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今年は本当に暑い夏でした。皆さんも「涼」を求めて
各所にお出掛けになったことと思いますが、小岐須渓
谷の屏風岩でも、ひとときの「涼」求める家族の姿が
ありました。 

　 

　 



健康フロア 健康フロア 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）・麻しん・風しん予防接種
　平成18年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
は、対象年齢内でも定期接種(無料)として接種できる期間が決められていますので注意しましょう。 
 【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（無料）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 

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（乳がん検診は除く）。 

※保健師による健康相談・育児相談、栄養士による栄養相談は、随時電話で受け付けています。 

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

11月29日㈭
13時〜14時30分

午前50人 
午後50人 

900円 

乳がん
（マンモグラフィによる）

11月9日㈮、29日㈭
9時30分〜11時、13時〜15時

11月12日㈪
9時〜11時

保健センター 70人 

保健センター 2,800円 

40歳以上の女性 

40歳以上の方 

子宮がん

保健センター 1,000円 
9月21日㈮から

9月28日㈮から
※定員になり次第締切り 

9月28日㈮から
※定員になり次第締切り 

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。 

※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。 

※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。 

※胃・大腸の手術を受けたことが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。 

　　　　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 

医師による
市民健康相談

4人 
程度 

9月21日㈮～28日㈮
※定員になり次第締切り 

※定員になり次第締切り 40人 胃がん
（バリウムによる）

健康館 健康館 

　　相　談 　　相　談 
と　　き 申　込　み 定員 備　　　　考 と こ ろ  

ー ー 保健センター 

保健センター 

10月26日㈮
9時30分～11時 

10月11日㈭
13時30分～15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 

※計測や遊びもあります。 

○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
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瓜生　美幸さん 愛咲ちゃん 
あい　さ 

島村　公年　医師 
（外科：胃腸や痔などでお悩みの方） 
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● 応急診療所利用状況
　平成18年度の応急診療所利用者

数を診療科目別で見た場合、小児科

5,167人、内科1,308人、歯科245人で、

その割合は医科（小児科・内科）が

96.4％、歯科3.6%でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　応急診療所の利用者数は、年々増

加してきており、小児科受診者が、大

半を占めています。子どもは体調が悪

くても、大人のようにうまく表現するこ

とが困難な場合が多いですが、何ら

かのシグナルを出しているはずです。

周りの大人が十分観察して、早めの

対処を心掛けてください。 

 

〇当診療所は、急病患者の方のための応急診療所です。普段から「かかり

つけ医」を決め、健康管理に注意しましょう。体調を崩し、医師の診察

が必要な場合は、「かかりつけ医」の診療時間内に受診するようにしま

しょう。早めの対処が病気も長引かずにすみます。 

 
〇来所される際は、まず診療所に電話をして、応急診療所が対応できる

かどうかを問い合わせてからお越しください。 

 
〇当診療所で診療されても引き続き治療が必要とされる場合は、かかりつけの

医療機関などで治療を受けていただくことになります。原則として、当日分の

薬しか処方できませんので、翌日に必ず「かかりつけ医」で受診してください。 

 
〇「健康保険証」「診療代」「福祉医療費の受給者証」を忘れずにお持ちください。 
 

昼間の診療
診療科目 内科・小児科・歯科 内科・小児科 

夜間の診療

診 療 日 日曜日、祝日、 
年末年始（12月29日～1月3日） 

毎日 
(土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は 
小児科専門医による小児科診療のみ） 

受付時間
9時30分～12時、13時～16時30分 
（歯科診療は、ゴールデンウィーク・ 
年末年始を除き9時30分～12時のみ） 

19時30分～22時30分 

所在地／西条五丁目118-3 
　鈴鹿市総合保健センター内　・　382-5066 

　（担当：健康づくり課　 382-2252） 

※応急診療所は、鈴鹿市総合保健センターの中にあり、

医師会･歯科医師会・薬剤師会の協力で、休日・

夜間の急病患者の方の応急診療をしています。 

平成18年度応急診療所利用者数

　　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19年4月～6月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

内　　　容 

平成18年10月～平成19年1月生まれ
の子とその保護者で初参加の方 

子育てコース

離乳食コース

30組 

30組 

9月25日㈫から

9月26日㈬から

10月9日㈫10時〜11時30分
親子のふれあい遊び、 
手作りおもちゃの製作など 

「離乳食の進め方」 
～離乳初期から中期を中心に～ 

試食、栄養相談 
10月10日㈬10時〜11時30分

保健センター 

保健センター 無料 

無料 

妊娠中の方で初参加の方 

マタニティクッキングコース
20人 受付中10月15日㈪ 9時30分〜12時30分

元気な赤ちゃんを産むために
～バランス食調理実習～ 

保健センター 
材料費
実費負担 

　　検　診 

健康館 

　　相　談 

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 
　　　夏も終わり、秋の

到来です。秋は食欲が旺盛になるので、適

度に運動しましょう。運動は健康維持に大

切で、ストレス解消にもつながります。こ

の秋は、自分にあった運動を見付けてみま

せんか。 

一 口 メ モ 一 口 メ モ 一 口 メ モ 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

　　　　教　室教　室 　　教　室 

　　健康診査 

■すくすくファミリー教室

32007・9・20

瓜生　美幸瓜生　美幸さん 愛咲愛咲ちゃん 
あい　さ 

瓜生　美幸さん 愛咲ちゃん 
あい　さ 

内科
1,308人

小児科
5,167人

合計
6,720人

歯科
245人
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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

