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石垣池公園市民プールを
オープンします

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

と　き　7月1日㈭～8月31日㈫

　9時～17時

※7月26日(月)から30日(金)の午前

中、学童水泳記録会開催日(日程

未定)、荒天時は使用できません。

使用料　高校生以上200円、中

学生以下100円

※いずれも2時間以内の料金で、以

後1時間ごとに高校生以上100円、

中学生以下50円を加算します。

※小学生以下は保護者同伴でご利

用ください。また、飲食物の持ち

込みは禁止です。

問合せ　石垣池公園運動施設

管理室(　 383-9010)

バスの車内事故防止にご協力を
商業観光課　  382-9016　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　バス事故の約30％は、車内で

起きています。特に、バスの発進

時での事故の割合が高いほか、

65歳以上の高齢者が過半数を占

めているのが特徴です。車内事

故防止のため、バスに乗ったら発

進前に座り、走行中は席を立た

ないようにするとともに、必ずバ

スが完全に停止してから移動して

ください。また、立ってご利用い

ただく際も、つり革や握り棒に

しっかりとつかまってください。

　なお、三重県バス協会では、

7月に｢車内事故防止キャン

ペーン｣を実施して啓発に努

めますので、ご理解とご協力

をお願いします。

市の公共施設で
一斉ライトダウンを行います
環境政策課  　382-7954　  382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　7月7日の｢クールアースデー

(洞爺湖サミット開催記念日)｣

に、地球温暖化防止を目的に、

本市でも、19時から22時に市の

公共施設を一斉消灯します。

※緊急時、災害時、必須業務部署では、

一部実施しない施設もあります。
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できるのは、市と契約している医療

機関での検診または市が実施す

る集団検診となります。6月中旬

までに対象者に郵送で送付しま

すので、クーポン券が届かない場

合はご連絡ください。

山開き・海開きを行います
商業観光課　  382-9020　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

◆山開き式(鈴鹿山渓)

と　き　7月1日㈭　10時から

ところ　小岐須渓谷山の家

◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦海

水浴場)

と　き　7月2日㈮　9時30分

から

ところ　千代崎海水浴場

※海水浴場開設期間は、7月2日

(金)から8月22日(日)です。

6月23日から29日は
｢男女共同参画週間｣です
男女共同参画課　  381-3113　  381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　今年の標語は、｢話そう、働

こう、育てよう。いっしょに。｣

です。市では、この期間に合わ

せて、男女共同参画を分かり

やすく説明したパネルを展示

します。一人ひとりの取り組

みが男女共同参画社会の実現

につながります。この機会に、

男女共同参画の大切さについ

て考えてみませんか。

と　き　6月23日㈬～29日㈫

（26日㈯、27日㈰は10時から

17時）

ところ　市役所本館15階展望

ロビー

男女共同参画研修へ
参加しませんか

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

　男女共同参画について学習

する機会を提供するため、市

民自らが参加する研修費用の

一部を補助します。

対　象　市内在住、在勤で、後日

研修レポートを提出できる方

対象研修　日本女性会議、男

女共同参画宣言都市サミッ

ト、国立女性教育会館が行

う研修など

定　員　若干名

補助金額　研修参加費の2分

の1の額

申込み　7月31日㈯までに、申込

書を男女共同参画課へ

｢鈴鹿市女性人材リスト｣
登録者を募集します

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

　男女共同参画社会の実現に

向けて、より多くの女性に政

策方針決定の場に参画してい

ただくことを目的として鈴鹿

市女性人材リストを作成し、

市の審議会などの委員登用の

際に活用させていただきます。

自薦、他薦は問いません。

対　象　下記のすべてに該当

する方

○市内に在住、勤務する20歳

以上の女性

○市政に関心があり、地域の

発展に貢献できる方

○各分野に関心や専門知識、

　　

納税の休日・夜間窓口を
開設します

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

◆休日窓口

と　き　6月27日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　6月29日㈫、30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。

女性特有のがん検診
推進事業を行います

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

　平成22年度の国の施策によ

り、一定の年齢に達した女性

に対して、子宮頸がんと乳が

んに関する検診手帳、がん検

診無料クーポン券を送付して

がん検診の受診促進を図り、

がんの早期発見と正しい健康

意識の普及を図ります。

対　象　
○子宮頸がん検診　平成21年

4月2日から平成22年4月1日

の間に、20歳、25歳、30歳、35

歳、40歳になった女性

○乳がん検診(マンモグラ

フィー)　平成21年4月2日

から平成22年4月1日の間に、

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳

になった女性

※がん検診無料クーポン券が利用
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　技能がある方

申込み　鈴鹿市女性人材リス

ト登録票に必要事項を記入

の上、男女共同参画課へ

※リストに登録していただいても、

必ず委員をお願いするわけでは

なく、委員としてお願いする場合

は、改めて審議会の担当課から

依頼させていただきます。

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

下水管理課　  382-7636　  384-3938
　gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　下水道が普及すると、雑排

水の排除や便所の水洗化な

どにより、汚れた水や水路が

なくなり、蚊やハエなどの発

生を防いで伝染病を予防し、

清潔で快適な生活環境が確

保されます。また、家庭や工

場から流された汚水は処理

場できれいにされるため、海

や川がきれいになります。

○公共下水道が敷設され利用

できるようになると、家庭

からの汚水を公共下水道に

流すための｢排水設備｣を、

供用開始後1年以内に設置

しなければなりません。ま

た、くみ取り便所は、3年以

内に水洗便所に改造しなけ

ればなりません。

○排水設備工事を適正に施工

できるように、市では工事

店の指定を行っており、｢鈴

鹿市排水設備指定工事店｣

でないと下水道の排水設備

工事はできません。詳しく

は、市ホームページ(　

http://www.city.suzuka.l

g.jp/life/benri/8606.htm

l)をご覧ください。

○公共下水道への接続切り替

え工事を行っていただくた

めの費用に対する｢融資

あっせん制度｣があります

ので、指定工事店にお尋ね

ください。

※現在、下水道への接続に関する

普及促進のため戸別訪問をして

いますので、ご協力をお願いしま

す。なお、訪問者は｢身分証明書｣

を携帯していますので、不審な点

があればご確認をお願います。

市有財産を一般競争
入札で売却します

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

◆物件1

所在地　東磯山二丁目1758番

295

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　217.54㎡(実測)

