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サルスベリの並木 

9 20

9.20

　色鮮やかなサルスベリのピンク色の花が、真夏の太
陽の下、見事に咲き誇っていました。今年の夏は雨も
少なく猛暑でしたが、その暑さも忘れさせてくれるよ
うな「さわやかさ」を感じさせてくれる並木です。 

健康館 

環境館 

公共施設などでの拠点回収をご利用ください 

検診・教室・相談・予防接種 

スポーツ・図書館・相談 

くらしの情報 
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※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。 

健康フロア 健康フロア 

予防接種 

相 　 　 談  

健康館 健康館 

相　談 相　談 
と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　　考 と こ ろ  

9月22日㈪から50人 保健センター 
11月21日㈮

13時〜14時30分
市民公開健康相談

（医師による講演会と質疑応答）
すくすく広場

（育児相談・栄養相談）

加藤　公　医師（整形外科） 
「骨粗しょう症やひざの痛みの新対策」 

9月22日㈪〜29日㈪
※定員になり次第締切り 4人程度 保健センター 

10月9日㈭
13時30分〜15時

医師による
市民健康相談

駒田　幹彦　医師（小児科） 
「子どもの病気」 

― ― 保健センター 
10月24日㈮

9時30分〜11時
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 

KENKOUKAN

教　室教　室 教　室 

健康診査 

■すくすくファミリー教室

と　　　　き と こ ろ  定  員 費　　用 申込み 検 診 ／ 対 象  

11月14日㈮
9時〜11時

9月29日㈪
9時〜11時

保健センター 

検　診検　診 検　診 

40歳以上の方 
肺がん

20歳以上の女性 
子宮がん

40歳以上の方 

胃がん
（バリウムによる）

100人
レントゲン撮影200円、
たんの検査600円

保健センター 

※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。 
※たんの検査を希望される方は、検診当日に会場で容器をお渡しします。 

いずれも申込みは、電話で健康づくり課（　382-2252  月～金曜日 受付時間8時30分～17時15分）へ 

聴覚または言語に障害がある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

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 

聴覚または言語に障害がある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

中川　怜子さん 千江ちゃん 

※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。 
※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。 

※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。 

※申込み多数の場合は抽選となります。 

※記入方法については、広報すずか8月20日号または
市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　life/benri/4209.html）をご覧ください。 

9月30日㈫から(電話)

受付中(電話)
40人 1,000円

10月17日㈮、11月12日㈬、17日㈪、
12月8日㈪13時〜14時30分

9月20日㈯〜26日㈮
（往復はがき・消印有効）保健センター 各50人 900円

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

離乳食コース

子育てコース

平成20年4月から6月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方 

10月6日㈪
10時〜11時30分

離乳食の進め方
「5〜8カ月ごろの離乳食について」

試食、栄養相談
30組 9月22日㈪から保健センター 無料 

マタニティクッキングコース
妊娠中の方で初参加の方 

10月1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〜

20人 受付中保健センター 材料費
実費負担 

平成19年10月から平成20年1月生まれ
の子とその保護者で初参加の方 

10月7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

30組 9月24日㈬から保健センター 無料 

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

認知症サポーター
養成講座

今日からできる介護予防
〜口腔・食事会編〜

10月31日㈮
13時30分〜15時
（受付13時から）

泉　美幸さん（認知症の人と家族の会
三重県支部代表）　「認知症の方やその
家族を温かく見守る応援者の養成」

35人 
9月22日㈪から
※定員になり次
第締切り 

9月22日㈪から
※定員になり次
第締切り 

保健センター 無料 

健康づくり大学
（メタボリックシンドローム予防教室）

5回シリーズ
65歳未満の方で、現在高血圧や
糖尿病などで治療中でない方 

10月7日㈫9時30分〜11時30分、
11月4日㈫9時30分〜11時30分、
12月2日㈫10時〜13時30分、
1月13日㈫9時30分〜11時30分、
2月6日㈮13時〜15時

メタボリックシンドローム
予防について、保健師・栄養士・
健康運動指導士・医師による
講話など(広報ずすか8月20日号

健康フロア参照)

30人 受付中保健センター 
1,000円

（調理実習費） 

65歳以上 

10月30日㈭
10時〜14時

歯科医師・歯科衛生士による
高齢期の口の健康、高齢者に
理想的な食事の試食会

30人 保健センター 100円
（教材費） 

ち 　 え  

肺がん・胃がん検診の申込みは、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 

聴覚または言語に障害がある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。子宮がん検診の申込みは、

往復はがきのみでの受付です。 

※持ち物については、申込み時にお問い合わせください。 

※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、長寿（後期高齢者）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（肺がん

検診のたんの検査は除く）。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。 

※定員になり次第締切り 

※定員になり次第締切り 
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年に一度はがん検診を受けましょう 