ごみの減量化について考えよう 

　今回は、ごみ減量のために最も重要な取り組みである、ごみを出さない取り組みについて
紹介します。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 

日ごろの心がけでできるごみの減量策

ごみ減量のための市の取り組み

リサイクルフェアに出展する衣類をご提供くださいリサイクルフェアに出展する衣類をご提供ください

　皆さんは、市内で排出されているごみの量をご存じですか。皆さんにご協力いただいている、ごみの分別などの取り組みにより、

年間約2万1,000トン（約27％）のごみがリサイクルされている一方で、年間約7万8,460トン（平成18年度）のごみが排出されています。 

　これらのごみすべてをリサイクルすることは大変難しいことですが、皆さんのちょっとした心掛けで、ごみを減らすことはで

きます。皆さんも、自分でできるごみの減量について考えてみましょう。 

生ごみ水切り生ごみ水切り

　ごみ減量化に向けて、市では、次のような取り組みを行っています。中には、個人でできる減量化策もありますので、ぜひご協力ください。 

○生ごみ処理容器・生ごみ処理機購入費助成金事業
　各家庭から排出される生ごみの排出抑制、リ

サイクルを目的として、生ごみ処理機購入者に

対して助成金を交付しています。 

○ごみ減量推進店等制度 
　循環型社会を実現するた

め、ごみ減量推進店・事

業所・市民グループを認

定し、消費者・販売店・事

業所・市民グループと市が

一体となってごみ発生抑制と減量を推進しています。 

○資源ごみ回収活動奨励金事業 
　各家庭から出る資源ごみを集団回収した場合、

その重量に応じて、実施した登録団体に奨励金を

交付しています。 

○ごみ減量とリサイクルを考えるポスターコンクール
　小・中学生から募集した「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」を展示します。 

と　き　10月5日㈮～7日㈰　10時～
20時（7日は17時まで） 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 
表彰式　10月7日㈰16時から 
※作文展はクリーンシティSUZUKA実行委員会が行います。 

○リサイクルフェア2007
　市内で回収された使用可能な不要品（家具、衣類など）や、三

重県電器商業組合鈴鹿支部の協力を得て提供された電化製品を

無料で提供します（品物によっては抽選となります）。 

と　き　10月28日㈰　9時30分～12時 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター（鈴鹿ハイツ1-20） 

　家庭で不要になった再利用可能な衣類(新品または洗濯したもの)をご提供ください

(汚れている物、下着、くつ下は不可)。 

申込み　10月18日㈭までに、電話で廃棄物対策課へお申し込みください。 
引取り　10月19日㈮から10月25日㈭までの9時から16時の間に職員が申込者宅へ

伺います。申込みの際に引取日をお知らせします。直接廃棄物対策課への持

ち込みも可能です(持ち込みの場合は、10月25日㈭16時まで)。 

※ハンガーは外してください。 

※衣類の状態によってはお断りする場合もありますのでご了承ください。 

○食事の食べ残しをしない。食べきれない量は、買わない、作らない。 

○ごみになるものは、買わない、もらわない。 

○缶やペットボトルよりも、リターナブルびん（ビール、酒、牛乳

など）を利用する。 

○物を大切にし、壊れたものでも修理して使う。 

○マイバックやマイふろしきを利用し、レジ袋をもらわない。 

○詰め替えできる商品を買う。 

○集団回収や拠点回収へ資源ごみを出す。 

○ごみとして捨てず、リサイクルする方法を考える。 

※本市で発生したごみの約40％がもやせるごみです。また、その内の約

半分が水分です。水分は家庭からごみを出す前に，生ごみの水を切る

ことによって、かなりの量を減らすことができます。ぜひご協力ください。 

認定店ステッカー認定店ステッカー

クリーンシティSUZUKAクリーンシティSUZUKA

リサイクルフェア

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347

ごみ分別

Ｑ Ａ
ふとんは何ごみ？ 

＆

Ｑ

A 折りたたむか切り分けるなどして、認定ごみ袋に入って袋の口がしばれれば「もやせるごみ」。認定ごみ
袋に入りきらない場合は「粗大ごみ」。 



リサイクルフェアに出展する衣類をご提供ください

生ごみ水切り

認定店ステッカー

クリーンシティSUZUKA
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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、税理士相談が予約制）です。※巡回相談は、行政相談委員、公証人による相談です。    
※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、不動産鑑定士などによる相談です。

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　1日㈪、9日㈫、15日㈪、22日㈪、29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。
※休業日以外は試合が入っている場合があるため、使用前には必ずお問い合わせください。
※10月8日㈪にガーデンフェスタ’07を開催します。詳しくは、お問い合わせください。

月曜日、2日㈫、3日㈬、16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　1日㈪、9日㈫、15日㈪、16日㈫、22日㈪、29日㈪ 10月の休業日　1日㈪、9日㈫、15日㈪、16日㈫、22日㈪、29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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金
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金
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10
October

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 

●休館日
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　6日、14日、20日14時30分〜15時　27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

人権政策課
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

382-9011　 382-2214
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
◎一日合同相談

巡回相談

◎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
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
◎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
5・12・19・26日

