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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　12月24日㈮、27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。

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請を受け付けます

選挙管理委員会事務局
　  382-9001  　384-3302
　senkyo@city.suzuka.lg.jp

　毎年1月1日現在で、農業委

員会委員選挙人名簿を作成し

ます。この名簿に登載されな

いと、選挙を行うときに委員

として立候補することや投票

をすることができません。

対　象　市内に住所があり、年

齢が満20歳以上(平成3年4月

1日までに生まれた方)で、下

記のいずれかに該当する方

○10アール(1,000㎡)以上の農

地を耕作している方

○上記の方の同居の親族また

はその配偶者で、年間おおむ

ね60日以上耕作している方

○10アール以上の農地を耕作し

ている農業生産法人の組合

員または社員で、年間おおむ

ね60日以上耕作している方

申　請　12月下旬に各地区の

農業委員、自治会などを通じ

て配布される｢登載申請書｣を、

1月7日㈮までに農業委員会へ

問合せ　農業委員会事務局

(　382-9018　　382-7610)

市民ギャラリーの
使用期間を変更します

管財営繕課　  382-9009　  382-8188
　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　市役所本館1階東側の市民

ギャラリーは、文化活動、非営

利活動などの発表にご利用い

ただける展示スペースです。

多くの個人、団体の方に利用

していただけるよう、使用期

間を変更します。

使用期間　連続する10日間以内

を連続する7日間以内に変更

※搬入、搬出日を含みます。

変更日　使用開始日が平成23

年4月1日㈮以降の分から

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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年末年始の市民課窓口は
混雑します

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

　年末年始の市民課各窓口は

処理件数が多く、非常に混み

合うため、かなりの時間お待

ちいただく場合があります。

ご迷惑をおかけしますが、時

間に余裕を持ってお越しいた

だくようお願いします。なお、

証明書の交付や届出の受け付

けは、地区市民センターでも

行っていますのでご利用くだ

さい。

電子証明書の利用者へ
お知らせします

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

　国税、地方税の電子申告な

どの利用時には、電子証明書

が必要です。

◆初めて取得する方

　本人が市民課窓口に、有効

期限内の住民基本台帳カー

ド、本人確認書類(写真付き

の官公署発行の免許証、許可

書など)、印鑑、手数料500円

を持参して申請してくださ

い。なお、住民基本台帳カー

ドを取得していない場合は、

手数料が1,000円(住民基本台

帳カード500円と電子証明書

500円)になります。有効期限

は3年間です。

◆引き続き利用する方

　更新手続きが必要です(有

効期限満了日の3カ月前から

可能)。本人が市民課窓口に、

有効期限内の住民基本台帳

カード、本人確認書類(写真付

きの官公署発行の免許証、許

可書など)、印鑑、手数料500円

を持参して申請してください。

電子証明書の有効期限が切れ

ている場合は、新規での申請

となります。また、本人以外が

申請する場合は、市民課へお

問い合わせください。

※確定申告が近付くと、電子証明

書の発行の際に窓口で長時間お

待ちいただく場合もありますの

で、電子証明書の取得はお早め

にお願いします。

鼓ヶ浦公民館で
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　1月6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)

年始に受診できる
動物病院を
お知らせします

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

とき・ところ

◆1月1日㈯

○高波獣医科医院(神戸六丁

目2-1　　382-0313)　

○はら動物病院(亀山市北町

　5-1　　0595-84-1010)

◆1月2日(日)

○小林動物病院(西条四丁目

21　　382-8483)

◆1月3日(月)

○ベルペットクリニック(庄野羽

山四丁目1-2　　370-2788)

○ユーカリ動物病院(道伯四丁

目9-19　　375-2010)

※診察時間はいずれも10時から12

時です。

年末年始の犯罪防止に
ご協力を

防災安全課　  382-9022  　382-7603
　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市内の犯罪の発生状況は、