●本市の現状
現在、日本人の死因は、がん・心臓病・脳卒中が上

位となっています。その中でもがんは、昭和56年から死

因の第1位であり、一生のうちにがんにかかる可能性は

男性の2人に1人、女性の3人に1人とされています。　 

本市のがん死亡者の内訳を見ると、肺がん・胃がん・

大腸がんが大半を占めています。 

●健康づくりのお手伝い
　がんは、体の異変に気づいたときには、治癒

が困難なほど進行していることがあります。その

ため、自覚症状がなくても定期的にがん検診を

受け、がんの早期発見に努めることが大切です。 

　本市では、一年を通して胃がん・肺がん・乳

がん・子宮がんの集団検診を保健センターで実

施しています。また、8月1日から10月31日まで、

市内指定医療機関で、胃がん・大腸がん・前立

腺がん・子宮がん検診を実施しています。日ご

ろ検診を受ける機会のない方は、ぜひこの機会

にがん検診を受けましょう。 

※保健センターでのがん検診は、毎月の広報すずか

20日号をご覧ください。また、市内指定医療機関

でのがん検診は、10月31日(金)まで実施しています。

詳しくは、広報すずか7月5日号をご覧ください。 

本市の平成17年がんによる死亡数割合
（鈴鹿保健福祉事務所人口動態統計年報(Ｈ17確定数)から）

気管・気管支、肺がん
23％

胃がん
15％

肝臓がん
9％

乳房・子宮がん
3％

膵臓がん
7％

胆のうがん
6％

食道がん
2％

白血病
4％

その他
19％

結腸・直腸がん
12％

健康フロア 健康フロア 健康フロア 

予防接種予防接種 

健康館 

相　談 

予防接種 

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 

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

32008・9・20

検　診 

中川　怜子中川　怜子さん 千江千江ちゃん 

と  き ところ

対  象

献血量

月 献 血9 日 程の

23日㈫

10時～11時30分、

12時30分～16時 

鈴鹿ベルシティ 

18～69歳 

全血献血400ml

※65歳以上の方の献血については、献血される方の健康を
考え、60歳から64歳の期間に献血経験がある方に限ります。
また、献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。 

■ポリオ予防接種
　10月、11月はポリオ予防接種の推奨期間です。
受け忘れがないか確認し、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。 
  予診票がない方は、健康づくり課、地区市民
センターで、母子手帳を提示して受け取ること
ができます。 
対象月齢／生後3～90カ月未満 
※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。保護者で該当する年齢

層の方は、お子さんが接種を受ける際に主治

医にご相談ください。 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
　平成18年4月からＭＲ2期予防接種が開始になっていますが、新たに平
成20年4月1日から5年間に限って、毎年中学1年生を対象に（ＭＲ3期）・
高校3年生相当を対象に（ＭＲ4期）を、対象期間中に1回に限り無料で接
種できることになりました。ＭＲ2・3・4期予防接種は、いずれも過去の接種
履歴に関係なく対象者なら接種できます。 
　過去に接種した予防接種の麻しん、風しん、またはMMR(麻しん・風しん・
おたふくかぜ混合)の免疫を高めるためにも、ぜひこの機会に接種しましょう。 
ところ／実施医療機関 
回　数／対象年齢内で1回 
費　用／無料（対象年齢内で1回限り） 
持ち物／母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票 
※実施医療機関へは、あらかじめ接種日時などを確認してください。 

※予診票がない方は、健康づくり課、地区市民センターで、母子手帳を提示して受け

取ることができます。 

ち 　 え  

中川　怜子さん 千江ちゃん 
ち 　 え  



ごみ分別
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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

公共施設などでの拠点回収をご利用ください 

　ごみのリサイクルや減量化を推進し、また、ごみ集積所での収集を補助することを目的に、
公共施設やスーパーなどで、ごみの拠点回収・店頭回収を行っています。ご利用、ご協力を
お願いします。

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 

　有害ごみは、黄色の鈴鹿市指定のごみ袋に入れてい

ただき、決められた集積所で年3回の収集を行ってい

ます。しかし、一度収集日を過ぎてしまうと、4カ月

間収集がありません。 

　こうした集積所での収集を補助するために、平成13年

度から公共施設に回収ボックスを設置し、拠点回収を

行っています。 

　平成5年度から、市立小・中学校、公民館などに

アルミ缶とスチール缶専用の｢あきかんポスト｣を設

置し、定期的に回収を行っています。 

※開館日・開館時間(月～金曜日(祝日、

年末年始を除く)の8時30分～17時

15分)にご利用ください。 

※充電式電池、電球、グローランプは、

｢もやせないごみ｣で出してください。 

　店頭に専用ボックスを設置し、白色トレイや牛乳パックなど

を回収しているスーパーなどもあります。積極的なご利用をお

願いします。 

有害ごみ(乾電池・蛍光管)の拠点回収

あきかんポスト

公共施設での拠点回収一覧

スーパーなどでの店頭回収

※あきかんポストへは、あきかんだけを入れてください。 

乾電池 

回収品目 
回収場所 

市役所本館4階 
(廃棄物対策課) 

地区市民センター 

公民館 

ふれあいセンター 

保育所(市立) 

小中学校(市立)

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

― 

施設によっては、職員に引き渡

していただく場合がありますので、

職員に声をかけてください。 

利用は保護者のみ 

利用は児童･生徒のみ 

○ 

○ 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

○ 

○ 

○ 

○ 

蛍光管 
備　　考 あきかん 

(アルミ缶･スチール缶別)

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347

ホースは何ごみ？ 

50cm程度に切って、もやせないごみ 



52008・9・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（一日合同相談については、弁護士、公証人、司法書士、税理士が予約制）です。※外国人のための相談は、行政書士による相談です。    
※一日合同相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑定士、税理士などによる相談です。    
※法律相談を受けられた方は、相談日から3カ月以内は次回の予約ができません。※税金に関する相談は、東海税理士会鈴鹿支部(　382-7715　平日9時〜14時)でも実施しています。

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　 6日㈪、14日㈫、20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。
※休業日以外は試合など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。

※28日㈫は、10月31日㈮が月末(資料整理日)と
重なるために変更しています。

月曜日、1日㈬、21日㈫、31日㈮　●開館時間　9時〜19時　土・日曜日は9時〜17時

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

10月の休業日　14日㈫、27日㈪ 10月の休業日　14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

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）　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

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 

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
◎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                             
婦人相談
家庭児童相談
児童虐待・ＤＶに関する相談
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
3・10・24・31日