用途地域　第1種低層住居専

用地域

予定価格　758万4,000円(売

却最低価格)

◆物件2

所在地　東磯山二丁目1758番

307

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　1,973.29㎡(実測)

用途地域など　第1種中高層住

居専用地域、海岸保全区域

予定価格　3,773万3,000円(売

却最低価格) 
申込み　6月21日㈪から7月7

日㈬(土・日曜日を除く8時

30分から17時15分)に、直接

住宅課へ

※郵送による申し込みはできません。

※売払物件の土地の利用制限など

については、各関係機関へお問

い合わせください。

◆現地説明会

と　き　6月23日㈬　物件1：

14時から、物件2：14時30分

から 

ところ　売払物件所在地

◆一般競争入札・開札

と　き　7月16日㈮　物件1：14

時から、物件2：14時30分から

ところ　市役所本館10階1002

会議室 

家屋調査にご協力を
資産税課　  382-9007  　382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　市では、来年度の固定資産

税額を算出するため、新築や

増築された住宅や物置などの

建物を対象として家屋調査を

行っています。資産税課職員

が訪問し、建物の間取り、屋根、

外壁、各部屋の内装などに使

われている資材や設備の状況

などを確認します。

　なお、建物を取り壊したと

きや未登記建物の所有者名義

を変更するときは、必ず下記

の届出をしてください。

○建物を壊したとき　滅失家

屋申告書を、資産税課また

は地区市民センターへ提出

○建物の所有者名義を変更

するとき　家屋補充課税

台帳登録名義人変更届と、

添付書類として、売買や贈

与の場合は、旧所有者の印

鑑登録証明書、相続の場合

は、相続関係が分かる書類

(戸籍など)、遺産分割協議

書、印鑑登録証明書などを、

資産税課へ提出

※申告書や届は、市ホームページ(　  

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/b

enri/index4.html)からも入手でき

ます。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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額縁付、ポスターなどはパネ

ル張り、水彩画、版画はアク

リル付の額縁も可

○彫刻　手動可能なもので、

縦横とも2m以内、高さ2.5m

以内、著しく破損しやすい

作品は不可

○美術工芸　立体は50cm四方

立方以内(1辺1m以内)、壁面

型はF80号(縦)以内で額縁付、

アクリル付額縁は可、著しく

破損しやすい作品は不可

○写真　黒白またはカラーで

半切以上全紙まで、パネル

の規格は木製73cm×53cm

以内、組写真はパネルの規

格と同じ、額縁は不可、パ

ネルへのつり金具の装着

は不可

○書道　額装または枠張りは、

仕上がり寸法半切以上12平

方尺以内(縦210cm(7尺)・横

182cm(6尺)以内)、折帳、巻

子は、縦45cm以内×横300cm

以内、作品はすべて表装で

楷書以外は所定の様式(は

がき大)の釈文を添付、アク

リル付額縁は不可、篆刻は

可、会員はアクリル付額縁

可、軸装の出品は不可

出品料　作品1点につき1,000

円(作品搬入時にお支払い

ください)、高校生は無料

出品手続き　10月12日㈫から

22日㈮(必着)に、出品申込

書を、〒513-0802　飯野寺

家町810　（財）鈴鹿市文化

振興事業団へ(郵送可)

※この手続きがないと、作品を出

品できません。

※詳しくは、鈴鹿市文化振興事業

団ホームページ(　  http://www.s-

bunka.net/)または公民館に備え

付けの｢第43回鈴鹿市美術展作品

募集のご案内｣をご覧ください。

◆作品の搬入　

と　き　10月23日㈯、24日㈰

　9時～16時

ところ　全部門とも文化会館

◆公開審査会

と　き　10月26日㈫　10時

から

ところ　全部門とも文化会館

◆展覧会　
と　き　11月3日㈬～7日㈰

　9時～17時(7日は16時まで)

ところ　文化会館

平成22年度介護保険
負担限度額認定申請に
ついてお知らせします

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課　  
369-3203　  369-3202
　skkaigo@mecha.ne.jp

　施設サービス｢介護老人福

祉施設(特別養護老人ホーム)、

介護老人保健施設、介護療養

型医療施設｣、短期入所サービ

ス(ショートステイ)の利用時

の自己負担費用のうち、食費、

居住費(滞在費)について、次

のいずれかの要件を満たす方

は、申請により負担限度額が

設けられます。

対　象　
○生活保護の受給者

○本人と世帯全員が住民税非課

税で、老齢福祉年金受給者

○本人と世帯全員が住民税非

課税で、｢合計所得金額＋課

税年金収入額｣が年額80万

円以下の方

○本人と世帯全員が住民税非

課税で、上記のすべての要

市道の陥没を見つけたら
ご連絡を

道路保全課　  382-8421  　382-7612
　dorohozen@city.suzuka.lg.jp

　市では、道路パトロールな

どを行って市道の安全環境の

確保に努めていますが、集中

豪雨などにより、道路舗装面

の陥没箇所での事故発生も予

想されます。

　こうした事故を未然に防ぐ

ため、市道で陥没箇所を発見

した場合はご連絡いただくよ

う、ご協力をお願いします。

第43回鈴鹿市美術展の
作品を募集します
(財)鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　  384-7755
　since-97@s-bunka.net