昨年に比べ空き巣被害が増加

傾向にあります。特にアパー

ト1階などの掃き出し窓が狙

われています。被害に遭わな

いためには、戸締まりをしっ

かりするだけではなく、掃き

出し窓の上部に補助錠を取り

付けることが有効です。この

機会に自宅の防犯点検を行い、

犯罪被害に遭わないよう十分

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　1月26日㈬　10時30

分～11時

ところ　三重県津庁舎6階第

○菜の花動物病院(亀山市野

　村四丁目1-2　　0595 -84 -

　3478)
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　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　　

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、補助制度を設けています。

対象となるほ場がある場合は

ご活用ください。

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

就学資金貸付説明会を
開催します

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

対　象　高校、大学、専修学校

などに在学または進学しよ

　うとする子を持つ母子家庭

の方

と　き　2月6日㈰　11時から

ところ　市役所本館12階1201

会議室

貸付限度額(月額)

◆国公立(月額)　高等学校1万

8,000円、高等専門学校2万

1,000円、短期大学4万5,000

円、大学4万5,000円、専修学

校(高等課程1万8,000円、専

門課程4万5,000円、一般課程

3万1,000円)

◆私立(月額)　高等学校3万円、

高等専門学校3万2,000円、短

期大学5万3,000円、大学5万

4,000円、専修学校(高等課程

3万円、専門課程5万3,000円、

一般課程3万1,000円)

貸付利率　無利子

貸付期間　在学期間中

償還期間　卒業後6カ月を据

え置き、その後10年以内(専

修学校一般課程は5年以内)

バ ス 停 長 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
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○1月1日㈯〜5日㈬

○12月31日㈮、1月8日㈯〜10日㈪

◆始発時刻を変更します
○1月1日㈯〜3日㈪

年末年始のC-BUS運行ルートを一部変更します
商業観光課 　  382-9016 　  382-0304　   shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

 年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣に

はC-BUSが便利です。ぜひご利用ください。また、参詣の際には車に十分お気を付けください。 

※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所(　 059-233-3501)

へお問い合わせください。なお、南部C-BUSは、1月1日㈯から3日㈪まで、土日祝日ダイヤで運行します。 

1
1

～

※　　 　のバス停は、運行しません。❼ ❽、

13-1

13-1

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

059-213-7355　 http://ww

w.zei-kikou.jp/)
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償却資産の申告を
資産税課　  382-9007　  382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　固定資産税は、土地や家屋

に対して課税されるほか、事

業用(製造、修理、販売、サー

ビス業、アパート経営など)の

償却資産に対しても課税され

ます。法人税と所得税の必要

経費に算入している減価償却

資産が申告対象となりますの

で、該当する資産をお持ちの

方は、平成23年1月1日現在の

資産の所有状況を1月31日㈪

までに申告してください。な

お、12月初旬に平成23年度用

の申告書を発送しましたので、

申告対象者でお手元に申告書

が届いていない場合はご連絡

ください。

※償却資産の所有者に対しては、

地方税法の定めるところにより

申告義務が課せられています。

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。

○｢排水設備｣は、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、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。

○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、指定工事店にお問い

合わせください。

※契約に際しては、後でトラブルが

生じないように、工事の内容や

工事費の支払い方法などを十分

に検討し、納得のいく内容で契

約を行ってください。

※現在、下水道への接続の普及促

進のため、戸別訪問を行っていま

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します。

平成23年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課　  382-7606  　382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和30年4月2日以降

