
電話 電子メール ホームページ ファクス 

 
 

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室

市政への提言

プラスチックごみの出し方

健康館

検診・教室・相談・予防接種

環境館

「プラスチックごみ」の分別Ｑ＆Ａ

学童ナビ

金太郎学童保育所

スポーツ・図書館・相談 

7.20
2010年7月20日号

1320

1

7

8

10

11

12

No.

平成22年度
就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験を

実施します
指導課　  382-9028  　383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

対　象　病気などのやむを得

ない理由により、義務教育

諸学校への就学を猶予また

は免除された方など

と　き　11月2日㈫　10時～

15時40分

ところ　三重県庁講堂棟3階

第131・132会議室

試験科目　国語、社会、数学、

理科、外国語(英語)

申込み　8月20日㈮～9月7日

㈫(消印有効)

問合せ　三重県教育委員会事

務局高校教育室進路指導・

入試グループ(　 059-224-

2913)

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　7月25日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　7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。

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、本市出身のプロ

ビーチバレー選手である浅尾

美和さんを、｢鈴鹿と・き・め・

きスポーツ大使｣に委嘱しまし

た。浅尾さんには、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。
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含まず)で、1件の申請にか

かる上限は下記のとおり

です。

○受益地の面積が、1,000㎡以上

2,000㎡未満の場合：5万円

○受益地の面積が、2,000㎡以

上3,000㎡未満の場合：7万

5,000円

○受益地の面積が、3,000㎡以上

の場合：10万円

申請先　農林水産課

平成22年度
｢北勢市場友の会｣の
会員を募集します

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

対　象　鈴鹿市、四日市市、桑

名市に在住の20歳以上で、

北勢地方卸売市場へ各自で

来場できる方

※未就学児童を連れての参加はご

遠慮ください。

内　容　市場見学、仲卸見学、

魚の食べ比べなど

※会員期間は、平成23年3月31日

㈭までです。

定　員　40人(応募多数の場

合は、新規応募者を優先し

て抽選)

参加費　無料

申込み　7月23日㈮から8月6

日㈮に、往復はがきに、郵

便番号、住所、氏名、年齢、

職業、電話番号を記入の上、

郵送で、〒510-0874　四日

市市河原田町字伊倉712　

北勢地方卸売市場管理事

務所業務課｢北勢市場友の

会｣係(　 347-8111　 347-

8116)へ

※電話、電子メールでの受け付けは

行いません。

IATSSフォーラムが
ホストファミリーを
募集します

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

　IATSSフォーラムは東南ア

ジアの将来を担う若者の人材

育成を行う研修機関です。秋

の研修期間中、研修生(会話は

英語)を受け入れ、日本の生活

を体験させていただける家庭

を募集します。

と　き　10月16日㈯、17日㈰

の1泊2日

申込み　8月20日㈮までに、

(財 )国際交通安全学会

※応募多数の場合は抽選とします。

中小企業退職金
共済制度のご利用を

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

　中小企業退職金共済制度

は、中小企業で働く従業員の

ための外部積立型の国の退

職金制度で、次のメリットが

あります。

○新規に加入する事業主に対

して、1年間掛金の一部を国

と市が助成します。

○掛金は、法人企業の場合は

損金として、個人企業の場

合は必要経費として全額非

課税となります。

※資本金や出資金が1億円を超え

る法人の法人事業税には、外形

標準課税が適用されます。

○管理が簡単で、従業員ごとの

納付状況や退職金試算額を事

業主にお知らせします。

平成23年鈴鹿市成人式の
日程と会場が決まりました
生涯学習課　  382-7619　  382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成2年4月2日から

平成3年4月1日生まれで、市

内在住か本籍のある方

と　き　平成23年1月9日㈰　

10時～11時(終了予定)　　

9時開場

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン水泳場

内　容　今後、成人式実行委

員会で決定します。

※対象者への通知はしませんので、

ご自由にお越しください。

新たな防護柵の設置に
かかる費用に補助金を

交付します
農林水産課　  382-9017　  382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　市では、ニホンザル、ニホ

