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土地・家屋価格等
縦覧帳簿を縦覧します

資産税課　  382-9007  　382-7604
　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度の自分の土地や

家屋の価格を、ほかの土地や

家屋の価格と比較できる土地・

家屋価格等縦覧帳簿を縦覧し

ます。また、縦覧期間内に限り、

納税者自身が課税されている

固定資産についての閲覧(固定

資産課税台帳兼名寄帳の写し

の交付)を無料で行っています。

※納税通知書に添付されている課

税明細書でも、課税内容が確認

できます。

と　き　4月1日㈮～5月2日㈪

(土・日曜日、祝日を除く8時

30分から17時15分)

ところ　資産税課(市役所本

館2階)

手数料　無料

持ち物　窓口に来られる方の

本人確認ができるもの(運

転免許証、パスポート、顔写

真入りの住基カードなど)

※代理人の場合は委任状が必要です。

格付・入札参加資格
確認用技術者調書の
受け付けを行います

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

　本市が発注する土木、建築、

ほ装工事に関する格付けを希

望する業者は、平成23年度格

付・入札参加資格確認用技術

者調書などの提出をお願いし

ます。調書などの提出がない

場合は、格付けを行いません

のでご注意ください。

格付資格　鈴鹿市入札参加資

格者名簿に、土木、建築、ほ

装の業種で登録があり、市

内に本店などを有し、格付

けを希望する業者

申込み　4月4日㈪から15日㈮

に、所定の申込書類に必要

書類を添えて、直接または

郵送で契約調達課へ

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　3月27日㈰　8時30分

～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月30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。

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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平成23年度スポーツ
安全保険にご加入を

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

対　象　5人以上のアマチュ

アの社会教育関係団体

保険期間　　

○平成23年4月1日㈮～平成24

年3月31日㈯

○短期スポーツ教室(3カ月以

内のスポーツ教室)

申込み　スポーツ課、市内運

動施設、地区市民センター

などの公共施設に備え付け

の申込書に必要事項を記入

の上、指定金融機関へ

※スポーツ安全協会ホームページ(　　

http://www.sportsanzen.org/)から

も申し込めます。

問合せ　スポーツ安全協会三

重県支部(県体育協会内　

　372-8100)

JICAのボランティアを
募集します

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

　平成23年度春JICAボラン

ティア(青年海外協力隊、シニ

ア海外ボランティア)を募集

します。このボランティアは

国際協力機構(JICA)が実施す

る政府事業で、世界の開発途

上国で現地の人々と同じ生活

をしながら、共に働き、人づく

りや国づくりに貢献する活動

を行います。

募集期間　4月1日㈮～5月16

日㈪

◆体験談と説明会

　帰国した隊員の体験談や

募集に関する説明会を開催

します。

とき・ところ　4月9日㈯14時

から　アスト津3階(津市)、

20日㈬18時30分から　じば

さんみえ4階(四日市市)

　
佐佐木信綱記念館の
休館日と開館時間を
変更します

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

　佐佐木信綱記念館条例施行

規則の改正により、4月1日㈮

から休館日と開館時間を下記

のとおり変更します。

休館日　月・火・第3水曜日(た

だし、月曜日が休日の場合

のみ開館)、年末年始(12月

28日～1月4日)

開館時間　10時～16時

問合せ　文化課、佐佐木信綱

記念館(　374-3140)

白子山中町所有の
勝速日神社祭礼用山車の
幕が修復されました

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

　市指定有形民俗文化財に指

定されている祭礼用山車の一

台(白子山中町所有)の幕が、

㈶自治総合センター宝くじ

の助成金で修復されました。

修復された幕は、見送幕1面、

胴幕2面、水引幕2面で、4月17

日㈰の勝速日神社春季例大

祭で山車に飾られ、ほかの3

台の山車とともに町内を曳

き回されます。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　  382-7831  　382-7660
　nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始する

ためには、手続き後、登録に約

1カ月かかります。申込み手続

きは金融機関、地区市民セン

ター、納税課の窓口で行って

いますので、口座振替を希望

される方は、お早めに手続き

をお願いします。手続きの際

には、通帳、通帳の届出印、納

税通知書（納付書）が必要です。

税務職員を募集します
市民税課　  382-9446  　382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