2日
15日
19日

4日

11日
3日

17日
5・12・19・26日

11日
月〜金曜日

月・水・金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

10・24日
10日

毎月第３木曜日
月〜金曜日

市民対話課
（※19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）

白子地区市民センター

市民対話課

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
亀山市総合保健福祉センター
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
10：00〜16：00
10：00〜12：00
13：00〜15：00
10：00〜15：00
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
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

バドミントン

18：00〜21：00
9：00〜21：00

13：00〜21：00
13：00〜21：00

9：00〜21：00
9：00〜21：00

13：00〜17：00
13：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜12：00
18：00〜21：00

9：00〜17：00
13：00〜21：00
13：00〜17：00

9：00〜21：00
18：00〜21：00
13：00〜17：00
18：00〜21：00
13：00〜21：00
15：00〜21：00
15：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00

9：00〜21：00
18：00〜21：00

2・8日
3・17日
24日
30日
31日
2・8・10・11・21日
3・12日
13・23・27日
14日

4・18日

5日
17・24・26・30・31日
19日
25日
28日
4・18・25日
5・21・28日
10・23日
12日
19・26日

1〜6・8〜12・15〜19・22〜26・
29〜31日
7・13・14・20・28日
1〜6・8〜12・15〜19・22〜26・
29〜31日
7・13・14・20・28日
1〜4・8〜11・15〜18・22〜25・
29〜31日
5・6・12・19・26日
7・14・20・28日

10月

10月

10月

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

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

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

9：30〜10：30
11：00〜12：00
13：30〜14：30
15：00〜16：00

4日㈭

5日㈮

11日㈭ 18日㈭

19日㈮

23日㈫

12日㈮

17日㈬

25日㈭

9日㈫
26日㈮

10日㈬
30日㈫

24日㈬

2・3・4・6・10〜12・17・18・23

〜26・30・31日

5・19日

7・14・21日

8・28日

20・27日

2・4・7・8・11・18・21・25・28・

30日

3・5・6・10・12・13・17・19・23

・24・26・27・31日

14日

20日

2・5・12・19・23・26・28・30日

3・8・10・14・17・20・21・24・

31日

4・11・18・25日

6日

7・27日

2〜8・10〜14・17〜21・

23〜28・30・31日

9：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

13：00〜17：00

9：00〜21：00

9：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜12：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

9：00〜17：00

13：00〜17：00

18：00〜21：00

9：00〜21：00
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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.lg.jp

夜間窓口　9月27日㈭、28日㈮ 
　20時まで 

休日窓口　9月30日㈰　9時～16時
30分 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

※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、
口座振替の手続きなど 

 
鈴鹿市次世代育成支援対策 
地域協議会委員を募集します 

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

対　象　市内に在住する小学校ま
での児童を養育している方で、平

日昼間の会議(初年度2回程度、2

年目以降1回程度)に出席できる方 

任　期　3年 
内　容　鈴鹿市次世代育成支援

行動計画の評価・推進 

定　員　1人(応募者多数は抽選) 
申込み　10月10日㈬までに、応募の動
機(400字程度)、住所、氏名、年齢、性別、

職業、電話番号を記入の上、郵送、フ

ァクス、電子メールで子育て支援課へ 

 
ふとん丸洗いサービスのご利用を 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

対　象　在宅で約3カ月以上｢ねた
きり｣などの症状により、寝具の衛

生管理が困難な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。丸洗い・

消毒・乾燥をしてお返しします。

一人あたり2枚までで、11月中に

1週間から10日間お預かりします。 

費　用　無料 
申込み　10月31日㈬までに、電話

またはファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センタ

ーの職員が申請書を届けます。 

 
ふれあい農園の利用者を募集します 

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

　ガーデニング感覚で四季の花や

野菜を育て、土に親しむことができ

る｢ふれあい農園｣の利用者を募集

しています。利用希望者は開園者

へお問い合わせください。 

○浦川農園
ところ　庄野共進三丁目3489 
面　積　約45㎡(約9m×約5m) 
区画数　18区画(先着順) 
利用料　1区画1年間で3,000円 
開園者　浦川和子(汲川原町193 
　　 379-2743) 

○川北農園
ところ　石薬師町3775 
面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
区画数　2区画(先着順) 
利用料　1区画1年間で3,000円 
開園者　川北清司(石薬師町2980-1 
　　 374-1529) 

○杉野農園
ところ　秋永町965-6 
面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
区画数　3区画(先着順) 
利用料　1区画1年間で3,000円 
開園者　杉野隆文(東磯山二丁目
25-25　 387-5815) 

 
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　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本年度の交付先が決まりました。 

○株式会社エース設備
　クロムフリー・ディップスピ

ンコーターの研究開発 

○有限会社オオニシ・ヒートマジック
　二輪車における走行音の安全

最低必要音の研究開発 

【緊急地震速報とは・・・】
　震源に近い観測点で地震

を検知し、直ちに震源や地震

の規模(マグニチュード)、各地

の震度などを推定し、大きな

揺れが迫っていることをテレビ・

ラジオなどによる放送を含め、

広く国民の方にお知らせする

ことをめざす情報です。 

【緊急地震速報の有効性】
　緊急地震速報を聞いて、

大きな揺れが始まる前に防

災行動をとることにより、地

震被害の軽減が期待されます。 

※震源に近い地域では、大き

な揺れに間に合わないこと

があります。 

【緊急地震速報を受信したら・・・】
　周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保することが重要です。