ンジカ、イノシシによる農

作物被害を軽減するため、

新たに防護柵を設置する費

用に対して、補助制度を設

けました。

補助要件　

○防護する農林地が、有害獣

による被害を継続して受け、

今後も被害の発生が予想さ

れる地域にある

○防護する農林地の所有者が

2人以上

○防護する農林地が連続し、

面積が合計で1，000㎡以上

補助額　資材経費にかかる

費用の2分の1(人件費は

IATSSフォーラム(　 370-

0511　  http://www.iatss

forum.jp/)へ
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○適格退職年金制度からの移

行が可能です。

問合せ　中小企業退職金共済

8月は北方領土返還運動
全国強調月間です

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

　8月は、北方領土問題に対す

る国民の理解をさらに深め、

全国的な北方領土返還要求運

動の一層の推進を図ることを

目的とした全国強調月間です。

熱気球ボランティアと
オブザーバーを
募集します

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

　9月18日㈯から20日㈪に、鈴

鹿川河川緑地で開催される鈴

鹿バルーンフェスティバルの

ボランティアとオブザーバー

を募集します。

◆ボランティア

対　象　高校生以上

内　容　フェスティバル当日

の体験搭乗やイベント運営

のサポートを行います。な

お、8月28日㈯6時30分から、

鈴鹿川河川緑地でボラン

ティア対象の熱気球教室

(参加費無料)を行います。

◆オブザーバー

対　象　高校生以上

内　容　競技監視員としてバ

ルーンチームに同行します。

なお、オブザーバー希望者

には、8月28日㈯の6時30分か

ら16時に、鈴鹿川河川緑地

と市役所本館12階会議室で

講習会(受講料2,000円)を行

います。

※今年の大会にオブザーバーとして

参加した方には、後日受講料を

お返しします。

申込み　8月13日㈮までに、ボ

ランティアまたはオブザー

バーどちらの希望かを明記

し、住所、氏名、年齢、携帯電

話番号を記入の上、ファク

スまたは電子メールで商業

観光課へ

※鈴鹿バルーンフェスティバルについ

て詳しくは、鈴鹿バルーンフェス

ティバル実行委員会ホームページ

( http://www.suzukaballoon.com/)

をご覧ください。

一日だけの｢ここ花カレー
屋さん｣が開店します

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

　｢ここ花はうす｣の子どもた

ちが、心を込めて辛口と甘口

のおいしいカレーを作ります。

ぜひご来店いただき、知的な

障がいのある子どもたちとの

交流を深めてください。

と　き　7月31日㈯　11時30分

～13時(無くなり次第終了)

ところ　白子公民館2階ホール

飲食代　無料

問合せ　ここ花はうす　代表

吉田(　 0595-84-3424)

※電話がつながらない場合は、メッ

セージを入れてください。こちら

からご連絡します。

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体

支援事業として実施します。詳し

くは、鈴鹿市民活動情報サイト

( http://genki365.net/gnks02/pub/

index.php)をご覧ください。

第7回鈴鹿市教育振興
基本計画策定委員会が

傍聴できます
指導課　  382-9028　  383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月21日㈬　14時～

17時15分

ところ　市役所本館12階1203

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日13時30分から13

時45分まで、指導課(市役所

本館11階)で受け付けます。

地デジ化まで残り1年です
市政情報課　  382-9003  　382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　従来のアナログテレビを

ご覧の皆さん、テレビのデジ

タルへの移行は済みました

か。何もしないでそのままだ

と、来年7月からテレビの番

組が見られなくなってしま

います。アナログ放送は、今

年の7月からはほとんどの局

でテレビ画面の上下に、黒い

帯(レターボックス化)が出

て、一部で来年7月の終了に

向けての注意喚起などの告

知が送出されます。

相談・問合せ　総務省三重県

テレビ受信者支援センター

(　 059-993 -5511)、総務

省地デジコールセンター

　(　 0570-07-0101)

※平日は9時から21時、土・日曜日、

祝日は9時から18時で受け付け

ます。IP電話などでつながらない

場合は、　　　03-4334-1111へお

問い合わせください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

事業本部(　 03-3436-0151)、

名古屋退職金相談コーナー

(　 052-856-8151　 http://

chutaikyo.taisyokukin.go.

jp/)
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地域ブランドセミナー
産業政策課　  382-9045　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　自信のある商品がなぜ売れ

