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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22年度の自分の土地や

家屋の価格を、ほかの土地や

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、

納税者自身が所有する固定資

産についての閲覧(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。 

※納税通知書に添付されている課

税明細書でも、課税内容が確認

できます。 

と　き　4月1日㈭～30日㈮

(土・日曜日、祝日を除く8時

30分から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　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの(運転

免許証、パスポート、顔写真

入りの住基カードなど) 

※代理人の場合は委任状が必要です。 

 
第3回美し国三重市町対抗
駅伝で鈴鹿市チームが総合

3位になりました 

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

　2月21日㈰に開催された｢第

3回美し国三重市町対抗駅伝｣

で、鈴鹿市チームが、2時間16

分54秒のタイムで総合3位にな

りました。また、5区で愛敬高弘

選手、8区で田中真知選手が

それぞれ区間賞を獲得しました。

市民の皆さんの熱いご声援、

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 
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　3月28日㈰　8時30

分～17時15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。 

お 知 ら せ  
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後藤三知さん 井村久美子さん

 
 
 

鈴鹿と・き・め・きスポーツ 
大使を委嘱しました 

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

　平成19年7月に策定した｢す

ずかブランドと・き・め・

き戦略｣に基づき、シティセ

ールスを推進するため、本

市出身の女子サッカー選手

である後藤三知さんとプロ

陸上競技選手(走幅跳)の井村

久美子さんを｢鈴鹿と・き・

め・きスポーツ大使｣に委嘱

しました。お二人には、本

市の魅力を広く発信し、｢鈴

鹿｣のイメージアップを図っ

ていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
福祉タクシー乗車券の 

交付申請を 

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

　重度障がい者がタクシー

を利用する場合に、その料

金の一部を助成する福祉タ

クシー事業を行っていますが、

現在交付している乗車券の

有効期限は3月31日㈬までです。

4月1日㈭以降に利用する場

合は、新たに交付申請が必

要です。 

対　象　身体障害者手帳の下
肢または体幹機能障がいの1・

2級、視覚障がいの1・2級、

内部障がいの1級、療育手帳

のA1(最重度)・A2(重度)、

精神障害者保健福祉手帳の

1級に該当する方 

※内部障がいとは、心臓、じん臓、

肝臓、呼吸器、小腸、ぼうこ

うまたは直腸、免疫の各機能

障がいの総称です。 

助成額　乗車1回につき初乗り
料金相当額または1,000円

(前者15枚、後者5枚を年間1冊) 

申込み　3月29日㈪から、身

体障害者手帳などの該当

する手帳を持参の上、障

害福祉課へ 

※使用できるのは4月1日以降です。 

※地区市民センターでも申込み

と受け取りができますが、一

定の日数がかかります。 

 
二次救急医療機関の休日、
夜間の当番日が変更に 

なります 

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

　重症病者に対応するため、

鈴鹿中央総合病院と鈴鹿回

生病院は、当番日を決めて

救急体制を整えていますが、

4月1日㈭から当番日が下記

の日程に変更となります。 

○ 鈴鹿中央総合病院：毎月
0(30日を除く)、1、3、4、6、

7、9の付く日 

○鈴鹿回生病院：毎月2、5、
8の付く日、30日 

◆救急医療体制の維持のために
　本市は、いざというとき

のために救急医療体制を整

えていますが、軽症者の救

急病院の受診が増加してい

ます。このままでは、救急

体制を維持できなくなる恐

れがありますので、救急病

院の適正利用を心掛けてく

ださい。また、自分の健康

について気軽に相談や診療

が受けられるように、｢かか

りつけ医｣を決めておくと便

利です。 

 
旧NTT西日本 

鈴鹿研修センタ跡地 
桜並木を一般開放します 

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

　旧NTT鈴鹿研修センタ時

代に、皆さんに親しまれて

きた敷地内の桜並木の開放を、

昨年に引き続き鈴鹿医療科

学大学、西日本電信電話(株)

のご協力により行います。 

と　き　4月3日㈯、4日㈰　

10時～16時 

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス、NTT西

日本鈴鹿研修センタ跡地

北側部分の桜並木 

※駐車場は、鈴鹿医療科学大学

白子キャンパス内(約200台)を

ご利用ください。また、飲酒

運転は厳禁です。 

※大学敷地内は全面禁煙です。

その他の敷地内も枯草などが

ありますので、火気厳禁、禁煙とし、

ごみは必ずお持ち帰りください。

また、マンホールや枯れ木などの

危険な箇所がありますので、十分

ご注意ください。 

 
不動産を公売します 

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

　三重地方税管理回収機構

が不動産の公売を行います。

公売に参加できる資格に制

限がありますので、詳しくは、

三重地方税管理回収機構徴

収課へお問い合わせください。 

と　き　4月21日㈬　10時30

お 知 ら せ  
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くらしの情報 分～11時 

ところ　三重県津庁舎6階第
61会議室 

問合せ　三重地方税管理
回収機構徴収課(津市桜橋

3丁目446-34　県津庁舎内

　059-213-7355　　http:// 

　www.zei-kikou. jp/)  

