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住所や家族構成に変動が
あった場合は届出が必要です
市民課　  382-9013　  382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

　住民基本台帳は、市民に関

するさまざまな行政の基礎と

なることから、正確な記録が

行われなければなりません。

住所変更などの市民の地位に

関する事実は、市民からの届

出により記録することになり

ますので、引っ越したときや

家族構成に変動があった場合

は、市民課または地区市民セ

ンターへ届出をお願いします。

なお、届出の内容によって届

出期間が決められていますの

で、ご注意ください。

○転入届・転居届　新しい住所

に住み始めた日から14日以内

○転出届　転出する日まで(1

カ月前から受け付け可能)

○出生届　生まれた日から14

日以内

○死亡届　死亡の事実を知っ

た日から7日以内

夜間断水・洗管作業を行います
工務課　  368-1678　  368-1688

　komu@city.suzuka.lg.jp

　安全でおいしい水を供給す

るため、水道管内の洗管作業

とそれに伴う断水を行います。

なお、洗管作業中(10月31日深

夜から11月1日朝)や洗管作業

後に管内の水流の変化などで

濁り水が発生し、ご迷惑をお

かけする場合もあります。あら

かじめ飲料水のくみ置きをして

いただき、洗濯などにも注意し

ていただくようお願いします。

　また、洗管作業区域外でも、作

業の影響により濁り水が発生し、

ご迷惑をおかけする場合があり

ますので、併せてご注意ください。

作業区域　平田地区：平田一・

二丁目、平田本町一・二丁目の

すべて、弓削一丁目の一部、庄

野地区：庄野共進一丁目のす

べて、庄野東一丁目の一部

と　き　10月31日㈰　23時～

11月1日㈪　5時30分

納税の夜間窓口を開設します
納税課　  382-9008　  382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月28日㈭、29日㈮

17時15分～20時

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。

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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調査票の提出は
お済みですか
企画課統計グループ

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

　国勢調査の調査票をまだ提

出していない方は、至急調査

票に記入の上、調査員に提出

いただくか｢郵送提出用封筒｣

を用いて、市へ郵送してくだ

さい。

合川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　11月4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)

行政相談をご利用ください
市民対話課　  382-9004　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　｢行政相談｣とは、国やNTTな

どの特殊法人などに対する苦

情や意見、要望をお聞きし、そ

の解決の促進を図る制度です。

行政相談委員は総務大臣が委

嘱した民間の有識者で、皆さ

んの身近な相談相手です。相

談は無料で、相談の秘密は固

く守ります。

　市では、総合相談(毎月第3

金曜日)、巡回相談(隔月第1木

曜日)の開催日に、3人の行政

相談委員が交代でご相談に応

じています。詳しくは、広報す

ずか毎月20日号｢相談｣をご覧

ください。

市内の行政相談委員　北村克

麿さん、川北五鈴さん、田中

常保さん

※総務省三重行政評価事務所(　　　

059-227-1100)でもご相談に応

じています。

特定健康診査が
始まっています

保険年金課　  382-9401  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険加入者で対

象となる方に、特定健康診査

受診券を送付しています。同

封の一覧表にある医療機関

で11月30日㈫まで受診でき

ますので、対象者でまだ受診

していない方は、お早めに受

診をお願いします。なお、特

定健診の結果、必要な方には

特定保健指導のご案内もし

ていますので、併せてご利用

ください。

対　象　下記のいずれにも該

当する方

○平成22年8月31日現在、国民

健康保険に加入している方

○昭和10年9月1日から昭和46

年3月31日生まれの方

○特定健康診査受診日に、鈴

鹿市国民健康保険に加入し

ている方

持ち物　特定健康診査受診券、

自己負担金(受診券に記載)、

鈴鹿市国民健康保険被保険

　者証または鈴鹿市国民健康

保険被保険者資格証明書

※受診券をなくした場合は、保険年金

課へお問い合わせください。

※国民健康保険加入以外の方は、

加入している医療保険者(保険証

に記載)にご確認ください。

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

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。

※11月中に実施します。

費　用　無料

申込み　11月2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

11月11日から17日は
｢税を考える週間｣です

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

　国税庁では、毎年11月11日

から17日を｢税を考える週間｣

と定めています。平成22年度

のテーマは、｢IT化・国際化と
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税｣です。11月から国税庁ホー