そのために、次のような行動ができるように日ごろから心がけておきましょう。 

◆家庭では・・・
○頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

○あわてて外へ飛び出さない。　○その場で火を消せる場合は火を消す。 

◆人が大勢いる施設では・・・
○施設の従業員などの指示に従う。　○あわてて出口や階段などに殺到しない。 

○その場で頭を保護し、揺れに備えて身構える。 

◆屋外では・・・
○ブロック塀の倒壊、自動販売機の転倒、ビルからの壁・看板・割れたガラス

の落下に注意する。 

◆乗り物で移動中には・・・
○運転中は、急ブレーキをかけず、ハザードランプを点灯し、ゆっくり停止する。 

○電車やバスに乗車中は、つり革、手すりなどにしっかりつかまる。 

○エレベーター利用中は、最寄りの階で停止させ、速やかに降りる。 

問合せ　津地方気象台総務課　 059-228-4745、気象庁　http://www.jma.go.jp

10月1日から緊急地震速報が始まります　防災安全課　 382-9968　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

お 知 ら せ  

近鉄
白子駅

県道
白子停車場線

主要地方道
四日市楠鈴鹿線

三重県
水産技術センター

白子
小学校

調査区域
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くらしの情報 
※この制度は、産学官の連携による研

究開発の強化と市内製造業の活性

化を図るため、事業者などが行う新技

術の研究開発に対する補助制度です。 

 
秋の全国交通安全運動を行います 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　9月21日㈮から30日㈰までの10

日間、秋の全国交通安全運動が実

施されます。 

◆運動の基本
○高齢者の交通事故防止
◆運動の重点
○飲酒運転の根絶
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自

転車乗用中の交通事故防止
○後部座席を含むシートベルト

とチャイルドシートの正しい
着用の徹底
　本市では、8月20日現在、9件9

人の交通死亡事故が発生し、その

うち4人が65歳以上の高齢者となっ

ています。また、8月15日、16日には、

3件3人の交通死亡事故が連続して

発生しています。 

　だれもが交通事故を起こし、また交

通被害に遭う可能性があります。道路

は危険な場所であることを認識して

｢止まる・見る・待つ｣の習慣化を図り、

交通事故を起こさないよう細心の注意

を払って運転するようにしてください。 

 
鈴鹿市美術展公募作品の 
搬入と審査を行います 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

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

◆公募作品の搬入
と　き　10月7日㈰～8日(月・祝)　
10時～16時30分まで 

ところ　文化会館 
※搬入の際には、作品貼付証を事前に

事務局へ提出していることが必要です。 

◆公開審査
と　き　10月10日㈬　10時30分から 
ところ　文化会館(日本画：美術工
芸室、洋画：第1研修室、彫刻：第2

研修室、美術工芸：第3研修室、写真：

さつきプラザ、書道：さつきプラザ) 

※作品規定については広報すずか平成

19年6月20日号をご覧ください。 

一筆地調査(地籍調査)が 
始まります 

土木総務課　 382-9072　 382-7612
dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　市では9月25日㈫から約3カ月間、

白子駅東において、一筆地調査を

行います。この調査は、地籍調査

の中心的な作業で、地籍の明確化

を図るため、一筆ごとの土地の所有

者、地番、地目とともに境界(筆界)

の位置を確認する調査です。調査

へのご理解とご協力をお願いします。 

　本事業は、子育て中の親が子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、地域の子育

て支援機能の充実を図ることを目的とし、主に乳幼児(0歳～3歳)を持つ親が、打ち解けた雰囲気の施設の中で気軽

に集い、同じ状況の親子と交流するとともに、専任のアドバイザーが相談に応じるための場を提供する事業です。 

　市では、本事業の受託を希望する団体を募集します。委託団体の選考は、プロポーザル方式で行います。 

応募資格
　公益法人または特定非営利活動法人であり、

次の要件をいずれも満たすこと 

○労働福祉の増進または児童福祉の向上を目的

としていること 

○育児に関する知識が豊富であること 

○保育士、看護師、幼稚園教諭の資格保有者

が常時1人以上配置され、資格保有者と専任

の者が2人以上で業務に当たること 

○専任の従事者が常時配置されており、事務

局体制が整備されていること 

○市内に事務所(個人の自宅でないこと)を有し、

本市全域での活動が可能なこと(事務所は市長

が定める期日までに確保できればよい) 

○団体の活動実績が3年以上あり、子どもを主

体とする事業が実施されていること 

○財政基盤がしっかりしていること 

○平成20年4月1日から広場の運営が開始できること 

応募カ所数　4カ所 
委託期間　平成20年4月1日から平成21年3月31日 

業務内容
○子育て中の親子(おおむね3歳未満の乳幼児と親)が気軽に

集える常設の場(週3日以上、かつ1日5時間以上の開設、

おおむね10組以上の親子が一度に利用できる程度のスペー

スを有する)を開設すること 

○上記場所において、子育てに不安や疑問を持っている子

育て親子に対する相談、援助を実施すること 

○上記場所において、子育て親子が必要とする身近な地域

のさまざまな子育て支援に関する情報を提供すること 

○子育ておよび子育て支援に関する講習を実施すること 

必要書類
○鈴鹿市つどいの広場事業受託申請書 

○定款、寄附行為または規約などの写し 

○事業実績の分かるもの(平成16～18年度事業実績表および

収支計算書) 