 
平成22年度 

救急法講習会の申し込みを
受け付けます 

中央消防署　 382-9165　 382-9166
chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　消防署では、救命手当ての

講習会(心肺蘇生法、AEDの

取り扱いなど)を行っています。 

対　象　市民、事業所 
ところ　中央消防署(飯野寺
家町217-1) 

内容・とき
○普通救命講習Ⅰ(3時間)、

Ⅱ(4時間) 

※10人以上の場合は出張講習も

可能です。 

○普通救命講習(3時間) 

　毎月第1日曜日 

○上級救命講習(8時間) 

　2月、5月、10月の第3日曜日 

申込み　3月25日㈭9時から、

電話または直接中央消防

署へ 

 
税務職員を募集します 

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

職　種　国税専門官 
受験資格　昭和56年4月2日
から平成元年4月1日生ま

れの方または平成元年4月

2日以降生まれで次のいず

れかに該当する方 

○大学を卒業または平成23

年3月までに卒業する見込

みの方 

○人事院が上記の該当者と

同等の資格があると認め

る方 

申込み　4月1日㈭～14日㈬ 
問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係(　052-951-

3511(内線3450)) 

※詳しくは、国税庁ホームページ 

　(　http://www.nta.go.jp)を

ご覧ください。 

 
春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

　4月6日㈫から15日㈭まで

の10日間、春の全国交通安

全運動が実施されます。本

市では、2月15日㈪現在、3

件3人の交通死亡事故が発生し、

昨年比で1件1人の増加とい

う大変厳しい状況にあります。 

◆運動の基本
○子どもと高齢者の交通事

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
　平成20年6月1日に改正道

路交通法が施行となり、後

部座席のシートベルト着用

が義務化されましたが、ま

だまだ着用率は低い状態です。

法律に規定されたから着用

するのではなく、万が一事

故に遭ったときに被害を軽

減させるため、車に乗った

ときはどの席でもシートベ

ルトを着用し、乳幼児を乗

せるときはチャイルドシー

トを必ず着用させましょう。 

○自転車の安全利用の推進
　改正道路交通法により、

自転車の通行などに関する

ルールが変わりました。子

どもや高齢者などが運転す

る場合や車道通行が危険な

場合には、状況に応じて歩

道を通行できるようになり

ました。自転車は道路交通

法上の車両であることを認

識し、交通ルールを遵守し

て利用しましょう。 

○飲酒運転の根絶
　飲酒運転をしたドライバ

ーだけではなく、飲酒運転

をする恐れのある人にお酒

を飲ませた人や車を貸した人、

運転者がお酒を飲んでいる

ことを知りながら運転を依頼、

要求して同乗した人も処罰

されます。一人ひとりが｢飲

酒運転は絶対に許さない｣と

いう強い意識を持って、飲

酒運転を根絶しましょう。 

 
せん定枝チップ堆肥を 
無料配布します 

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

と　き　3月20日㈯から毎日

10時から16時まで 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　本市では、公園な
どの公共施設から発生し

た植栽せん定枝をチップ

化し、堆肥にしています。

今まで各種イベントなど

で配布していたチップ堆

肥を無料配布します。堆

肥としてだけではなく、

プランターや花壇などの

土抑えなどにもご利用い

ただけます。 

※数に限りがありますので、1家

庭に4袋まで配布し、無くなり

次第終了します。 

問合せ　鈴鹿フラワーパーク
管理事務所(　367-3455)
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水道局職員などを 
装った詐欺にご注意を 