7日
20日
31日

9日
1日

15日
3・10・17・24・31日

8日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
月〜金曜日
火〜土曜日

8・22日
8日

毎月第3木曜日
月〜金曜日

市民対話課
（※31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
市民対話課

男女共同参画センター（ジェフリーすずか）

稲生公民館
教育研究所

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

9：00〜17：00
9：00〜16：00
9：00〜16：00
9：00〜16：00
9：30〜17：00

10：00〜15：00
13：30〜　　 　

9：00〜16：00
9：00〜16：00

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

9：00〜21：00
9：00〜17：00

13：00〜17：00
18：00〜21：00
13：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜21：00
9：00〜12：00

18：00〜21：00
9：00〜12：00

18：00〜21：00
9：00〜21：00
9：00〜17：00

13：00〜17：00
13：00〜21：00
13：00〜17：00

9：00〜12：00
9：00〜17：00

13：00〜21：00
9：00〜21：00

18：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜12：00
13：00〜21：00

9：00〜17：00
15：00〜17：00
13：00〜17：00

9：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜21：00
18：00〜21：00

9：00〜17：00
9：00〜21：00
9：00〜21：00

18：00〜21：00
9：00〜17：00

1・15・29日
2日
3日
7・10・13・26・31日
8・21・22・28日
5・19日
6・20日
1・7・23日
5・11・13・19・22・25・29日

6・20日

10日
16・30日
17日
24・31日
1・22・29日
2日
3・9日
7・15・21・28日
8日
26日
2日
3日
9日
10日
17・24・31日
23・30日

1〜3・6〜10・13〜18・20〜24・27〜31日
12・26日
1〜3・6〜10・13〜17・20〜24・27〜31日
12・26日
18日
1・2・6〜9・13〜16・20〜23・27〜30日
3・10・17・24・31日
12・26日
18日

10月

10月

10月

牧田公民館
清和公民館
稲生公民館
旭が丘公民館

栄公民館
天名公民館
合川公民館
郡山公民館

飯野公民館
神戸公民館
愛宕公民館
鼓ヶ浦公民館

玉垣公民館
ふれあいセンター
若松公民館
白子公民館

河曲公民館
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

住吉公民館
国府公民館
庄野公民館
井田川公民館

石薬師公民館
加佐登公民館
深伊沢公民館
久間田公民館

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

9：30〜10：15
10：45〜11：30
13：30〜14：15
14：45〜15：30

2日㈭ 16日㈭

17日㈮

15日㈬

9日㈭

3日㈮ 10日㈮

8日㈬

23日㈭ 30日㈭

24日㈮ 28日㈫

29日㈬

9：00〜17：00

9：00〜21：00

18：00〜21：00

13：00〜21：00

1・2・7 〜 1 0・1 5・1 6・1 8・

21・22・24・25・28〜30日

3・4・6・12・13・17・20・23・

31日

5・19日

26日

13：00〜21：00

9：00〜17：00

9：00〜21：00

13：00〜17：00

18：00〜21：00

1・8・1 3・1 5・1 9・2 2・2 5・

29日

2・9・16・23・30日

3・6・7・10・12・17・20・21・

24・26・28・31日

4・18日

5日

9：00〜21：001〜13・15〜26・28〜31日

9：00〜17：00

9：00〜21：00

13：00〜21：00

18：00〜21：00

9：00〜12：00

9：00〜12：00

18：00〜21：00

1 〜 3・8 〜 1 1・1 5・1 7・1 8・

22〜24・29〜31日

4・6・7・1 3・1 6・1 9 〜 2 1・

28日

5日

12日

25日

26日

第 1 道 場

柔 　 道

合 気 道

日 本 拳 法

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

相 　 　 撲

第 5 道 場

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金
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電　話 電子メール ホームページ ファクス 

と　　　　き 

10月７日(火)　18時30分～20時30分 

10月12日(日)　14時～16時 

10月14日(火)　18時30分～20時30分 

10月15日(水)　18時30分～20時30分 

10月16日(木)　18時30分～20時30分 

10月20日(月)　18時30分～20時30分 

内　　　　　容 

人と文化を育むまちづくり(生涯学習・スポーツ、子育て、教育、青少年、文化など) 

環境と共生するまちづくり(循環型社会、自然環境、生活環境など) 

誰もが暮らしやすいまちづくり(福祉サービス、労働環境、健康づくり、医療体制、共生社会など) 

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり(交通網整備、産業、観光、景観など) 

安全で安心できるまちづくり(防災、防犯、消防、交通安全、救急・救命、上水道、相談機能など) 

構想の推進のために(市民参加、情報共有、行財政運営など) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

納税の休日窓口を開設します 

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

と　き　9月28日㈰　9時～16時30分 

ところ　納税課(市役所本館2階) 

内　容　市税の納付、納税相談、

口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
平成20年住宅・土地統計調査に

ご協力を 

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

見えてくる 日本の暮らし 住まいから

　10月1日㈬、全国で住宅・土地統

計調査が行われます。豊かな住生活

を実現するための大切な調査です。

調査の対象になったお宅には、調査

員が調査票を持ってお伺いしますので、

ご協力をお願いします。 

 
第6回幼稚園再編整備 

検討委員会を傍聴できます 

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

と　き　10月15日㈬　15時～17時 

ところ　市役所本館12階1202会議室 

定　員　10人(学校教育課で会議開

始15分前までに傍聴人受付簿に

記入し、定員を超えた場合は抽選) 

申込み　会議開始の30分前から

15分前までに学校教育課へ 

※託児あり(3歳～5歳) 

 
第3回鈴鹿市次世代育成支援 
対策地域協議会を行います 

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

　傍聴希望者は、申込みが必要です。 

と　き　10月8日㈬　9時30分から 

ところ　市役所本館12階1205会議室 

内　容　ニーズ調査について(予定) 