ないのか。売れる商品づくり

に求められるポイントとは何

か。マーケティングや流通構

造から、成功と失敗の境界線

を検証します。地域おこしの

取り組み事例も紹介します。

と　き　7月28日㈬　13時～

　　15時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学白

子キャンパス中ホール

講　師　三輪宏子さん(㈱FMS

綜合研究所代表取締役社

長)ほか

定　員　100人

参加費　無料

申込み　産業政策課、地区市

民センターに備え付けの申

込書に必要事項を記入の上、

直接またはファクス、電子

メールで産業政策課へ

※申込書は、市ホームページからも

入手できます。

夏休み子ども体験博物館
～古代の人たちと同じ
もの作ってみよう～

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

と　き　7月21日㈬～8月31日㈫

内　容　

◆体験学習

○勾玉、土笛つくり(毎日開

催)　9時～10時、13時～14

時受け付け

○火おこし(毎日開催)　11時

～11時30分、15時～15時30分

※期間限定講座開催時と悪天候時

は休みです。

◆期間限定講座

○虫カゴ編み　8月8日㈰、14

日㈯

○万灯手作り　7月31日㈯午

後、8月4日㈬午後

○アンギン作り　7月28日㈬

○カゴ編み　巻き編みのカ

ゴ：8月5日㈭、18日㈬　あじ

ろ編みのカゴ：8月11日㈬、

25日㈬

○古墳模型作り　8月20日㈮、

27日㈮

※万灯手作り以外のすべての講座

は、午前(9時15分受け付け、9時

30分開始)と午後(13時15分受け

付け、13時30分開始)の2部制で、

いずれも先着順で受け付けます。

※体験、期間限定講座の中には、一

部材料費負担があります。

※詳しくは、チラシ、考古博物館ホー

ムページをご覧ください。

子どもの生活習慣病に
かかわる健康相談会

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

　小児科医、栄養教諭が生活

行動の見直し、栄養指導など

を行い、健康管理の方法をア

ドバイスします。

対　象　市内の小・中学生と

その保護者

8耐前哨戦｢鈴鹿300㎞｣で
F.C.C.TSR Hondaが
3位表彰台を獲得しました
商業観光課　  382-9020　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　国内最大級の2輪レース｢鈴

鹿8時間耐久ロードレース｣の

前哨戦となる｢鈴鹿300km耐久

ロードレース｣が、6月12日㈯、

13日㈰に鈴鹿サーキットで開

催され、住吉町に本拠を置く

F.C.C.TSR Honda(ライダー：

秋吉耕佑選手)が、決勝レース

で3位に入りました。

　同チームは2006年に8耐優

勝を果たしている名門チーム

で、7月25日㈰の大会本番に向

けて期待が高まっています。

主な地元チームの成績は下記

の通りです。

○3位：F.C.C.TSR Honda(住

吉町)

○16位：鈴鹿コミュニティ

レーシングチーム(住吉町)

○19位：Honda鈴鹿レーシング

チーム(平田町)

○20位：クラウン警備保障

RACING(中旭が丘二丁目)

○37位：DOGFISHオーテック・

スズカレーシング68(住吉

町)

○完走：DOGFISHオーテック・

スズカレーシング(住吉町)

ところ 考古博物館講堂、ホー

　ルほか
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と　き　8月3日㈫　10時～17時

ところ　保健センター

内　容　生活習慣病にかかわ

る予約制個別相談会

定　員　18人

参加料　無料

申込み　7月27日㈫までに、電

話で学校教育課へ

望遠鏡を作って月を見よう
文化会館　  382-8111　  382-8580

対　象　小学生とその保護者

※児童のみで参加はできません。

と　き　8月21日㈯　望遠鏡

作り：13時30分～16時30分、

観望会：19時～20時（曇天、

雨天時は中止）

ところ　文化会館

内　容　ポテトチップスの筒

を使って望遠鏡を作り、そ

の望遠鏡を使って月を観望

します。

定　員　24組(1組4人まで)

参加費　望遠鏡1台530円(台

数は1組の参加人数まで、望

遠鏡作り当日に支払い)