職　種　国税専門官

受検資格　

○昭和57年4月2日から平成2

年4月1日生まれの方

○平成2年4月2日以降生まれ

で、大学を卒業または平成

24年3月までに卒業見込み

問合せ　(社)青年海外協力協会

　中部支部(　052-459-7229　

　chubu-bosetu@joca.or.jp　

　http：//www.jica.go.jp/chubu

　/index.html)
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　の方、あるいは人事院が前

記の該当者と同等の資格が

あると認める方

試験日　第1次試験：6月12日㈰、

第2次試験：7月19日㈫から26日

㈫の間でいずれか指定する日

申込み　4月1日㈮～14日㈭

問合せ　名古屋国税局人事第

二課試験係(　052-951-3511

(内線3450))

※詳しくは、国税庁ホームページ(　　

　　http://www.nta.go.jp/)をご覧くだ

さい。

常設人権相談所の
電話番号が統一されます

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

　津地方法務局とその支局で

は、面接や電話による人権に

関する相談窓口を支局ごとに

開設しています。このたび、そ

の常設人権相談所の電話番号

が統一されます(開始日は4月

18日㈪からの予定)。なお、統

一後も従前の電話番号に電話

することも可能です。

統一後電話番号

　　0570-003-110

　(ゼロゼロみんなの110番)

問合せ　津地方法務局人権擁

護課(　059 -228 -4193 　

059-213-3319)

各駅周辺の自転車駐車場の適正な利用についてお知らせします
防災安全課　  382-9022　  382-7603　  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

◆近鉄白子駅周辺自転車放置禁止区域 ◆近鉄平田町駅周辺自転車放置禁止区域

（白子駅周辺） （平田町駅周辺）

　毎年、春先に駅周辺の自転車駐車場内に、通学や通勤で使用した自転車が放置されたままになっ

ています。使用しない自転車は、所有者が各自で責任をもって処分してください。

　なお、近鉄白子駅と平田町駅周辺は自転車等放置禁止区域に指定されています。｢鈴鹿市自転

車等の放置防止及び適正な処理に関する条例｣に基づき、短時間

であっても放置すると撤去の対象となります。自転車は決めら

れた自転車駐車場に適正に駐輪してください。放置自転車禁止

区域以外の駅周辺(自転車駐車場内を含む)についても、調査札

を付けてから7日経過したものについては撤去の対象となりま

す。撤去された自転車などは返還時に撤去保管料を徴収します。

また、引き取りのない自転車などで保管期間60日を経過したも

のは処分の対象となります。

　自転車駐車場の適正な利用にご協力をお願いします。

凡　　例
自転車駐輪場
放置禁止区域

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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4月から指定金融機関が
代わります

会計課　  382-9002　  382-8222
　kaikei@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈮から、㈱三重銀行

が市の指定金融機関として今

後2年間、市の税金など公金の

収納と支払いの事務を行いま

す。なお、税金などを市に納め

ていただくときは、これまで

どおり下記の金融機関でも取

り扱います。

　㈱百五銀行、㈱第三銀行、北

伊勢上野信用金庫、東海労働

金庫、㈱中京銀行、㈱三菱東京

UFJ銀行、鈴鹿農業協同組合、

三重県信用漁業協同組合連合

会、㈱ゆうちょ銀行

福祉タクシー乗車券の
交付申請を

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

　重度障がい者がタクシーを

利用する場合に、その料金の

一部を助成する福祉タクシー

事業を行っていますが、現在

交付している乗車券の有効期

限は3月31日㈭までです。4月1

日㈮以降に利用する場合は、

新たに交付申請が必要です。

対　象　身体障害者手帳の下

肢または体幹機能障がいの

1・2級、視覚障がいの1・2級、

内部障がいの1級、療育手帳

のA1(最重度)・A2(重度)、精

神障害者保健福祉手帳の1

級に該当する方

※内部障がいとは、心臓、じん臓、

肝臓、呼吸器、小腸、ぼうこうま

　　たは直腸、免疫の各機能障がい

の総称です。

助成額　630円券15枚と1,000

円券5枚を年間1冊

※1回の乗車につき複数枚数の利

用または額面未満の利用が可能

ですが、釣り銭を受け取ることは

できません。

申込み　3月25日㈮から、身体

障害者手帳などの該当する

手帳を持参の上、障害福祉

課へ

※使用できるのは4月1日以降です。

※地区市民センターでも申し込みと

受け取りができますが、一定の日

数がかかります。

障がいによる各種手当の
額を改定します

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

　4月から､下記のとおり障が

いによる各種手当額が改定さ

れます。

○特別児童扶養手当(1級)