定　員　3人(応募多数の場合は抽選) 

申込み　当日、9時から9時25分ま

でに会場へ 

 
図書館を休館します 

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

　9月25日㈭から10月1日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間に

より休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
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

　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｣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(毛布は対象外)。

対象者一人あたり2枚までで、1週間

から10日間預かります(11月中に実施)。 

費　用　無料 

申込み　10月31日㈮までに、在

宅介護支援センターなどを通

じて申請書を長寿社会課へ 

※各地区の在宅介護支援センターの連

絡先など、詳しくは長寿社会課へ 

 
市民救急の家・救急ステーション
登録者一斉研修会を行います 

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成15年から平成20年

までの｢市民救急の家｣｢救急ス

テーション｣登録者 

と　き　10月18日㈯～21日㈫

　9時～12時 

※4日間の内、都合の良い日を選択

の上、下記まで申し込んでください。 

ところ　消防本部併設コミュニ

ティ消防センター 

内　容　｢市民救急の家｣事業に

ついて、消防署長の講話、AED、

救急法、応急処置全般 

※研修会への参加は、任意とします。 

申込み　中央消防署救急救助グ

ループ　382-9165 

 
｢税務職員｣を装った不審な

電話にご注意を 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　税務職員を装い、現金自動預け払

い機(ATM)を操作させ、振込みを行わ

せるなどの｢振り込め詐欺｣による被害

が発生しています。税務職員が市民

　本市では、平成21年4月から平成24年3月までに取り組む施策の計画(行財政経営計画)

の策定作業を進めています。計画策定にあたり、より多くの方のご意見をいただくため、意

見交換会を行います。 

ところ　市役所本館12階1203会議室 

※テーマは、第5次鈴鹿市総合計画｢みんなで築く鈴鹿夢プラン｣の｢政策の柱｣ごとに分かれています。 

※興味のあるテーマの日にご参加ください(申込みは不要)。 

総合計画のまちづくり意見交換会を行います　企画課　 382-9038　 382-9040　 kikaku@city.suzuka.lg.jp

お 知 ら せ  



　本市では、EM活性液を無料で配布しています。EM活性液は、

有用な微生物を集めたもので、各家庭のトイレや台所、風呂な

どの臭いや汚れを防止し、河川などの水質浄化に役立つとさ

れています。 

予約電話番号　　・　384-6655 

予約受付方法　予約受付日時は、毎週水・木・金曜日(祝日

を除く)の8時30分から12時30分まで(時間厳守)で、翌

週の火・金曜日配布分を受付します。 

 

 

 

※ファクスによる予約は、5人以内に限ります。 

※当日受付は行いません。 

※予約の際、希望の曜日(火曜日か金曜日)をお伝えください。 

◆火曜日配布方法(祝日の場合は水曜日配布)
○配布対象者　個人およびボランティア(ボランティアは、

環境政策課で事前に登録が必要で、公共用水域の

環境浄化に取り組む団体を対象としています) 

○配布時間　13時～15時 

○配布場所　シルバー人材センター(市役所別館第3ロビー) 

◆金曜日配布方法(祝日の場合は配布中止)
○配布対象者　個人のみ(上限70人) 

○配布時間　13時～15時 

○配布場所　鈴鹿ハンター弁天山公園側テントアーケード 

持ち物　空きペットボトル 

配布量　個人は一世帯につき1カ月2ℓ以内、ボランテ

ィアは1カ月10ℓ以内(配布量に限りがありますので、

ご了承ください)
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県道　四日市楠鈴鹿線

江島若宮八幡宮
近鉄名古屋線

調査区域

江島雨水ポンプ場

の皆さんに電話で問い合わせをする

場合は、提出していただいた申告書

などをもとに、その内容を本人に確認

することを原則としています。 

○税金の還付を行う際には、事前

に還付の通知書を送付しています。 

○納税者の皆さんが申告書に記載し

た受取場所に還付金を振り込みます。 

○電話で｢医療費の還付金があ

る｣｢○年分の税金が納めすぎで

す｣などと持ちかけ、皆さんを金

融機関などのATMに誘導するこ

とはありません。 

○｢0120｣で始まるフリーダイヤ

ルの電話は設置していません。 

※上記の内容のような不審な電話が

あった場合は、指示された電話番号

に連絡せずに、鈴鹿税務署総務課

(　382-0351)へお問い合わせください。

電話は自動音声案内のため、税務署

を選択する場合は｢2｣を押してください。 

 
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
○全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底 

○夕暮れ時と夜間の歩行中・自

転車乗車中の交通事故防止 

○飲酒運転の根絶 

◆外出時には反射材の活用を
　秋になると日没時間が急速に

早まります。歩行中、自転車乗

車中の高齢者に対する保護意識

と高齢者自身の交通安全意識の

高揚を図り、夕暮れ時と夜間の

交通事故防止に努めましょう。 

 
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。 

○鈴木農園
ところ　竹野二丁目723 

面　積　約30㎡(約5ｍ×約6m) 

区画数　25区画(先着順) 

利用料　1区画3,000円(1年間) 

開園者　鈴木則夫(竹野一丁目21-6

　382-3071) 

 
長寿医療制度(後期高齢者医
療制度)の保険料についての

お知らせです 

保険年金課　 382-7627　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　保険料の年金天引き(特別徴収)