○団体の役員名簿 

○事務局の組織が分かるもの 

申込み　9月25日㈫から10月9日㈫(土・日曜日、祝日を除く

8時30分～17時15分)までに、直接、子育て支援課へ 

※郵送での受付は行いません。 

鈴鹿市つどいの広場事業の受託者を募集します　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

近鉄
白子駅

県道
白子停車場線

主要地方道
四日市楠鈴鹿線

三重県
水産技術センター

白子
小学校

近鉄
白子駅

県道
白子停車場線

主要地方道
四日市楠鈴鹿線

三重県
水産技術センター

調査区域調査区域

白子
小学校
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第78回都市対抗野球大会の 
応援ありがとうございました 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
spotsu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市代表の｢Honda鈴鹿チーム｣

は、初戦群馬県太田市代表の富士

重工業と対戦し、8回裏に逆転され、

惜しくも3対4で敗れました。Honda鈴

鹿チームの健闘に拍手を送るとともに、

市民の皆さんの応援に感謝します。 
 

図書館を休館します 

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

　9月27日㈭から10月3日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間と

して休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
鈴鹿市民会館が使用できません 

市民会館　 382-0654　 382-3109

　平成20年11月１日㈯から12月28日

㈰まで、市民会館手動吊物装置など

の改修工事のため、ホールおよび展

示室の使用ができません。ご迷惑を

おかけしますが、よろしくお願いします。 

 
デジタル地図の作成に伴う 
現地調査にご協力ください 

都市計画課　 382-9063　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　県では、今年から平成21年にかけて、

県内各市町共同でデジタル地図を作

成しています。その過程で｢空中写真

に写らない箇所の確認｣｢詳細な地形

形状の把握」のために、現地調査を

実施する必要があります。この際、原

則公道から調査しますが、場合によ

っては、民地内に立ち入る可能性が

ありますので、ご協力をお願いします。 

と　き　平成20年7月下旬まで 
 
浄化槽の法定検査を受けましょう 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　浄化槽は、微生物の働きを利用して

汚水を処理する施設です。浄化槽法

では｢保守点検｣｢清掃｣｢法定検査｣の

実施が義務付けられています。このうち、

法定検査は、県知事の指定を受けた(社)

三重県水質保全協会が行っています。 

◆新検査方式を導入
　4月1日から11条検査(2年目以降

の定期検査)にBOD検査(生物化学

的酸素要求量：水中の有機物によ

る汚濁の程度を示す指標)を追加し、

新検査料金システムにしました。 

◆法定検査(11条検査)を受けましょう
と　き　9月～11月(予定) 
※検査実施日など詳しくは、同協会

から案内があります。 

問合せ　(社)三重県水質保全協会
　059-226-0010　 059-226-8026 

※下水道や集落排水などの供用を開始していて、

廃止した浄化槽への法定検査の案内が届い

た場合は、同協会へご連絡をお願いします。 

※浄化槽を廃止する場合は、三重県(鈴

鹿環境課　 382-8675)へ浄化槽廃

止届の提出が必要です。 

 
三重県若者自立支援センター
がオープンしました 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

ところ　津市羽所町700アスト
津3階(　059-246-1212　waka 

　mono@pref .mie. jp)  

相談時間　13時～19時(土・日曜日、
祝日と年末年始を除く) 

内　容　仕事に就くことへの不安
やコミュニケーションが苦手など

の理由で社会に踏み出せない方

や、その保護者の方を対象にし

た相談や情報提供などの支援 

 
鈴鹿国際大学の社会人入試
と長期履修制度のご利用を 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

◆社会人入試
受験資格　2年以上の社会経験を
有し、平成20年4月1日現在に

おいて満21歳以上の方 

※高等学校を卒業していない方、中

途退学の方も同大学の入学資格審

査に合格した方は、受験できます。 

※主婦や退職された方も含みます。 

募集学科　国際学科、観光学科 
願書受付期間　平成20年3月21日㈮まで 
【入学試験】 
と　き　随時(受験生と本学で調整) 
ところ　鈴鹿国際大学 

内　容　面接 
問合せ　同大学入試課　　372-2915 
※社会人入試を経て入学される方には、入学

金相当額(30万円)を奨学金として支給します。 

※働きながら学ぶため長期履修制度を利

用される方は、4年間の授業料で6年間

在籍できるため、1年間の授業料も少な

くなり、年間の経済的負担を軽減できます。 

　 
無料総合相談と裁判所・検察庁

見学会を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

◆無料総合相談所(津)
と　き　10月2日㈫　10時30分～
15時30分 

ところ　津センターパレス2階　
第1・2・3会議室(津市大門7-15) 

内　容　法律相談(先着36人)、人
権・登記・戸籍相談(先着36人)、

犯罪被害者支援相談(先着12人) 

相談時間　1人20分程度 
問合せ 
○法律相談　津家庭裁判所総務
課庶務係 　 059-226-4171 

○人権・登記・戸籍相談　津地方法務局
総務課庶務係 　 059-228-4191 

○犯罪被害者支援相談　津地方検察庁
企画調査課 　 059-228-4123 

◆無料法律相談所(四日市)
と　き　10月2日㈫　10時30分～
15時30分 

ところ　四日市市総合会館8階
第5会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　先着36人 
相談時間　1人20分程度 
問合せ　津地方裁判所四日市支
部庶務係　 059-352-7151 