営業課　 368-1670　 368-1688
egyo@city.suzuka.lg.jp

　最近、県内の各市で、｢水道

メーターの交換(修理)を行いま

す｣などと言って、水道局職員

や水道局から委託された業者

のように装い、水道メーターの

修理や交換費用を請求する悪

質な詐欺事件が発生しています。

　水道メーターは鈴鹿市水道

局の所有物であり、その修理

や交換費用を市民の皆さんに

請求することは一切ありません。

不審な場合は、身分証明書の

提示を求めるか、営業課へお

問い合わせください。 

 
犬を飼ったら登録を 

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

　飼い犬の登録は狂犬病予

防法で定められており、品種、

室内犬の区別にかかわらず、

犬の生涯に一度しなければ

なりません。登録の済んだ

犬には、だ円形の犬鑑札(ス

テンレス製)を交付します。 

対　象　生後91日以上の犬 
登録手数料　3,000円 
※鑑札を紛失したときは再交付

を受けてください。再交付手

数料は1,600円です。 

※犬の登録申請や

犬鑑札の再交付

申請は、環境政策

課、市内の動物病

院、集合注射各会

場で手続きできます。 

　また、次のような場合にも、

必ず環境政策課または市内の

動物病院へ届出をしてください。 

○犬が死亡したとき
※犬鑑札を返却してください。なお、

狂犬病予防注射の案内はがき

に死亡年月日を記入し、犬鑑

札をはり付けて届け出ることも

できます。 

○飼い主の氏名、住所などに
変更があったとき
※犬を譲り受けた場合でも、飼い主

変更などの手続きが必要です。 

※飼い主、飼い犬が転出したときは、

転出先の市区町村で転入の手

続きをしてください。その際には、

本市の犬鑑札が必要です。 

 

 

 

 

 

 
均等・両立推進企業 
表彰を募集します 

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

　厚生労働省では、｢女性労

働者の能力発揮を促進する

ための積極的な取り組み｣、

｢仕事と育児・介護との両立

支援のための取り組み｣につ

いて、模範となる取り組み

を推進している企業を表彰

しています。 

　このたび、平成22年度の

各表彰候補を募集します。 

期　間　3月31日㈬まで 
問合せ　三重労働局雇用均
等室(　059-226-2318) 

※詳しくは、厚生労働省ホーム

ページ(　 http://www.mhlw. 

　go. jp/general /seido/koyou/ 

　k i n t o u / r y ou r i t s u . h tm l ) を

ご覧ください。応募用紙は、

三重労働局雇用均等室でも

配布しています。 

平成22年度 
スポーツ安全保険に 

ご加入を 

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

対　象　5人以上のアマチュ
アスポーツ、文化、ボラ

ンティア、地域活動など

の団体 

保険期間
○平成22年4月1日㈭から

平成2 3年 3月31日㈭  

○3カ月以内の短期スポーツ

教室 

申込み　スポーツ課、市内運
動施設、地区市民センター

などの公共施設に備え付け

の申込書に必要事項を記

入の上、指定金融機関へ 

※スポーツ安全協会ホームページ

「スポ安ねっと」　(　http://www. 

　sportsanzen .o rg/ )からも申

し込めます。 

問合せ　スポーツ安全協会
三重県支部(県体育協会内

　372-8100)  

 
平成23年度 

自衛官を募集します 

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

◆予備自衛官補
　一般社会人や学生を予備

自衛官補として採用し、教

育訓練終了後に予備自衛官

として任用する制度です。 

対　象　一般：18歳以上34歳
未満の方　技能：保有資格

に応じて53歳から55歳未満

の方 

申込み　4月9日㈮まで 
試験日　4月17日㈯～19日㈪ 
◆幹部候補生
　幹部自衛官となる要員(パ

イロット要員を含む)を養成

犬鑑札

お 知 ら せ  
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する制度で、一般、技術、

歯科、薬剤科、パイロット

要員の各コースがあります。 

対　象　22歳以上26歳未満
の方 

※大学院修士学位取得者は28歳

未満です。 

申込み　4月1日㈭～5月10日㈪ 
試験日　5月15日㈯、16日㈰ 
※16日は飛行要員のみです。 

◆一般曹候補生
　陸上、海上、航空自衛隊の曹

となる自衛官を養成する制度です。 

対　象　18歳以上27歳未満
の方 

申込み　第1回：4月1日㈭～

5月10日㈪　第2回：8月1日㈰

～9月10日㈮

試験日　第1回：5月22日㈯  

第2回：9月18日㈯

※一般曹候補生の試験について

は、現役高校生は第2回試験

が対象となります。 

※詳しくは、自衛隊四日市地域

事務所(　351-1723)へ 

 

三重北勢増進センターを 
ご利用ください 

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

　三重北勢増進センター(ヘ

ルスプラザ)は、気軽に健康

づくりに取り組むことがで

きる施設です。 

開館時間　火曜日～土曜日　
9時30分～21時、日曜日　

9時30分～18時  

※月曜日(祝日の場合はその翌日)

は休館です。 

ところ　四日市市塩浜町1-
11(旧県立塩浜病院跡地) 

内　容　温水プール、トレー
ニングジム、ランニングトラ

ック、グラウンドゴルフ場 

※それぞれの施設や年齢で利用

料金が異なります。 

問合せ　三重北勢健康増進
センター(　349-3311) 

 
 
 