生まれで、保育士資格を取

得または平成23年3月末日

までに取得見込みの方

募集人員　10人程度

申込み　1月5日㈬から21日㈮

　(土・日曜日、祝日を除く8時

30分から17時15分)までに、

採用試験申込書に必要事項

を記入の上、直接または郵

送で、〒513-8701　子育て

支援課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で子育て支援課へ請求して

ください。郵送の場合は、封筒の

表に朱書きで｢嘱託職員採用試

験申込書希望｣と記入の上、返

信用封筒(あて先を記入し、90円

切手をはった12cm×23㎝程度)を

同封してください。

※臨時保育士の登録も随時受け付

けています。

◆採用試験

と　き　1月30日㈰

特別児童扶養手当について
お知らせします

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

　特別児童扶養手当とは、障

がいがある20歳未満の児童を

養育し、市内に住所があり、所

得が国の定める限度額未満の

方に対する手当です。

対象児童　国内に住所があり、

施設など(一部を除く)に入

所しておらず、国が定める

障がいの程度(身体障害者

手帳：1～3級・4級の一部、療

育手帳：A1(最重度)・A2(重

度)・B1(中度)・B2(軽度)の

一部、精神障害者保健福祉

手帳：1・2級)に該当し、障が

いを支給事由とする公的年

金を受け取ることができな

い方

※手帳の等級はあくまで目安です。

手当額(児童1人あたり月額)

　1級：5万750円、2級：3万　

3,800円

スイスイ君

下
水
道
の
普
及
に

ご
協
力
を
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音楽でつなぎ、つながる
鈴鹿の子｢子どもたちが
創る  音楽の祭典｣

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

と　き　1月8日㈯　12時30分

～16時

ところ　文化会館

内　容　小学校のリコーダー

演奏と合唱、中学校吹奏楽部

の演奏、白子高校吹奏楽部の

演奏、中村好江さんのトラ

ンペット演奏、名古屋芸術

大学の皆さんの演奏

参加料　無料

申込み　1月5日㈬までに、直

接または電話、ファクス、電

子メールで指導課へ

スズカ市民文化セミナー
｢心の文化を鈴鹿から！｣
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月9日㈰　14時～16

時10分(13時30分開場)

ところ　文化会館

内　容　古くから受け継がれて

きた日本の文化や知識につい

て、本市にゆかりのある彫刻

家中村晋也さんと法相宗大本

山薬師寺管主山田法胤さんが

分かりやく講演、対談します。

入場料　無料

消防出初式
消防総務課　  382-9162  　383-1447

　shobosomu@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月5日㈬　10時から（ふ

　れあい行進は9時45分から）

ところ　鈴鹿サーキット国際

レーシングコース

内　容　幼少年消防クラブや

一般幼少年によるふれあい

行進、消防職団員による救

助訓練や放水訓練など

※会場への入場、駐車には、裏面の｢入

場・駐車場無料券｣をご利用ください。

※当日の8時に市内全域でサイレン

を鳴らしますので、火災と間違え

ないようお願いします。

と　き　1月30日㈰　9時10分出発

ところ　鈴鹿市駅前を出発し、ゴールの石垣池公

園陸上競技場まで、市内一般道路を走ります。

内　容

○種別　一般の部、中学校の部

参加料　1チーム4,000円(スポーツ保険含む)

申込み　大会要項を必ず確認し、1月14日㈮(必

着)までに、申込書に必要事項を記入の上、郵

送で、〒510-0212　中旭が丘四丁目5-62　白子

中学校内　南部朗へ

【監督会議】

　チーム代表者と補助員は必ず参加してください。

と　き　1月27日㈭　18時30分から

ところ　鈴鹿高専第一会議室

※詳しくは、大会要項をご覧いただくか、白子中学校　

南部朗(　　386-0336)またはスポーツ課へ

第57回鈴鹿市内駅伝競走大会　スポーツ課　  382-9029　   382-9071　   supotsu@city.suzuka.lg.jp 　

中央道路中央道路

伊
勢

鉄
道

石垣池公園
陸上競技場

中央総合病院

ベルシティ
平田野中

庄野小
鈴鹿川

鈴鹿中

市役所

１区

５区

河川防災センター

鈴鹿サーキット

３区

２区

４区
三重パーツ

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

神
戸
小

●

●

●

●

●

●
サーキット道

路

サーキット道
路

稲生高校

旧ホンダロジスティックス石丸A倉庫

青少年の森

飯野小

石垣池

創徳中

白子中

近鉄鈴鹿線

平田町

三日市

鈴鹿市駅

国道1号
国道1号

中
勢

バ
イ

パ
ス

中
勢

バ
イ

パ
ス

1区(4.3km)