　月額5万750円⇒5万550円

○特別児童扶養手当(2級)

　月額3万3,800円⇒3万3,670円

○特別障害者手当

　月額2万6,440円⇒2万6,340円

○障害児福祉手当

　月額1万4,380円⇒1万4,330円

○経過的福祉手当

　月額1万4,380円⇒1万4,330円

鈴鹿亀山地区広域連合
第5期介護保険事業計画
策定委員を募集します
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課

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

対　象　鈴鹿市または亀山市

在住の方

内　容　平成24年度から3年

　間の介護保険の事業を進

めていくための事業計画

を策定します。市民の皆さ

んのご意見を計画に反映

させるため、策定委員を募

集します。策定委員は、年5

回程度開催される策定委

員会会議で計画の審議を

します。

定　員　2人

申込み　3月31日㈭までに、鈴

鹿亀山地区広域連合介護保

険課(　369-3204)へ

国民年金学生納付特例
制度の申請をお忘れなく

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

　収入がないため、国民年金

保険料の納付が困難な学生に

対して、保険料の支払いを猶

予できる｢学生納付特例制度｣

があります。学生納付特例を

受けるには毎年度申請が必要

ですので、手続き期間内に申

請をお願いします。

　なお、猶予された期間の保

険料は、社会人になってから

追納することも可能です。

※追納する場合は、猶予時から10

年以内に納付が必要です。

申請期間　平成22年度学生納

付特例：5月2日㈪まで、平成23

年度学生納付特例：平成23年

4月1日㈮～平成24年4月末

※平成22年度の学生納付特例制

度の承認を受け、日本年金機構

で卒業予定年月を把握している

方には、｢学生納付特例申請書

(はがき)｣が送付されます。必要

※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連

　　合ホームページ(　　http://www.

　　suzukakameyama-kouiki.jp/)を

　　ご覧ください。
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　　事項を記入して返送することで

申請手続きができます。｢学生納

付特例申請書(はがき)｣が届かな

かった方や在学する学校を変更

した方は、従来通りの申請が必

要です。

申請場所　保険年金課　地区

市民センター

持ち物　年金手帳(20歳に

なった方は届いている方の

み)、印鑑、学生証または在

学証明書(原本)、仕事を退

職して学生になった方は雇

用保険の離職票または受給

資格者証(公務員だった方

は辞令書)　　

問合せ　津年金事務所国民年

金課(　059-228-9188)

自転車用幼児座席の
リコールについて
お知らせします

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

　ブリヂストンサイクル㈱製

の自転車用幼児座席に幼児を

乗せて走行中、足乗せ部の支

柱が折損して、幼児の足が車

輪に巻き込まれ重傷を負うな

どの事故が発生しています。

同社ではリコールを実施して

いますので、次の対象製品を

持ち、まだ無償交換を受けて

いない方は、問い合わせ先に

速やかにご連絡ください。

対象製品　

○NEWロイヤルチャイルド

シート(RCSNRX.A)

○ロイヤルチャイルドシート

STD(RCS-SRT)

○NEWデラックスチャイルド

シート(RCS-MH.A)

○ロイヤルチャイルドシート

(RCS-NAS/RCS-SDX)

○NEWロイヤルチャイルド

シート(RCS-NRX)

○デラックスチャイルドシー

ト(RCS-MHBC/RCS-MHB)

○ リ ヤ 子 供 乗 せ ( R C S -

MSG/KNR-69SG)

○子ざぶとん専用チャイルド

シート(RCS-K)

○リヤチャイルドシート(ヤ

マハ発動機ブランド)(Q5K-

YSK-051)

