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毎週日曜日に市民課日曜
窓口を開設しています

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

と　き　毎週日曜日　9時～

12時

※年末年始、市長が認めた日を除

きます。

ところ　市民課(市役所本館1階)

内　容

○届書・申請書の受け付け　

住民異動届、戸籍届、印鑑登

録申請、外国人登録の変更

申請、外国人登録証明書の

交付

※届に伴う子ども手当や医療関係

の手続きは、日曜窓口のみ市民

課で受け付けます。

※届などの内容によっては、関係機

関への照会ができないため、受

け付けできない場合があります。

○証明書の交付　住民票の写

し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、登録原票

記載事項証明書、住居表示

証明書、住民票コード通知

票、戸籍の謄・抄本、戸籍の

附票の写し

※税証明、住民基本台帳カード、電

子証明は取り扱いできません。

図書館ボランティアの新規
募集と更新手続きを行います
図書館　  382-0347  　382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　図書館に関心を持ち、年間

を通じた継続的な活動または

特定の期間に限定して活動が

可能な方を募集します。

対　象　15歳以上で、貸出

カードの交付を受けた方ま

たは受けようとする方

活動期間　平成24年3月末まで

内　容　書架整理、配架、破損

資料の補修、絵本の読み聞

かせ、樹木管理などの環境

美化など

申込み　新規、更新手続きと

もに、5月1日㈰までに図書館

(開館日)で、貸出カード(交

付済の方)と身分証明書(運

転免許証、保険証、学生証な

ど)を持参の上、手続きを

※報酬や旅費の支給はありません。

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　4月27日㈬、28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 

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室

市政への提言

資源ごみの回収について

健康館

検診・相談・教室・予防接種

環境館

資源物の持ち去り行為の禁止

学童ナビ

明生小学校区放課後児童クラブ みらくる

スポーツ・図書館・相談 
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5月は赤十字社員
増強運動月間です

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

　災害救援、国際活動、医療活

動、血液事業など、人道に基づ

く赤十字の各種事業は、主に

毎年皆さんからご協力いただ

く事業資金で実施しています。

5月の赤十字運動月間は、こう

した赤十字活動をご理解いた

だき、事業資金をご協力いた

だく推進月間となっています。

皆さんの温かいご支援とご協

力をお願いします。

嘱託職員(考古博物館)を
募集します

考古博物館　  374-1994　  374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

対　象　下記のいずれにも該

当する方

○学芸員資格と普通自動車免

許を取得し、大学で考古学

または歴史学を専攻し、埋

蔵文化財の調査についての

知識や経験を有する方

○パソコン操作(入力、検索な

ど)ができる方

○昭和26年4月2日以降生まれ

の方

内　容　埋蔵文化財の発掘調

査、室内整理、報告書作成に

関する業務

定　員　1人程度

勤務条件　給与は16万9,500円

で、その他各種手当(期末手

当、通勤手当など)がありま

す。また、社会保険にも加入

　します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に準

じます。

申込み　4月20日㈬から5月6

日㈮に、職員採用試験申込

書などに必要事項を記入の

上 、直 接 ま た は 郵 送 で 、

〒513-0013　国分町224　

考古博物館へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で考古博物館へ請求してく

ださい。郵送の場合は、封筒の表

に朱書きで｢職員採用試験申込

書希望｣と記入の上、返信用封

筒(宛先を記入し、80円切手を

はった12㎝×23㎝程度)を同封し

てください。

◆採用試験

と　き　5月14日㈯　9時30分

から

ところ　考古博物館

内　容　面接

嘱託職員(子育てコーディ
ネーター)を募集します

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

対　象　昭和26年4月2日以降

生まれで、保育士免許と普

通自動車免許を取得し、パ

ソコン操作(ワード、エクセ

ルなど)ができる方

※地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しないことが条件です。

外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

内　容　子育て支援に関する

業務

募集人員　1人程度

申込み　4月20日㈬から5月6

日㈮(土・日曜日、祝日を除

く8時30分から17時15分)に、

嘱託職員採用試験申込書に

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(宛先を記入し、90円切

手をはった12cm×23cm程度)を

同封してください。

◆採用試験

と　き　5月14日㈯　9時から

ところ　市役所本館12階会

議室

内　容　面接試験、子育て

コーディネーターに関する

簡単な筆記試験

嘱託職員(用務)を
募集します

教育総務課　  382-7617  　383-7878
　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和26年4月2日以降