考古博物館速報展 
｢発掘された鈴鹿2009｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

と　き　6月27日㈰まで 
ところ　考古博物館特別展
示室 

内　容　2009年に市内で行
われた発掘調査の成果を、

出土した遺物、発掘調査

現場の写真パネルや遺構

の詳細な図面で紹介します。 

観覧料　一般・学生200円、
小・中学生100円 

催 し 物  

　火災に伴う廃棄物の処理に

ついて、4月1日㈭から右記の

内容に変更となります。 

減免の対象　 個人住宅が罹災
した場合を対象とします。

ただし、店舗併用住宅につ

いては居住の事実がある場

合に限ります。 

搬入期間　罹災証明で料金免
除ができる期間は、個人解

体の場合は6カ月、業者解

体の場合は1カ月です。た

だし、解体後に一時仮置き

する場合は、期間、場所、

理由を必ず連絡してください。 

※搬入量が多い場合は、一日に搬

入できる量を指示させていただ

きます。また、分別がされてい

ない場合や指示に従わない場合

は、搬入をお断りします。 

※借家やアパートなどの賃貸

を目的とした建物、農業用

倉庫などは事業活動に供す

る建物になります。 

※事務所用動産については、机

やソファーなどの家具類は搬

入できますが、機器類は搬入

できません。また、搬入でき

る動産については、事業系料

金が適用されます。 

※搬入にあたっては事前に現場

確認をし、指示事項を伝えさ

せていただきますので、清掃

センター(御薗町3688番地　

　372-1646)、不燃物リサイク

ルセンター(国分町1700番地　

　374-4141)と日時の打ち合

わせを行ってください。 

※分別は｢家庭ごみの分け方・出

し方｣に従ってください。 

建物火災に伴う廃棄物の取り扱いについてお知らせします 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

被災者が自分で
解体して直接搬
入した場合 

解体業者などに
委託した場合 

廃棄物の分類 区　　　分 

個人住宅 

事業活動に 
供する建物 

建物および附属建物 

生活用動産 

建物および附属建物 

事務所用動産 

○ 

○ 

△ 

× 

○ 

○ 

△ 

× 

○ ：搬入可能　△：一部搬入可能　×：搬入不可 
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大黒屋光太夫記念館春の
企画展｢光太夫の里がえり｣ 

文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.lg.jp

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

　ロシアから帰国後江戸で暮

らしていた光太夫は、享和2年

(1802)の春、故郷鈴鹿の土を

踏みました。白子の港を船出し、

漂流してから20年ぶりの里が

えりでした。そのときの様子は、

｢帰郷文書｣と呼ばれる古文書

から知ることができます。 

　今回の企画展では、｢帰郷

文書｣から分かる光太夫の里

がえりの様子を紹介します。 

と　き　7月11日㈰まで　10時
～16時 

※月・火・第３水曜日は休館、

ただし、月曜日が休日の場合

は開館します。 

ところ　大黒屋光太夫記念館
(若松中一丁目1-8) 

入館料　無料 
問合せ　大黒屋
光太夫記念館

(　・　38 5 -

3797) 

 
第22回 

鈴鹿花き温室組合品評会・
即売会 

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

　鈴鹿亀山地域で生産農家が

丹精込めて育てたコチョウラン

やデンドロビウム、各種鉢花、

バラ、観葉植物、花苗など、特

に優れた入賞作品を展示します。

また、生産者による展示即売

会も開催します。ハウスから直

送の新鮮な花きを生産者価格

で提供しますので、ぜひご来

場ください。 

と　き　4月10日㈯、11日㈰

9時30分～17時30分 

ところ　文化会館さつきプ
ラザ 

入場料　無料 
問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長　杉本二良(　090-

4232-0570) 

 
親子で地域医療を考えよう 
｢空飛ぶ救急箱2010｣ 

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

と　き　3月28日㈰　13時～

16時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　地域医療についての
講演会と子どもの救急法の

講習会(14時～15時)、子育

て相談会、栄養相談会、救

急車ペーパークラフト工作、

救急車の見学など 

主  催　NPO法人21世紀の
子育てを考える会．鈴鹿(愛

称：空飛ぶスイミー) 

※詳しくは、NPO法人21世紀の

子育てを考える会．鈴鹿(　090-

1415-3749　　kosodate21 

　s u z u k a @ h o t m a i l . c o m  

　　http://www.munieru.com/ 

　swimmy/)へ 

 

 

 
鈴鹿地域 

職業訓練センター講座
(4・5月) 

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

申込み　鈴鹿地域職業訓練
センター(　387-1900　

　http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzukatc) 

※フォークリフト技能講習以外は、

受講開始日の1カ月前から受け

付けを行います。 

※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。 

◆デジカメの活用
と　き　4月20日㈫、21日㈬

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆クレーン運転業務特別教育
と　き　5月11日㈫、12日㈬

8時45分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
1,500円必要) 

◆Excel初級(表計算講習)
と　き　5月12日㈬、13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18日㈫～20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 
○学科講習　5月18日㈫ 
※全コース共通で受講します。 

