 

火 災  件　数/６件、うち建物4件（16件、増減なし） 救 急  出動数/480件（1,050件、10件増） 

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/201,994人（増減なし） 男性/101,602人（+11人） 女性/100,392人（－11人） 世帯数/77,700世帯（+71世帯） 

事故数/538件、うち人身事故114件（1,079件、37件減） 死者数/3人（3人、2人増） 傷者数/150人（285人、7人減） 

表
紙
写
真 

〒513-0042　鈴鹿市長太旭町二丁目3番6号 

385-0190　  385-1321定　員／120人 
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h o r i n @ m e c h a . n e . j p

　「ホタルの光　窓の雪・・・」 

　「仰げば尊し　わが師の恩・・・」 

　卒業生の皆さん、そして保護者の皆さん、

ご卒業おめでとうございます。数年間の

思い出や成長したわが子の姿、そして

温かく見守ってくれた先生への感謝の気

持ちなど、さまざまな情景や感情が頭を

巡り、心が熱くなったことと思います。

わたしも昨年、子どもが卒園しましたので、

同じように感じたものでした。 

　この締めくくりのときはまた、

新しい出発のときでもあります。

これからの子どもの成長、

楽しみですね。（憲） 