ムページに｢税を考える週間｣

特集ページを開設し、税に関

する情報の提供を行っていま

すので、ご覧ください。また、

自宅やオフィスなどからイン

ターネットを利用して申告、

申請、届出などができる便利

なシステム｢国税電子申告・納

税システム(e-Tax)｣もご利用

ください。

◆税を考える週間行事

と　き　11月7日㈰　10時～

16時

ところ　鈴鹿ベルシティ1階

センターコート

内　容　｢税の習字・税に関す

る絵葉書コンクール｣表彰

式・入賞作品展示、｢税の作

文・税の標語｣表彰式・入賞

作品展示、税金よろず無料

相談会、電子申告(e-Tax)

コーナー

主　催　鈴鹿税務連絡協議会

後　援　鈴鹿税務推進協議会

問合せ　(社)鈴鹿法人会事務

局(　 383-7561)

11月15日から21日は
全国一斉｢女性の人権ホット
ライン｣強化週間です

人権政策課　  382-9011　  382-2214
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　夫やパートナーからの暴力、

職場でのセクシュアル・ハラ

スメント、ストーカー行為な

ど、女性をめぐるさまざまな

人権問題について相談を受け

付ける専用電話相談窓口です。

相談は津地方法務局職員また

は人権擁護委員がお受けしま

す。相談は無料で、秘密は厳守

します。

と　き　11月15日㈪～21日㈰

8時30分～19時(土・日曜日

は10時から17時)

相談電話　女性の人権ホット

ライン(全国共通)　　0570

(070)810(ゼロナナゼロの

ハートライン)

※詳しくは、津地方法務局人権擁

護課(　  059-228-4193)へ

第42回全日本大学駅伝
対校選手権大会による
交通規制を行います

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

　11月7日㈰、｢第42回全日本

大学駅伝対校選手権大会｣が

熱田神宮から伊勢神宮間で

開催されます。これに伴い、

当日9時ごろから14時ごろま

で、県内の主要道路で交通規

制が行われます。また、国道

23号の木曽川大橋、揖斐長良

大橋は、橋りょう補強工事の

ため下り線が全面通行止め

になります。同区間は上り線

の橋上で対面通行となり、選

手通過予想時刻の9時前後に

はかなりの渋滞が予想され

ます。皆さんのご理解とご協

力をお願いします。

問合せ　大会事務局(朝日新

聞社企画事業本部名古屋企

画事業チーム　　052-231-

8131)

伝統産業会館を休館します
産業政策課　  382-8698　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　伝統産業会館は、電気工事

のため、11月16日㈫から19日

㈮まで臨時で休館します。

問合せ　伝統産業会館(　  

386-7511)

　｢鈴鹿市のごみ減量を考えるポスター｣には、市内の小・中

学生から多数の作品が寄せられました。その中から、美しい

まち鈴鹿賞には樋口凜さん(栄小学校3年生)、伊藤舞さん(鈴

西小学校6年生)、服部菜摘さん(白子中学校3年生)の3人の作

品が選ばれたほか、計45点の優秀作品が決まりました。なお、

美しいまち鈴鹿賞の3作品は、来年度の小学4年生向け社会科

副読本｢美しいまち鈴鹿｣

に掲載されます。

｢鈴鹿市のごみ減量を考えるポスター｣優秀作品が決定しました
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214　  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

樋口凜さん 伊藤舞さん 服部菜摘さん

※税に関する情報は国税庁ホーム

　　ページ(　　 http://www.nta.go.jp/) 、

　　e-Taxに関する情報はe-Taxホー

　　ムページ(　　 http://www.e-tax.nta.

　　go.jp/)をご覧ください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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　住宅なんでも相談会を
行います

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

　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　11月12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