出品資格　市内に在住、在勤、

在学する高校生以上の方

作品規定　自作の未発表の作

品に限り、出品点数は1部門

1人1点です。

※複数の部門に1点ずつ出品する

ことは可能です。

※どの部門に出品するかは、出品者

の意向を尊重します。

部門規定

○日本画　10号以上60号以

内で額縁付(60号は縦描

きのみ)、アクリル付額縁

は不可

○洋画　20号以上80号以内で
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件に該当しない方

申請期間　7月1日㈭～平成23

年6月30日㈭

認定有効期間　申請月の1日

から平成23年6月30日　　
※現在交付している介護保険負担

限度額認定証の有効期限は、平

成22年6月30日(水)です。7月1日

以降も継続して認定を受けよう

とする方は、7月31日(土)までに

介護保険課へ到着するよう申請

を行ってください。なお、諸般の

事情により到着が遅れる場合が

ありますので、お早めに手続きを

お願いします。

平成23年度地域密着型
サービス事業者説明会を

開催します
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課　  

369-3204  　369-3202
　skkaigo@mecha.ne.jp

と　き　7月5日㈪　13時30分

から

ところ　保健センター健康教

育室

内　容　市内で地域密着型

サービス事業を平成23年度

に計画している法人を対象

とした施設整備計画説明会

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　7月21日㈬　10時30

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 059-

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。

◆わかば農園

ところ　岸岡町岩ヶ谷3639

面　積　約30㎡(約5m×約6m)

区画数　23区画

利用料　1区画3,000円(1年間)

開園者　北越すみゑ(南若松

町100　　387-0315)

◆山中農園

ところ　三宅町北条607

面　積　約48㎡(約6m×約

8m)

区画数　2区画

利用料　1区画2,500円(1年間)

開園者　山中駿(三宅町613-2

　372-0723)

深伊沢公民館で
巡回相談を行います

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

　行政相談委員と公証人が相

談をお受けします。

と　き　7月1日㈭　13時～15

時(予約不要)

内　容　
○行政相談委員　国の機関に

対する要望について

○公証人　公正証書の作成に

ついて(公正証書とは法律

に従って作成する公文書で、

裁判などで強い証拠になり

ます。遺言書、金銭貸借に関

する契約書、土地建物の賃

貸借契約書など)

　幕内力士の黒海関が所属している大相撲の追手風部屋が、

今年の名古屋場所で、松葉屋旅館(白子本町)を宿舎とします。

白子東町公園に造られた土俵で稽古をして名古屋場所に臨み

ます。

　皆さんも迫力ある力士の稽古を間近で見学してみませんか。

大相撲追手風部屋が鈴鹿市に宿舎を構えます
スポーツ課　  382-9029  　382-9071　  supotsu@city.suzuka.lg.jp

213-7355　 http://www.

zei-kikou.jp/)

宿舎宿舎

近鉄白子駅近鉄白子駅

白子公民館伊勢型紙
資料館

中町集会所

白子東町自治会
集会所

白子
幼稚園

白子
小学校

白子公民館伊勢型紙
資料館

中町集会所

白子東町自治会
集会所

稽古場稽古場

白子
幼稚園

白子
小学校

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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※このデータ放送は、CNSとデジタ

ル放送契約を結んでいる方だけ

が見ることができますので、ご了

承ください。

鈴鹿市を対象に警報・
注意報を発表しています

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

　津地方気象台では、5月27日

㈭から、県民の皆さんを災害

から守るための支援強化とし

て、大雨などの気象に関する

警報、注意報を、29市町それぞ

れを対象とした発表方法に変

更しました。

　これに伴い、本市の場合、以前

は｢北部に大雨警報｣と発表して

いたものが、｢鈴鹿市に大雨警報｣

と特定して、きめ細かく発表され

ることになりました。なお、市町

を対象として発表する警報、注意

報は、気象台のホームページなど

で確認できますが、テレビやラジ

オ放送などでは、画面に表示で

きる文字数や読み上げ可能な文

章の範囲内で伝える必要がある

ため、市町をまとめた地域の名称

で放送されることもあります。

問 合 せ 　 津 地 方 気 象 台

( 05 9 - 2 2 8 - 6 8 1 8　

国保脳ドック
受診希望者を募集します
保険年金課　  382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

対　象　鈴鹿市国民健康保険

に加入している方で、下記

のいずれにも該当する方

○平成22年4月1日現在、40歳

以上74歳未満(昭和11年4月

3日から昭和45年4月2日生

まれ)の方

○平成21年度の1年間を通じ

て鈴鹿市国民健康保険に加

入し、その期間の国民健康

保険税の滞納がない方

○受診時に、国民健康保険の

加入を継続している方

※毎年定員をはるかに超えた申し

込みがありますので、本事業で過

去3年間に当選された方は受診

できません。

受診期間　8月2日㈪～平成23

年3月31日㈭

ところ・定員　鈴鹿中央総合

病院(170人)、鈴鹿回生病院

(90人)、塩川病院(240人)

(応募多数の場合は抽選)

内　容　磁気共鳴コンピュー

タ断層撮影装置による検査

(MRI)、磁気共鳴血管撮影　

(MRA)を含む脳ドック

※体内に金属類(心臓ペースメーカー

など)がある場合や閉所恐怖症の

方は受診できない場合があります。

受診補助額　2万円

ケーブルネット鈴鹿の
データ放送で市役所
情報を放送しています

秘書広報課　  382-9036　  382-9040
　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　ケーブルネット鈴鹿(CNS)