生まれで、普通自動車免許

を取得または平成23年5月

末日までに取得見込みの方

※地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しないことが条件です。

外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

内　容　学校での用務、事務

補助業務など

募集人員　1人

申込み　4月21日㈭から5月10

日㈫(土・日曜日、祝日を除

く8時30分から17時15分)に、

嘱託職員採用試験申込書に

必要事項を記入の上、直接

または郵送で、〒513-8701

教育総務課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で教育総務課へ請求してく

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



32011・4・20

　　申込書希望｣と記入の上、返信用

封筒(宛先を記入し、90円切手を

はった12cm×23㎝程度)を同封し

てください。

◆採用試験

と　き　5月14日㈯　9時から

ところ　市役所本館12階会

議室

国保人間ドック受診者を
募集します

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

対　象　下記のいずれにも該

当する方

○平成23年4月1日現在、鈴鹿

市国民健康保険に加入して

いる方

○昭和12年4月3日から昭和56

年4月2日生まれの方

○平成22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

と　き　7月1日㈮～11月30

日㈬

ところ　検診を受託した市内

の医療機関

内　容　問診、身体計測、理学

的検査(身体診察)、血圧、心

電図、検尿、検便、血液、胸部

レントゲン、胃検査(胃部レ

ントゲンまたは胃カメラ)

定　員　2,400人(応募多数の

場合は抽選)

負担金　8,000円

申込み　4月25日㈪から5月16

日㈪17時(必着)までに、｢人

間ドック受診希望｣、保険証

の記号番号、郵便番号、住所、

氏名、ふりがな、電話番号を

記入の上、官製はがき(1人

　につき1枚)または封筒で、

〒513-8701　保険年金課へ

※電話、ファクス、電子メールでは受

け付けません。

※詳しくは、受診券などの発送時

にご案内します。

※人間ドックと同時期に特定健康

診査も実施しますが、特定健康

診査の検査項目はすべて人間

ドックの検査項目に含まれてい

るため、改めて特定健康診査を

受診する必要はありません。

長崎へ平和の取材｢親子
記者｣参加者を募集します
人権政策課　  382-9011　  382-2214
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　8月9日の長崎原爆の日に、

親子で取材をし、原爆や平和

について考えてみませんか。

対　象　市内在住の小学生と

その保護者

と　き　8月8日㈪～11日㈭

ところ　長崎市

内　容　平和祈念式典への参

加や被爆遺構巡りなどを通

じて、原爆や平和に関する

取材、記事の作成と編集を

行います。取材記録は最終

日に事務局へ報告し、｢おや

こ記者新聞｣が発行され、事

務局のホームページで紹介

します。

定　員　全国の自治体から18

人(小学3年生以上1人とそ

の保護者1人の9組)

※応募多数の場合は抽選とし、当

選者のみに通知します。

参加料　長崎市への交通費、

宿泊代、滞在中の取材補助

経費(1組1万円)を支給

申込み　5月10日㈫(当日消印

有効)までに、住所、参加者

の氏名(ふりがな)・性別、小

　学校名、学年、連絡先電話番

号、保護者氏名(ふりがな)・

性別、平和を願う一言メッ

セージを記入、押印の上、は

がきまたは電子メール（押

印不要）で、〒852-8117　長

崎市平野町7-8　長崎市平

和推進課内日本非核宣言自

治体協議会事務局(　095-

844-9923)へ

※応募は1通につき1組のみとさせ

ていただきます。

※カメラなどの取材に用いる道具

は、各自でご用意ください。

　
鈴鹿市高齢者福祉計画
策定委員を募集します

長寿社会課　  382-7935　　382-7607
　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