※(　)内はモデル名です。

問合せ　ブリヂストンサイク

ル㈱(フリーダイヤル　

0120-22-0355　受付9時～19

時(土・日曜日、祝日、事業者

特定休日を除く))

※詳しくは、同社ホームページ(　　

http://www.bscycle.co.jp/)をご覧

ください。

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス内の
サクラ並木一般開放

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

　皆さんに親しまれている鈴

鹿医療科学大学敷地内のサク

ラ並木の開放を、今年も鈴鹿

医療科学大学のご協力により

行います。

と　き　4月2日㈯、3日㈰　10

時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学白

子キャンパス

※旧NTT西日本鈴鹿研修センタ野

球場周辺は、工事中のため開放

しません。

※駐車場は、鈴鹿医療科学大学白

子キャンパス内(約200台)をご利

用ください。なお、飲酒運転は厳

禁です。

※大学敷地内は全面禁煙です。ま

た、敷地内には枯草などがあり

ますので火気厳禁とし、ごみは

必ずお持ち帰りください。なお、

敷地内には段差がありますので、

転倒などによるけがにはご注意

ください。

国際交流フェスタ2011
｢わいわい春まつり｣

㈶ 鈴鹿国際交流協会
　  383-0724　  383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　わいわいといろいろな国の人

たちが集まって、音楽祭、世界

の踊り、世界の遊びで楽しみま

す。また、国際屋台村では、14

カ国の屋台が出店します。

と　き　4月17日㈰　10時～

17時

ところ　鈴鹿ハンターセン

ターコート、サブコート、屋

外コート、弁天山公園

内　容　各国の音楽・舞踊、国

際屋台村、着物ショー、民族

衣装試着体験、和太鼓、津軽

三味線、カンフー教室、バン

ブーダンス、イースター

エッグ作り、クラフトコー

ナー、フリーマーケット、民

芸品展示・即売、フェアト

レード商品など

※天候などにより、内容を変更する

場合があります。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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第24回鈴鹿花き温室組合
品評会・即売会

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

　鈴鹿亀山地域で生産農家

が丹精込めて育てたランや

各種鉢花、色とりどりの観葉

植物、花苗、バラなど、特に優

れた入賞作品を展示します。

また、生産者による即売会も

開催します。

と　き　4月2日㈯　10時～20

時、3日㈰　10時～18時

ところ　鈴鹿ベルシティ中央

コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合組

合長　藤田政也(　374 -

0485)

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　  382-9159　  383-1447
　yobo@city.suzuka.lg.jp

◆危険物取扱者試験

と　き　乙種第4類：6月12日

㈰、19日㈰、丙種：6月19日㈰

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(鈴鹿ハイツ1-20)

申込み　4月14日㈭から25日㈪

(当日消印有効)までに、消

防本部(中央消防署、南消防

署、各分署)に備え付けの受

験願書に必要事項を記入の

上、郵送で、〒514-0002　津

市島崎町314　㈶消防試験

研究センター三重県支部へ

※電子申請は、4月11日㈪9時から22

日㈮17時の間に、㈶消防試験研

◆予備講習会

対　象　乙種第4類受験の方

と　き　5月12日㈭　9時30分

～16時

ところ　労働福祉会館大会議室

定　員　150人

受講料　1,000円(防火協会員、

学生は免除)

※欠席時は返金しません。

申込み　3月29日㈫から、防火

協会事務局(予防課内)へ

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(4・5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/~su

zukatc)

※フォークリフト運転技能講習、高

所作業車技能講習、小型移動式

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。

◆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　4月26日㈫～28日㈭

　8時30分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,050円必要)

◆デジカメの活用

　デジタルカメラで撮影した

画像のパソコンへの取り込み、

修正などの活用法を学びます。

と　き　4月26日㈫、27日㈬　

9時～16時

受講料　4,000円

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛け技

能講習修了証｣取得講座です。

この資格がないと玉掛けの業

務に従事できません。

と　き　学科：5月9㈪、10日㈫、

実技：5月11日㈬、13日㈮、16

日㈪の中で選択受講　8時

45分～17時

受講料　1万円(別途教材費

1,600円必要)

◆Excel初級(表計算講習)