○実技講習
Ⅰコース：5月19日㈬～21日㈮

Ⅱコース：5月25日㈫～27日㈭

Ⅲコース：6月1日㈫～3日㈭ 

定　員　各コース30人(先着順) 
受講料　2万6,500円 
※4月1日(木) 8時30分から、上記

3コースを同時に受け付けします。 

◆外国人向け｢アーク溶接特
別教育｣

対　象　18歳以上で日本語
で日常会話が可能な方 

と　き　5月17日㈪～21日㈮

9時～17時 

定　員　20人 
受講料　8,000円(別途教材費
1,000円必要) 

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

インターネットの接続について

　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。

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　 shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市は、全体的に外でインターネ

ットがつながる場所が少ないと思います。

例えば、ジェフリーすずか、市立図書館、市

役所本館15階展望ロビーなどで無線LAN、

Wi-Fiでのインターネット接続ができるように

していただけるとうれしいです。 

 

　現在、市の保有する行政施設では、

市民が自由に利用することができるイ

ンターネット環境の提供は行っていません。

インターネットを安全に利用するには、盗聴

や不正アクセスなど、セキュリティの問題を

解決することが必要ですが、不特定多数の

方が使用する環境の中で、これらの問題を

解決することは非常に困難です。そのため、

現状では民間の通信サービス事業者の協力で、

市役所本館1階ロビー、15階展望ロビー、市

立図書館で、利用者が個別に事業者と契約

して利用可能となる有償のインターネット無

線サービスを提供してもらっています。 

　市としては、引き続き通信サービス事業者

などと協力し、市民が気軽に利用できる安全

なインターネット環境の提供を検討していき

たいと考えています。 

※学科講習には、ポルトガル語

の通訳が1人付きます。また、

ハローワークカードをお持ち

の方は、提示をお願いします。 

 

パソコン講座 

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

申込み　3月29日㈪(平日10時
～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　・　387-

0767　　387-0764)へ 

とき・内容　パソコン初心者を
対象に、オフィス2003を使用

して、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13日㈫と14日㈬ 
○ワード応用　4月22日㈭と

23日㈮ 

○エクセル基礎　4月17日㈯

と18日㈰ 

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　4月17日㈯と18日㈰ 
○ワード基礎　4月13日㈫と

14日㈬ 

○エクセル応用　4月22日㈭

と23日㈮ 

ところ　図書館2階視聴覚室
ほか 

定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000円(教材費別途
必要) 

 
危険物取扱者試験と 
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13日㈰、
20日㈰　丙種：6月20日㈰ 

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター 

申込み　4月15日㈭から26日㈪
(当日消印有効)に、消防本

部(中央消防署、南消防署、

各分署)に備え付けの受験

願書に必要事項を記入の上、

郵送で、〒514-0002　津市

島崎町314　(財)消防試験研

究センター三重県支部へ 

※平成22年度から電子申請が

できるようになります。詳し

くは、(財)消防試験研究センター

ホームページ(　http ://www. 

　shoubo - s h i k e n . o r . j p / )を 

　ご覧ください。 

◆予備講習会
対　象　乙種第4類受験の方 
と　き　5月14日㈮　9時30分
～16時 

ところ　労働福祉会館大会
議室 

定　員　150人 
受講料　1,000円(防火協会員、
学生は免除) 

※欠席時は返金しません。 

申込み　4月5日㈪から、防

火協会事務局(予防課内)へ 
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健康フロア 健康フロア 

健康診査 

予防接種予防接種 

相 　 　 談  

健康館 健康館 

相　談 

予防接種 

相　談 
と　　き 申　込　み 定 員 備　　　　　考 ところ 

保健 
センター 

保健 
センター 

4月15日㈭
13時30分〜15時

市民健康相談 森川 篤憲 医師（脳神経外科） 
「脳卒中や頭痛、しびれ」 

― ― 4月23日㈮
9時30分〜11時

すくすく広場
（育児相談・栄養相談） 

育児相談・栄養相談希望者は母子手帳持参 
※身体計測や遊びもあります。 

3月23日㈫〜31日㈬4人 
程度 

○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 

と　　き と こ ろ  定　員 費　　　　用 申 込 み  検 診 ／ 対 象  

検　診検　診 検　診 

泰斗くん 土田　光さん   
た い と  

申込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

申込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　382-4187　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がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

○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。 
○70歳以上の方、65歳から69歳の障がい認定を受けている方のうち長寿（後期高齢者）医療対象者となる方、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。 
○検診結果は約1カ月後に郵送します。 

5月24日㈪
9時〜11時

保健センター 肺がん 
レントゲン撮影　200円
たんの検査　　600円

40歳以上の方 ※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。 

100人

4月30日㈮、
5月31日㈪
9時〜11時

保健センター 
胃がん

（バリウムによる）

1,000円

40歳以上の方 
※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。 
※妊娠中の方、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。 