※7月31日㈯10時から、文化会館で

整理券を先着順で配布します。な

くなり次第終了します。

※整理券発行時に、参加者に持ち

物をお知らせします。

第10回夏の鈴鹿川体験
環境政策課　  382-7954 　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月22日㈰　10時～

15時

※悪天候の場合は中止もあり。

ところ　鈴鹿川河川緑地公園

(定五郎橋西、駐車場あり)

内　容　野草のてんぷら、防

災食試食、鈴鹿茶試飲コー

ナー、鈴鹿川流域の生き物

水槽展示、紙すき絵すき体験、

バルーン係留、ビーサン飛

ばし、地震体験車、消防車放

水訓練、容器デポジット＆

リユース、地元食材による

試食コーナー、スイカ割り、

環境や川にちなんだクイズ、

｢前川定五郎いかだ流し｣体

験コーナー、川歩き体験な

ど

※内容が変更になる場合があります。

主　催　やすらぎくんネット

夏の鈴鹿川体験実行委員会

◆川歩き体験

内　容　水生生物や水辺の植

物の採集、観察

※小学生は保護者同伴でお願いし

ます。

定　員　約150人(応募多数の

場合は抽選)

申込み　7月31日㈯までに、参

加代表者の住所、氏名、年齢、

電話番号、参加者全員の氏

名、年齢、参加希望時間(10

時、11時、12時30分、13時30

分のいずれか)を記入の上、

はがき、ファクス、電子メー

ルで、〒510-0241　白子駅

前9-20　すずかのぶどう｢夏

の鈴鹿川体験実行委員会川

歩き係｣(　 ・　 387-0767

　budou@mecha.ne.jp)へ

※後日、抽選結果と当日の詳細を

連絡します。

※当日の川歩き体験補助、運営手

伝いのボランティアも募集して

います。

◆昆虫類の灯火採集(19時～

　　21時)

内　容　ライトに集まる昆虫

の採集、観察

定　員　30人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　無料

申込み　8月6日㈮(必着)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

※詳しくは、後日申込者に連絡し

ます。

クライミング体験会
県営鈴鹿スポーツガーデン

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

対　象　18歳以上で、クライ

ミングを初めて体験する健

康な方

と　き　8月8日㈰　午前の部：

9時30分～12時30分、午後の

部：13時30分～16時30分

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガ ー デ ン ク ラ イ ミ ン グ

ウォール(サッカー、ラグ

ビー場内)

内　容　トップロープクライ

ミング体験(登り方と確保

の仕方)

定　員　各10人(応募多数の

場合は抽選)

参加料　1,000円  

申込み　7月31日㈯までに、住

所、氏名、年齢、性別、電話番

号、コース名を記入の上、直

接またはファクス、電子

メールで県営鈴鹿スポーツ

ガーデン水泳場窓口へ

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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385-3797)

○伝統産業会館(　 386-7511)

○伊勢型紙資料館( 　368-

0240)

○佐佐木信綱記念館(　 374-

3140)

○考古博物館(　 374-1994)

問合せ　(社)三重県観光連盟

(　 0120-301714)

※ガイドブックとラリーカードは、商

業観光課、参加施設または公式

夏休み体験教室
｢LEDで伊勢型紙
あかりを作ろう｣

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

　伊勢型紙を使ったLEDあか

りの体験教室を開催します。

伝統技術と現代技術のミック

スによって生まれる新しいあ

かりを作ります。夏休みの思

い出や学校の自由研究など、

皆さんで地域の伝統工芸に触

れて、新しい発見をしてみま

せんか。

対　象　小学4年生以上(大人

も可)

と　き　1回目：8月7日㈯　13

時～15時、2回目：8月29日㈰

　13時～15時

ところ　伝統産業会館研修室

定　員　各30人(先着順)

参加費　300円

申込み　7月20日㈫から、電話

で伝統産業会館(　 386-

7511(月曜日は休館))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　8月11日㈬　13時30

分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第3回｢法華経と宮沢

賢治｣、｢円空と梅原猛｣　

講　師　橋本俊明さん、福島

礼子さん

定　員　80人

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。

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　7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　8月7日㈯と8日㈰