の方の内、申し出により、本人また

は世帯主、配偶者の口座からの振

替に変更できる場合があります。変

更には収入など一定の基準があり、

手続きが必要ですので、詳しくは保

険年金課へご相談ください。 

　平成20年12月支給の年金からの

変更をご希望の場合は、10月３日㈮

までにお申し出ください。申し出が

遅れると、年金天引きの中止手続

きに間に合わない場合があります

のでご了承ください。 

 
一筆地調査が始まります 

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

　9月22日㈪から約4カ月間、江

島地域において一筆地調査(地籍

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。 

 

 

（シルバー） 

月　火　水　木　金　土　日　月　火　水　木　金　土　日 

予約受付 配布 配布 
(ハンター)

EM活性液の予約と無料配布についてのお知らせです　環境政策課　 382-9014　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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お 知 ら せ  
 
 

名阪国道の通行障害情報を 
ホームページで提供します 

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

　国土交通省北勢国道事務所では、

名阪国道(県内の国道25号)の通行

障害情報を、ホームページで提供

しています。事故や工事などの

通行規制情報は、

名阪国道通行障害

情報ページをご確認

ください。 

◆パソコン用
　 http: / /www.cbr .mli t .go. jp/  

　 hokusei /koutuu/ index.htm 

◆携帯電話用
　 http://www.hokuseikokudo.go.jp/ 

　 osirase/koutuu.htm 

問合せ　北勢国道事務所管理課

　 0595-82-1312 

 
JICAボランティアを募集します 

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

　10月1日㈬から11月10日㈪まで、

平成20年度秋JICAボランティア(青

年海外協力隊、日系社会青年ボラン

ティア、シニア海外ボランティア、日系

社会シニア・ボランティア)を募集します。

これらは、国際協力機構(JICA)が

実施する政府事業で、世界の開発途

上国で現地の方々と同じ生活をしな

がら、共に働き、人づくり国づくりに

貢献するボランティア活動です。 

◆体験談・説明会
　帰国した隊員の体験談や、募集に

関する説明会を行います(予約不要)。 

○青年海外協力隊、日系社会青年
ボランティア

とき・ところ　10月11日㈯　14時から:

アスト津3階(津市)、25日㈯　14時

から:じばさんみえ4階(四日市市) 

○シニア海外ボランティア、日系
社会シニア・ボランティア

とき・ところ　10月11日㈯　10時

30分から:アスト津3階、25日㈯　

10時30分から:じばさんみえ4階 

問合せ　JICA中部センター　052-

702-1391(平日9時30分～17時30分)

　 http：//www.jica.go.jp 

 
労働保険の加入手続は 
お済みですか 

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

　労働保険(労災保険と雇用保険)は、

政府が管理・運営している強制的な

保険であり、農林水産業の一部を除き、

労働者を一人でも雇用している場合は、

事業主または労働者の意思の有無に

かかわりなく必ず加入することが労働

保険徴収法で定められています。 

　厚生労働省三重労働局では、10月

を｢労働保険適用促進月間｣と定め、｢労

働保険の未手続事業場の一掃｣を重

点項目に掲げ、三重県労働保険事

務組合連合会と連携し、未手続事業

場を個別訪問するなど加入促進を図

っています。労働保険の加入手続き

をとられていない事業主の方は、速

やかに加入手続きをお願いします。 

　万が一、労災保険事故が未手続

事業場で発生した場合には、さかの

ぼって保険料を徴収するほかに、労

災保険から給付を受けた金額の100％、

または40％を事業主から徴収すること

になっています(費用徴収制度)。 

問合せ　三重労働局総務部労働

保険徴収室　 059-226-2100、

津労働基準監督署　 059-227-1281、

ハローワーク鈴鹿　 382-8609 

 
日本語字幕つき映画を 
上映しています 

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

　聞こえない、聞こえにくい人を含め、

より多くの人に映画を楽しんでいた

だくため、邦画作品の日本語字幕

つき映画が、ワーナー・マイカル・

シネマズ鈴鹿ベルシティで上映し

ています。セリフや音の説明も日本

語の字幕でガイダンスされます。 

と　き　9月27日㈯、28日㈰ 

上映映画　｢パコと魔法の絵本｣ 

※上映時間など詳しくは、ワーナー・

マイカル・シネマズ鈴鹿ベルシティ 

　(　370-8787　 370-8711 　http: // 

　www.wa rne rmyca l . com)へ 

 

○催し物

自然調査観察会(キノコ) 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月19日㈰　10時～15時 

(携帯電話用)

くらしの情報 

催 し 物  

　平成20年4月1日から改正パートタイム労働法が施行

されています。これに伴いパートタイム労働者を雇ってい

る事業主の方は、次のことに留意してください。 

○雇い入れの際、昇給・賞与・退職金の有無について

文書で明示する義務があります。労働基準法で定めら

れた事項に加えて、これらについても明示してください。 

○雇い入れ後、パートタイム労働者から求められた場合、

待遇の決定について考慮した事項を説明する義務

があります。 

○パートタイム労働者について、通常の労働者との均

衡のとれた待遇(賃金・教育訓練・福利厚生)が確

保されるように取り組む必要があります。 

○パートタイム労働者から通常の労働者への転換を

推進するための措置を講じる義務があります。 

○通常の労働者と職務の内容・人材活用の仕組みや運

用などが同じで、期間の定めのない働き方をしている

パートタイム労働者については、すべての待遇につい

て差別的な取り扱いをしてはいけません。 

※パートタイム労働法の対象となる｢パートタイム労働者｣は、

｢一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される

通常の労働者の一週間の所定労働時間と比べて短い労

働者｣とされています。 

※パートタイム労働者の雇用改善に取り組む事業主を支援

するための助成金制度｢パートタイマー均等待遇推進助

成金｣もあります。問合せ｢改正パートタイム労働法｣につ

いては、三重労働局雇用均等室(　059-226-2318)へ、

｢パートタイマー均等待遇推進助成金｣については、(財)21

世紀職業財団三重事務所(　059-228-2300)へ 

パートタイム労働法が改正されました　産業政策課　 382-8698　 382-0304　　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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振り込め詐欺が急増しています

