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子育てトーク(発達)の
参加者を募集します

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

市議会をテレビ中継します
議事課　 382-7600　  382-4876

　 giji@city.suzuka.lg.jp

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

納税の休日・夜間窓口を
開設します

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室

市政への提言

乳幼児医療について

健康館

検診・教室・相談・予防接種

環境館

第25回クリーンシティＳＵＺＵＫＡ

幼稚園ナビ

深伊沢幼稚園

スポーツ・図書館・相談 
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対　象　発達に障がいのある

子どもを持つ保護者(原則と

して、1年間を通じて参加でき

る方)

と　き　5月26日、6月23日、7月

7日、9月15日、10月20日、11月

10日、12月8日、平成23年1月

19日、2月9日の各水曜日　

10時〜12時

ところ　市役所西館2階2421

会議室

内　容　発達に障がいのある

子どもを持つ保護者の話し合

いとグループ相談

助言者　髙﨑順子(教育研究所

専門相談員、臨床心理士)

定　員　15人程度

参加料　無料

申込み　6月18日㈮までに、電話

で教育研究所へ

　6月定例会での一般質問を、

ケーブルネット鈴鹿122chで

生放送します。

と　き　6月10日㈭、11日㈮、

　14日㈪、15日㈫　10時から

　当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営

委員会、特別委員会および全員

協議会は傍聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議

会のホームページに掲載します

が、日時が変更になる場合があり

ますので、傍聴する場合は事前に

議会事務局へご確認ください。

◆休日窓口

と　き　5月30日㈰　9時〜16時

30分

◆夜間窓口

と　き　5月28日㈮、31日㈪

　17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市役

所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、

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。
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◆人権擁護委員(敬称略)

　一見靖子(岸岡町)、岸勝驥

(八野町)、嶋かをり(柳町)、

松永紀美子(稲生西三丁目)、

林正樹(高岡町)、益川博光

(五祝町)、中尾征郎(小田町)、

髙野栄子(小岐須町)、山尾教

雄(江島町)、小川由美子(中

瀬古町)、神﨑佳代子(若松北

一丁目)、濵野勇夫(加佐登四

丁目)

　国民健康保険に加入中で、

確定申告書、市県民税申告書

を提出していない方や年末調

整が未済であるなどの理由で

前年中の所得金額が不明な方

に、｢国民健康保険のための

平成22年度所得申告書｣を送

付します。6月11日㈮までに

保険年金課または地区市民セ

ンターへ提出してください。

　65歳未満で平成21年3月31

日以降に解雇など、会社の都

合で離職し、雇用保険の失業

等給付を受給している方また

は受給していた方で、雇用保

険受給資格者証の離職理由が

下記の数字の場合は、申告す

ることで国民健康保険税が軽

減される場合があります。

　申告手続きについては保

険年金課へ、雇用保険受給

資格者証については公共

職業安定所(ハローワーク)

(　382-8609)へお問い合わせ

ください。

離職理由　11、12、21、22、

23、31、32、33、34

申告に必要なもの　雇用保険

受給資格者証

　国民健康保険税を口座振替

でお支払いいただいている世

帯の口座名義人が、国民健康

保険からその他の社会保険に

変更になった場合などは、口

座名義人の変更または廃止の

手続きがないと、引き続き同

じ口座から振り替えさせてい

ただくことになりますので、

ご確認ください。

※口座振替変更などの手続きについて

詳しくは、納税課(　 382-7831)

　へお問い合わせください。

　野生鳥獣は｢鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律｣

により、原則として捕獲が禁

止されていますが、狩猟免許

の所持など一定の要件を満た

す場合に、捕獲許可または狩

猟登録を受けて野生鳥獣を捕

獲することができます。

　　

と　き　5月25日㈫　14時20分

〜17時

ところ　白子中学校

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日13時50分から14

時10分まで、会場で受け付

けます。

　人権擁護委員法が施行され

た6月1日を｢人権擁護委員の

日｣と定め、人権思想の普及、

高揚に努めています。市内で

は、市長が推薦し、法務大臣

が委嘱した人権擁護委員が、

人権相談、啓発活動、人権救

済などで活躍しています。

　隣近所のもめごと、家庭内

の問題、いじめや体罰、職場

でのセクハラなどでお悩みの

方は、人権擁護委員や相談所

へご相談ください。相談は無

料で、秘密は守られます。

◆特設人権相談

と　き　6月1日㈫　10時〜15

時

ところ　社会福祉センター

※詳しくは、津地方法務局人権擁

護課(　 059-228-4193)へお問い

合わせください。

※広報すずか毎月20日号に相談日

を掲載しています。

人ＫＥＮあゆみちゃん人ＫＥＮまもる君

人権イメージキャラクター 
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指導課　  382-9028　  383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

第5回鈴鹿市教育振興
基本計画策定委員会が

傍聴できます

｢人権擁護委員の日｣に
特設相談所を開設します
人権政策課　  382-9011　  382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