対　象　本市に住所を有する方

内　容　平成24年度から3年

間の高齢者福祉施策を進め

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、一般公募による策定

委員を募集します。策定委

員は、年3回から5回程度開

催される策定委員会会議で

計画を審議します。

任　期　委嘱の日から1年間

定　員　1人(応募多数の場合

は抽選)

申込み　4月20日㈬から5月20

日㈮(必着)に、長寿社会課

に備え付けの応募用紙に必

要事項を記入の上、長寿社

会課へ

※応募用紙は、市ホームページから

も入手できます。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※詳しくは、日本非核宣言自治体

　　協議会ホームページ(　　http : / /

　　www.nucfreejapan.com/)をご

　　覧ください。
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市民活動団体支援
補助金を交付します

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

　地域を問わず、社会の公益

に寄与することが期待できる

自主的、自発的な非営利の市

民活動を行う団体に対して、

事業費の一部を補助します。

対　象　市内を中心に活動

する市民活動団体が行う

団体の自立に効果的な事

業で、7月1日㈮から平成24

年2月29日㈬までに実施で

きる事業

補助金額　補助対象事業に必

要な経費の4分の3に相当す

る額(最高10万円)

申込み　4月21日㈭から5月20

日㈮に、補助金交付申請書

に必要書類を添えて、直接

地域課へ

※補助金交付申請書は、4月21日か

ら配付します。また、市ホームペー

ジからも入手できます。

◆審査会

と　き　6月11日㈯　13時か

ら(予定)

審査方法　申請書類による書

面審査、プレゼンテーショ

ン審査

鈴鹿市土地開発公社
所有財産を一般競争
入札で売却します

管財営繕課　  382-9675  　382-8188
　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

◆物件1

所在地　中江島町203番

地　目　雑種地

地　積　349.96㎡

用途地域　第二種住居地域

予定価格　3,782万7,000円(売

却最低価格)

◆物件2

所在地　中江島町245番

地　目　宅地

地　積　408.66㎡

用途地域　第一種中高層住居

専用地域

予定価格　1,788万6,000円(売

却最低価格)

◆入札日

と　き　5月23日㈪　10時から

(物件1)、11時から(物件2)

ところ　市役所本館10階1004

入札室

申込み　4月27日㈬から5月18

日㈬(土・日曜日、祝日を除

く9時30分から16時)に、直

接管財営繕課(鈴鹿市土地

開発公社事務局)へ

※郵送による申し込みはできません。

※入札参加資格など詳しくは、管

財営繕課へ

◆現地説明会

と　き　4月27日㈬　10時か

ら(物件1)、11時から(物

件2)

ところ　売却物件所在地

新エネルギー関連補助
制度のご利用を

環境政策課　  382-7954  　382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、新エネルギーの導

入に対して、補助制度を設け

ています。

◆家庭用新エネルギー設備設

置事業補助金

対象設備・補助額・予定件数　

住宅用太陽光発電システ

ム：2万円・60件、エコウィル

(家庭用ガスエンジン給湯

　器)：2万円・15件

対　象

○自らが居住または居住する

予定の市内の住宅へ、対象

設備を設置された方

○対象設備が設置された市内

の新築住宅を購入された方

※2月15日㈫以降に設置または購

入された方が対象となります。

○県または市が行う新エネル

ギーの普及啓発活動(アン

ケートやイベント)に協力

できる方

○市税を滞納していない方

申込み　平成24年2月29日㈬

まで

※申請期間内に予算額に達した場

合は、抽選を行います。

これまでの二酸化炭素削減効果

○住宅用太陽光発電システ

ム：二酸化炭素削減効果約

1,096.7トン(累計)、補助件

数440件(平成13年度～平成

22年度)

○エコウィル：二酸化炭素削

減効果約130.4トン(累計)、

補助件数66件(平成19年度

～平成22年度)

※2つの削減効果を合わせると、二

酸化炭素削減量は約1,227.1トン

になり、約243世帯から1年間に

排出される二酸化炭素量に相当

します。

◆クリーンエネルギー自動車

購入費補助金

対象車種　ハイブリッド自動

車、電気自動車、天然ガス自

動車、燃料電池自動車、メタ

ノール自動車

補助額　2万円(当該年度内1

人1台限り)