　表の作成や編集、関数を使っ

た計算処理、グラフ作成、印刷

などの基本操作を習得します。

と　き　5月11日㈬、12日㈭　

9時～16時

受講料　4,000円

◆Word(ワープロ初級)

　基本的な文書・表の作成、

図・写真などの貼り付け、印刷

を学習します。

と　き　5月16日㈪、18日㈬、20

日㈮、23日㈪　18時～21時

受講料　4,000円

◆5月の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　5月17日㈫　8時

30分～17時30分

○実技講習

Ⅰコース：5月28日㈯、6月4日

㈯、5日㈰

Ⅱコース：5月18日㈬～20日㈮

Ⅲコース：5月24日㈫～26日㈭

　いずれも8時から17時15分

受講料　2万6,500円

申込み　4月1日㈮8時30分か

究センターホームページ(　 http://

www.shoubo-shiken.or.jp/)からも

申し込めます。
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　ら、前記3コースを同時に受

け付けします。

◆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。

と　き　学科講習：5月17日㈫

8時20分～18時、実技講習：5

月18日㈬または19日㈭

　8時～17時

受講料　3万4,500円(小型移

動式クレーン運転技能講習

修了者は3万2,500円)　　

申込み　受付中

◆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：5月24日㈫、25

日㈬、実技：5月26日㈭また

は27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(玉掛け技

能講習修了者は2万1,500円）

申込み　3月24日㈭から受け

付けします。

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　3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　4月9日㈯と10日㈰

○基礎2　4月12日㈫と13日㈬

○ワード応用　4月16日㈯と

17日㈰

◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　4月9日㈯と10

日㈰

○エクセル基礎　4月12日㈫

と13日㈬

○エクセル応用　4月16日㈯

と17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)

前期パソコン講座
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　  378-9809
　suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　18歳以上の方

と　き　4月11日㈪～30日㈯

ところ　県立鈴鹿青少年センター 

内　容　入門・基礎、ワード、

エクセル基礎など

定　員　各講座10人(応募多

数の場合は抽選)

※申込み状況により、休講する場合

があります。

参加費　1回講座：1,500円、2

回講座：2,500円、3回講座：

3,500円(すべてテキスト代

含む)

申込み　氏名、住所、電話番号、

年齢、受講名、受講日時を記

入の上、はがきまたはファ

クスで、〒513-0825　住吉

町南谷口　県立鈴鹿青少年

センターへ

※各講座の日時、内容、申込み締

切日など詳しくは、県立鈴鹿青

少年センターへお問い合わせく

ださい。

 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

　

農業者の後継者不足について 農林水産課　   382-9017　  382-7610
　　　　　　   norin@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。

　　農業従事者を見てみますと、後継者不

足や農業従事者の高齢化で、これからどう

なっていくのかと思います。このような状

況の中、何とか団塊の世代の人を中心に、

地域と協力して農業従事者の人口を組織

的に増やしていくという施策をつくって

いただいたらと思います。

　　

　　農業後継者問題は、本市だけではな

く、三重県、全国でも後継者不足という

ことで、それだけ農業に魅力がないとい

うのが大きな問題だと感じています。国

も農業再生のために産業としてどうする

かという話を議論していると思いますが、

ぜひ、県や関係機関と一緒になって、魅

力のある農業になるように取り組んでい

きたいと思っています。

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

申し込みは、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。

申し込みは、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。

　　　　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）です。

肺がん

申し込みは、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。

費　用

○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歳まで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。

相 　 　 談 と　　き 申込み定　員 備　　　　　考ところ

（医師による講演会と
質疑応答）

市民公開健康相談

個別相談

鈴鹿市医師会2階
（保健センター

東隣り）

50人程度
（個別相談

は2人）

3月25日㈮
から先着順

4月21日㈭
13時～14時

（個別相談は14時
から14時30分）

真鈴川 聡　医師（神経内科）
「認知症について」
※個別相談は1人15分程度

鈴鹿市医師会2階
（保健センター

東隣り）

50人程度
（個別相談

は2人）

3月25日㈮
から先着順

5月12日㈭
13時～14時

（個別相談は14時
から14時30分）

瀬戸 正史　医師（整形外科）
「肩の痛みについて」
※個別相談は1人15分程度

※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、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。