非自発的理由による離職は
国民健康保険税が

軽減される場合があります

狩猟免許試験を行います
農林水産課　  382-9017  　382-7610

norin@city.suzuka.lg.jp

｢国民健康保険のための
平成22年度所得申告書｣の

提出を
保険年金課　  382-7605　  382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

国民健康保険税の
口座名義人のご確認を

保険年金課　  382-7605  　382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

保険年金課　  382-7605  　382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp



○第1回試験(7月8日㈭)　

ところ　三重県総合文化センター

申込み　6月28日㈪まで

○第2回試験(7月24日㈯)　

ところ　三重県伊賀庁舎(伊

賀市四十九町2802)

申込み　7月14日㈬まで

○第3回試験(8月8日㈰)　

ところ　三重県吉田山会館

申込み　7月29日㈭まで

※時間はいずれも9時30分から17

時までです。

免許の種類　網猟免許、わな

猟免許、第1種銃猟免許、

第2種銃猟免許

試験科目　知識試験、適性試

験、技能試験

提出書類　狩猟免許申請書、

狩猟免許試験受験票、医師

の診断書など、住民票抄本

受験手数料　初心者5,200円、

一部免除者3,900円

問合せ　三重県四日市農林商

工環境事務所森林・林業室

(　352-0656)、三重県環境

森林部自然環境室( 059-

224-2578)

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯(部屋は3階から5階)

○ハイツ旭が丘(中旭が丘

三・四丁目)　中層耐火造

4・5階　5戸　1万6,300円〜

3万5,700円

○桜島団地(桜島町五丁目)　

中層耐火造4階　5戸　1万

4,600円〜3万800円

○高岡山杜の郷(高岡台四丁

目)　中層耐火造3階　2戸

　2万1,700円〜4万3,100円

※一般世帯の部屋には、高齢者・

身体障がい者世帯は申し込み

できません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

○ハイツ旭が丘(中旭が丘四

丁目)　中層耐火造5階　2

階に2戸　1万6,700円〜3万

4,200円

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)

中層耐火造3階　1階に1戸　

2万800円〜4万900円

※家賃は入居者の世帯所得を基準

に、毎年算定します。

申込資格　下記のいずれにも

該当する方

1.市内に在住または勤務して

いる方

2.同居する親族(婚約者を含

む)がいる方

3.現に住宅に困っている方

4.市税の滞納がない方

5.公営住宅法に定める基準以

下の収入の方

6.暴力団員でない方

　高齢者世帯については、上

記をすべて満たして、さらに

下記の要件に該当する方

○入居者全員が満6 0歳以

上、または満60歳以上と

18歳未満の方で構成され

た世帯

　身体障がい者世帯について

は、上記の1、3～6をすべて

満たして、さらに下記の要件

に該当する方

○1級から4級までの身体障が

い者手帳所持者のいる世帯

申込み　5月20日㈭から6月2

日㈬(土・日曜日を除く8時

30分から17時15分)に、所

定の申込書類に必要書類を

添えて直接住宅課へ

※案内と申込書類は、5月20日から

配布します。

選考方法　応募多数の場合

は、7月下旬ごろに抽選で

決定します。

入居時期　8月上旬(予定)

※障がい者世帯、母子世帯など優

先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

なお、募集戸数は4月30日(金)現

在の戸数であり、抽選会まで入

居可能となる部屋についても、

抽選対象とします。

　労働保険(労災保険、雇用

保険)の平成21年度確定保険

料と平成22年度概算保険料の

申告・納付期間は、6月1日㈫

から7月12日㈪までです。今

回、事業主を対象に労働保険

年度更新の集合受付会を開催

します。

と　き　7月8日㈭、9日㈮、

12日㈪　9時～16時

ところ　鈴鹿商工会議所

※申告書の記載について分からな

い場合は、概算・確定労働保険

料/一般拠出金申告書、作成し

た平成21年度分の賃金集計表

　　(一括有期事業のうち建設の事

業については、請負金額、工事

期間などが確認できる工事台

帳など)、事業主印鑑(法人の場

合は代表者の印鑑)を持ってお

越しください。

問合せ　三重県労働局総務部

労 働 保 険 徴 収 室 ( 　

059-226-2100)　　　

32010・5・20

市営住宅の入居者を
募集します

住宅課  　382-7616　   382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

労働保険年度更新集合
受付会を行います

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

電 話 電子メール ホームページ ファクス 



内　容　発掘調査現場の一般

公開　

参加料　無料

申込み　当日現地に時間まで

にお越しください。

※駐車場はありません(近鉄平田町

駅から徒歩約20分)。

　耐震改修やリフォームなど

に関するトラブルを防ぐため、

安心して住宅に関する疑問や

悩みなどを大工さんに相談で

きます。

と　き　6月11日㈮　10時～
16時

ところ　市役所本館1階市民

ロビー

内　容　耐震、介護改修、リ

フォーム、新築など住宅に

関すること

※法律関係の質問には対応できま

せん。

相談者　組合員(設計士、大

工)