※境界問題など、法律関係の質問

には対応できません。

相談者　組合員(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

開館5周年記念イベント
バラライカミニコンサート
＆｢おろしや国酔夢譚｣
｢大黒屋光太夫｣朗読会

文化課　  382-9031　  382-9071
　bunka@city.suzuka.lg.jp

　光太夫もロシアで聞いたバ

ラライカの音色にのせて、井

上靖｢おろしや国酔夢譚｣、吉

村昭｢大黒屋光太夫｣両作品の

文章の深みと視点の違いを感

じてください。

と　き　11月14日㈰　13時30

分から

ところ　若松公民館多目的

ホール

定　員　100人

入館料　無料

申込み　10月20日㈬から、氏

名、参加人数、住所、電話番

号を記入の上、電話または

電子メールで文化課へ

※当日15時30分から、大黒屋光太

夫記念館で特別展の展示解説を

行います。

特別展｢土の中に
眠っていたほとけさま｣

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

　発掘調査で出土した押出仏

やせん仏などの資料を紹介し、

初期仏教文化の地方への広が

りについて考えます。

と　き　11月3日㈬～12月12

日㈰

◆関連講演会｢悠久の時を経

てめざめた仏たち－今、脇

役が歴史を変える－｣

と　き　11月3日㈬　14時

から

ところ　考古博物館講堂

講　師　赤川一博さん(奈良

県立美術館学芸課長)　

参加料　無料

平成22年度
佐佐木信綱記念館特別展
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月17日㈬～12月19

日㈰　9時～16時30分(月曜

日休館)

ところ　佐佐木信綱記念館1

階展示室(石薬師町1707-3)

内　容　｢信綱と坂田富美－

温情のもとに秘書・門人と

　して－｣をテーマに、大正13

年に秘書となった富美と信

綱の交流、交流からうかが

える信綱の人となりを、写

真やエピソードなどで紹介

します。

入館料　無料

主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育

委員会

問合せ　佐佐木信綱記念館

(　 ・　 374-3140)

｢リーディング産業展みえ
2010｣～県内企業などが
一堂に集まる展示会～

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

と　き　11月5日㈮　10時～17

時、6日㈯　10時～16時

ところ　四日市ドーム

内　容　約200社(団体)によ

る製品・技術の展示、次世代

自動車の展示・試乗、商談会、

セミナー・イベント

参加料　無料

問合せ　リーディング産業展

みえ2010実行委員会事務局

(　 059-224-2393)

※当日は、鈴鹿市とSUZUKA産学官

交流会も出展します。

匠の里・伊勢型紙フェスタ
産業政策課　  382-9045　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月6日㈯、7日㈰　

10時～16時

ところ　伝統産業会館、伊勢

型紙資料館

内　容　白子・寺家地区の彫

刻職人の工房見学を行う

ウォークラリー、伊勢型紙

の彫刻実演、LED型紙あか

り・しおり・ミニ色紙の彫刻

体験、作品の展示・販売
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※伝統産業会館、伊勢型紙資料館、

近鉄白子駅、近鉄鼓ヶ浦駅で受

け付けを行い、ウォークラリーマッ

プを配布します。なお、ウォークラ

リースタンプを5つ以上集めた方

には、両日とも先着500人に記念

品を差し上げます。

※道中では休憩所を設置し、鈴鹿グ

ルメ弁当を販売します。

※伊勢街道に息づく｢匠の里｣フォト

コンテストを同時開催します。

参加料　無料

問合せ　伊勢型紙産地協議会

(伝統産業会館内　 386-

7511)

第43回鈴鹿市
小中学校音楽会

指導課　  382-9028  　383-7878
　shido@city.suzuka.lg.jp

◆中学校の部

と　き　11月5日㈮　10時30

分～14時30分

ところ　市民会館

内　容　市内の中学生による

合唱発表

◆小学校の部

と　き　11月18日㈭　9時20

分～11時40分(第1部)、13時

20分～15時40分(第2部)、19

日㈮　9時20分～11時40分

(第3部)、13時20分～15時40

分(第4部)