　最近、高齢の方を狙った｢オレオレ詐欺｣｢還付金等詐欺｣が目立ち、一人で

数千万円の被害に遭った方もいます。このような犯罪の被害に遭わないために、

あらかじめ具体的な犯行手口を知っておき、万が一のときに備えてください。 

◆これが振り込め詐欺犯人の声だ！
　三重県警察では、振り込め詐欺の実際の犯人の声をホームページなど

で公開しています。 

○三重県警察本部
　　http://www.police.pref.mie.jp(トップページ⇒安全・安心情報⇒お知らせコーナー) 

○三重県警察モバイルサイト(携帯電話用) 
　　http://www.police.pref.mie.jp/i/m.cgi(トップページ⇒0.動画配信)

　(雨天の場合、中止あり) 

ところ　加佐登神社 

内　容　秋の里山で、キノコを採

集して、観察し学習します。 

定　員　30人(応募者多数の場合

は抽選) 

参加料　無料 

申込み　10月6日㈪までに、はがき、

電話、ファクス、電子メールのいずれ

かで、住所、氏名、電話番号、参加

人数を環境政策課にご連絡ください。 

※詳しくは、申込み後に連絡します。 

 
鈴鹿バルーンフェスティバル2008 

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

と　き　10月11日㈯～13日㈪ 

ところ　鈴鹿川河川敷(庄野橋付近) 

内　容　競技飛行(6時20分、15時

(13日は6時20分のみ))、イベント(熱

気球体験搭乗、熱気球教室、バ

ルーンイリュージョン、ミュージック

フェスティバル、チャレンジ教室など) 

※詳しくは、広報すずか10月5日号

の折り込みチラシをご覧ください。 

 
ごみ減量とリサイクルを考える
ポスター展・クリーンシティSUZUKA

参加作文展 

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

と　き　10月3日㈮～5日㈰

　10時～20時(5日は17時まで) 

※表彰式は、5日(日)16時から 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 

内　容　小・中学生を対象に募集

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｣で受賞され

た方の作品を展示します。 

 
鈴鹿川クリーン大作戦 

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.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26日㈰　8時から

(1時間程度(小雨決行)) 

集合場所　河川防災センター 

内　容　庄野橋付近から定五郎橋

付近までの河川敷の清掃 

申込み　10月15日㈬までに、電話

で同課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 
寺院・官衙シリーズ講演会｢国分寺と
国分尼寺-｢法華滅罪｣を中心に-｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月28日㈰　 14時から 

ところ　考古博物館講堂 

講　師　吉田一彦さん(名古屋市 

立大学大学院人間文化研究科

長・人文社会学部長) 

内　容　毎年恒例の寺院・官衙

シリーズ(聴講無料) 

 
考古博物館10周年記念特別展
第27回三重県埋蔵文化財展 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

◆弥生人のスローライフ〜おコメ
生活始めました〜

と　き　10月4日㈯～12月7日㈰

ところ　考古博物館特別展示室 

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円 

内　容　わたしたちの食文化の原点

であるコメ作りにいそしんだ弥生人の

ライフスタイルを、県内各地から出土

した考古資料を中心に紹介します。 

◆連続講座　第1回｢祈り 神戸中
学校遺跡の遺物を中心に｣

と　き　10月5日㈰　14時から 

ところ　考古博物館講堂 

講　師　伊藤　洋(考古博物館職員) 

内　容　特別展に関連して、全4回

の連続講座を行います。ご希望の

回だけでも、4回すべてでも参加で

きます(聴講無料)。 

◆体験講座　｢弥生の服をデザインしてみよう｣
と　き　11月16日㈰　10時から、

14時から(各約2時間) 

ところ　考古博物館講堂 

内　容　弥生人が着ていた貫頭衣を

不織布で作り、自由に模様を描きます。 

定　員　各10組(小学生以下は保護

者同伴(子ども一人につき保護者

一人)、応募多数の場合は抽選) 

材料費　300円 

申込み　10月31日㈮(必着)までに、

往復はがきか電子メールで、参加者

全員の住所、氏名、年齢、電話番号、

希望時間を記入の上、考古博物館

｢弥生の服をデザインしてみよう｣係

(〒513-0013　国分町224)へ 

※一回の応募につき、一着の貫頭衣

とさせていただきます。 

 
天体観望会 

～望遠鏡で星を見ませんか～ 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方(中学生

以下は保護者同伴) 

と　き　10月4日㈯　18時30分～

20時30分(18時から文化会館2階

プラネタリウムギャラリーで受付) 

※雨天などにより中止することがあり

ます。16時30分に判断しますので文

化会館までお問い合わせください。 

ところ　文化会館屋上天体観測場・

プラネタリウム 

テーマ　月・木星の観望と秋の

星座解説 

定　員　150人(当日先着順) 

参加料　無料 

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
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ー
ジ 

フ
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ク
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フラワーパークの夜間照明について

 
 

司法書士無料相談会 

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

と　き　10月4日㈯　10時～15時 

ところ　ジェフリーすずか 

内　容　相続登記、法人登記、

簡易裁判所の訴訟、自己破産、

成年後見手続など(予約不要) 

※三重県司法書士会館(津市丸之内

養正町17-17)でも、毎月第1～3水

曜日、第4土曜日に常設相談所を

開設しています(要予約)。 

問合せ　三重県司法書士会 　059-

221-5553 

 
公証人無料相談会 

市民対話課　 382-9004　 382-766
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月1日㈬から7日㈫までは、｢公