相談料　無料

主　催　三重県建設労働組合

鈴鹿支部

※詳しくは、三重県建設労働組合

鈴鹿支部(   382-1521)へ

と　き　6月6日㈰　9時から

　(雨天時は6月13日㈰に延期)

集　合　鈴鹿ハンター弁天広場

内　容　A(健脚)コース(50㎞)、

B(チャレンジ)コース(30㎞)、

C(ファミリー)コース(18

㎞)　

※いずれも国府公民館で昼食、イモ

掘りを行います。イモは主催者が

弁天広場まで運びます。

参加料　AからCコースとも

2,000円(小学生以下1,200

円)　

※イモ、昼食、保険料を含みます。

主　催　鈴鹿市サイクリング

協会

申込み　5月31日㈪までに、

申込書に必要事項を記入の

上、参加料を添えてリンリ

ン健さん矢田(三日市南一

丁目5-22　　367-3191)また

はスポーツ課へ

※申込書は、上記申込先に備え付

けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴でお

願いします。

　子どもの発達や育児につい

て、参加者の皆さんと一緒に

学びあうセミナーです。

対　象　乳幼児を子育て中の

保護者

と　き　6月24日㈭　10時～
12時

ところ　市役所西館2階会議室

内　容　発達心理学に基づい

た講義で、今回は｢しつけ｣

について参加者の皆さんと

語らいます。

講　師　米田奈緒子さん(家

庭教育研究センターFACE)

定　員　20人

参加料　無料　

託　児　有り(要予約)

申込み　6月10日㈭までに、

　

　市の委託業者が自宅を訪問

してふとんを預かり、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

｢寝たきり｣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。対象者1人あた

り2枚までで、1週間から10

日間ほどお預かりします。

※毛布は対象外です。

※7月中に実施します。

費　用　無料

申込み　6月30日㈬までに、申

請書に必要事項を記入の上、

地域包括支援センターなどを

通じて長寿社会課へ

※地域包括支援センターの連絡先

など詳しくは、長寿社会課へ

※10月にも募集します。

と　き　5月22日㈯　10時か

ら(少雨決行)

ところ　平田遺跡(平田本町一

丁目、平田送水場敷地内)

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

考古博物館  　374-1994　  374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

防災安全課　  382-9968  　382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

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

子育て支援センター   　・　  　372-3303  
   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp
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ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

平田遺跡(19次)発掘調査
現地説明会

住宅なんでも相談会

鈴鹿市エコサイクリング
交流会

子育て支援セミナー



　電話またはファクスで子

育て支援センター｢りんり

ん｣へ

対　象　小学4年生から中学生

の男女

と　き　6月27日㈰　8時集

合(雨天時は7月4日㈰に延

期)

ところ　武道館相撲場

内　容　個人戦(学年別)、団

体戦3人(原則として4〜6

年生の各1人とし、低学年

が高学年の枠に出場でき

ます)

※個人戦と団体戦を兼ねて出場で

きます。

※開会式後、相撲教室を開催します

(まわしを無料で貸し出します。初

心者大歓迎です)。

※個人と団体戦の1位から3位まで

を表彰します。

参加料　無料

申込み　6月21日㈪までに、

スポーツ課へ

　鈴鹿市男女共同参画センタ

ー(ジェフリーすずか)、三重

県男女共同参画センター、四日

市市男女共同参画センター、

名張市男女共同参画センター

の4センターと津市、伊勢市、

桑名市、尾鷲市、亀山市、志

摩市、伊賀市、御浜町の8市

町が連携して、県内各地で映

画祭を開催します。

◆鈴鹿市での上映

と　き　6月13日㈰　13時30

分～15時50分(13時開場)

ところ　鈴鹿市ふれあいセン

ターふれあいホール

内　容　映画｢60歳のラブレ

ター｣(3組の男女の人生を

丹念に描くことにより、あ

なたのパートナーとどう歩

んでいくかを問いかけま

す。中村雅俊さん、原田美

枝子さんほか出演)

定　員　190人

入場料　無料

託　児　10人程度(0歳から9

歳まで、先着順、無料、6

月6日㈰までに申し込み)

申込み　事前に、ジェフリー

すずかで整理券を受け取っ

てください。

　本市では、地域を問わず広

く社会の公益に寄与すること

が期待できる自主的、自発的

な非営利の市民活動を行う団

体に対して、事業費の一部を

補助しています。今回、申請

団体によるプレゼンテーショ

ン審査を行います。

と　き　6月6日㈰　13時から

(開始時間は、申請団体数

により変動する場合があり

ます)