◆裁判所・検察庁の見学会
問合せ　津地方裁判所総務課庶務係
　059-226-4172、津地方検察庁企

画調査課　 059-228-4123 

 
公証人無料相談会を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月6日㈯、7日㈰　10時
～16時(受付：15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) 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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○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) 

内　容　遺言、相続、離婚、契約など 
 
司法書士無料相談会を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月6日㈯　10時～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　登記、簡易裁判所の訴訟・
民事調停手続、金銭貸借、成年

後見など(予約不要) 

問合せ　三重県司法書士会 
　　 059-221-5553 

◆10月1日㈪から7日㈰まで、各

司法書士事務所でも無料で相

談に応じています。 

◆三重県司法書士会館(津市丸之

内養正町17-17)でも相談所を開

設しています(要予約)。 

と　き　毎月第1・第2・第3水曜日
13時30分～16時30分、毎月第4

土曜日　17時30分～20時30分 

相談料　一律5,250円(1時間以内) 
申込み　相談専用　059-221-5553へ 
 
外国人雇用状況の届出が 
義務化されます 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　10月1日㈪から、外国人労働者(特

別永住者を除く)を雇用するすべて

の事業主の方には、雇用・離職の

際に、その氏名、在留資格などをハ

ローワーク(公共職業安定所)へ届け

出ていただくことが義務付けられます。 

　また、すでに雇用されている外国人

労働者については、10月1日以降1年

の間に提出していただく必要があります。 

　ハローワークでは、これに基づき、

外国人労働者の雇用環境の改善

に向けて、事業主の方への助言・

指導や、離職した外国人への再就

職支援を効果的に行います。 

問合せ　三重労働局職業対策課
　 059-226-2306 

 
郵便局が新たな会社として 

スタートします 

総務課　 382-9005　 382-2219
somu@city.suzuka.lg.jp

　10月1日㈪から、郵便局は、民営化

により、次の2つの会社としてスタート

します。これまでと同じ店舗で、引続

き郵便・貯金・保険のサービスをご提

供するとともに、地域のみなさまのお

役に立てるよう、一層努力していきます。 

◆郵便局株式会社
○鈴鹿郵便局(　 382-1809) 

○白子郵便局(　 386-0420) 

業務内容　郵便窓口サービス、
貯金サービス、保険サービス 

◆郵便事業株式会社
○鈴鹿支店　郵便・集配業務全般

(　382-0820) 

○白子支店　郵便・集配業務全般

(　386-0800) 

※詳しくは、上記各郵便局へお問合

せください。 

 

○催し物

 
鈴鹿川クリーン大作戦 

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.jp

　わたしたちの鈴鹿川を守るため、

鈴鹿川の堤防を清掃します。 

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28日㈰
　8時から1時間程度(小雨決行) 

ところ　庄野橋付近(鈴鹿川河川
緑地)、高岡橋付近 

申込み　10月15日㈪までに、電話

で河川課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 
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16日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時からの1日3回 

内　容 
○秋の星座紹介(ぺガスス座・アンド

ロメダ座・うお座・みずがめ座ほか) 

○｢OOPARTS｣(オーパーツ) 

　宇宙飛行士ルリが体験した、不思

議な少年パレルとのミステリーワー

ルドの旅。キーワードは｢OOPARTS｣。

はるか昔の文明の技術でつくられた

謎のオーパーツが語る人間と宇宙の

もうひとつの歴史とは。 

定　員　各回180人 

【学習番組】
と　き　10月2日㈫～12月14日㈮ 
内　容　太陽・月・星の動き 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申込み限定です。 

※番組入れ替えのため、9月24日(月)

から28日(金)は、投映を休みます。 

 
第31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.lg.jp

と　き　10月14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 
主　催　鈴鹿市サイクリング協会 
内　容
◆Aコース(45km)
　分館第2→佐佐木信綱記念館(石

薬師)→大久保、椿一宮、山本→

椿大神社(参拝)→椿一宮→井田川

→回生病院(昼食後イモ掘り) 

◆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(昼食後イモ掘り) 

※イモ掘りは回生病院近くで行い、

分館第2まで帰られる方は、皆さ

んが一緒に行動します。イモは駐

車場まで車で運びます。 

参 加 料　1,800円(小学生以下
1,000円) 

※昼食代、イモ代、傷害保険料含む。 

申込み　10月9日㈫までに、申込先
に備え付けの申込用紙に必要事

項を記入の上、参加料を添えて、

国際交流協会(神戸一丁目1-1

　383-0724)、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 

 
錦秋花火大会 

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

と　き　10月7日㈰　18時30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、ケー
ブルネット鈴鹿 

※詳しくは、池田町自治会長　北川保

(　 382-1884)へ 
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街 路 樹 の せ ん 定

写真撮影　三浦興一

○催し物

 
特別展｢文字を記す-硯と墨書-｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　9月29日㈯～12月2日㈰ 
ところ　考古博物館 
内　容　日本最古の墨書土器、古
代・中世の硯や木簡などを展示 

【講演会｢古代東アジアの硯｣】
と　き　9月29日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　川越俊一さん(奈良文化
財研究所前副所長) 