鈴鹿市駅前～河川防災センター

河川防災センター～旧ホンダロジスティックス石丸A倉庫

旧ホンダロジスティックス石丸A倉庫～三重パーツ

2区(2.9km)

  
3区(4.2km)

4区(3.0km)

三重パーツ～稲生高校 
5区(4.6km)

稲生高校～石垣池公園陸上競技場

中村晋也さん 山田法胤さん

　　www.geocities.jp/suzuriku05/)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 

※申込書と同時に、参加料を現金書留で送付してくだ

　　さい。大会要項、申込書は、スポーツ課に備え付けの

　　ほか、鈴鹿市陸上競技協会ホームページ(　  h t t p : / /
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鈴鹿墨(色墨)を使った
書道パフォーマンス

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

と　き　1月1日㈯～3日㈪　

10時30分から、13時30分か

ら、8日㈯～10日㈪　11時か

ら、13時30分から

ところ　鈴鹿サーキットモート

ピア遊園地内ジョイフル広場

内　容　鈴鹿高等学校書道部

による鈴鹿墨を使った書道

パフォーマンスです。色の付

いた墨を使って大きな紙に

書き上げます。墨汁では出

せないにじみや発色、立体

感を、目の前で見ることがで

きます。また、鈴鹿墨を使っ

た書き初め体験も行います。

入場料　鈴鹿サーキットへの

入場料が必要です。

主　催　鈴鹿製墨協同組合

共　催　(財)岡田文化財団

問合せ　鈴鹿製墨協同組合

((有)進誠堂内　　388 -

4053)

バルーンにのって空から
サンタがやってくる

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

と　き 12月23日㈭、25日㈯　

7時～9時ごろ

内　容　クリスマスに、市内

のどこかにバルーンに乗っ

てサンタがやってきます。

鈴鹿川河川緑地から離陸予

定で、当日の風向きによっ

てどこにやってくるかはお

楽しみです。子どもたちに

は、空から降りてきたサン

タからプレゼントがもらえ

るかもしれません。

主　催　鈴鹿バルーンフェス

ティバル実行委員会、すず

か熱気球市民クラブ

※当日の天候や風の状況により、

予告せずに中止する場合があ

りますのでご了承ください。ま

た、気球を追いかけるときは、

交通ルールを守り、車に注意し

てください。

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢新年特別イベント｣

県営鈴鹿スポーツガーデン
　372-2250　  372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆ぜんざい振る舞い

と　き　1月2日㈰　11時から

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン

内　容　ぜんざいを振る舞いま

す。なくなり次第終了します。

◆昔遊びをしよう

と　き　1月2日㈰　10時～16時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン体育館

内　容　たこ作り体験、ジャン

ボ福笑い、こま回し、メンコ、

おはじきなどの昔遊び

※たこ作り体験は有料で、小学生

以下20人が対象です。

入場料　大人300円、小・中・高

校生100円、小学生未満無料

申込み　たこ作りのみ、12月

25日㈯までに、直接または

電話、電子メールで県営鈴

鹿スポーツガーデン体育館

(　372-8850)へ

※ホームページからも申し込みできます。

鈴鹿地域職業訓練
センター(1・2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。

◆PowerPoint初級(プレゼン

テーション初級)

　説明会などで、視覚的に説

明する資料を作成します。

と　き　1月25日㈫、26日㈬　

9時～16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

接特別教育修了証｣取得講座

です。この資格がないとアーク

溶接の業務に従事できません。

と　き　2月1日㈫～3日㈭　8

時30分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,000円必要)