ところ　市民会館

内　容　市内の小学生による

合唱、合奏などの音楽発表

第39回三重県植木まつり
農林水産課　  382-9017　  382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月30日㈯、31日㈰

　9時～16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容　産地直送の植木大即

　売会、寄せ植え体験、トピア

リー作り体験、オークショ

ンなど

問合せ　三重県花植木振興会

(三重県農畜産室内)(　   

059-224-2808　  059-224-

2558)

※詳しくは、広報すずか10月20日

号の折り込みチラシをご覧くだ

さい。

若松海岸清掃ボランティア
若松地区市民センター

　  385-0200　  385-4752

と　き　11月13日㈯　8時～

10時

ところ　徳本御堂前(メイン

会場)、千代崎観光案内所前、

原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化ボ

ランティア推進委員会(代

表：長谷川彦英さん　　

385-7055)

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は同

委員会が準備します。

第13回鈴鹿シティマラソン
スポーツ課　  382-9029　  382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月19日㈰　7時30分

から受け付け(雨天決行)

ところ　鈴鹿サーキット国際

レーシングコース

内　容　10㎞、5.6㎞、2.0㎞、競

技用車いす5.6㎞、生活用車

いす2.0㎞

参加料　10㎞：3,000円、5.6㎞：

高校生以上3,000円・中学

生2,500円、2.0㎞(生活用車

いす含む)：高校生以上

2,500円・中学生2,000円・小

学生以下1,500円・親子3,000

円、競技用車いす5.6㎞：

3,000円

申込み　11月5日㈮(消印有

効)までに、スポーツ課、市

内スポーツ施設、公民館、地

区市民センターなどに備え

付けの所定の参加申込書に

必要事項を記入の上、郵便

振替または公式ホームペー

ジ(　 h t t p : / / w w w . e -

marathon.jp/suzuka/)から

申し込み

第18回おいん鈴鹿
観光と物産展

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

と　き　10月29日(金)～31日(日)

ところ　白子ショッピングタ

ウンサンズ

内　容　市内の物産販売、観

光情報の紹介、伊勢形紙の

作品展示と体験彫り、鈴鹿

墨の展示、交通安全教室、生

物多様性パネル展示など

※詳しくは、広報すずか10月20日

号の折り込みチラシをご覧くだ

さい。

問合せ　おいん鈴鹿観光と物

産展実行委員会事務局(　   

388-2101)

すずたん広場
企画課　  382-9038  　382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月14日㈫　10時～11

時30分(9時30分受け付け)

ところ　鈴鹿短期大学内呉

竹館

内　容　育児相談、手遊び、パ

ネルシアター、体操、手作り

おもちゃなど

参加費　無料

申込み　11月1日㈪から30日

㈫までに、電話で鈴鹿短期

大学(　 378-1020)へ

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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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　11月10日㈬　13時30

分～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第6回(最終回)｢一休

と水上勉｣、｢新興宗教と村

上春樹｣

講　師　伊藤伸司さん、清水

信さん

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。

知れば納得
～クレームなんて怖くない～
男女共同参画課　  381-3113　  381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画市民委託事業

として、接客や電話応対に悩

む女性のための｢クレーム応

対スキルアップセミナー｣を

開催します。

対　象　市内に在住、在勤の

女性

と　き　11月21日㈰　9時30

分～16時30分

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター

講　師　長谷川知世さん(ザ・

アール)

定　員　24人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　無料

企画・運営　鈴鹿市男女共同

参画センター登録団体｢エ

ンパ会｣

共　催　三重県(企業等男女

共同参画コンサルティング

事業)

託　児　3歳から9歳まで、5人

程度

申込み　11月5日㈮までに、講

座名、郵便番号、住所、氏名、

年齢、電話番号を記入の

上、はがき、電話、ファクス、

電子メールで、〒513 -0801

神戸2-15 -18　男女共同参

画課へ

※11月6日(土)に抽選結果を発送す

る予定です。

平成22年度元気UP倶楽部
スポーツ課　  382-9029  　382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　成年男女