聴講料　無料 
 
MIEF- IATSSフォーラム 

文化交流会 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　アセアン諸国からの研修生およ

び三重県国際交流財団で勤務する

国際交流員と県民が交流し、文化

や習慣などについて理解を深めます。 

対　象　一般 
と　き　10月21日㈰　13時30分

～17時 

ところ　青山ホール・多目的ホール
(伊賀市阿保1411-1) 

内　容　世界のティータイムの紹介、
各国ブース展示、チャリティーオ

ークション、ダンスなど 

主　催　㈶国際交通安全学会IATSS

フォーラム、㈶三重県国際交流財団 

参加料　無料 
問合せ　㈶三重県国際交流財団

　059-223-5006 

 

○講座・教室

 
男女共同参画市民企画支援事業 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんが企画した男女

共同参画社会づくりにつながる

事業を協働で開催します。 

◆子育て支援講座　本音で語ろう
〜お産のこと・子育てのこと〜
　助産師と先輩パパママを交えて

お産や子育てについて本音で語り

合い、ティータイムで交流も深めます。 

対　象　妊娠・出産・子育てに
関わる方、関心のある方 

と　き　10月21日㈰　13時～16時
(12時30分受付) 

ところ　ジェフリーすずか 
主　催　マタニティーライフを
考える会 

定　員　先着50人(0歳児同伴可) 
参加料　1人1,200円、ペアー参加
2,000円 

申込み　電話、ファクスで足立
(　 ・　 387-0892)へ 

　　　　　　 
ジェフリー男性セミナー 
｢定年後の羅針盤｣ 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　定年前後の男性 
と　き　10月13日㈯　13時30分

～15時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　定年後の自分らしい生き
方について考えます。 

講　師　中村彰さん(オフィスな
かむら代表) 

定　員　30人(応募多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　10月2日㈫12時までに、講座名、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

号を記入の上、男女共同参画課へ 

※10月3日(水)に抽選結果を発送予定 

 
エンパワーゼミ 

｢自己尊重トレーニング｣ 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住または在勤・
在学の5回とも出席できる女性 

と　き　10月12日㈮、19日㈮、

26日㈮、11月2日㈮、9日㈮　

いずれも19時～21時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　自分らしさや自分の大
切さについて見つめ、考えます。 

講　師　梅村政子さん(フェミニスト
カウンセリングなごやスタッフ) 

定　員　20人(応募多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　10月2日㈫12時までに、講座名、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

号を記入の上、男女共同参画課へ 

※10月3日(水)に抽選結果を発送予定 

託　児　応相談。10月2日㈫12時
までにご連絡ください。 

 
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.lg.jp

対　象　市内に在住の方で、受講
可能な方(資格・年齢は問いません) 

とき・内容
○10月2日㈫

　9時30分～12時30分　救急法 

　13時15分～15時　子どもの遊び 

○10月18日㈭　 

　10時～12時　子どもの病気　 

○10月24日㈬ 

　10時～12時30分　子どもの発達

と心 

ところ　ジェフリーすずか(ホール) 
講　師　医師・臨床心理士など 
定　員　30人 
受講料　無料 
申込み　鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター(　 ・　 381-1171)へ 

託　児　2歳以上(要予約) 
◆ファミリー･サポート・センター
　子育てを助けてほしい人(依頼会員)

の要望に応じ、子育てのお手伝いが

できる人(提供会員)を紹介し、相互の

信頼と了解の上、一時的に子どもを

預かる会員組織(有償ボランティア) 

 
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　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。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1　10月10日㈬と11日㈭、
10月18日㈭と19日㈮ 

○基礎2　10月13日㈯と14日㈰ 
○ワード基礎　10月6日㈯と7日㈰ 
○ワード応用　10月27日㈯と28日㈰ 
○エクセル基礎　10月24日㈬と

25日㈭ 

○エクセル応用　10月20日㈯と

21日㈰ 

講座・教室 

くらしの情報 

催 し 物  
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  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』･･･各課からの
お知らせ、清掃情報など 

○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 

 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

道路保全課　 382-8421　　 382-7660
dorohozen@city.suzuka.lg.jp

街 路 樹 の せ ん 定
　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。 

　わたしは、街路樹のせん定によって、盛夏に

木陰を奪うという状況には賛成しかねています。

せん定の理由には、落ち葉対策が取られていないとい

うことや電線に接触するということ、また交通標識の邪

魔になることなどが考えられると思いますが、鈴鹿市の

街路樹のせん定についての考え方を教えてください。 

 

　街路樹には、まちの景観をアップさせるとともに、

市民に四季の訪れを知らせることができ、また日

陰をつくり、道路や歩道の温度上昇を抑え、防風・大

気浄化の作用があるなどさまざまな効果があります。 

　本市においても、幹線道路の街路緑化については、

道路交通の安全と快適性の向上を図りつつ、沿道の

自然環境の保全あるいは生活環境の改善につなが

るよう、限られた財源の範囲内で推進しております。 

　こうした中で、現在、市では、主に春から秋にか

けては低木せん定を、冬季には高木のせん定を必

要に応じて行うとともに、下枝などによる歩行者・自

動車の通行障害などを考慮し、部分的には夏季に

もせん定を行っています。そして今後も、せん定の

時期・方法につきましては、街路樹のさまざまな効

果を配慮しながら行っていきたいと考えています。 

 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　10月20日㈯と21日㈰ 
○ワード基礎　10月18日㈭と19