予定件数　200件（前期・後期

各100件）

対　象　
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○対象車種を自家用の新車とし

て、2月15日㈫以降に鈴鹿ナ

ンバーで初度登録された方

○対象車種を初度登録した時

点で、6カ月以上本市に在住

している方

○市税を滞納していない方

申込み　前期：8月31日㈬まで、

後期：9月1日㈭から平成24

年2月29日㈬まで

※各申請期間内に予算額に達した

場合は、それぞれ抽選を行います。

※初度登録が8月16日㈫から31日

㈬までの登録車は、後期でも申

請が可能です。

これまでの二酸化炭素削減効果

　二酸化炭素削減効果約1,470.2

トン(累計)、補助件数1,018件(平

成18年度～平成22年度)

※この削減効果は、約1,006世帯

の1年間のガソリン使用時に排

出される二酸化炭素量に相当

します。

※詳しくは、市ホームページをご覧

ください。

無料総合相談所を
開設します

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

　5月1日から7日までの｢憲法

週間｣にちなんで、無料法律相

談所と無料人権・登記相談所

を開設します。

◆無料法律相談(津・四日市)

と　き　5月10日㈫　10時30分

～15時30分(10時30分から15

時まで先着順で受け付け)

ところ　三重弁護士会館(津

市中央3-23)、四日市市総合

会館8階第2会議室(四日市

市諏訪町2-2)

相談員　三重弁護士会所属弁

護士

定　員　それぞれ36人

問合せ　津家庭裁判所総務課

庶務係(　059-226-4171)、津

地方裁判所四日市支部庶務

係(　352-7151)

※相談時間は1人20分程度で、秘密

は厳守されます。

◆無料人権・登記相談(津)

と　き　5月10日㈫　10時30分

～15時30分(10時30分から15

時まで先着順で受け付け)

ところ　三重県社会福祉会館

3階研修室3(津市桜橋2丁目

131)

相談員　津地方法務局職員

定　員　24人

問合せ　津地方法務局総務課

庶務係(　059-228-4191)

※相談時間は1人20分程度で、秘密

は厳守されます。

◆裁判所が見学できます

　裁判所では、法廷などの見

学会を行っています。

問合せ　津地方裁判所総務課

庶務係(　059-226-4172)

加佐登公民館で
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　5月12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)

地元産小麦を使って手打ち
うどんなどを作りませんか
農林水産課　  382-9017　  382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　地元で生産した農産物を地

元で消費する｢地産地消｣を推

進するため、地元産小麦を

使った手打ちうどんや蒸しま

んじゅうなどの料理作りの出

前講座を行います。少人数で

もお受けしますので、希望す

るグループの方はご連絡くだ

さい。費用など詳しくは、ご相

談ください。

問合せ　地産地消ネットワー

クみえ(北勢)鈴鹿支部　豊

田(　379-1048)

農地利用集積円滑化事業
についてご相談を

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

　農地利用集積円滑化事業に

基づき、現在農地の耕作でお

困りの方のご相談を受け付け

ます。

対　象　農地所有者

ところ　農林水産課(市役所

本館7階)

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。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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母の日｢花フェスタ｣
農林水産課　  382-9017  　382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿亀山地域のプロの生産

者が生産、選別を行った鮮度

の良い花を、母の日に合わせ

て紹介します。温室直送の花

を、生産者が自ら即売します。

と　き　5月3日㈫～8日㈰　

10時～20時

ところ　鈴鹿ベルシティ北

コート(8日のみ中央コート)

問合せ　鈴鹿花き温室組合　

佐野拓也(　382-9523)

｢”弁当の日”が学力を
育てる｣～学びを支える
感性・生活体験～

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

対　象　PTA会員、市民

と　き　5月21日㈯　11時～

12時30分

ところ　文化会館けやきホール

内　容　｢食｣が作る子どもの

｢心｣と｢体｣について

講　師　竹下和男さん(香川県

の小・中学校の校長を退職

後、子育てや食育に関する執

筆活動や講演会で活動中)