各40人

3月26日㈮から
※定員になり次第締切り 

3月26日㈮から
※定員になり次第締切り 

※定員になり次第締切り 

保健 
センター 

5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）

西浦 眞琴 医師（精神科） 
「うつ・不眠・ストレスなどのこころの健康について」 

3月23日（火）から50人 
※定員になり次第締切り 

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
　平成20年4月から5年間に限って実施しているＭＲ3・4期予防接種の対象は、新中学1年生が

ＭＲ3期、新高校3年生相当がＭＲ4期になります。 

　特に、麻しんの発病を確実に防ぐためには、2回の予防接種が必要です。過去に接種した予防接種の

免疫を高めるためにも、ぜひこの機会に接種しましょう。 

　4月1日以降のＭＲ2・3・4期予防接種対象者は、下記のとおりです。 

対象者／2期（就学前1年間の方：平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ） 
　　　　3期（新中学1年生：平成9年4月2日～平成10年4月1日生まれ） 
　　　　4期（新高校3生相当：平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれ） 
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、ただし、無料接種期間は平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
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ご確認してください。 

※予診票がない方は、健康づくり課・最寄の地区市民センターで母子健康手帳を提示して受け取ることができます

（ＭＲ4期の予診票は、広報すずか4月5日号に折り込みます）。 
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新型インフルエンザワクチン接種費用助成について 

教 室 ／ 対 象  内 　 　 容  

無料 保健 
センター 

4月13日㈫　10時〜11時30分 お産のイメージとリラックス法
5月16日㈰　9時30分〜11時
30分または13時30分〜15時30分

※全2回シリーズ。動きやすい服装でお越しください。2回目はエプロンとタオルを持参してください。 

母子保健制度の紹介、
もく浴体験、妊婦体験など

プレパパ・ママ コース
妊娠5カ月から8カ月の方
とその夫で初参加の方 

3月24日㈬から

■すくすくファミリー教室
ところ 定 員 費 用  申込み（電話予約制） 

30組 

と 　 　 き  

材料費
実費負担 

保健 
センター 

4月19日㈪
9時45分〜12時45分

元気な赤ちゃんを産むための
バランス食について、調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中で初参加の方 

3月24日㈬から20人 

無料 
保健 
センター 

　4月14日㈬
10時〜11時30分

離乳食の進め方について
(5〜8カ月ごろの離乳食）、

試食、栄養相談

離乳食コース
平成21年10月から12月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方 

3月25日㈭から30組 

◆助成の対象となる接種期間  
　平成21年11月9日㈪～平成22年3月31日㈬

◆助成の申請受付期間
　平成22年3月31日㈬まで 

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

健康フロア 健康フロア 

健康診査健康診査 健康診査 

予防接種 

健康館 

相　談 

○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

親子でスマイル 親子でスマイル 親子でスマイル 

KENKOUKANKENKOUKANKENKOUKAN

教　室教　室 教　室 
検　診 

泰斗くん 土田　光さん   

月 献 血4 日 程の

た い と  

申込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　　382-4187　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がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。 

　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 

　接種費用助成の申請を受け付けます。 

　対象は接種日に本市に住所登録、外国人登録があり、国が示す優先接種者（妊婦、基礎疾患を有する者、

満1歳から小学3年生、1歳未満の同一世帯の親、身体上の理由により接種できない者の同一世帯の保護者）です。 

　助成内容、申請方法など、詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、健康づくり課へお問い合わせください。 

　新型インフルエンザが全国的に流行しました。今回の新型インフルエン

ザは、毒性が低い「弱毒性」でしたが、鈴鹿市でも感染が広がり、いくつも

の学級（学年）閉鎖などが報告されました。現在、インフルエンザ患者の報

告数は減少していますが、「自ら感染しない、人に感染させない」ために、

日ごろから家庭や自分でできる予防や健康管理に努めましょう。 

※健診（検診）や各教室などに参加の方で、体調のすぐれない方は、事前に健康づくり課へご相談ください。 

インフルエンザ感染予防対策 

○外出後など、こまめな手洗い・うがいの励行
○咳エチケットの徹底
○栄養、睡眠を十分にとり、基礎体力をつける
○人込みへの不要不急の外出を控える

○体調が悪くなったら早めに医療機関を受診する
○室内は窓を開けるなど換気に努め、濡れタオル

や加湿器などで適度な湿度（50〜60％）を保つ

とき・ところ
4月1日㈭、3日㈯、11日㈰、17日㈯、18日㈰、25日㈰
10時15分〜11時30分、12時30分〜16時　鈴鹿ベルシティ
4月28日㈬　10時〜11時30分、12時30分〜16時　アピタ鈴鹿店
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。 
※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 