◆Word中級(ワープロ中級)

消防出初式消防出初式
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　文章の編集、応用、図形描写

機能の活用、差し込み印刷、

フォーム利用などを学習します。

と　き　2月8日㈫、9日㈬　9

時～16時

受講料　4,000円

◆フォークリフト運転技能講習

対　象　普通自動車運転免許

証をお持ちの方

と　き

○学科講習　2月1日㈫　8時

～17時30分

※全コース共通で受講します。

○実技講習

Ⅰコース：2月6日㈰、12日㈯、13

日㈰

Ⅱコース：2月2日㈬～4日㈮

Ⅲコース：2月8日㈫～10日㈭

　いずれも8時30分から17時30分

定　員　各コース30人(先着順)

受講料　2万6,500円

申込み　いずれも1月5日㈬8

時30分から、同時に受け付

けします。

◆外国人向けガス溶接技能講習

　ガス溶接、溶断、加熱に関す

る学科講習と機器の取り扱い、

溶接法の実技講習を行います。

この講習を受講していただく

と、｢ガス溶接技能講習修了

証｣が取得できます。この資格

がないとガス溶接の業務に従

事できません。

対　象　18歳以上で日本語で

日常会話が可能な方

と　き　1月25日㈫～27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)

◆外国人向けクレーン運転業

務特別教育講習(5トン未満)

　力学、クレーン、クレーン運

転、合図の学科と実技講習を

行います。この講習を受講し

ていただくと、｢クレーン運転

特別教育修了証｣が取得でき

ます。この資格がないとク

レーン運転(5トン未満)の業

務に従事できません。

対　象　18歳以上で日本語で

日常会話が可能な方

と　き　2月15日㈫～17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)

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢親子ヨガ｣

県営鈴鹿スポーツガーデン
　372-2250　  372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　3歳から小学校低学

年生とその親

と　き　1月16日、23日、2月6

日、27日、3月13日の各日曜

日　10時～11時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン

内　容　ニューヨークスタイ

ルのキッズヨガを通じて、

親子のコミュニケーション

を図ります。

定　員　15組の親子

参加料　5,000円

申込み　1月10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

ガーデンへ 

※応募多数の場合は抽選とし、定員

を大幅に下回る場合は中止します。

 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

　

資源ごみの持ち去りについて 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。

　　最近、市内各地域で資源ごみ Aを無断

で持って行ってしまうということを聞き

ます。見て見ぬふりをしているという情報

も入ってきますが、市としてそういう場合

の対応を何か考えていますか。

　　市内のごみ集積所から無断で新聞紙

などを持ち去る者が、昨年の年末ごろから

目立つようになりました。市では、このよ

うな持ち去り行為を禁止し、違反者には

罰金を科す方法で条例改正を行う予定で

す。現在は関係機関(警察・検察)との調整を

進めており、できる限り早期に施行した

いと考えています。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 



と　　き と  こ  ろ 定　員 申 込 み検 診 ／ 対 象

※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。

保健センター

　　　妊婦健診を県外の医療機関等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。申請は健康づくり

課で受け付けます。

20歳以上の女性

乳がん
（超音波による）

乳がん・子宮がん検診の申込みは、はがき、または保健センター・地区市民セ
ンターの窓口で受け付けます。

1,500円
2月22日㈫、3月4日㈮
9時30分〜11時、
13時〜15時

費　用

12月20日㈪〜1月4日㈫
（はがきは消印有効）

※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。

※子宮がん検診は、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。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。