と　き　11月2日から12月7日

の毎週火曜日(全6回)　9時

30分～11時30分

ところ　西部体育館

内　容　ヨガ、太極拳、エアロ

ビック、ニュースポーツなど

講　師　鈴鹿市体育協会派遣

講師、鈴鹿市体育指導委員

定　員　50人

参加料　3,000円(保険料含む)

主　催　鈴鹿市体育協会

申込み　10月21日㈭から29

日㈮に、参加料を持参の上、

鈴鹿市体育協会(市立体育

館内、土・日曜日を除く9時

から17時)または西部体育

館へ

問合せ　鈴鹿市体育協会(　  

380 -5015　 380 -5053　

npotaiky@mecha.ne.jp)

市民会議公開講座
｢つなぐ｣

生涯学習課　  382-7619　  382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月6日㈯　13時30

分～16時

ところ　ふれあいホール

内　容　

○一部　市内小・中学生作文

コンクール表彰式

○二部　講演｢青少年のおも

いやりと生き抜く勇気を育

てるために｣－失敗にくじ

けない心を育てる地域の連

携－(講師：太田仁さん(梅

花女子大学心理こども学部

心理学科教授))

定　員　200人

参加料　無料

問合せ　鈴鹿市青少年育成市

民会議事務局(　 ・　 382-

0713)

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、パソコン

実務講習を行います。

対　象　60歳代前半の方

と　き　12月9日㈭～17日㈮

(土・日曜日を除く)　9時～

16時

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　ワードを使用した

文書作成、エクセルを使用

した表計算、簡単な関数、

パワーポイント、アクセス

の基礎
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定　員　25人

受講料　無料

申込み　11月15日㈪までに、

(社)鈴鹿市シルバー人材

センター(　 382-6092)へ

パソコン講座
市政情報課　  382-9003  　382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　10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　11月6日㈯と7日㈰、

11月18日㈭と19日㈮

○エクセル基礎　11月9日㈫

と10日㈬

○年賀状　11月13日㈯と14日㈰

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　11月9日㈫と10日㈬

○ワード基礎　11月6日㈯と7日㈰

○ワード応用　11月18日㈭と

19日㈮

○エクセル応用　11月13日㈯

と14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)

鈴鹿地域職業訓練
センター(12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)

※フォークリフト運転技能講習は11

月1日(月)から、それ以外は受講

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、申込み時に必要

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。

◆ガス溶接技能講習

と　き　12月1日㈬、2日㈭　8

時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

700円必要)

◆年賀状の作成

と　き　12月7日㈫、8日㈬　9

時～16時

受講料　4,000円(別途教材費

1,000円必要)

◆デジカメの活用

と　き　12月14日㈫、15日㈬ 

9時～16時

受講料　4,000円

◆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

と　き

○学科講習　12月2日㈭　

※全コース共通で受講します。

○実技講習

Ⅰコース：12月4日㈯、11日㈯、

12日㈰

Ⅱコース：12月7日㈫～9日㈭

Ⅲコース：12月14日㈫～16日㈭

定　員　各コース30人

受講料　2万6,500円

◆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　12月6日㈪～10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)

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が付きます。

 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

　

生け垣の補助について 市街地整備課　  382-9025  　382-7615
            　　　　 shigaichisebi@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。

　　住宅地に生け垣を植えると補助が出

るということを聞きましたが、その補助の

制度を市民に周知していただけないで

しょうか。

　　生け垣の設置費補助金制度について

は、今年度から始めました。市では、住宅地

の景観と防災の向上を図り、緑豊かで調

和のとれたまち並みの形成のため、生け

垣設置の補助をしています。今後もさま

ざまな方法で周知をしていきます。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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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。

※マンモグラフィは乳房専用のレントゲン撮影です。撮影の範囲は乳房からわきの下を

含めた部分になりますので、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検診を重複して受診することはできません。

※はがきの裏面へ、希望する検診名、希望する検診日（第2希望まで）、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、健康づくり課へ送付してください。