証週間｣です。 

と　き　10月4日㈯、5日㈰　10時～12

時、13時～16時(受付は15時30分まで) 

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(要電話予約))、

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　 353-

3394(電話予約も可能)) 

内　容　遺言、相続、離婚、各種

契約などについての無料相談 

 
ガーデンフェスタ’08 

県営鈴鹿スポーツガーデン
372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　10月13日㈪　9時～17時 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー

デン全施設 

内　容　水泳場、テニスコート、体

育館を無料開放します。鈴鹿工

業高等専門学校生のシンクロ演技、

クライミングウォールなどのスポ

ーツ体験コーナー、子どもテニス

教室、地震体験や美容セミナー

などのイベントを開催します。 

 
いきいき健康づくり教室 

県立鈴鹿青少年センター
378-9811　 378-9809

対　象　成人 

と　き　10月から12月の第2～4

月曜日　14時～16時(全9回) 

ところ　鈴鹿青少年センター 

内　容　ストレッチ体操や軽スポー

ツ、栄養士による食生活相談 

定　員　50人(先着順) 

参加料　3,000円(全9回分、保険

料含む) 

申込み　9月20日㈯から、郵送か

ファクスで、住所、氏名、性別、年

齢、電話番号を記入の上、県立

鈴鹿青少年センター(〒513-0825

鈴鹿市住吉町南谷口)へ(様式は

問いません) 

 

○講座・教室

女性マイカー点検教室 

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

対　象　女性の方 

と　き　10月18日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン

ター 

内　容　女性ドライバーにとって、

必ず役立つ点検教室(学科講習

と実技講習(日常点検、トラブル

対処法)) 

※気軽な服装でお越しください。 

※受講者にはエプロン、作業手袋、

記念品などを進呈します。 

受講料　無料 

申込み　10月14日㈫までに、電話

で鈴鹿自動車整備組合(　382-

1075)か、お近くの自動車整備

工場へ 

問合せ　鈴鹿自動車整備組合 

 
独立開業のためのセミナー

(創業塾) 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　独立開業をめざす方、

創業に関心のある方 

と　き　10月19日㈰、25日㈯、

11月1日㈯、9日㈰、22日㈯

　9時30分～16時30分 

ところ　鈴鹿商工会議所　 

内　容　創業に向けての心構え、

財務の基礎知識、ビジネスプラ

ン策定など 

主　催　鈴鹿商工会議所、日本

商工会議所 

定　員　40人(先着順) 

受講料　5,000円 

申込み・問合せ　鈴鹿商工会議所

山下(〒513-0802　鈴鹿市飯野

寺家町816　 382-3222) 

 
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26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。 

※講習はマイクロソフト・オフィス

2003を使用します。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1　10月9日㈭と10日㈮、

10月15日㈬と16日㈭ 

○基礎2　10月11日㈯と12日㈰ 

○ワード基礎　10月4日㈯と5日㈰ 

○ワード応用　10月25日㈯と26日㈰ 

○エクセル基礎　10月23日㈭と24日㈮ 

○エクセル応用　10月18日㈯と19日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　10月18日㈯と19日㈰ 

○ワード基礎　10月15日㈬と16日㈭、

10月23日㈭と24日㈮ 

○ワード応用　10月9日㈭と10日㈮ 

○エクセル基礎　10月4日㈯と5日㈰、

10月11日㈯と12日㈰ 

○エクセル応用　10月25日㈯と26日㈰ 

ところ　図書館2階 

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、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

くらしの情報 

講座・教室 

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

市街地整備課　 382-9025　 382-9047　 382-7615
shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

フラワーパークの夜間照明について

　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。

　先日、雨天の日にフラワーパークを通りかかった

ところ、公園を訪れる人がいないような状況でしたが、

夜間照明が点灯されていました。昨今、省エネが言われ

ているときですので、照明の点灯はその都度状況をみて、

点灯の有無の判断をしてはいかがでしょうか。職員の勤

務時間外の自動点灯だと思いますが、極端な天候状況な

どは事前判断ができるのではないでしょうか。 

 

　現在、鈴鹿フラワーパークは24時間開放していて、

市民の皆さんの利用方法も多岐にわたっています。

雨天時でもペットの散歩などにご利用していただいて

いますので、判断基準が大変難しいのが現状です。

また、省エネ対策としては、公園の照明を夏場などの

日照時間が長い時期には、点灯開始時刻を遅らせる

などの対応をしています。ただし、公園内の照明は、

周辺地域への影響や公園利用者の利便性なども配

慮しながら点灯していますのでご理解ください。 

ます。直接、鈴鹿地域職業訓練

センター(　387-1900　 http://www. 

　mecha.ne. jp/̃suzukatc)へ 

※講座によっては、申込時に必要な

書類などがありますので、事前に

同センターへお問い合わせください。 

◆Excel中級
と　き　10月20日㈪、22日㈬、24日㈮、

27日㈪の4日間　18時～21時 

受講料　4,000円 

◆アーク溶接特別教育
と　き　10月21日㈫～23日㈭の

3日間　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費900円) 

◆陶芸教室
と　き　10月28日㈫　9時～16時 

受講料　4,000円(教材費含む) 

◆ホームページの作成
　(ホームページ・ビルダーV9)
と　き　11月4日㈫～6日㈭の3日間 

　9時～16時 

受講料　6,000円 

◆データベース初級(Access初級)
と　き　11月10日㈪、12日㈬、14日㈮、

17日㈪、19日㈬、21日㈮の6日間　

18時～21時 

受講料　6,000円 

◆日商PC検定(3級)Word&Excel
対　象　Word、Excelの知識のある方 

と　き　11月16日㈰　10時～11時 

受講料　5,000円 

※11月15日(土)の午前中は、一般開

放で練習できます。 

◆高所作業車技能講習
○学科講習
と　き　11月28日㈮　8時20分～

17時50分 

○実技講習
と　き　11月29日㈯または30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29日㈪から受付 