のデータ放送システムを活用

して、市からのお知らせを放

送しています。内容は、｢お知

らせ｣、｢募集案内｣、｢イベント

情報｣、｢安全・安心｣です。また、

災害時には｢緊急放送｣を放送

します。放送を見るには下記

の操作を行ってください。

1.CNSのコミュニティチャン

ネル12チャンネル(デジタ

ル)を見る。

2.リモコンの｢d｣ボタンを押

す(データ放送の画面に変

わります)。

3.データ放送メニューの中か

ら｢市役所情報｣を選び、さ

らに内容を選ぶ。

4.コミュニティチャンネル12

チャンネルに戻るには、リ

モコンの緑色ボタンを押す。

業務の概況　給水戸数は、平成22年3月31日現在、8万393戸で

す。また、総配水量は1,284万906㎥、一日平均配水量は7万554

㎥で、昨年同時期に比べると5.01％減少しています。

工事請負費の執行状況　
○配水管布設、移設工事など　1億5,182万円

○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　1億6,844万円

○配水管布設替工事など　1億3,887万円

平成21年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします
水道総務課　  368-1674  　368-1688　  suidosomu@city.suzuka.lg.jp

◆予算の執行状況

区　分

予算現額

年間執行額

下半期執行額

収益的収入

40億7,500万円

40億3,013万円

20億3,759万円

収益的支出

39億3,600万円

37億8,822万円

20億8,643万円

資本的収入

12億286万円

7億1,255万円

5億8,674万円

資本的支出

30億6,875万円

19億6,031万円

10億9,678万円

http://www.jma-net.go.jp/

　 tsu/)
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自己負担額　1万4,000円

申込み　6月21日㈪から7月5日㈪

(17時必着)に、｢脳ドック受診

希望｣と明記し、保険証の記

号番号、郵便番号、住所、氏名

(ふりがな)、電話番号、希望

する受診医療機関名(第2希

望まで)を記入の上、はがき(1

人 1 枚 )ま た は 封 書 で 、

〒513-8701　保険年金課へ

※電話、ファクス、電子メールでの申

し込みはできません。

※当選者には、7月下旬に受診券な

どの書類一式を発送します。

市政メールモニターを
募集しています

秘書広報課　   382-9036  　382-9040
　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　本市では、インターネットや

携帯メールを活用して、市政に

関する簡単なアンケートのお

願い、災害メール、防犯メール、

役立ちメール、メールマガジ

ンの配信を行うシステム｢メー

ルモニターシステム(メルモ

ニ)｣を運用しています。

　アンケートを配信する｢メ

ルモニアンケート｣と各種

メールやメールマガジンを配

信する｢メルモニあんしん

メール｣のそれぞれで登録で

きます(両方の登録も可能)。

どなたでも無料で、電子メ－
ルアドレスの登録だけで済み

ます。

◆登録方法

　下記のそれぞれのホームペー

ジにアクセスし、登録画面の案

内に従って進んでください。

1.規約に同意する。

2.実際に登録する。

○メルモニアンケート　

　メールアドレスを入力し、

登録ボタンを押す。

http://www.merumoni.city.

suzuka.lg.jp(パソコン用)

http://www.merumoni.city.

suzuka.lg.jp/i/(携帯電話用)

○メルモニあんしんメール　

　メールアドレスを入力し、

希望するメールの種類に

チェックを入れて登録ボタン

を押す。

http://www.anshinmail.c

ity.suzuka.lg.jp（パソコン用）

http://www.anshinmail.city.

suzuka.lg.jp/m/(携帯電話用)

3.本人が登録をしたのか確認

するため、メールアドレス

にメールが届く。

4.受信したメールの中のアド

レスにアクセスする。

5.登録完了

※地区市民センターに備え付けの

申込書を使っても、申し込みがで

きます。

※携帯電話に迷惑メール拒否の設

定などがされていると、登録確認

メールも迷惑メールと判断され届

かない場合があります。携帯電話

会社の迷惑メール拒否設定案内

に従い、メルモニメールアドレス

( merumoni@city.suzuka.lg.jp)か

らのメールが受信できるように

設定を変更し、しばらく時間を

おいてから再度登録手続きを

行ってください。

※登録内容変更、登録抹消もそれぞれ

のホームページから行えます。説明

に従って手続きを行ってください。

　
第60回｢社会を明るく
する運動｣強調月間啓発
運動を行います

生活支援課　  382-9012　  382-7607
　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　すべての国民が、犯罪や非行

の防止と罪を犯した人たちの更

生について理解を深め、それぞ

れの立場で力を合わせ、犯罪や

非行のない明るい社会を築こう

とする全国的な運動です。

◆強調月間式典・啓発運動

と　き　7月4日㈰　13時～14

時30分

ところ　ベルシティ2階イオ

ンホール、1階中央コート

内　容　法務大臣メッセージ

の朗読と伝達、更生保護女

性の会合唱団による合唱、

よさこいダンス(めっちゃ

ええやんず)演舞

※強調月間中、市役所本館市民ロ

ビーでビデオ放映を行います。

教科書展示会
教育研究所　  382-9056  　383-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度以降、小学校か

ら順次実施される学習指導要

領に合わせた教科書見本の一

部を展示します。展示対象の

教科書は、小学校、中学校、高

等学校です。

と　き　7月4日㈰まで

　9時～18時(土・日曜日は9時

～17時)

※月曜日、6月30日(水)は休館です。

ところ　図書館2階会議室

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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水井健次(鈴鹿市教育委員会

教育長)

参加料　無料

主　催　鈴鹿国際大学

共　催　国際開発学会東海支部

後　援　鈴鹿市、(財)鈴鹿国

際交流協会、(財)三重県国

際交流財団

申 込 み 　 鈴 鹿 国 際 大 学

地域づくり活動団体紹介
パネル展

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

　本市では、市民主体の地域づ

くりの促進を図り、地域づくり協

議会の設置や住民自治が確立さ

れたまちづくりを推進することを

目的に、活動団体の経費の一部

を補助しています。

　今回、平成21年度に補助金の

交付を受けた団体の活動内容や

その成果、ノウハウをお知らせす

るパネル展を開催します。

と　き　7月1日㈭～9日㈮ 　

8時30分～17時15分(土・日

曜日は10時から17時、9日は

15時まで)
ところ　市役所本館1階市民

ギャラリー

展示団体　わが町加佐登まち

づくり委員会、鈴鹿市石薬師

地区明るいまちづくり推進協

議会、牧田地区地域づくり協

議会、稲生地区地域づくり協

議会、椿地区まちづくり協議

会設立準備委員会、若松地域

づくり協議会設立準備委員

会、マイタウン井田川まちづく

り委員会、庄内地区地域づく

り協議会設立準備委員会    

川のおさかな観察会
環境政策課　  382-7954　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市内の自然に親しんでいた