　（あて先）〒513-0809　西条5-118-3　健康づくり課「がん検診担当」へ

※定員を超える場合は、抽選となります。抽選の結果は、11月下旬ごろに郵送でお知らせします。

※乳がん（超音波）11月1日先着分にお申し込みの方には、随時連絡します。

※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

※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。

40歳以上の方

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

保健センター

レントゲン撮影 200円
たんの検査 600円

100人肺がん

20歳以上の女性

乳がん
（超音波による）

20歳以上の女性

子宮がん
（頸部）

40歳以上の女性

乳がん
（マンモグラフィによる）

11月22日㈪
9時〜11時

肺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、はがきのみでの受け付けです。

1,500円

1,500円

1,900円

900円

午前各40人

午後各40人

午前各40人

午後各40人

各70人

午前15人

午後15人

12月14日㈫、1月31日㈪
9時30分〜11時、

13時〜15時

12月17日㈮、21日㈫、
1月17日㈪9時30分
〜11時、13時〜15時

12月17日㈮、1月
17日㈪、31日㈪
13時〜14時30分

11月1日㈪9時30分
〜11時、13時〜15時

費　用

受付中
※定員になり次第締切り

保健センター

10月20日㈬〜11月1日㈪
（はがきのみ・消印有効）

10月20日㈬〜11月1日㈪
（はがきのみ・消印有効）

10月20日㈬〜11月1日㈪
（はがきのみ・消印有効）

受付中
（はがきのみ・先着順）

○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。

相 　 　 談  と　　き 申　込　み 定 員 備　　　　　考 ところ

保健
センター

11月19日㈮
13時〜14時30分

̶ ̶ 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（育児相談・栄養相談）

11月26日㈮
9時30分〜11時

すくすく広場
（医師による講演会と質疑応答）
市民公開健康相談 受付中

※定員になり次第締切り
有馬 美香 医師（眼科）
「40代からの緑内障」

50人

＜乳がん・子宮がんの申込み方法＞

（12月17日は
旭が丘公民館）

保健センター
（12月17日は
旭が丘公民館）

※申込みは、一つの検診につき一人はがき1枚です。

相　 談相　 談

検　 診検　 診
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　　　妊婦健診を県外の医療機関で受診された方の公費助成の申請期間は、県外で受診した

日から１年以内（申請分のうち1番早い受診日から1年以内）が原則です。ただし、平成22年4月

1日から平成23年3月31日までに受診された方は、平成23年3月31日までに申請をお願いしま

す。期限を過ぎる場合は健康づくり課へご連絡ください。

　一定の年齢の方を対象に、乳がん検診(マンモグラフィによる)と子宮

頸がん検診の無料検診を実施しています。

　対象の方には6月初旬に個別に通知をしましたが、検診の申し込みがま

だの方は、締切りが迫っていますのでお早めにお申し込みください。

　詳しくは、通知した書類を見ていただくか、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

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。

　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

3日(水・祝)、21㈰、23日(火・祝)

10時15分〜11時30分、12時30分〜16時

鈴鹿ベルシティ

　平成22年度インフルエンザワクチン接種を平成23年3月31日まで実施しています。

◆接種費用　・65歳以上の方：1,100円　・全年齢の方を対象に市県民税非課税世帯の方：500円

　　　　　　（ただし、地区市民センターか健康づくり課で交付した非課税世帯の証明を接種時

　　　　　　に医療機関へ提出する必要があります）　・生活保護受給者：自己負担なし

※接種時満1歳から小学3年生の方には、１回目の接種に限り600円を助成します。接種時に医療機関で申請をしてください。

　市外の医療機関で接種する場合は、接種前に健康づくり課へご連絡ください。

◆接種費用を全額お支払い後の払い戻し（還付）は行いませんのでご了承ください。

10月25日㈪から

10月29日㈮から

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

保健
センター

保健
センター

30組 無料

20組 無料

申込み（電話予約制）ところ

11月9日㈫
10時〜11時30分

12月9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

虫歯予防の話、ブラッシ
ング指導、食事について

の講話、個別相談

平成22年5月から7月生まれの
乳児をもつ初参加の方

2歳時とその保護者

離乳食コース

むし歯予防コース

■インフルエンザHA予防接種について

妊婦健康診査妊婦健康診査

教　　室教　　室

健康診査健康診査

予防接種予防接種

11 月 の  献 血 日 程

健康フロア健康フロア健康フロア 乳がん検診(マンモグラフィによる)と子宮頸がん
検診の無料検診
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ごみ分別