※検診結果は検診日より約1カ月後に郵送します。

※はがきに希望する検診名、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、健康づくり課へ

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

※申込みは、一つの検診につき一人はがき1枚です。

※一つの検診につき希望する検診日を2つまで選択できます。　

※定員を超える場合は、抽選となります。結果は、1月下旬ごろに郵送でお知らせします。

※市内医療機関で実施する子宮がん検診は、平成23年2月28日（月）まで実施しております。

＜はがきでの申込み方法＞
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午前各40人

午後各40人

※生理日の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

20歳以上の女性

子宮がん
（頸部）

900円

2月14日㈪、22日㈫、
3月1日㈫

13時〜14時30分

12月20日㈪〜1月4日㈫
（はがきは消印有効）

各70人

※レントゲン撮影の範囲は、乳房からわきの下になりますので、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できません。

保健センター

40歳以上の女性

乳がん
（マンモグラフィによる）

1,900円
2月14日㈪、28日㈪、3月
1日㈫　9時30分〜11時、
13時〜15時

12月20日㈪〜1月4日㈫
（はがきは消印有効）

午前各40人

午後各40人

検　 診検　 診

妊婦健康診査妊婦健康診査
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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。

50人

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　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

10時15分〜11時30分・12時30分〜16時

18日㈫13時〜16時
鈴鹿ベルシティ

　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。

　過去に接種した予防接種の免疫を高めるためにも、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　　　　　　　費　用／無料（平成23年3月31日までの接種に限る）

回　数／対象年齢内で1回　　　　　 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。

相 　 　 談 と　　き 申　込　み定 員 備　　　　　考ところ

保健
センター

2月4日㈮
13時〜14時30分

（育児相談・栄養相談）
すくすく広場

12月21日㈫から
※定員になり次第締切り

八木秀行 医師（内科）
「糖尿病予防について」

50人
保健
センター

（医師による講演会と質疑応答）

1月21日㈮
13時〜14時30分市民公開健康相談

受付中
※定員になり次第締切り

坂倉康夫 医師（耳鼻咽喉科）
「睡眠時無呼吸症候群について」

保健
センター

1月28日㈮
9時30分〜11時

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

受付中

12月22日㈬から

12月27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

20組 無料

保健
センター

20人
材料費
実費負担

申込み（電話予約制）ところ

1月24日㈪
9時45分〜12時45分

1月14日㈮
10時〜11時30分

2月3日㈭
10時〜11時30分

離乳食の進め方について
(5から8カ月ごろの離乳食）、

試食、栄養相談

元気な赤ちゃんを産むた
めのバランス食、調理実習

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7月から9月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方

2歳児とその保護者

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

むし歯予防コース

■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

2日㈰、4日㈫、8日㈯、9日㈰、10（月・祝）、30日㈰

相　 談相　 談

教　　室教　　室

健康診査健康診査 1 月 の  献 血 日 程
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　　　　　　　　　　　　　　　　　消費者、販売店、事業所、市民グループと市が一体と

なって、ごみ発生抑制と減量の推進を図ることを目的に実施する制度で、一定基準を満たす

取り組みを行っている販売店などをごみ減量推進店などとして認定する制度です。

◇「ごみ減量推進店等制度」とは

対　　象　構成員が10人以上で1年以上継続し

て、市内で活動しているグループ

認定基準　ボランティア清掃や廃品回収など

の項目において、一定以上の取組みを行って

いること

　　　　　　　　　　　 廃棄物対策課へ認定申請してください。審査の結

果、取組基準を満たしていれば認定証などを交付します（有効期間2年以内）。

◇認定を受けるには

　　　　　　　　　　　「広報すずか」や市ホームページで店舗名、事業所

名、グループ名を紹介します。また、5年間認定が続いた場合は、優良店など

の認定をして表彰を行います。

対　　象　市内すべての事業所

認定基準　ISO14001の取得

※ISO14001は､豊かで明るい地球環境を伝承するため､

1996年9月に国際標準化機構（ISO）が定めた

ISO14000シリーズの1つで､環境マネジメントシステム

をどのように構築すれば良いかを定めた仕様書です。

●ごみ減量推進事業所

●ごみ減量推進グループ

株式会社　鈴鹿ハンター

イオンリテール株式会社　ジャスコ白子店

イオンリテール株式会社　ジャスコ鈴鹿ベルシティ店

イオンモール株式会社　イオンモール鈴鹿ベルシティ

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ長太の浦店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ若松店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿中央店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ加佐登店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿住吉店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュユーズ店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ岡田店