ところ　市役所本館12階1203

会議室

申込み　当日会場で受け付け

ます。

　三重県テレビ受信者支援セ

ンター(デジサポ三重)では、

地上デジタル放送に関する受

信相談会を開催します。地デ

ジの準備にあたり、｢デジタル

放送を見るには何が必要か｣、

｢テレビを買ったのにデジタル

放送を受信できない｣など、

地デジについてお気軽にご相

談ください。なお、平成23年

7月24日までにアナログ放送

は終了し、アナログテレビだ

けではデジタル放送は視聴で

きませんので、早目の準備を

お願いします。

と　き　5月31日㈪～6月4

日㈮　9時30分～16時30分

ところ　市役所本館1階市民

ロビー

問合せ　総務省三重県テレビ

受信者支援センター(デジ

サポ三重)(　059-213-1030)

対　象　小・中学生

と　き　6月12日から8月28日

の各土曜日(7月3日、8月7日

を除く全10回)　14時～16時

ところ　武道館第5道場

参加料　3,100円(スポーツ保

険を含む)

申込み　6月10日㈭までに、参

加料を添えて武道館へ

(C)2009「60歳のラブレター」フィルムパートナーズ

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

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

地域課　  382-8695  　382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

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

武道館　  388-0622  　388-0940

52010・5・20

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

第19回鈴鹿市少年相撲大会

三重県男女共同参画
連携映画祭2010

市民活動団体支援補助金
公開審査会

｢地上デジタル放送｣
受信相談会

平成22年度鈴鹿市相撲教室
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定　員　30人(2才以上の託児

あり、要予約)

受講料　無料

申込み　鈴鹿市ファミリー・

サポート・センター(委託

先：特定非営利活動法人こ

どもサポート鈴鹿　・   

　 381-1171)へ

　市民の皆さんに本市の自然

環境への興味を深めていただ

くため、昨年度から｢鈴鹿自

然大学｣を開催しています。

と　き　6月12日㈯　13時30

分～15時30分

ところ　市役所本館12階1203

会議室

内　容　散歩道でみられる身

近な生き物についての講座

講　師　鈴木慎一さん(日本

貝類学会会員)

参加料　無料

申込み　6月11日㈮までに、

住所、氏名、電話番号、参

加人数を記入の上、はが

き、電話、ファクス、電子

メールで環境政策課へ

と　き　6月9日㈬　13時30分

～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第1回｢金閣寺と三島

由紀夫｣、｢キリストと遠藤

周作｣　

講　師　衣斐弘行さん、山中

悦子さん

定　員　80人

受講料　1,000円(当日支払い)

申込み　住所、氏名、電話

番号を記入の上、はが

き、ファクス、電子メー

ルで、〒513-0802　飯野寺

家町810鈴鹿市文化振興事

業団へ。当日会場でも受

け付けます。

※全6回シリーズで、第2回から第6

回までを、7月から11月までの第

2水曜日に開催します。今回、全6

回分の受講を一括して申し込め

ます(受講料割引あり)。各回のテ

ーマなど詳しくは、鈴鹿市文化振

興事業団へ

対　象　平成22年9月14日ま

で有効の狩猟免許を持ち

(平成19年度に狩猟免許を受

けた方または更新した方)、

狩猟免許の更新を受けようと

する方

と　き　6月18日㈮

ところ　三重県四日市庁舎

(四日市市新正4-21-5)　　

内　容　講習、適性検査

提出書類　狩猟免許更新申請

書、狩猟免許更新講習及び

適性検査受検票、医師の診

断書など

手数料　更新を申請する免許

1種類につき、2,800円分の

三重県収入証紙を狩猟免許

更新申請書にはり付けてく

ださい。

申込み　6月11日㈮までに、

三重県四日市農林商工環境

事務所へ

　ファミリー・サポート・セ

ンターは、子育てを助けてほ

しい方(依頼会員)の要望に応

じて、子育てのお手伝いがで

きる方(提供会員)を紹介し、

相互の信頼と了解の上、一時

的にお子さんを預かる会員組

織(有償ボランティア)です。

　今回、一時的にお子さんを

預かったり、学校、保育所、

幼稚園などの送り迎えをする

提供会員になっていただくた

めの養成講座を行います。受

講していただいた方は、提供

会員として登録していただき

ます。

対　象　市内在住の方(資

格、年齢は問いません)

とき・内容　

○6月11日㈮　10時～11時30

分　子どもの発達と心、12

時30分～14時　提供会員の

役割と心得、14時～15時30

分　子どもの栄養

○6月22日㈫　10時～10時45

分　子育て支援事業の必要

性、10時45分～12時15分

　親を支える気持ち、13時15

分～15時　子どもの心に寄

り添う

○7月1日㈭　10時～11時30分

子どもの病気、12時30分～
13時20分　登録について、

13時30分～15時30分　安全

と対応

ところ　ジェフリーすずか

第5回鈴鹿自然大学
｢散歩道でみられる
身近な生き物｣

鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター事業
提供会員養成講座

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

環境政策課　  382-7954  　382-2214
　  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市民大学文芸学科
心の時代における
｢宗教と文学｣