Ｑ Ａ＆ A
Ｑ お菓子の空き箱は何ごみ？

資源ごみ。資源ごみAの雑誌の間に挟んで出してください。

●動物にごみを荒らされないポイント

◆生ごみを減らす

　ごみがきちんと分別されている。

　ごみを出す曜日、時間が守られ、出されている（収集日

当日の8時まで）。

　鈴鹿市認定ごみ袋に５㎏までの重さで、袋の口をし

ばって出されている。

　収集後は、「ごみ当番」の方や気付いた方が清掃をしている。

　ごみの分別がされていない。

　ごみを出す曜日、時間が守られていない。

　ごみ袋の口がテープなどで止めてあったり、鈴鹿市認

定ごみ袋以外の袋で出されている。

　収集後の清掃がされてなく、収集されなかったごみが

そのままになっている。

　動物たちのえさとなる生ごみを出さな

いというのが第一です。買い過ぎ、作り過

ぎはできるだけ控え、食品の無駄・食べ残

しを少なくしましょう。

　前日の夜間にごみを出すと、ネコなど

がごみを荒らしてその後にカラスなどが

集まります。ごみの散乱を防ぐためにも

収集日の当日8時までに出しましょう。

◆生ごみは水気を切る

　水気を切ると、ごみのにおいを抑える

ことができます。

◆収集日を守る
　ネットをかけることで、簡単に低コス

トでごみの散乱を防げます。ネットの網

目はできるだけ細かいものにし、ごみ袋

がはみ出さないように全体を覆いま

しょう。重りをつけると、隙間から動物

の進入を防げます。

◆ネットで覆う

　普段からごみの出し方を気をつけるだけで、ネコやカラスなどの動物に集積所が荒らされません。

○良い集積所

×悪い集積所

○良い集積所

×悪い集積所

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

 
　現在ごみ集積所は市内に約3,300箇所あり、主に自治会が管理している

集積所と共同住宅などの管理会社や大家が管理している集積所の2つに

分けられます。きれいな集積所を維持していくために、利用者一人ひとり

のご協力をお願いします。

きれいなごみ集積所を維持しましょう
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214　  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
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●開館時間 9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時
6日・14日・20日14時30分～15時、27日10時30分～11時　1階親子コーナー 

月曜日、16日㈫、30日㈫

●配本／ふれあいライブラリー

●休館日 382-0347

庄内公民館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長太公民館
箕田公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴峰公民館
加佐登公民館
合川公民館
天名公民館※
稲生公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公民館
郡山公民館
栄公民館
鼓ヶ浦公民館

2日㈫
17日㈬

5日㈮
19日㈮

（※天名は
9日・19日）

10日㈬
24日㈬

4日㈭
18日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

深伊沢公民館
牧田公民館
若松公民館
愛宕公民館
白子公民館

椿公民館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）

 
9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

神戸公民館
清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

※天名公民館の5日㈮の巡回を休止し、9日㈫に代替巡回します。

11日㈭
25日㈭

12日㈮
26日㈮

文化の日

勤労感謝の日

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

巡回相談

◎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

◎建築士による住まいの相談

消費生活相談

5・12・26日
2日
15日
4日
19日
11日

5・12・19・26日
9日
10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

10・24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
13：00～15：00
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
9：00～16：00
9：00～16：00