マックスバリュ中部株式会社　バリューセンター旭ヶ丘店

マックスバリュ中部株式会社　ミセスマート太陽の街店

ユニー株式会社　アピタ鈴鹿店

株式会社オークワ　鈴鹿木田店

株式会社マルヤス　西条店

優良店

推進店

優良グループ

◇認定を受けると

店　　　名

店　　　名

優良事業所

認定事業所

店　　　名

●ごみ減量推進店

富士電機システムズ株式会社　鈴鹿製作所

富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社

住友電装株式会社　鈴鹿製作所

本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所

旭化成ケミカルズ株式会社　鈴鹿事業場

柳河精機株式会社　鈴鹿工場

鈴鹿リサイクルセンター　有限会社

株式会社   フジコウ

第一測機株式会社　鈴鹿事業所

堀田建設株式会社　鈴鹿支店

八千代工業株式会社　鈴鹿工場

株式会社   ケーヒン　鈴鹿工場

株式会社　佐藤商店

三惠工業　株式会社

株式会社　フジスタッフィング

株式会社　鈴友

株式会社　フジクラ　鈴鹿事業所

株式会社　三鈴　ダスキン中江島支店

株式会社　ツーワン

社会福祉法人　伊勢亀鈴会　八野ワークセンター

株式会社　鈴浄会

鈴鹿防災　株式会社

ホンダ運送　株式会社　鈴鹿事業所

有限会社　樋口設備

株式会社　奥村産業

三重執鬼　株式会社

株式会社　日本陸送

ＡＧＣオートモーティブ高橋　株式会社

大日本住友製薬　株式会社　鈴鹿工場

南出　株式会社

鈴鹿市生活学校

鈴鹿市旭が丘再生資源部

小谷子ども会・婦人会

リサイクル運動市民の会　三重本部

トイなおす

対　　象　主に食料品を扱う市内の小売店

認定基準　買物袋、資源回収、簡易包装などの

項目において、一定以上の取り組みを行って

いること

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

　市では、資源循環型社会を実現するため「ごみ減量推進店等制度」を実施

しています。 今回は、この制度の趣旨に賛同し、ごみ減量を推進している販

売店・事業所・市民グループなどを紹介します。

紹介します！
ごみ減量推進店・推進事業所・推進グループ

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・日曜日は9時～17時
9日・15日14時30分～15時、22日10時30分～11時　1階親子コーナー

月曜日、1日㈯～4日㈫、18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

※5日㈬
19日㈬

※7日㈮
21日㈮

※12日㈬
26日㈬

※6日㈭
20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

※年末年始の休館のため、巡回間隔を3週間に変更いたします。

※13日㈭
27日㈭

※14日㈮
28日㈮

成人の日

元 日

1月

相
　
談

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

7・14・28日
11日
17日
6日
21日
13日

7・14・21・28日
11・25日
12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

12・26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　　　　　　
　　　　　　　　

鼓ヶ浦公民館

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）

一ノ宮団地隣保館

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

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
鈴鹿亀山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。

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

1月

1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 

休館日 12月28日㈫～1月4日㈫、11日㈫、24日㈪●市立体育館 ●武道館 

卓   球 

バレーボール 

バドミントン 

バスケットボール

インディアカ・
ソフトバレー 

卓   球 

バレーボール 

18:00～21:00
13:00～21:00

18:00～21:00
13:00～21:00

13:00～21:00
18:00～21:00

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

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

8・10日 
12・17～19・26・27日 

13:00～17:0013・20・21日 
5・10・14・17・18・21・23・25・28・31日 
6・12・13・19・20・26・27日 
7・15・22・29日 
8日 