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は当日に容器をお渡しし、自宅で3日間連続してたんをとっていただく検査です。

保健センター

保健センター

40歳以上の方

3月25日㈮から
※定員になり次第締切り

3月25日㈮から
※定員になり次第締切り

100人

各40人

レントゲン撮影 200円
たんの検査 600円

5月30日㈪
9時〜11時

4月27日㈬、
5月23日㈪
9時〜11時

■すくすくファミリー教室

胃がん
（バリウムによる）

40歳以上の方

1,000円

（育児相談・栄養相談）
すくすく広場 保健センター4月22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

3月24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

3月28日㈪から保健
センター

20組 無料

申込み（電話予約制）ところ

4月13日㈬
10時〜11時30分

4月21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

虫歯予防・食事の講話、ブ
ラッシング指導、個別相談

平成22年10月から12月生ま
れの乳児をもつ初参加の方

離乳食コース

2歳児とその保護者
むし歯予防コース

3月23日㈬から
保健
センター

20人 材料費
実費負担

4月25日㈪
9時45分〜12時45分

元気な赤ちゃんを産むための
バランス食について、調理実習妊娠中で初参加の方

マタニティクッキングコース

相　 談相　 談

検　 診検　 診

妊婦健康診査妊婦健康診査

教　　室教　　室
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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

　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

2日㈯、10㈰、16㈯、17㈰、30㈯10時15分〜11時30分、12時

30分〜16時、5日㈫13時10分〜16時　鈴鹿ベルシティ

26日㈫10時〜11時30分、12時30分〜16時

アピタ鈴鹿店

予防接種予防接種

■ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の助成

　接種の費用助成を実施していましたが、厚生労働省からワクチン接種の一時見合わせが示

されましたので、接種および費用助成を休止しています。

　接種時には、鈴鹿市ワクチン接種予診票兼接種費用助成金交付申請書（鈴鹿市が定めた予

診票）が必要ですが、その交付も休止しています。すでに、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの申

請書をお持ちの方は、破棄せずにそのままお持ちください。

※3月8日現在の情報ですので、広報すずか発行時には接種が再開されている場合があります。接種の再開や

　　内容に変更がある場合は、詳細が決定次第、市ホームページなどでお知らせします。

■子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成

　子宮頸がん予防ワクチンの申請書は、市内中学校から配布します。平成6年4月2日から平成7年4月1日

生まれの女性にはお知らせのはがきを配付しました。市外の中学校に在籍する方やはがきが届いていな

い方は、健康づくり課へご連絡をお願いします。接種時には郵送したお知らせのはがきが必要です。

対　象／中学生の女子、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの女性

ところ／実施医療機関　※あらかじめ、実施医療機関へ接種日時などを確認してください。

回　数／3回　　　費　用／無料

※無料接種期間は延長されました。今後の手続きや期限など詳細が決定次第、市ホームページ、広報すずかなどで周知します。

持ち物／母子健康手帳、鈴鹿市ワクチン接種予診票兼接種費用助成金交付申請書（鈴鹿市が

定めた予診票）、健康保険証

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種

　ＭＲ3期・4期の予防接種を平成20年4月から5年間に限って毎年実施しています。ＭＲ3期

は中学1年生、ＭＲ4期は高校3年生相当の方が対象になります。

　平成23年4月1日以降のＭＲ2期・3期・4期の予防接種対象者は、下記のとおりです。予診票が

ない方は、健康づくり課、地区市民センターで母子健康手帳を提示すれば受け取れます。ＭＲ

4期の予診票は、広報すずか4月5日号に折り込みます。

　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17年4月2日〜平成18年4月1日生まれ）

　　　　3期（中学1年生：平成10年4月2日〜平成11年4月1日生まれ）

　　　　4期（高校3年生相当の方：平成5年4月2日〜平成6年4月1日生まれ）

ところ／実施医療機関　※あらかじめ、実施医療機関へ接種日時などを確認してください。　　　　

回　数／対象年齢内で1回

費　用／無料（対象年齢内で1回限り。無料接種期間は平成24年3月31日まで）

持ち物／母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票

健康診査健康診査 4 月 の  献 血 日 程
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ごみ分別