市民対話課　　　　　　
　　　　　　　　

合川公民館

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）

神戸コミュニティセンター

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

建築指導課

鈴鹿農協平田駅前支店2階

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

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

保健年金課
建築指導課
消費者生活センター

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

※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。

11月

11月

11月

ス
ポ
ー
ツ

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 

●西部体育館 

11月の休館日 8日㈪、22日㈪ 11月の休館日 8日㈪、22日㈪●市立体育館 ●武道館 

卓   球 

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 

バレーボール 

13:00～21:00
13:00～17:00

9:00～12:00
9:00～21:00

9:00～12:00
13:00～21:00

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

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

1・24日 
2・4・10・12・15・25・29日 

18:00～21:009・20・23・30日 
1・2・5・9・12・15・16・19・29・30日 
3・4・6・10・11・13・17・18・20・24～27日 
7・21・28日 
14日 

2・5・9・12・16・19・21・26・28・30日 

7・14・21日 
6・13・20・27日
5・9・10・12・17・19・24・26日

6・27日

3日

14・23日

1～7・9～21・23～30日

1・4・11・15・18・25・29日 

1・2・4・11・15・16・18・23・25・28～30日 

3・7・10・17・20・24日 

1・4・15・24日 
5・12・30日 

7日 

9・11・18日 
10・13・25・27日 
2日 

10日 
1・9・15・21・28日

16・23・29日
17・24・26日

1・4～6・8・10～13・15・17～20・22・23・25～27・29日
2・9・16・24・30日
3・14・21・28日
2・9・16・24・30日
3・14・21・28日

6・14・19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

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

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～17:00

9:00～12:00
18:00～21:00

9:00～12:00

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

9:00～21:00

387-6006 388-0622

371-1476

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

25日
14・21・29日
12日
19・26日

バスケット

バドミントン9:00～21:00
9:00～12:00
9:00～17:00

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

6・20日
13・27日

4・5・10～12・17～19・23・25・26日

1・4・10・11・15・17・18・23・25・29日
2・9・16・24・30日
3日
8・22日

9:00～21:00
18:00～21:00

1・5・6・8・12・13・15・19・20・22・26・27・29日
14・21・28日

 庭球場 水泳場372-2285 372-2250●県営鈴鹿スポーツガーデン
11月の休業日 1日㈪



○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

○10月21日㈭〜31日㈰『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○11月1日㈪〜10日㈬『ベルディ便り』…秋の火災予防運動
○11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 1 0 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/6件、うち建物3件（58件、22件減） 

事故数/540件、うち人身事故119件（4,914件、13件増） 死者数/0人（5人、5人減） 傷者数/167人（1,258人、7人減） 

人口/203,097人（+21人） 男性/101,847人（+20） 女性/101,250人（+1人） 世帯数/80,855世帯（+67世帯） 

出動数/606件（5,555件、334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

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。

388-2774

月［9月30日現在］

9
火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

　　当放課後児童クラブは、平成8年4月に、当時の自治会長、民生

児童委員をはじめとする地域の多くの方々のおかげで開所する

ことができました。今でも当時の関係者からたんぽぽを立ち上げ

るまでの苦労話をお聞きすることがあります。当時は十数人だっ

た児童も、現在は54人にまで増えて毎日にぎやかにしています。

　　放課後児童クラブでの一日は「おかえり」、「ただいま」のあい

さつから始まります。まず、手の消毒とうがいをしてから宿題を

します。そして、宿題が終わると学年に関係なく、皆で思い思い

に遊んでいます。その様子を見ていると、まるで昔の大家族のようです。

　　たんぽぽでは毎月の目標を決めて、あいさつ、ロッカーの整理、本の片付けなど基本的な生活習慣

が身に付くように頑張っています。また、毎年、トマト、キュウリなど野菜の苗を植え付け、交代で水やり

をして育てています。大きく実った野菜を収穫し、おやつの時間に食べるのをとても楽しみにしています。

　　夕方になると、保護者がお迎えにきます。もっと遊びたい子どもたちがほとんどで、帰りの用意を

するのに時間がかかる子もいますが、「さようなら」と見送るたびに、今日も事故もなく元気でよ

かったと思いながら日々を過ごしています。

す
で
介
紹
の
ブ
ラ
ク
童
児
後
課
放

童
学

白子小学校区
児童クラブたんぽぽ
白子小学校区

児童クラブたんぽぽ
白子二丁目7番38号