6・13・17・20・27日 

8・15・22日

6・7・14・21・25・26・28日
5・9・10・12・13・17～20・23・27・30・31日

8日

10・23・29日

5～10・12～23・25～31日

5・12・16・19・26・30日 

7・9・14・18・21・25・28・31日

30日 
31日 

7・8・14・15・29日 

9日

10・17・26日
16・21・25日

12・19・26日 
10・17・30日

13・20日
18・27・31日

5～7・10～15・17～21・24～29・31日

16日
8日

5～7・11～14・18～21・25～28日
8・15・29日

6・20・28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
13:00～17:00
13:00～21:00

16・30日 18:00～21:00

9日 
9:00～12:00
18:00～21:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～17:00

15・22・29日 9:00～12:00
16日 18:00～21:00

9:00～12:00

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

9:00～21:00

387-6006 388-0622

371-1476

休館日 12月28日㈫～1月4日㈫、11日㈫、24日㈪

15:00～17:00
15:00～21:00
9:00～17:00

18:00～21:00
14日
7日
28日

20日

9:00～12:0028日

バスケット

バドミントン

18:00～21:00

9:00～21:00

9:00～21:00
9:00～17:00

9:00～17:00

16日

5・6・10～12・18～20・25・26・31日
13・17・24・27日
7・10・14・15・17・21・24・28・29・31日
8日

18:00～21:0016日

 庭球場 水泳場372-2285 372-2250●県営鈴鹿スポーツガーデン
1月の休業日 1日㈯、17日㈪

18:00～21:00
9:00～12:00

21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

○12月21日㈫〜31日㈮『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○1月1日㈯〜10日㈪『ベルディ便り』…市長新年のあいさつ
○1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 2 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6件（73件、13件減） 

※ただし、1月1日から7日は、11時32分、15時30分、21時30分からの各10分のみ

事故数/541件、うち人身事故109件（5,976件、8件減） 死者数/1人（8人、4人減） 傷者数/152人（1,562人、39人増） 

人口/203,050人（+21人） 男性/101,779人（-11） 女性/101,271人（+32人） 世帯数/80,884世帯（+51世帯） 

出動数/575件（6,725件、324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)』 
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372-2084

月［11月30日現在］

11
火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

　サンキッズは郡山小学校区に平成12年に設立された放課後児童クラブで

す。地域や保護者の支援により会員が増え続け、現在はサンキッズ と を

合わせて100人を超す子どもたちが日々にぎやかに放課後を過ごしています。

　宿題とおやつを終えると、園庭では、暑くても寒くても外遊びが大好き

な子どもたちが、キックベース、サッカー、ドッジボール、バスケット、砂場

遊び、大縄跳び、虫採りなど、学年や性別に関係なく遊んでいます。室内で

は、組み立てブロックや上級生が教える将棋が人気です。

　　子どもたちを見守っている指導員は、宿題の相手をしたり、遊びに危険がないかを注意したり、一人ひと

りの子どもの様子や体調などに気を配りながら、子どもたちにエネルギーをもらって過ごしています。

　サンキッズは、子どもたちの放課後生活の安全安心の確保と働く親の支援を心掛けています。保護

者の負担を軽くし、親も子もサンキッズ会員として楽しく過ごせる場にしたいと思っています。また、縁

あってサンキッズの仲間となった子育て真最中の親同士の交流の場として活用され、信頼関係を築く一

助になれればと思っています。

　「サンキッズがあってよかった」と皆さんに思っていただけるように、子どもたち、保護者、地域の方々、

学校の先生、運営委員、指導員みんなで力を合わせて前へ進んでいきたいと願っています。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
紹
介
で
す

学
童

郡山地区児童クラブ
サンキッズ

郡山地区児童クラブ
サンキッズ

郡山町729番地の1