Ｑ Ａ＆ A
Ｑ 食用油（サラダ油など）の容器は何ごみ？

よくすすいで油分がとれたら「プラスチックごみ」。油分がとれない場合は「もやせるごみ」

　使い捨てライターを使った子どもの火遊びが原因と思われる火災が

多発していることなどから、法改正により、9月27日㈫から安全対策を施

していないライターの販売ができなくなります。これにより、各家庭に

残っているライターが多数廃棄されることが予想されます。

　こうしたことから、ごみ収集車火災予防と市民の利便性を図るため、

廃棄物対策課（市役所本館4階）と地区市民センターに使い捨てライター

回収ボックスを設置し、回収を行います。ぜひ、ご利用ください。

　 周囲に火の気のないことを確認する。

　 操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。

　 輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバー

を固定する。

　 「シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している（聞こえ

ない場合は炎調整レバーをプラス方向にいっぱいに動かす）。

　 この状態のまま付近に火の気のない、風通しのよい屋外に

半日から1日放置する。 

　 念のために着火操作をして、火が着かなければガス抜きは

完了

ガスの抜き方の例

拠点回収場所

回収ボックス

「使い捨てライター」の拠点回収

回収場所

回 収 品 目

乾電池 蛍光管 使い捨て
ライター

備　考あきかん（アルミ缶・
スチール缶別）

廃棄物対策課(市役所本館４階)
地区市民センター

公民館
ふれあいセンター

保育所(市立)
小・中学校(市立)

○
○
○
○
○
○

○
○

ー
ー
ー
ー

○
○

ー
ー
ー
ー

ー
ー
○
○
○
○

ー

利用は保護者のみ
利用は児童･生徒のみ

※利用時間は、月から金曜日(祝日、年末年始をのぞく)　の8時30分から17時15分です。

※充電式電池、電球、グローランプは｢もやせないごみ｣で出してください。

1

2

3

4

5

6

施設によっては、職員に引き渡し
ていただく場合がありますので、
職員に声を掛けてください。

　使い捨てライターを廃棄する場合は、下記の手順に従ってガスの抜き取りをお願いします。

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、本市では「有害ごみ（乾電池・蛍光管）」、「あきかん（アルミ缶・スチー

ル缶）」の拠点回収を行っています。これに加えて、4月1日からは新たに「使

い捨てライター」の拠点回収を行います。

使い捨てライターの拠点回収を4月1日から始めます
廃棄物対策課　  382-7609  　382-2214　  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
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図
書
館

4
April

●開館時間 9時～19時　土・日曜日、祝日は9時～17時
10日・16日14時30分～15時、23日10時30分～11時、28日10時～10時20分・11時～11時20分　1階親子コーナー（※）

月曜日、19日㈫、30日㈯

●配本／ふれあいライブラリー

●休館日 382-0347

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

6日㈬◎
20日㈬

8日㈮◎
22日㈮

15日㈮

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

14日㈭
28日㈭

7日㈭◎
21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

※28日のおはなし会は、乳幼児対象の「よみきかせやさんの日」を開催します。◎印の日は、巡回間隔を3週間に変更しています。

13日㈬
27日㈬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

昭和の日

相
　
談

一般相談 月～金曜日 

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士・公証人、司法書士が予約制）です。

◎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

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

1・8・22・28日
5日
18日
15日
14日

1・8・15・22日
12・26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

13・27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
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
8：30～17：15
10：00～15：00
9：00～16：00
9：00～16：00

　　　　　　　　　　　
　　　

市役所2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）

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
教育研究所

子育て支援センター

保険年金課
建築指導課
鈴鹿亀山消費者生活センター

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

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

子ども家庭支援室 382-9140      382-7607

381-3119

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、公証人、司法書士、土地

家屋調査士による相談です。

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

市民対話課

4月

4月

4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 

●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 

13:00～21:00
9:00～21:00

18:00～21:00
18:00～21:00

18:00～21:00
13:00～21:00

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

9:00～21:00
18:00～21:00

1・4・5・13・27日 
6・12・20・26日 

13:00～17:007・21・28日 
1・5・7・8・12・15・18・19・22・26日 
2・10・17・29・30日 
3・4・23・24日 
6・13・14・20・21・27・28日 