定　員　300人

参加料　無料

託　児　有(無料、2歳以上、先

着順、5月13日㈮までに鈴鹿

市PTA連合会事務局へ)

問合せ　鈴鹿市PTA連合会事

務局(　・　38 3 - 5 1 4 3　

joyofpta@galaxy.ocn.ne.jp)

※手話通訳があります。

パソコン講座
市政情報課　  382-9003  　382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　4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　5月14日㈯と15日㈰

○基礎2　5月18日㈬と19日㈭

○ワード応用　5月24日㈫と

25日㈬

◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　5月14日㈯と

15日㈰

○エクセル基礎　5月18日㈬

と19日㈭

○エクセル応用　5月24日㈫

と25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
センター講座(5・6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。

◆データベース初級(Access

初級)

と　き　5月24日㈫～26日㈭

　9時～16時

受講料　6,000円

◆ガス溶接技能講習

と　き　5月30日㈪、31日㈫　

8時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

840円必要)

◆Word初級　

と　き　6月1日㈬、2日㈭　9

時～16時

受講料　4,000円

◆玉掛け技能講習　

と　き　学科：6月6㈪、7日㈫、

実技：6月8日㈬から10日㈮の間

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)

◆ホームページの作成(ホー

ムページビルダーV9)　

と　き　6月6日㈪、8日㈬、10

日㈮、13日㈪、15日㈬、17日

㈮　18時～21時

受講料　6,000円　

◆陶芸講座　

と　き　6月14日㈫　10時～15時

講　師　酔月窯の清水酔月、

潤、潮さん

受講料　4,000円

◆アーク溶接特別教育　

と　き　6月15日㈬～17日㈮

　8時30分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,050円必要)

◆フォークリフト技能講習

(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許

証お持ちの方

と　き

○学科講習　6月16日㈭　8時

30分～17時30分

○実技講習　　
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Ⅰコース：6月19日㈰、25日㈯、

26日㈰

Ⅱコース：6月21日㈫～23日㈭

Ⅲコース：6月28日㈫～30日㈭

　いずれも8時から17時15分

受講料　2万6,500円

申込み　5月2日㈪8時30分か

ら、上記3コースを同時に受

け付けします。

シウダック研究会
第92回例会

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

と　き　4月27日㈬　16時15

分～18時

ところ　鈴鹿国際大学第二会

議室(A棟2階)

内　容　爛熟民主主義文明の

末期症状

講　師　勝田吉太郎さん(鈴

鹿国際大学名誉学長)

入場料　無料

問合せ　鈴鹿国際大学・開発

と文化研究センター(シウ

ダック)(〒510-0298　郡山

町663-222　 372-2121　　

ベビービクス＆
ママビクス教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

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

対　象　2カ月から1歳(歩く

前まで)の幼児とその母

と　き　5月11日㈬　11時～

12時30分

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン水泳場内スタジオ

内　容　

○ベビービクス　ベビーマッ

サージとベビーエクササイズ

を合わせたプログラムです。

○ママビクス(アフタービク

ス)　産後1カ月から始める

エクササイズです。

講　師　NAOMIさん(日本マタ

ニティフィットネス協会認

定インストラクター)

定　員　20組40人（先着順）

参加料　親子1組1,000円(保

険代含む)

申込み　5月4日㈬までに、直

接県営鈴鹿スポーツガーデ

ン水泳場事務所へ

野外活動実践研修
県立鈴鹿青少年センター

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

対　象　教職員、大学生、一般

成人で、野外活動の指導に

興味のある方

と　き　5月28日㈯、29日㈰

の1泊2日

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ターとその周辺

内　容　安全対策について、キャ

ンプファイヤー、野外炊飯ほか

定　員　20人程度

参加料　6,000円程度

申込み　4月20日㈬から5月9日

㈪(必着)までに、所定の申込

書に必要事項を記入の上、直

接または郵送、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

※受講者には、5月中旬ごろに持ち

物などの案内を郵送します。

 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

　