(財)鈴鹿市文化振興事業団
 　384-7000　  384-7755
     since-97@s-bunka.net

狩猟免許更新講習・
適性検査

農林水産課　  382-9017  　382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp
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問合せ　三重県四日市農林商

工環境事務所森林・林業室

(　352-0656)、三重県環境

森 林 部 自 然 環 境 室 ( 　

059-224-2578)

申込み　5月27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　6月8日㈫と9日㈬

○ワード応用　6月19日㈯と

20日㈰

○エクセル基礎　6月12日㈯

と13日㈰

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　6月12日㈯と13日㈰

○ワード基礎　6月8日㈫と9

日㈬

○エクセル応用　6月19日㈯

と20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)

申込み　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター( 387-1900

    http://www.mecha.ne.jp/~

  suzukatc)

※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。

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　6月24日㈭、25日㈮

　8時30分～17時

受講料　1万円(別途教材費

600円必要)

◆ガス溶接技能講習

と　き　6月29日㈫、30日㈬

　8時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

700円必要)

◆Excel中級(マクロ、VBA)

と　き　7月5日㈪、7日㈬、9

日㈮、12日㈪、14日㈬、16

日㈮　18時～21時　　

受講料　6,000円

◆玉掛技能講習

と　き　学科：7月5日㈪、6

日㈫　実技：7月7日㈬から

9日㈮の間で選択受講　9時

～17時

受講料　1万円(別途教材費

1,500円必要)

◆外国人向けガス溶接技能講習

対　象　18歳以上で日本語で

日常会話が可能な方

と　き　7月13日㈫～15日㈭

8時30分～17時　

定　員　20人

受講料　8,000円(別途教材費

700円必要)

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が付きます。また、ハローワーク

カードをお持ちの方は、窓口で提

示をお願いします。

　　亀山市では、乳幼児医療の助成の対象を

中学校卒業までに拡大することで、子育てのし

やすいまちになっています。鈴鹿市も、子どもを

育てる親のためのまちになってほしいと思います。

　　乳幼児医療の助成は、三重県内の各市町

が、小学校就学前までを対象に県から2分の1

の補助を受けて実施しています。その中で、亀

山市では、平成21年10月から対象を中学校卒

業までに拡大しています。

　本市でも、平成21年9月から小学校就学児童の

入院を助成対象に拡大しました。この市町独自の

拡大分は、全額を市費で負担となり、多額の経費

を必要としますので、三重県へ助成対象拡大の要

請などを含め、検討していきたいと考えています。

保険年金課　  382-7627  　382-9455  　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp「乳幼児医療について」

　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。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

パソコン講座
市政情報課  　382-9003　  382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(6・7月)

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

 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
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相 　 　 談  と　　き 申　込　み 定 員 備　　　　　考 ところ

̶ ̶ 

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

4人
程度

50人

※妊娠中の方や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。

※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。

40歳以上の方

40歳以上の方

○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（乳がん検診、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。

○肺がん、胃がんの検診結果は約1カ月後に郵送します。

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　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　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。 

保健センター

保健センター

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。 

保健
センター

保健
センター

保健
センター（育児相談・栄養相談）

100人

1,000円各40人

各医療機関
100人

肺がん

胃がん
（バリウムによる） 

7月20日㈫
9時〜11時

6月11日㈮、
7月28日㈬
9時〜11時

6月17日㈭
13時30分〜15時

7月16日㈮
13時〜14時30分

6月25日㈮
9時30分〜11時

すくすく広場

医師による市民
健康相談

レントゲン撮影 200円
たんの検査 600円

受付中
※定員になり次第締切り

受付中
※定員になり次第締切り

検 診 ／ 対 象  

7月1日㈭〜
11月30日㈫の

期間中

鈴鹿回生病院・
塩川病院

（マンモグラフィによる）
乳がん

1,900円
40歳以上の女性 

■市内医療機関実施（※市の集団検診と重複して受診できません）

<乳がん申込み>

6月22日㈫〜9月30日㈭
(往復はがきのみ、必着)
※定員になり次第締切り

　平成18年以前、麻しん・風しんの予防接種は、生涯で1回接種とされていましたが、麻しんの発病を確

実に防ぐためには、現在では2回の予防接種が必要とされています。今年度の無料接種対象者は、2期

（就学前1年間の者：平成16年4月2日〜平成17年4月1日生まれ）、3期（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（高校3年生相当：平成4年4月2日〜平成5年4月1日生まれ）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。詳しくは、健康づくり課へ

5月20日㈭〜31㈪
※定員になり次第締切り

5月21日㈮から
※定員になり次第締切り

市川澄子　医師（皮膚科）
「皮膚のかゆみ・アトピー・湿疹」

梶川博之　医師（神経内科）
「脳卒中の予防について」

市民公開健康相談
（医師による講演会と質疑応答）

と　　き と  こ  ろ 定　員 費 用 申 込 み  

※往復はがきの往信面の裏面へ、氏名（ふりがな）、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、「乳がん検診受診希望」と記入の上、希望の病院へ