371-1476

372-2285 372-2250

387- 6006 388- 0622

382-0347

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

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

　いよいよ「プラスチックごみ」の新しい分別方法の開始が近付いてきました。
その分別方法について再度お知らせします（一部地域は2月から実施しています）。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 

ファンヒーターは何ごみ？ 

粗大ごみ。空だきなどで必ず灯油を抜きましょう。 

2010・3・2010

4月から「プラスチックごみ」の分別方法が変わります 

補助制度 補助制度 

新しい分別方法

　4月から「プラスチック製容器包装」だけをプラスチック

ごみとして収集します。今まで、プラスチックの硬さで分別

していましたが、プラスチック製容器包装か否か（プラス

チック製容器包装リサイクルマークの有無）で分別します。 

プラスチックごみ

プラスチック製容器包装とは

このマークが

付いているもの

すべてが対象

　中身の商品を出したり、使ったりし

た後に残るプラスチック製の不要な容

器や包装が「プラスチック製容器包装」

です。プラスチック製容器包装リサイク

ルマークがついています。 

　例えば、お菓子を食べたあとに残る

「袋」、シャンプーを使ったあとに残る

「容器」、魚や肉の「トレイ」などです。 

分別のポイント
　次の3点に注意して、プラスチックごみをリサイクルできるようにしましょう。 

◆ごみ出しの注意点
・ペットボトル本体は資源ごみＢへ（プラスチックごみには入れない）。集積所に出せない場合や
　汚れているものは「もやせないごみ」へ。　・袋を二重にして出さない。

 

 

 

もやせないごみ
例：台所用スポンジ、ストロー、

　ビニールシートなど

 

 

プラスチックごみ

 

 

 

もやせるごみ
※できるかぎり汚れを落として

プラスチックごみへ 

「汚れが落ちない」または「落とし
にくい」プラスチック製容器包装

現在のもやせないごみのうち、
プラスチック製容器包装

例：プラマークが付いている硬い
プラスチック製容器包装、プラ
スチック製のふた・キャップなど 

現在のプラスチックごみのうち、
プラスチック製容器包装以外



●西部体育館 371-1476

相
　
談 

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

ス
ポ
ー
ツ 

図
書
館 

●県営鈴鹿 
　スポーツガーデン 

庭球場 372-2285

4月の休業日　12日（月） 

月曜日、20日（火）、30日（金）　●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月の休館日　12日（月）、26日（月） 4月の休館日　12日（月）、26日（月） 
※道場は、履物(靴、スリッパなど)を履いて入場できません。 

●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

4
April

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
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）　3日、11日、17日14時30分～15時、（※1）23日10時～10時20分・11時～11時20分、24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 

建築指導課 

鈴鹿亀山消費生活センター 

382-9004　 382-7660  

 

 

 

 

382-9058 

381-3113　 381-3119 

381-3118 

383-7830　 383-7867   

 

382-9140　 382-7607 

 

372-3338　 372-3303 

382-9401　 382-9455 

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 

◎外国人のための行政書士相談 

女性のための電話と面接相談 
 

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 

年金事務所出張相談 

◎建築士による住まいの相談 

消費生活相談 

月～金曜日 

2・9・23・30日 

6日 

19日 

16日 

8日 

2・9・16・23・30日 

13・27日 

月～金曜日 

月～金曜日 

月～金曜日 

月～金曜日 

火～土曜日 

14・28日 

毎月第３木曜日 

月～金曜日 

 

市民対話課 
 

 

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 

建築指導課 

鈴鹿農協平田駅前支店2階 

8：30～17：15 

10：00～15：00 

13：00～16：00 

10：00～15：00 

10：00～15：00 

10：00～12：00 

10：00～16：00 

13：00～17：00 

9：00～17：00 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

8：30～17：15 

8：30～17：00 

10：00～15：00 

9：00～16：00 

9：00～16：00

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 

13：00～21：00 

13：00～17：00 

18：00～21：00 

18：00～21：00 

13：00～21：00 

9：00～21：00 

9：00～12：00 

18：00～21：00 

13：00～17：00 

13：00～21：00 

9：00～21：00 

18：00～21：00 

9：00～21：00 

9：00～17：00 

13：00～21：00 

13：00～17：00 

9：00～12：00 

15：00～21：00 

15：00～17：00 

18：00～21：00 

 

 

9：00～21：00 

9：00～21：00 

 

9：00～21：00 
 

9：00～17：00 

9：00～17：00 

9：00～21：00

5～7・13・14・21・27・28日 

8日 

11・23・25・30日 

18日 

19日 

20日 

5・19日 

7・8・10・11・18・21・22・24日 

9・16・23日 

15・30日 

29日 

5・19・25日 

6・13・20・27・28日 

7日 

14日 

21日 

6・14・28日 

9日 

16・23・30日 

29日 

 

 