だくため、鈴鹿川で魚の自然

観察会を行います。

対　象　小学4年生以上

※小学生は大人と一緒に参加して

ください。

と　き　7月24日㈯　10時～
11時30分

※天候や鈴鹿川の流量によっては、

7月31日(土)に延期します。

ところ　鈴鹿川河川緑地

内　容　鈴鹿川での魚の採集

方法

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　無料

申込み　7月12日㈪までに、住

所、氏名、年齢、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

※詳しくは、申し込み後に連絡します。

※濡れてもよいジャージ、靴下、靴

で参加してください。はだし、サン

ダルは禁止です。

ビジネスツイッター
活用セミナー

商業観光課　  382-9016  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　情報発信ツールとして注目を

集めているツイッター(Twitter)

を、ビジネスで活用するための

セミナーを開催します。

対　象　市内の商工業者

と　き　第1回：6月29日㈫

　18時30分～21時、第2回：7月

13日㈫　18時30分～21時

ところ　鈴鹿商工会議所4階

大ホール

第13回図書館を使った
｢調べる｣学習賞

コンクール入賞作品展
図書館　  382-0347　  382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月1日㈭～11日㈰

　9時～19時(土・日曜日は17

時まで)

※7月5日(月)は休館です。

ところ　図書館1階閲覧室

内　容　調べ学習の進め方が

一目で分かる、小学生から

社会人まで幅広い皆さんの

創意あふれる作品の展示

シンポジウム｢地方に
おける多文化共生の

課題とその解決に向けて｣
市民対話課　  382-9058  　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

対　象　学生、一般の方

と　き　7月9日㈮　12時50分

～14時20分(12時15分から

受け付け)

ところ　鈴鹿国際大学国際文

化ホール

内　容　グローバル化の波の

中、大都市から離れた地域

でも、生活者として多くの

外国人が在住するように

なってきました。多文化共

生をどのように考えるべき

か、多方面からパネルディ

スカッション形式で討論し

ます。

パネリスト　和田京子さん

(NPO法人伊賀の伝丸代表)、

　アーナンダ・クマーラさん

(鈴鹿国際大学学長補佐)、

　コスティック・ステファン

さん(鈴鹿国際大学教授)、

　(　 372-2121 372-2827

    siudac@m.suzuka -iu.

　ac.jp)へ
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内　容　第1回：ツイッターと

は何か？からアカウントの

取得方法までの講習と事例

発表、第2回：ツイッター経

験者を対象とした活用方法

や便利なツールの紹介など

定　員　各回50人

参加料　第1回：1人1,000円、

第2回：1人2,000円(ともに

当日徴収)

申込み　6月25日㈮までに、鈴

鹿商工会議所(担当：川口

　 382-3222)へ

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

と　き　7月14日㈬　13時30

分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第2回神道と本居宣

長・谷川士清｢やまと魂と物

のあはれ｣　

講　師　津坂治男さん

受講料　1,000円(当日支払い)

申込み　はがき、ファクス、電

子メールで、〒513-0802　

飯野寺家町810　(財）鈴鹿

市文化振興事業団へ。当日

会場でも受け付けます。

親子水泳教室
スポーツ課　  382-9029  　382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成22年4月1日現在、5

歳から小学6年生までの子ども

とその保護者(幼児の場合は、

幼児1人につき、一緒にプール

に入る保護者が1人必要)

と　き　7月26日㈪～30日㈮

　8時30分～12時

ところ　石垣池公園市民プール

内　容　初心者の水泳指導、

正しい泳法の指導

定　員　150人(先着順)

参加料　1組4,000円(親1人と

子ども1人分、1人増えるご

とに2,000円追加)

申込み　6月29日㈫から7月9

日㈮に、参加料と印鑑を持

参の上、鈴鹿市体育協会事

務局(市立体育館内　土・日

曜日を除く9時から17時)ま

たは石垣池公園管理事務所

(土・日曜日を含む9時から

20時)へ

問合せ  鈴鹿市体育協会事務

局(　380-5015)

スナッグゴルフ教室
スポーツ課　  382-9029　  382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

　スナッグゴルフとは、子どもや

初心者でもボールを容易に打つ

ことができ、場所を選ばず安全

にプレーできる簡易版ゴルフと

もいえるスポーツです。

対　象　小学生

と　き　8月から10月の毎週

水曜日　16時～17時15分

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン第3グラウンド、市

内ゴルフ場

講　師　西條一博さん(FC鈴

鹿ランポーレ)

定　員　20人(先着順)

参加料　5,000円(保険料含む)

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教育

委員会、鈴鹿市体育協会

申込み　FC鈴鹿ランポーレ事

務局(御薗町1669　県営鈴

鹿スポーツガーデンサッ

カー棟内　　372-6050　　

372-6051)へ

盆おどり講習会
生涯学習課　   382-7619  　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上の方

と　き　6月27日㈰　13時30

分～15時30分

ところ　市民会館2階展示室

内　容　盆おどり新曲講習など

参加料　無料

主　催　鈴鹿市民踊舞踊指導

者連盟

第2回子育て応援ナビ
生涯学習課　  382-7619  　382-9071

　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

　携帯電話を使ったネット世

界の現状、トラブルに巻き込

まれないための子育て方法な

ど、幅広い内容について学び

ます。

対　象　主に幼児、小・中学生

の保護者

と　き　7月15日㈭　10時～
12時

ところ　ジェフリーすずか

内　容　わが子のために！携

帯電話対策術～ネット世界

の現状とリテラシー～
講　師　松村元樹さん((財)