資源ごみの回収について 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。

　　ダンボールでない紙を使用した箱など

の容器は、回収の対象に追加できないので

すか。実情は、箱を壊して燃えるごみとして

捨てています。類似の牛乳パックは回収し

ていますので、包装用の厚紙(ダンボール

を除く)も対象にしていただきたいです。

　　

　　包装用の厚紙については、現在｢資源

ごみA｣の｢雑誌｣の扱いとして回収の対象

としています。菓子の空き箱などは折り

たたんでいただき、ひもで十文字にしば

り、｢資源ごみA｣に出していただければ

回収させていただきます。ただし、ビニ

ールコーティングされた素材などは資源

として取り扱うことができませんので、

｢もやせるごみ｣に出していただくようお

願いします。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

372 -2827　　siudac@m.

suzuka -iu.ac.jp）
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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。

乳がん、子宮頸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
ンターで受け付けます。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。

　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、

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

※定員を超える場合は、抽選となります。結果は、5月下旬ごろにはがきでお知らせします。

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。

相 　 　 談 と　　き 申込み定　員 備　　　　　考

※レントゲン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。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できません。

※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。

※申込みは、一つの検診につき一人はがき1枚です。

※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。

※視触診はなくなりました。

保健センター

保健センター

子宮頸がん
20歳以上の女性

4月20日㈬〜5月2日㈪
※当日消印有効

4月20日㈬〜5月2日㈪
※当日消印有効

午前各40人
午後各40人

午前各40人
午後各40人

6月6日㈪、13日㈪、27日
㈪、7月1日㈮ 9時30分
〜11時、13時〜15時

6月17日㈮、7月11日㈪
9時30分〜11時、13時〜15時

乳がん
（マンモグラフィによる）

乳がん
（超音波による）

40歳以上の女性

20歳以上の女性

1,900円

1,400円

保健センター
4月20日㈬〜5月2日㈪
※当日消印有効

各70人
6月13日㈪、27日㈪、7月
11日㈪ 13時〜14時30分

900円

（育児相談・栄養相談）
すくすく広場 保健センター

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

と  こ  ろ

＜はがきでの申込み方法＞

（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）

50人程度
（個別相談

は2人）

受付中
定員になり
次第締切り

5月12日㈭
13時～14時

（個別相談は14時
から14時30分）

4月26日㈫
から先着順

6月16日㈭
13時～14時

（個別相談は14時
から14時30分）

市川　澄子 医師（皮膚科）
「アレルギー性皮膚炎」
※個別相談は1人15分程度

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

※個別相談の申込みは、相談日の10日前までにお願いします。

相　 談相　 談

検　 診検　 診

妊婦健康診査妊婦健康診査

健康館健康館健康館
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はがきで、5月2日㈪（当日消印有効）までに、希
望時間（午前・午後）、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、
〒513-0809　西条5-118-3健康づくり課へ（定
員を超えた場合は抽選し、結果を郵送）

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。

　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㈪、3日(火・祝）、4日（水・祝）、5日(木・祝）、8日㈰、

15日㈰、21日㈯、22日㈰、28日㈯、29日㈰

10時15分〜11時30分、12時30分〜16時

鈴鹿ベルシティ

予防接種予防接種

■すくすくファミリー教室

4月25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

無料

4月26日㈫から保健
センター

20組 無料

申込み（電話予約制）ところ

5月13日㈮
10時〜11時30分

5月26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11月から平成23年1月
生まれの乳児をもつ初参加の方

妊娠5カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方

離乳食コース

2歳児とその保護者
むし歯予防コース

4月22日㈮から保健
センター

5月15日㈰　9時30分〜
11時45分または

13時30分〜15時45分

助産師による講話、赤ち
ゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など

プレパパ・ママコース

■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。平成23年4月1日

以降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。ＭＲ4期の予診票は、広報すずか4月5日号に折り込み