◆フォークリフト運転技能講習
(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許証

をお持ちの方 

○学科講習
と　き　11月7日㈮(全コース共通) 

○実技講習  

Ⅰコース
と　き　11月9日㈰、15日㈯、16日㈰

Ⅱコース
と　き　11月11日㈫～13日㈭ 

Ⅲコース
と　き　11月18日㈫～20日㈭ 

定　員　各30人 

受講料　2万1,400円 

◆フォークリフト運転技能講習
(11時間講習)

対　象　大型特殊(条件なし)運転

免許証お持ちの方 

○学科講習
と　き　11月7日㈮(全コース共通) 

○実技講習
と　き　11月10日㈪ 

定　員　10人 

受講料　7,400円 

申込み　フォークリフト運転技

能講習は、10月1日㈬ 8時30分

から受付(先着順) 

秋季スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆水泳場
○ステップアップ水泳 

○アクアビクス(朝) 

○アクアビクス(夜) 

○フィットネスヨガ(夜) 

◆体育館
○バレーボール(夜) 

○青竹エクササイズ 

申込み　9月21日㈰から10月13日㈪

(必着)までに、直接ご来場いただく

か、ファクスに住所、氏名、年齢、

性別、電話番号、コース名を記入

の上、県営スポーツガーデンへ 

※ホームページからも申込みできます。 

※各コースの日程、内容など詳しくは、水

泳場(　372-2250)、体育館(　372-8850)、

またはホームページでご確認ください。 

　10時30分、13時30分(土曜日は12時30分)、

17時30分、20時30分、23時15分からの各15分 

○９月21日㈰〜30日㈫
『ベルディ便り』⋯保健センター・応急

診療所の紹介、保健情報、くらしの情報 

○10月１日㈬〜10日㈮
『ベルディ便り』…文化・スポーツ

イベント、清掃情報、くらしの情報 

○10月11日㈯〜20日㈪
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』…

取り組んでいますか?ごみの減量化 
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火 災  件　数/10件、うち建物6件（55件、4件減） 救 急  出動数/558件（4,387件、195件減） 

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/204,759人（+161人） 男性/103,106人（+106人） 女性/101,653人（+55人） 世帯数/80,608世帯（+142世帯） 

事故数/606件、うち人身事故113件（4,495件、72件減） 死者数/1人（3人、6人減） 傷者数/145人（1,081人、192人減） 

表
紙
写
真 

〒513-0832　鈴鹿市庄野東二丁目5番35号 

378-4524 378-4524 shono-k@city .suzuka. lg . jp
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　先日、市と鈴鹿市清掃協同組合との間で、災害

時における廃棄物の処理に関する応援協定が

締結されました。大規模災害の発生時に、廃棄

物処理の応援をしていただくという内容で、市が

締結した災害時の応援協定としては28件目です。

ほかの自治体との協定だけではなく、民間機関

との間でも、アマチュア無線や動物救護活動など

について締結するなど、その内容はさまざまです。 

　災害の復旧には、行政だけではなく、その分野で

大きな力を発揮していただける専門の力は必要

不可欠です。きめ細かで迅速な復旧に必要なのは

地域一体となった防災力。こうした応援協定の締

結は、平常時にも、地域の人々 の防災意識をつな

ぐ「ネットワーク」にもなるのではないでしょうか。（正） 

059‐340‐8810

9月1日からスーパーマーケットやドラッグストアなどの店舗でレジ袋の有料化が始まりました 
レジ袋ない・ない君

幼 稚 園 幼 稚 園 

ナ ビ ナ ビ ナ ビ 

　当幼稚園は、昭和40年に庄野小学校の校舎に併設開

園され、昭和49年に新築移転しました。旧庄野は、かつて

の宿場町として栄えた歴史と文化のまちで、西に鈴鹿川

が流れ、その堤防越しには雄大な鈴鹿山脈が連なります。 

　周辺には田畑や水路が多く、四季の作物が実ったり、興

味ひかれる小動物が見られたりと、自然に恵まれている反面、

大型ショッピングセンターの進出や新興住宅地の開発も

盛んです。また、国道1号に抜ける交通の要所でもあるため、

登降園時は保護者や地域ボランティアの方々が指導・引率

してくれるなど、温かいまなざしに守られて通園しています。 

　当園は「未来を拓く心豊かでたくましい子どもを育む」を

教育目標に、「わかり合おうとする子どもをめざして」の方針

の下、隣接する庄野小学校との交流に取り組んでいます。

子どもたちの人間関係が希薄になってきている中、昔なが

らの縦のつながりを求め、学年を超えた「縦割り班」を構成

し、幼稚園から小学6年生までの子どもが一緒に遊んだり、

ウォークラリーや運動会などの行事を楽しんだりしています。

小学校とのかかわりを多く持つことで、子どもたちが

「小学校は楽しいところ」「知っているお兄さんやお姉さん

がいっぱいいる」「先生も知っている」という安心感を持ち、

小学校生活にスムーズになじんでいけるようにしています。 

　「自分が大切にされ、受け入れられている」と実感する

ことが、子どもたちにとって何よりも大きな心の安定につ

ながるでしょう。人とのふれあいを通して、「互いのよさ」を

わかり合えるよう、これからも小学校との交流を積極的に

取り入れた教育活動を行っていきたいと思います。 

059‐375‐4381