反差別人権研究所みえ)

定　員　90人

参加料　無料

託　児　10人(1歳から就学前ま

で、先着順、無料、6月25日㈮ま

でに事前申し込み必要)

申込み　講演会、託児ともに、直

接または電話で生涯学習課へ

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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保険労働事務講習を行います。

対　象　60歳台前半の方

と　き　8月19日㈭〜27日㈮

　9時～16時（土・日曜日を除く）

ところ　鈴鹿市シルバー人材

センター(市役所別館第3)

内　容　年金をはじめとした

社会保険や労働保険制度の

講習

定　員　25人(先着順)

受講料　無料

申込み　7月23日㈮までに、

(社)鈴鹿市シルバー人材セ

ンター(　 382-6092)へ

防火管理者資格
取得講習会

(甲種新規・再講習・乙種)
予防課　  382-9160  　383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

　多くの方が勤務し、出入り

する建物には防火管理者を置

かなければなりません。また、

大規模な建物の甲種防火管理

者は、5年ごとに再講習を受講

しなければなりません。 

と　き　甲種再講習：8月3日

㈫　13時～17時、甲種新規：

8月4日㈬、5日㈭　9時～16

時30分、乙種：8月4日㈬　9

時～16時30分

ところ　鈴鹿国際大学(郡山

町663-222)

定　員　甲種、乙種計200人、

再講習100人（先着順）

参加料　甲種新規、乙種4,000

円、再講習1,500円(テキスト

代など)

申込み　6月28日㈪から7月9

日㈮に、受講申込書に必要

事項を記入し、裏面に氏名

を記載した上半身写真(パ

スポートサイズ、免許証サ

イズどちらか1枚)を貼付の

上、予防課へ

※甲種再講習は、受付時に甲種防火

管理者修了証の提示が必要です。

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(7・8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)

※高所作業車技能講習、移動式ク

レーン運転講習以外は、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。

◆Word中級(ワープロ中級)

　文書の編集、応用、図形描画

機能の活用、差し込み印刷、

フォーム利用などを習得します。

と　き　7月21日㈬、22日㈭

　9時～16時

受講料　4,000円

◆デジカメの活用

　デジタルカメラの撮影、画

像データのパソコンへの取り

込み、画像データの修正と活

用を行います。

と　き　7月27日㈫、28日㈬

　9時～16時

受講料　4,000円

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint初級)

　説明会などで視覚的に表現

する資料を作成します。

と　き　8月2日㈪、4日㈬、6日

㈮、9日㈪　18時～21時

受講料　4,000円

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶接

夏休み親子水道教室
水道総務課　  368-1673　  368-1688

　suidosomu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の小学4年

生の児童とその保護者

と　き　8月5日㈭　9時～17時

内　容　水道施設の見学な

ど(水道局に集合し、バスで

市内を移動)

定　員　25組50人(応募多数

の場合は抽選)

参加料　無料

申込み　7月16日㈮(必着)ま

でに、往復はがきの往信表

面に、〒510-0253　鈴鹿市

寺家町1170　鈴鹿市水道

局｢夏休み親子水道教室｣

係、往信裏面に、住所、氏名

(親と子)、児童の通学校名、

電話番号、返信表面に、郵

便番号、住所、氏名を記入

の上、郵送で水道総務課へ

(1組につき1枚)

※昼食、飲み物などはご用意くだ

さい。

高齢者の就職・就業の
ための技能講習

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

　厚生労働省の委託を受け

て、就業、就職を促進するた

め、(社)三重県シルバー人材

センター連合会が、労働社会
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特別教育修了証｣取得講座です。

と　き　8月3日㈫～5日㈭ 

　8時30分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,000円必要)

◆高所作業車技能講習

　労働安全衛生法｢高所作業

車運転技能講習修了証｣取得

講座です。作業床の高さが10m

以上上昇する高所作業車の運

転に必要な資格を習得します。

と　き　学科：9月10日㈮　　

8時20分～18時、実技：9月

11日㈯または12日㈰　8時

～17時

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　7月12日㈪から

◆小型移動式クレーン運転講

習労働安全衛生法

　｢小型移動式クレーン運転技

能講習修了証｣取得講座です。

と　き　学科：8月31日㈫、9月

1日㈬、実技：9月2日㈭また

は3日㈮

※実技は津市の日本クレーン協会

で行います。

受講料　2万2,500円(玉掛技能

講習修了者は1,000円減額)

申込み　7月1日㈭から

◆外国人向け固定式クレーン

特別教育講座

　力学、クレーン運転(5トン

未満)、合図の学科学習と実技

講習を行います。｢固定式ク

レーン運転特別教育修了証｣

取得講座です。

対　象　18歳以上で、日本語

で日常会話が可能な方

と　き　8月17日㈫～19日㈭

　8時30分～17時　

定　員　15人

受講料　8,000円(別途教材費

1,500円必要)

申込み　7月20日㈫から

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　6月28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　7月8日㈭と9日㈮

○ワード応用　7月14日㈬と

15日㈭

○エクセル基礎　7月10日㈯

と11日㈰

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　7月10日㈯と11日㈰

○ワード基礎　7月8日㈭と9

日㈮

○エクセル応用　7月14日㈬

と15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)

　　随意契約をなくして、すべて競争入札

にされてはいかがでしょうか。そうすれば、

担当者と業者との癒着も防げますし、何よ

り税金が使われているわけですから、均等

に機会を与えることができると思います。

　　公共事業の契約方法としては、一般競

争入札、指名競争入札、随意契約による方法

がありますが、本市の規定によって、業務委

託であれば予定価格が50万円、工事または

請負であれば予定価格130万円を超える案

件は、原則として一般競争または指名競争

入札で実施しています。

　随意契約ができるのは、地方自治法によ

り予定価格が上記の金額以下の場合や競争

入札で行うことができない特別な理由があ

る場合に限定されています。市としては、今

後も可能な限り競争入札での契約に努め、

透明性を確保していきたいと考えています。

契約調達課　  382-9039  　382-9050　  
　　　　　 keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　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