（あて先）鈴鹿回生病院：〒513-8505　国府町112　鈴鹿回生病院　健康管理センター「乳がん検診」担当　
　　　　塩川病院：〒513-0844　平田1-3-7　塩川病院　健康管理部「乳がん検診」担当
※申込み後、病院から検診日を指定したはがきが返信されます。

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、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、胸部

　リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施行されている方は受診できません。 

  問合せ　鈴鹿回生病院　健康管理センター（　375-1300　  375-1352）
　　　　　塩川病院　健康管理部（　378-1417　  370-4656）

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について予防接種予防接種
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　　　平成22年4月から妊婦健康診査(助成券)の公費助成が拡大され、検査項目が一部変更、

追加になりました。平成22年3月31日までに母子保健のしおりを交付された方で、県内の医療

機関を受診されるときは、医療機関で母子保健のしおりの変更分を交換します。県外の医療機

関を受診されるときは、健康づくり課へお問い合わせください。

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

※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。 

と　き

ところ
○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

骨粗しょう症予防会以外の申込みは、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。

5月25日㈫から

5月24日㈪から

5月31日㈪から

5月26日㈬から
※定員になり次第締切り

5月25日㈫から

プレパパ・ママコース

教 室 ／ 対 象  内 　 　 容  定 員 費 用  と 　 　 き  

保健
センター

30組 無料

保健
センター

30組 無料

保健
センター

30人 無料

受付中
※定員になり次第締切り

保健
センター

25人 1，000円
教材費

保健
センター

20組 無料

保健
センター

20人 材料費

申込み（電話予約制）ところ

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

6月7日㈪10時〜11時30分、
7月11日㈰9時30分〜11時30分
か13時30分〜15時30分

7月2日㈮
9時45分〜12時45分

6月4日㈮
10時〜11時30分

6月17日㈭
10時〜11時30分

7月5日㈪、21日㈬、8月
12日㈭、24日㈫の全4回

10時〜11時30分

6月23日㈬、7月21日㈬、
8月4日㈬、9月9日㈭の全4回
9時30分〜11時30分（7月21日
のみ13時30分〜15時30分）

お産のイメージとリラックス
法、母子保健制度の紹介、
沐浴体験、妊婦体験など

5カ月から8カ月ごろの離乳食
の進め方、試食、栄養相談

介護予防に取り組む
ための知識や実践

方法の学習

女性のための健康づ
くりの講話、リフレッ
シュ方法の体験

虫歯予防の話、ブラッシング
指導、食事の講話、個別相談

元気な赤ちゃんを産むた
めのバランス食、調理実習

妊娠５カ月から８カ月の方
とその夫で初参加の方

ぴんしゃん教室
～達人コース～
65歳以上

保健
センター

午前40人
午後50人

無料

教 室 ／ 対 象  定 員 費 用  と  き 申    込    みところ

7月26日㈪、
27日㈫

9時30分〜
11時30分、
13時〜16時

骨粗しょう症予防会
20歳以上で過去
3年間に骨密度測定
を受けてない方

リフレッシュセミナー
～女性のための健康講座～
30歳～64歳の女性

平成21年12月～平成22年2月生
まれの乳児をもつ初参加の方

マタニティクッキングコース
妊娠中で初参加の方

離乳食コース

2歳児とその保護者
虫歯予防コース

※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。

5月20日㈭から6月2日㈬（消印有効）に、往信面の裏
面へ希望測定日（午前・午後も）、氏名（ふりがな）、
生年月日、郵便番号、住所、電話番号を記入の上、
往復はがきで、〒513-0809 鈴鹿市西条5-118-3
健康づくり課「骨粗しょう症予防会担当」へ

※定員を超えた場合は抽選。結果は6月下旬に郵送します。

 

　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

更希望は、健康づくり課へ

6 月 の  献 血 日 程

三重県鈴鹿庁舎

6月15日㈫　11時10分〜12時

■すくすくファミリー教室



廃 棄 物 対 策 課   382-76 0 9    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

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

クリーンシティＳＵＺＵＫＡが開催されます

と  き

内  容

クリーンシティSUZUKAルート

参加者の皆さんへ

ごみ分別

Ｑ Ａ＆

 

 

　今回で最終回の「クリーンシティＳＵＺＵＫＡ」。初夏の日差しの中、
ごみを拾ってすがすがしい気持ちになりませんか。きれいなまち、住み
よい環境を維持するためにも、皆さんの参加をお願いします。