ました。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

■4月1日から、ビブ、小児用肺球菌ワクチンの接種、費用助成が再開されました。

午前・
午後各
15組

午前40人
午後50人

4月21日㈭から
（定員になり
次第締切り）

4月20日㈬から
（定員になり
次第締切り）

保健
センター

30人

30人

500円
（教材費）

無料

6月14日㈫、7月21日㈭、8月12日㈮、9月
8日㈭の全4回 9時30分〜11時30分
（7月21日のみ13時30分〜15時30分）

女性のための健康づく
りやリフレッシュ方法

の講話と体験30歳から64歳の女性

65歳以上で医師からの
運動の制限がない方 

リフレッシュセミナー
～女性のための健康講座～

保健
センター5月31日㈫ 13時〜15時

健康運動指導士による
体操やゲームなど

健康広場（いきいき体編）

教 室 ／ 対 象 定 員 費 用 申 込 みと 　 き

無料65歳以上で過去3年間に
骨密度測定を受けたこ
とがなく、骨粗しょう症
の治療中でない方

6月20日㈪　9時
30分〜11時30分、

13時〜16時

骨粗しょう症予防会

教　　室教　　室

※20歳から64歳の方は、平成24年2月に開催予定です。

ところ

保健
センター

教 室 ／ 対 象  内 　 　 容 定 員 費 用と 　 　 き 申込み（電話予約制）ところ

健康診査健康診査 5 月 の  献 血 日 程

kenkoukankenkoukankenkoukan
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ごみ分別

Ｑ Ａ＆ A
Ｑ 教科書や学習参考書はなにごみ？

資源ごみＡ（雑誌）。ひもで十文字にしばって出してください。

　市民の皆さんに分別して出していただいた資源物は、市がリサイクル業者に売却し、その収入

は市の財源となっています。しかし、現在、市内の集積所から資源物を持ち去る行為が頻発して

います。また、市民の皆さんから不信感や不安感を抱いたとの通報が多数寄せられています。

　このような行為は、市民の皆さんの協力の下に成りたっている資源物の再資源化システムの

妨げとなります。そこで、市では、資源物の持ち去り行為を規制するため「鈴鹿市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例」の一部を改正し、7月1日㈮から施行します。

条例改正のポイント

資源物の持ち去り行為の現状

　新聞、雑誌、ダンボール、紙パッ

ク、あきかん、あきびん、ペットボ

トル、衣類

　看板の設置（日本語を含め5カ国

語の表記）

　市または市から委託された者以

外は、収集、運搬ができません。市

長は違反者に対して、行為の禁止

を命じる

ことがで

きます。

　命令に違反した者には20万円

以下の罰金が科せられる場合が

あります。

資源物の対象を指定 集積所に「資源物の
持ち去り禁止」の明示

資源物の持ち去り行為を禁止 違反者に対する罰則を規定

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

　集積所から資源物の持ち去り行為を禁止する条例改正を行い、7月1日㈮

から施行します。これにより、罰金を科すことが可能になるなど、資源物の

持ち去り行為の抑止を行います。

「資源物の持ち去り行為」を条例で禁止します
廃棄物対策課　  382-7609  　382-2214　  haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
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図
書
館

5
May

●開館時間 9時～19時　土・日曜日、祝日は9時～17時
8日・21日14時30分～15時、28日10時30分～11時　1階親子コーナー

月曜日、17日㈫、31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㈮

12日㈭◎
26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

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

◎印の日は、巡回間隔を3週間に変更しています。

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

31

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

日

月

火

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

19日㈭◎11日㈬◎
25日㈬

13日㈮◎
27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
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
こころの健康相談
◎建築士による住まいの相談
消費生活相談

6・13・27日
10日
16日
12日
20日
12日

6・13・20・27日
10・24日
11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

11・25日
11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
10：00～16：00
19：00～21：00
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
13：30～15：30
9：00～16：00
9：00～16：00

　　　　　　　　　　　
　　　

加佐登公民館
市役所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）
一ノ宮市民館
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
県鈴鹿庁舎1階
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

保険年金課
鈴鹿保健福祉事務所
建築指導課
鈴鹿亀山消費生活センター

382-9058
381-3113
381-3118
383-9011
383-7830 

372-3338   
382-9401
382-8673
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
382-7958
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