市発注の公共事業について

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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検 診 ／ 対 象  と　　き と  こ  ろ 定　員 申 込 み  費　用

と　　き と  こ  ろ 定　員 申 込 み  検 診 ／ 対 象  

※妊娠中の方、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。

※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。

※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（肺がん検診のたんの検査、乳がん検診は除く）。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。

○40歳以上で健康手帳をお持ちの方は持参してください。 ○検診結果は約1カ月後に郵送します。

保健センター

保健センター

保健センター

　　　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

を受診される時は、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

される時は、健康づくり課へお問い合わせください。

100人

1,000円40人

肺がん

胃がん
（バリウムによる） 

7月20日㈫
9時〜11時

7月28日㈬
9時〜11時

8月23日㈪、9月7日㈫
9時30 分〜11 時、13 時〜15 時

午前各40人
午後各40人

午前各40人
午後各40人

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

（超音波による）
乳がん 1,500円

20歳以上の女性 

＜乳がん・子宮がん検診の申込み＞

費　用

※希望する検診名、希望する検診日（第2希望まで。乳がん検診は、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、はがきで、〒513-0809 鈴鹿市西条5-118-3　健康づくり課「がん検診担当」へ
※申込みが定員を超える場合は、抽選となります。結果は、7月中旬ごろに郵送でお知らせします。

■医療機関で実施するがん検診
　広報すずか6月5日号情報館でお知らせしました、子宮がん検診の指定医療機関に変更があり

ます。脇レディースクリニックは今年度の検診を実施しなくなりました。

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。乳がん・子宮がん検診
の申込みは、はがきのみでの受付です。

※マンモグラフィーは乳房専用のレントゲン撮影です。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、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。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグラフィー検診を重複して受診することはできません。

保健センター
8月6日㈮、10㈫、9月13日㈪、14日㈫
9時30分〜11時、13時〜15時

6月20日㈰〜30日㈬
（消印有効）

6月20日㈰〜30日㈬
（消印有効）

6月20日㈰〜30日㈬
（消印有効）

※生理日にあたっている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。

保健センター 各70人
8月10日㈫、23日㈪
13時〜14時30分（頸部）

子宮がん 900円

20歳以上の女性 

（マンモグラフィーによる）
乳がん

1,900円

40歳以上の女性 

一つの検診につき、一人はがき1枚です。
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相 　 　 談  と　　き 申　込　み 定 員 備　　　　　考 ところ

̶ ̶ 

50人

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。 

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（育児相談・栄養相談）

7月16日㈮
13時〜14時30分

7月23日㈮
9時30分〜11時

すくすく広場

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

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。

6月23日㈬から

6月28日㈪から

6月29日㈫から

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

保健
センター

25組 

15組 

無料

材料費

申込み（電話予約制）ところ

7月13日㈫

10時〜11時30分

8月5日㈭
10時〜11時30分

7月30日㈮
9時45分〜12時

5カ月から8カ月ごろの離乳食
の進め方、試食、栄養相談

虫歯予防の話、ブラッシング
指導、食事の講話、個別相談

親子で手作りクッキング
体験

平成22年1月～3月生まれの乳
児をもつ初参加の方

4歳以上の就学前の子
とその保護者

親子クッキングコース

離乳食コース

2歳児とその保護者
虫歯予防コース

受付中
※定員になり次第締切り

梶川博之　医師（神経内科）
「脳卒中の予防」

市民公開健康相談
（医師による講演会と質疑応答）

 

　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

7 月 の  献 血 日 程

鈴鹿ベルシティ

7月11日㈰、17日㈯、18日㈰、25日㈰　10時15分〜16時

　平成 18 年以前は、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回の接種が必要とされています。

　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。

対　象／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（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）

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。

■すくすくファミリー教室

予防接種予防接種
■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
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A

Ｑ 刈った草は何ごみ？

もやせるごみ。大量の場合は、直接、清掃センターへ持ち込んでください。

　梅雨の時季になると、草木の成長が早く

なります。雑草や雑木が生い茂ると、空き地

の維持管理に支障が出てくるばかりでなく、

周辺の方に大変な迷惑がかかります。

　市民の衛生的で良好な生活環境を維持す

るためにも、空

き地の所有者

は、その管理に

努めましょう。

○ごみの不法投棄の温床になります
　雑草や雑木が生い茂っている場所は、不法

投棄が多い傾向にあります。投棄をされにく

い環境を整えることは不法投棄の防止に役

立ちます。日ごろのちょっとした対策と心掛

けで自らの土地を守りましょう。

○害虫や悪臭が発生します
　不衛生な環境になり、蚊やムカデなどの

害虫や枯草などの腐敗による悪臭が発生し

ます。

○火災の危険性が高まります
　特に、秋から冬の乾燥する時季には、生い

茂った枯草や枯葉が燃えやすくなり、火災の

危険性が高まります。

○交通事故や犯罪の発生誘因になります
　交差点などの角地では見通しが悪くなり、

交通事故が発生する誘因になります。また、

見通しの悪い場所は非行や犯罪を誘発する

原因にもなります。

■梅雨に入る前の時季に、雑草や雑木

が伸びる前に刈り取る。

■雨の日の翌日に行うと、土が軟らか

く、抜きやすい。 

■肌を露出せず、作業に適した服装を着る。

■害虫に気をつける。

■自分でできない場合は、業者やシル

バー人材センター（　382-6092）な

どに依頼して、有料で除草してもらう

方法もあります。

環 境 政 策 課 　   382- 9 014 　    382-2214 　    k a n k y o s e 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

 
　土地の維持管理を適正に行うことは、所有者の責務です。所有する空き
地に雑草や雑木は伸びていませんか？年2回以上は土地の状況を確認し、
雑草や雑木の処理をしましょう。