1～24・26～30日 

1～4・6～11・13～18・20～24・ 

27～30日 

1・5～8・13～15・19～22・27～ 

29日 

12・26日 

2日 

3～5・9～12・16～19・23・24・26・30日 

4月

4月

4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 

 

1日㈭

2日㈮

22日㈭

23日㈮

8日㈭

9日㈮

27日㈫

28日㈬

21日㈬

15日㈭

14日㈬

16日㈮

7日㈬

第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

◎印は、予約制（総合相談の、行政相談委員は予約がいりません） 

112010・3・20

※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。 
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。 

(※1)23日(金)は、乳幼児対象のおはなしか
い「よみきかせやさんの日」です。 

(※2)都合により巡回曜日を変更しています。 

補助制度 補助制度 

(※2)

(※2)

(※2)

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

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

昭和の日

9：00～21：00 

9：00～12：00 

18：00～21：00 

18：00～21：00 

9：00～17：00 

13：00～21：00 

13：00～17：00 

 

9：00～21：00 

9：00～17：00 

9：00～12：00 

18：00～21：00 

9：00～12：00 

18：00～21：00 

 

9：00～21：00 

13：00～17：00 

13：00～21：00 

9：00～17：00 

18：00～21：00 

 

9：00～21：00

1～3・6・9・10・13・16・18・20・23・27・30日 

4日 
 

5・11・19日 

7・8・14・15・17・21・22・24・28日 

25日 

29日 

 

1・4～8・15・18～20・22・25日 

2・9・13・14・16・21・23・27・28・30日 

3・29日 
 

10・17・24日 

11日 

 

1・2・4・5・9・11・13・16・18～20・23・27・29・30日 

3・17・24日 

6・7・10・14・21・28日 

8・15・22日 

25日 

 

1～11・13～25・27～30日 

 



2010

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／指定就労継続支援事業所　第２八野ワークセンター 印刷係 

1312
3 20

059‐340‐8810

幼 稚 園 幼 稚 園 

ナ ビ ナ ビ ナ ビ 

059‐375‐4381

広報すずか　2010年3月20日号 

火 災  件　数/6件、うち建物2件（17件、3件減） 救 急  出動数/565件（1,220件、64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/203,592人（－238人） 男性/102,179人（－167人） 女性/101,413人（－71人） 世帯数/80,658世帯（－78世帯） 

事故数/563件、うち人身事故87件（1,086件、1件増） 死者数/1人（3人、増減なし） 傷者数/123人（237人、66人減） 

当幼稚園は、昭和54年に井田川小学

校内の一教室に併設され、昭和56年に

井田川幼稚園新校舎に移りました。鈴鹿

市の西部、亀山市に隣接する位置にあり、

自然豊かな環境に恵まれ、近くには川や

畑がたくさんあます。 

また、小学校と隣接していて、運動会

などの縦割り班活動や児童集会、集団下

校にも参加しています。たくさんの行事

を小学校のお兄さんやお姉さんと一緒に

経験するうちに、仲良くなり、小学校生

活にあこがれや期待を膨らませています。 

未就園児との「なかよし会」では、民

生委員さんや地域の方々からサツマイモ

の苗の植え方を教えていただいたり、収

穫のときには焼き芋大会を計画していた

だいて、ホクホクのおいしい焼き芋を未

就園児の子どもたちと一緒にいただいて

います。子どもたちは、民生委員さんや

未就園児の子どもたちが来てくれること

をとても楽しみにしています。 

地域の方々の温かい愛情を感じながら、

小学生や未就園児とのかかわりを大切に

し、自分らしさを発揮して、友だちと充

実感や満足感が味わえるような園づくり

を行っています。 

 

井田川幼稚園 
〒513-0006　和泉町814番地 

378-8448 i d a g a w a - k @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

10CNSCNS 12アナログ 地上デジタル 
ラジオ広報すずか 

○月〜金曜日　8時30分～8時35分
『鈴鹿市からのお知らせ』 

○土曜日　17時55分～18時 
　『鈴鹿市からのお知らせ 
　　(ポルトガル語版)』 

○3月21日㈰〜31日㈬『ベルディ便り』⋯新しいプラスチックごみの分別方法、健康情報、くらしの情報 
　月〜土曜日⋯10時15分、12時45分、17時45分、19時45分、23時15分からの各15分 
　日曜日⋯9時45分、11時45分、15時45分、18時45分、21時45分からの各15分 
○4月1日㈭〜10日㈯『ベルディ便り』⋯平成22年度施政方針 
○4月11日㈰〜20日㈫『ベルディ便り』⋯清掃情報、くらしの情報 
　月〜金曜日⋯10時15分、12時45分、17時45分、19時45分、23時15分からの各10分 
　土・日曜日⋯11時45分、14時45分（日曜日のみ）、21時45分、24時30分からの各10分 

くらしの情報 