6月6日㈰　9時〜10時（雨天時は13日㈰に延期）
※雨天時の確認は、当日 7時以降に、クリーンシティSUZUKA 本部（市役所内　　 382-7609）へ

　だれでも参加でき、自宅から小学校までの通学路などに落ちている空き缶やごみなどを集めなが

ら、小学校へ移動します。集めたごみは、各小学校で分別回収します。

　今年で25回目となるクリーンシティＳＵＺＵＫＡは、同実行委員会のメ

ンバーを中心に、ボランティア清掃活動が市内へ広がっていくことをめ

ざして活動してきました。

　現在では皆さんの環境への意識も高まり、市内各地でさまざまな団体

によるボランティア清掃が多数実施されるようになり、各地域の年間行

事としても定着してきました。

　このように、各地域でのボランティア清掃が広く行われてきたことから、

同実行委員会は、当初の目的を達成できたものと判断し、25回の節目となる

今年を最後に、クリーンシティＳＵＺＵＫＡを終了することになりました。

　最後のイベントですので、たくさんの方の参加をお願いします。

もやせないごみ。例外として服を買ったときに一緒に付いてくるハンガーで
プラマークが付いているものはプラスチックごみ。
A

家庭 職場 小学校

各自でごみを集め
ながら移動します

9時開始 持ち込みは10時まで

Ｑプラスチック製のハンガーは何ごみ？

○学校までのごみの持ち込みは10時までにお願いします。

○空き缶とその他のごみを分別して集めてください。

○お子さんは、保護者と一緒に行動してください。

○ごみ袋は、各自で用意してください。

○危険な場所や無理をして収集はしないでください。

10 2010・5・20

クリーンシティＳＵＺＵＫＡ実行委員会　  382-6288　 382-3550問合せ
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●西部体育館 

相  談  名  と    き  と  こ  ろ  問 い 合 わ せ  

 
庭球場

6月の休業日 7日（月） 

5・13・19日14時30分～15時、26日10時30分～11時　1階親子コーナー
●開館時間 9時～19時　土・日曜日は9時～17時月曜日、15日（火）、30日（水）

水泳場
http://www.garden.suzuka.mie.jp

6月の休館日 14日（月）、28日（月） 6月の休館日 14日（月）、28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 

●配本／ふれあいライブラリー

●市武道館 

●休館日 
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ） 
 

 

一般相談 月～金曜日 

 
 

 

 
 

卓   球 

バレーボール 

バスケットボール 

バドミントン 

インディアカ・
ソフトバレー 

卓   球 

バレーボール 

バスケットボール 

バドミントン 

13:00～21:00 
13:00～17:00 
9:00～21:00 
13:00～21:00 
18:00～21:00 
13:00～17:00 

13:00～21:00 
9:00～12:00 

9:00～17:00 
9:00～21:00 
9:00～17:00 
18:00～21:00 
13:00～17:00 
15:00～17:00 
18:00～21:00 
9:00～12:00 

 
 9:00～17:00 

9:00～21:00 
18:00～21:00 
9:00～12:00 
9:00～17:00 
9:00～21:00 
18:00～21:00 
9:00～12:00 
9:00～17:00 
9:00～21:00 

9:00～21:00 
18:00～21:00 
9:00～17:00 
9:00～12:00 

9:00～12:00

2・7～9・15・16・18・29・30日 
3・10・24日 

1・4・8・11・15・18・22・25・27・29日 
2・3・5・9・10・12・16・17・19・23・24・26・30日 
6日 
7・21日 
13日 

20日 

1・3・7・10・15・17・21・24・29日 
2・4・8・9・11・16・18・22・23・25・30日 
5・12・19日 
6日 
13・20・27日 

2・6・9・12・16・23・30日 
3・10・17・24日
13・20日
19・26日

1～11・13・15～18・20～25・29・30日

12・19・26日

27日

1・4・7・8・11・15・18・21・22・25・27・29日 

26日 

1・23日 
21・22日 

4・11・25日 

10・17日 

1・8・15・29日 
2・9・22日 
7・21日 
16・23・30日
4・11・25日
6・13・17・20日
15・18・29・30日

1・12日

6・13・27日

1・12日

6・13・27日
19・26日
1・7・28日
2・3・8～10・15～17・21～24・29・30日
14日
4・7・11・18・21・25・28日
6・13・27日
12日
14・19・26日

2～4・8～11・15～18・22～25・29・30日

14・19・26日

2～4・7～11・15～18・21～25・28～30日

7・21日 

18日 

2・3・6・9・13・16・20・23・24・30日

 

 
 

 

16日（水）

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）

(※)都合により巡回曜日を変更しています。

9:00～21:00 
9:00～17:00 
13:00～21:00 
15:00～21:00 
18:00～21:00 
9:00～12:00 
18:00～21:00 

 
9:00～21:00 
9:00～17:00 
9:00～12:00 
13:00～21:00 
18:00～21:00 
9:00～12:00 
18:00～21:00 