2・6・13・20・27日 

7・14・21・28日

2日

1・6・8・12・13・15・16・20・22・26・27・30日

3・4・5・7・14・17～19・21・23・24・28日

9・16・30日

1～10・12～24・26～30日

1・4・8・10・12・15・18・19・22・26・29日 

3・5・17・24日

29・30日 
17日 

1・7・13・17・20・21・27・30日 

2日

4・19日
8・14・22・28日
15日
18・29日 
1日
4・19日

1・4・8・9・11・15・18・22～25・29・30日
2・3・16日

11・25日

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

9・16日 13:00～17:00

9:00～17:00

9:00～21:00

9:00～12:00

9日 9:00～12:00
10・29日 18:00～21:00

18:00～21:00

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

9:00～21:00

387-6006 388-0622

371-1476

休館日 4月11日㈪、25日㈪ 休館日 4月11日㈪、25日㈪

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～21:00

9:00～21:00

7日
13・20・27日

5・6・12・26日

1・4～9・11～15・18～30日

9:00～17:00
18:00～21:00

9:00～21:00
9:00～17:00

1・5～9・12～15・19～22・24・26～29日

バスケット

庭球場 水泳場372-2285 372-2250●県営鈴鹿スポーツガーデン 4月の休業日 11日㈪

9:00～21:00
18:00～21:002・3・16日

23・30日
3日

4～7・12～14・18～21・26～28日

9:00～12:001日

15:00～21:00
15:00～17:00

13:00～21:00
8・22日
15日

2日

バドミントン



○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

月〜金曜日
土・日曜日

…11時、14時、18時、21時からの各10分
…11時、17時30分、19時45分からの各10分

○4月1日㈮〜10日㈰『ベルディ便り』…水道料金にかかる業務委託
○4月11日㈪〜20日㈬『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

○3月21日㈪〜31日㈭『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報

広 報 すず か 　2 0 1 1 年 3 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/10件、うち建物3件（16件、1件減） 

事故数/506件、うち人身事故93件（1，074件、23件増） 死者数/1人（1人、2人減） 傷者数/112人（258人、21人増） 

人口/202,786人（-88人） 男性/101,571人（-87） 女性/101,215人（-1人） 世帯数/80,820世帯（-20世帯） 

出動数/552件（1，190件、30件減） 

（　）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/
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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。

367-3367

月［2月28日現在］

2
火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

　　ひこうきぐもは、飯野小学校から歩いて15分ほどのところにあり、今

年で開所10年目を迎える放課後児童クラブです。現在は、1年生から4年

生までの35人が在籍しています。ひこうきぐもでは15の約束を決め、み

んなが安心して過ごせるように心掛けています。

　　学校から「ただいま！」と元気に帰ってくる子どもたちに、指導員も元

気よく「おかえり！」と声を掛け迎えます。帰ったらまず宿題を始め、16時

におやつを食べ、当番の「ごちそうさまでした！」の合図でほぼ全員の子

どもたちが学童入口へ並び、指導員の「出てもいいよ！」の合図を待ちま

す。子どもたちが外遊びを楽しみにしているのが分かる瞬間です。そして、すぐ隣の公園へ行き、それ

ぞれの仲間や指導員と思い思いの遊びを楽しみます。

　　特にサッカーは大人気で、学童外・異年齢の子どもたちが大勢一緒になり、夢中になって試合をして

います。室内も去年の増築のおかげでとても快適です。このような恵まれた環境に加え、地域の方々の

温かい見守りや学校の先生との連携も大きな支えとなっています。

　　これからも周りの方々に感謝をし、保護者と協力しながら子どもたち一人一人が元気に過ごせるこ

と、明るく素直に成長していくことを願い、日々努力していきたいと思います。そして、指導員一同気持

ちを一つにして子どもたちと共に「より良く」をめざします。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
紹
介
で
す

学
童

飯野地区児童クラブ
ひこうきぐも

飯野地区児童クラブ
ひこうきぐも

阿古曽町25番地の6