5月

5月

5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 

18:00～21:00
13:00～21:00

13:00～17:00
18:00～21:00

9:00～21:00
13:00～21:00

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

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

1・7・25日 
10・18・24日 

9:00～21:0011日 
1・3～5・15・29日 
2・22・30日 
6・8・10・13・16・17・20・24・27・31日 
7・14・28日 

4・11・18・21・22・25・29日 

12・19・26日

6・7・10・11・13・14・18・20・21・24・25・27・28日
15日

1～5・8・12・16・17・19・26・29～31日

22日

1～8・10～22・24～31日

1～3・5・6・8・10・13・15～17・20・24・27・30・31日 

7・14・28日

12・19・26日 
29日 

31日 
2・8・11・12・14・18・19・22・25日
3・15・27日
6日

7・28日

13・20日 
16日
26日

1・2・6・8・9・13・16・20・23・27・30日
7・15・21日

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

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

11・12・18・19・21・25・26日 9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

9:00～17:00
18:00～21:00

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

9:00～21:00

387-6006 388-0622

371-1476

休館日 5月9日㈪、23日㈪ 休館日 5月9日㈪、23日㈪

9:00～12:00
9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

2日
10・17・24・30・31日

1・16日

1～6・8～13・16～20・23～27・30・31日

9:00～12:00
18:00～21:00

9:00～21:00
9:00～21:00

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 5月の休業日 9日㈪

9:00～12:00
18:00～21:007・15・21日

28日

14日

2～5・9～12・16～19・23～26・30・31日

13:00～17:0011・18・25日

9:00～12:00
15:00～21:00

13:00～17:00

15:00～21:00

15:00～17:00
18:00～21:00

13:00～21:00

6日

2・7・28日

16日
20日

13日

22日

9:00～21:001・3～6・8・10～13・17～20・24～27・31日
9:00～12:0014・28日
18:00～21:0015日

28日

14日
バドミントン



○月〜金曜日

○土曜日

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

…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

月〜金曜日
土・日曜日

○4月21日㈭〜30日㈯『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○5月1日㈰〜10日㈫『ベルディ便り』…鈴鹿市体育指導委員
○5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 1 年 4 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/12件、うち建物4件（28件、9件減） 

事故数/553件、うち人身事故110件（1，591件、44件減） 死者数/1人（2人、1人減） 傷者数/142人（400人、19人増） 

人口/202,412人（-374人） 男性/101,282人（-289） 女性/101,130人（-85人） 世帯数/80,856世帯（+36世帯） 

出動数/641件（1，831件、39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。

367-1711

月［3月31日現在］

3
火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

　 みらくるは開所して10年を迎えました。現在は小学1年生から6年生

まで合わせて44人が来ています。毎日、にぎやかに過ごしている子ども

たち。低学年は学校から帰って来ると「ただいま～、きょうのおやつな

に？」と言いながら部屋に入って来ます。指導員が「今日のおやつは後

でのお楽しみ！」と言うとすごく気になる様子で宿題を終わらせ台所に

顔を出し「このおかし、だいすき。やった～！」と喜んでいる姿があります。

おやつを食べ終わると、庭でドッジボールをしたりドロンコ遊びをしたり

して遊んでいます。遊んでいると高学年の子ども達が帰って来ます。高

学年は宿題をパッパッとを終わらせ「おやつちょうだい」と言いに来ます。

　 みらくるの前には大きな平田池公園があります。「平池行くよ～」と言うと、子どもたちは「やった

～」「ぼくもいく～」「せんせい、これかたづけたらわたしもいく～」と次々と言葉が飛んできます。平

田池公園ではサッカー、鬼ごっこ、土手滑りなどをして遊んでいます。地域の方がグラウンドゴルフの

練習をしているとき、心優しく「やってみる？」と声を掛けていただき、子どもが打ったボールの音が公

園中に「パッカ～ン」と響き渡ることもあります。

　子どもたちが安全に過ごせるのは学校、地域、保護者の方々のご協力のおかげです。今後ともみら

くるをよろしくお願いします。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
紹
介
で
す

学
童

明生小学校区放課後児童クラブ
みらくる

明生小学校区放課後児童クラブ
みらくる

住吉一丁目4番29号

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」