 
9:00～21:00 
13:00～21:00 
9:00～17:00 
18:00～21:00 
13:00～17:00 

 
9:00～21:00 
9:00～12:00 
18:00～21:00 
18:00～21:00 

 

 

 

 

 

 

387-6006 388-0622

371-1476

372-2285

382-0347

372-2250●県営鈴鹿
　スポーツガーデン

庄内公民館
鈴峰公民館
椿公民館

10：45～11：30
13：30～14：15
14：45～15：30

 

10日（木）

11日（金）

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

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

 

 

 

3日（木）
24日（木）

4日（金）
25日（金）

9日（水）
※29日（火）

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

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

17日（木）
9：30～10：15
10：45～11：30
13：30～14：15
14：45～15：30

住吉公民館
国府公民館
庄野公民館
井田川公民館
 

18日（金）
9：30～10：15
10：45～11：30
13：30～14：15
14：45～15：30

石薬師公民館
加佐登公民館
深伊沢公民館
久間田公民館

◎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

人権相談

子ども教育相談                             

婦人相談

家庭児童相談

発達相談

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

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

4・11・25日
1日
21日
18日
10日

4・11・18・25日
8・22日
1日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

火～土曜日

9・23日
21日

毎月第３木曜日

月～金曜日

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
10：00～15：00
9：00～17：00
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：00
10：00～15：00
13：30～15：30
9：00～16：00
9：00～16：00

市民対話課　　　　　　
　　　　　　　　

市役所本館12階会議室

市民対話課

社会福祉センター

教育研究所

子育て支援センター（りんりん）

鈴鹿商工会議所

県鈴鹿庁舎1階相談室

建築指導課

鈴鹿農協平田駅前支店2階

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

女性のための電話相談

市民対話課　382-9004　 382-7660 
※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。公証人、土
　地家屋調査士による相談は、13時から15時です。

市民対話課
男女共同参画課
電話相談専用
人権政策課
教育研究所

子育て支援センター
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

382-9058
381-3113
381-3118
382-9011
383-7830 

372-3338   
382-9401
382-8673
382-9048
375-7611

子ども家庭支援室 382-9140      382-7607

381-3119

382-2214
383-7867

372-3303
382-9455

384-3938
370-2900

112010・5・20



  
    

火 災 救 急

交 通

月 ［4月30日現在］ 人口・世帯数 

4

○月〜金曜日

○土曜日

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z…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

…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

月〜金曜日
土・日曜日
○5月21日㈮〜31日㈪  『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○6月1日㈫〜10日㈭  『ベルディ便り』…鈴鹿の水産業
○6月11日㈮〜20日㈰  『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

広 報 す ず か 　 2 0 1 0 年 5 月 2 0 日 号  

 

8時30分〜8時35分
『鈴鹿市からのお知らせ』 

　17時55分〜18時 
　『鈴鹿市からのお知らせ 

件　数/8件、うち建物3件（30件、12件減） 

事故数/557件、うち人身事故108件（2,199件、2件減） 死者数/0人（4人、増減なし） 傷者数/144人（525人、57人減） 

人口/203,109人（+110人） 男性/101,831人（+58人） 女性/101,278人（+52人） 世帯数/80,672世帯（+148世帯） 

出動数/593件（2,385件、110件増） 

（　）内の数字は前月との比較です。 

（　）内の数字は1月からの累
計とその前年との比較です。 

(ポルトガル語版)』 

■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.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／有限会社 中村特殊印刷工業
　　　　　　　  059-386-0392　　  059-386-0393

　当園は、昭和52年4月に深伊沢小学校内の

一教室に併設され、昭和55年3月に新園舎に

移りました。鈴鹿の西北部に位置し、田畑が

多く、お茶の栽培やサツキ、庭木の生産が盛

んに行われるなど、豊かな自然に恵まれた田

園地帯です。

　近隣の椿・庄内幼稚園と交流し、互いの地

域に行き来してたくさんの友だちとかかわる

ことにより、豊かな感性を身につけることが

できます。

　また、隣接している小学校と縦割り班活動

や登下校などで交流し、さまざまな体験を通

すことで「やってみよう」、「挑戦してみよう」

という自信や意欲につながり、大きな刺激と

なっています。特に縦割り班活動での交流に

よって、より親近感を持ち、就学へのスムー

ズなステップとなっています。小学生に教え

てもらったり、やさしく声をかけてもらったり

することにより、相手にやさしくかかわって

いこうとする気持ちが芽生えています。この

ほかにも、地域の方に来ていただいて月1回

の絵本の読み聞かせやたこ作り、サツマイモ

掘りなどを体験して、楽しいひとときを過ご

しています。

　このようにいろいろな人々と「つながろう心

つなげよう未来へ」をテーマにふれあって、

刺激しあって、育ち合える幼児の育成をめざ

しています。

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。

深伊沢幼稚園
〒519-0323　伊船町1693-1

371-1198 f u k a i z a w a ̶k @ c i t y . s u z u k a . l g . j p