日㈮、10月24日㈬と25日㈭ 

○ワード応用　10月10日㈬と11

日㈭ 

○エクセル基礎　10月6日㈯と7

日㈰、10月13日㈯と14日㈰ 

○エクセル応用　10月27日㈯と

28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10・11月 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み・問合せ　高所作業車技能
講習と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

ら受付します。直接、鈴鹿地域

職業訓練センター(　387-1900

　 http://www.mecha.ne.jp/̃suzu 

　katc)へ 

◆エクセル中級(表計算中級)
と　き　10月22日から29日までの
月・水・金曜日　18時～21時(全4回) 

受講料　4,000円 

◆陶芸
と　き　10月23日㈫　9時～16時 
受講料　4,000円(教材費含む) 
◆データベース初級(Access初級)
と　き　11月5日から16日までの月・
水・金曜日　18時～21時(全6回) 

受講料　6,000円 
◆ガス溶接技能講習
と　き　11月19日㈪、20日㈫
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費700円) 
◆エクセル初級(表計算講習)
と　き　11月20日㈫、21日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆高所作業車技能講習
学科講習　11月23日(金・祝)　8時20分

～17時50分 

実技講習　11月24日㈯または25

日㈰　8時20分～16時30分 

受講料　3万4,500円(小型移動式
クレーン技能講習修了者は

2,000円減額) 

申込み　9月25日㈫から 
◆フォークリフト運転技能講習
学科講習(全コース共通)
　11月2日㈮ 

実技講習 
Ⅰコース　11月4日㈰、10日㈯、

11日㈰　30人 

Ⅱコース　11月6日㈫～8日㈭　

30人 

Ⅲコース　11月13日㈫～15日㈭

30人 

受講料　2万1,400円 
申込み　10月1日㈪から、上記3コ

ースを同時に、先着順で受付し

ます。申込書・案内書を事前に

入手してから申し込んでください。 

 
公開講座｢子育て支援｣ 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月13日㈯　14時～ 
　16時(開場13時30分) 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
テーマ　幸せになる力－発達障
がいの息子と共に－ 

講　師　堀田あけみさん(作家) 
定　員　270人 
参加料　無料 
申込み　10月2日㈫までに、電話、
ファクスで教育研究所へ 

※手話通訳有り 
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撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

小岐須町（屏風岩） 

平成19年8月15日 

秘書広報課 

「涼」を求めて 
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サラナ保育園保育園 サラナ保育園 

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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　ただ今、園では泥だんご作りがブームです。老若男女を問わず、日

本全国のほとんどの皆さんが幼いころに一度はやったことのある（土

を固めてピッカピカに磨き上げ、宝石のように黒光りする丸い球体を

友だちと見せ合い悦に入る）あの遊びです。 

　子どもは遊びの名人です。どんな場所でもうまく遊びを見付け、昔

の子どもと同じように夏には大汗をかき、冬は寒さに負けず、その季

節を満喫する遊びを見付け出す能力があります。砂場の砂ではうまく

泥だんごが作れないと分かると、グラウンドの土、揚げ句の果てには、

砂場をずっと下まで深く掘り「泥だんごはな、粘土の土がええんやで」

と言い、ぺっぺと両手をつばで湿らせ（つなぎは水よりやはりつばら

しい・・、何か特殊な成分が入っているのでしょうか？）、うれしそ

うにだんごを丸め始めます。子どもがうれしそうに見せに来るピッカ

ピカの泥だんごを見て「うわ～、すっごいきれいな泥だんごできたな

ぁ～」「どうやったらそんなピッカピカの泥だんごできるん？」と、

子どもの心に共感し、一人ひとりの声に丁寧にかかわったり、一緒に

心から大喜びすることこそが、子どもの未来にとっての自信や向上心

につながるのではないでしょうか。 

　園内は緑の樹木や自然の草花にあふれています。月に一度（第3水曜日）

の園庭開放にお越しいただき、安らぐ空間でのんびりと子育てを楽し

みに来てください。 

火 災  件　数/8件、うち建物4件（59件、7件増） 救 急  出動数/641件（4,582件、144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/203,148人（+107人） 男性/102,212人（+44人） 女性/100,936人（+63人） 世帯数/78,892世帯（+95世帯） 

事故数/639件、うち人身事故131件（4,598件、183件減） 死者数/3人（9人、1人減） 傷者数/192人（1,273人、13人減） 

表
紙
写
真 

〒510-0226　鈴鹿市岸岡町字北新田3527番地（鈴鹿警察署裏） 

368-3766　  368-3767定　員／120人 

 

1252
9 20

　少しずつですが、さわやかな季節にな

ってきましたので、暑かった夏の疲れも回

復し、食欲が湧いてくる方も多いのではな

いでしょうか。 

　この時季、何といってもおいしいのが「新

米」ですよね。ふっくら炊き上がった時の

良い香り、食べた時の甘さともっちりした食

感など、新米はなによりもうれしい一品です。 

　でも最近は、おいしい日本のお米が中国

などでも大人気ということですので、おいし

い新米を国外へみんな持

って行かれないように、

みんなでおいしい新米

を食べましょう。（憲） 

sa rana@ho ikuen . to