空き地の維持管理を徹底しましょう

◆空き地の管理は草刈りが基本です

◆雑草・雑木が生い茂ると･･･

草刈りのコツ
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●開館時間 9時～19時　土・日曜日は9時～17時月曜日、20日㈫、31日㈯
●配本／ふれあいライブラリー
●休館日  
 

21日（水）

382-0347

飯野公民館
神戸公民館
愛宕公民館
鼓ヶ浦公民館

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

 

15日（木）

16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

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

 

7日（水）
28日（水）

8日（木）
29日（木）

9日（金）
30日（金）

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

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

3・11日14時30分～15時、24日10時30分～11時
1階親子コーナー 、18日㈰13時30分～15時
2階視聴覚室（夏休みおはなし会）

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）
海の日

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
 9：30～10：15

10：45～11：30
13：30～14：15
14：45～15：30

河曲公民館
長太公民館
一ノ宮公民館
箕田公民館

1日（木）
22日（木）

2日（金）
23日（金）

7月

相
　
談

相  談  名  と    き  と  こ  ろ  問 い 合 わ せ  

 

一般相談 月～金曜日 

 
 

 

 

◎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）

◎法律相談

◎クレジット・サラ金相談

◎交通事故相談

◎総合相談

巡回相談

◎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

◎建築士による住まいの相談

消費生活相談

2・9・23・30日
6日
12日
16日
1日
8日

2・9・16・23・30日
13・27日
14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

14・28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
13：00～15：00
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
9：00～16：00
9：00～16：00

市民対話課　　　　　　
　　　　　　　　

市役所本館12階会議室

深伊沢公民館

市民対話課

郡山公民館

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

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
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
382-9048
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

7月

ス
ポ
ー
ツ
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く
は
、各
施
設
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お
問
い
合
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せ
く
だ
さ
い
。

都
合
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合
が
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す
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一　般
公開日 

●西部体育館 

7月の休業日 5日㈪、6日㈫、7日㈬

7月の休館日 12日㈪、26日㈪ 7月の休館日 12日㈪、26日㈪

※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 ●市武道館 

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 

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

9:00～12:00 
9:00～12:00 

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

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

9:00～17:00 
9:00～21:00

1・8・15日 
4・6・16・18・19日 

1・7・8・14・15・29日 
5・19・25・30・31日 
6・9・11・13・16・20日 
10・17・22～24・27・28日 
18日 

1・5・6・8・14・15・19～22・25・28・29日 

2・5・6・9・11・13・16・18～20・23・27・30日 

2・3・7・9・13・16・23・27・30日 
4・11日

4日

10・24・31日

10・17・24日

17日

1～3・5～9・11・13～16・18～23・25・27～30日
4日

10・17・24・31日

1・8・15・29日 

3・7・14・21・25・28・31日 

18日 

5・7・20・27日 
13・14日 

2・8・19日 

5・10・20・31日 

6・16日 
9日 
7・14日 
13日
22・27・29日
23・24日
30日

1・2・5～10・12～16・19～22・24・26～31日

4日

23日

3日
4日
17・18日
23日
1・5～8・13～15・19～22・27～29日
12・26日

1・2・6～10・13～16・20～22・24・27～31日

17・18日

3日

3・24日 

1・4・15・18・30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

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

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

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

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

 

 

 

 

387-6006 388-0622

371-1476

バドミントン 

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

2・5・9・10・12・16・19・24・26・30・31日
3日
4日
 

17・18日
23日

15:00～21:00 

9:00～12:00 
18:00～21:00 

2・9日

15・20日
10・22日

 
庭球場 水泳場

http://www.garden.suzuka.mie.jp
372-2285 372-2250●県営鈴鹿

　スポーツガーデン



  

  

○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

○6月21日㈪～30日㈬  『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○7月1日㈭～10日㈯  『ベルディ便り』…気象警報・注意報の改善
○7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 6 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/7件、うち建物3件（37件、15件減） 

事故数/566件、うち人身事故107件（2,727件、35件増） 死者数/0人（3人、6人減） 傷者数/144人（669人、36人減） 

人口/203,114人（+5人） 男性/101,837人（+6人） 女性/101,277人（-1人） 世帯数/80,717世帯（+45世帯） 

出動数/595件（2,980件、140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47年4月に庄内小学校の教室を

利用して新設され、昭和52年に小学校の西側に

園舎を設立しました。鈴鹿山脈のふもと、緑豊

かな自然に恵まれた環境にあり、園庭には樹齢

137年のユリノキが、四季折々の風情を漂わせ、

園児たちを優しく見守り続けています。

　小学校に隣接する当園は、ゆりのき班(縦割

り班)や各学年との交流、5年生との年間を通し

て継続交流など小学校と連携をすることで、ス

ムーズな小学校への入学につなげています。こ

の交流のおかげで、小学生との輪が広がり、一

緒に楽しむ姿が見られます。また、広い運動場

につながる園庭には、チューリップ、サルビア、コ

スモスと季節の花が咲き、テラスや園舎横の畑

では、エンドウやサツマイモなどの季節の野

菜を育てています。収穫した野菜を材料に、親

子クッキングをするのも楽しみの一つです。

　当園は7人という少人数なので、西部の幼稚

園とも交流を重ね、同年齢での集団教育を体

験させたり、近くの老人ホームに出かけ、お年

寄りとの交流や地域ボランティアの方に絵本

の読み聞かせをしていただいたりと、地域と

の交流も図っています。

　このように、さまざまな交流を通して「心豊

かでたくましく生きる園児の育成」をめざし

「人とかかわる力」や「人を思いやる心」を大

切に育てていきたいと思います。

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。

庄内幼稚園
〒519-0272　東庄内町2458番地の1

371-1343 s h o n a i - k @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

※ＣＮＳの特別番組の都合上、一部放送時間が変更になる場合があります。

月［5月31日現在］

5
火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急