○ワード応用　8月19日㈭と

20日㈮

○エクセル基礎　8月10日㈫

と11日㈬

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　8月10日㈫と11日㈬

○ワード基礎　8月7日㈯と8日㈰

○エクセル応用　8月19日㈭

と20日㈮

ところ　図書館2階視聴覚室ほか

消防救助技術
東海地区指導会

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

　東海3県各消防本部の救助

のスペシャリストが鈴鹿に集

まり、人命救助技術を競う大

会です。上位優秀チームは、8

月に京都市で開催される全国

大会への出場権が得られます。

と　き　8月3日㈫　9時15分

～15時(雨天決行)

ところ　三重県消防学校(石

薬師町452)

入場料　無料

愛知・岐阜・三重
産業観光スタンプ
ラリー2010

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

　東海3県の観光施設のうち、

2県5箇所以上を回って専用ス

タンプラリーカードにスタン

プを集め、必要事項を記入し、

郵送で応募すると、抽選で参

加施設オリジナル商品などの

記念品が当たります。

と　き　7月17日㈯～9月30日㈭

市内の参加施設　

○清水醸造(株)昭和蔵と平成

蔵(　 385-0011)

○大黒屋光太夫記念館(　 

ホームページ(　　　http://www.ai

chi-kanko.jp/stamp/)で入手でき

ます。商業観光課と参加施設での

配布数には限りがありますのでご

注意ください。
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定　員　各10人(先着順)

参加料　3,000円(教材費別途

必要)

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(8・9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 (　 3 8 7 - 1 9 0 0 　

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。

◆Excel初級(表計算初級)

と　き　8月24日㈫、25日㈬　9

時～16時　9月6日㈪、8日㈬、

10日㈮、13日㈪　18時～21時

受講料　4,000円

◆Word初級(ワープロ初級)

と　き　8月30日㈪、31日㈫　

9時～16時　

受講料　4,000円

◆JW_Cad入門

と　き　9月1日㈬～3日㈮　

　9時～16時

受講料　6,000円(別途教材費

3,300円必要)

◆ガス溶接技能講習

と　き　9月7日㈫、8日㈬　　

8時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

700円必要)

◆玉掛技能講習

と　き　学科：9月13日㈪、14

日㈫、実技：9月15日㈬から

17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)

◆フォークリフト運転技能講習

と　き　

○学科講習　9月30日㈭

※全コース共通で受講します。

○実技講習

Ⅰコース：10月3日㈰、9日㈯、

10日㈰

Ⅱコース：10月5日㈫～7日㈭

Ⅲコース：10月13日㈬～15日㈮

定　員　各コース30人(先着順)

受講料　2万6,500円

※8月2日(月)8時30分から、上記3コー

スを同時に受け付けします。

◆外国人向け玉掛技能講習

　力学、玉掛の方法や合図な

どの学科と実技です。この講

習を受講していただくと｢玉

掛技能講習修了証｣が取得で

きます。

対　象　18歳以上で日本語で

日常会話が可能な方

と　き　8月23日㈪～27日㈮

　9時～17時　

定　員　10人

受講料　1万円(別途教材費

1,500円必要)

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が1人付きます。

　　やっとプラスチックごみの分別を覚えた

と思ったら、また変更でとてもややこしいで

す。それと、小袋に入れないでくださいと書

いてありますが、一日分を家の中で小袋にた

めてそれを屋外のごみ箱に捨てるので、小袋

に入れて出すのは仕方がないと思います。

　　4月1日から、容器包装リサイクル法に基

づき、ごみの減量化と最終処分場の延命化

を目的に、新しい分別ルールでプラスチック

ごみの排出をお願いしています。今までは、

減容固化したごみを最終処分場で埋立処分

していましたが、4月以降は、集積所から収

集後、手選別で不適物を分別し、リサイクル

可能なプラスチックごみは市外の業者に出

荷して再資源化を行っています。また、分別

確認は二重袋の中身も手作業で行っていま

すので、お手数ですが、ピンクの認定袋に

入れる際には小袋の状態ではなく、ばらば

らに入れていただくようお願いします。

廃棄物対策課　  382-7609　　　382-2214 
　　　　　　　  haikibutsutaisaku@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

プラスチックごみの出し方

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


