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　夏季は、冷房の利用などで
エネルギー消費が増大しま
す。夏の日中（1 4時ごろ）に
は、在宅世帯平均で約1,200
ワットの電力が消費され、その
うちエアコンと冷蔵庫が約7割
を占めています。
◆エアコンで節電

○カーテンで窓からの熱の出
入りを防ぐ
○フィルターの掃除はこまめに
○室外機の周りに物を置かない
◆冷蔵庫で節電

○開けている時間を短く、余分
な開閉はしない
○熱い物は冷ましてから入れる

○壁から適切な間隔で設置
◆照明で節電

○照明器具の掃除で明るさアップ
○点灯時間は短く
○省エネ型の照明器具へ買い替え
　今年の夏は、東日本大震災
の影響などで例年以上の節
電が求められます。限りあるエ
ネルギー資源の効果的利用と
地球温暖化の原因となる二
酸化炭素排出量削減のた
め、一人ひとりの節電が必要
です。

　平成23年度の国の施策に
より、一定の年齢に達した方
に対して、大腸がんに関する
検診手帳、がん検診無料クー
ポン券などを送付してがん検

診の受診促進を図り、がんの
早期発見と健康意識の普及
を図ります。
対　象　次の生年月日に該
当する方

昭和45年4月2日～昭和46年4月1日
昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
※対象の方には、9月ごろに大腸
がん検診無料クーポン券など
を郵送します。7月1日から指定
医療機関で行っている大腸が
ん検診の受診の際に、検診無
料クーポン券が利用できます
が、無料クーポン券が届くまで
の間に検診を受診される場合
は、医療機関の窓口に、本人確
認できるもの(免許証・保険証
など）を提示し、無料クーポン
券の対象であることをお申し
出ください。
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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
環境館

テレビの不法投棄禁止  深夜の花火はマナーモードで

学童ナビ

ながさわ保育会  元気っ子クラブ

スポーツ・図書館・相談 

家庭での節電にご協力を
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

がん検診推進事業
(大腸がん検診）
を実施します

健康づくり課 　382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp
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市政への提言

節電について

健康館

検診・教室・相談・予防接種

くらしの情報くらしの情報
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

　　

◆休日窓口

と　き　7月31日㈰　9時～
　16時30分
◆夜間窓口

と　き　7月28日㈭、29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。

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員
（パートも含む）のための外部
積立型の国の退職金制度
で、下記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24年3月31日㈯まで、

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
事業本部（　03-3436-0151）、
名古屋退職金相談コーナー
（　052-856-8151）

　三重県労働局では、月1回
個別相談コーナーを設け、パ
ートタイム労働法上のさまざま
な疑問や相談にお答えしてい
ます。
と　き　毎月第3木曜日　9時
～16時

ところ　三重県労働局総務
部企画室（津市島崎町
327 - 2　津第二地方合同
庁舎3階）

相談料　無料
問合せ　三重県労働局雇用
均等室（　059-226-2318）

※上記以外でも、三重県労働局
雇用均等室では、個別に相談
をお受けしています。

　建設業退職金共済制度
は、建設業を営む事業主が、
建設業の現場で働く労働者
の働いた日数に応じて掛金と
なる共済証紙を共済手帳に
貼り、その労働者が建設業界
で働くことをやめたときに建退
共から退職金が支払われる
制度で、下記のメリットがあり
ます。
○経営事項審査で加点評価

の対象となります。
○掛金は事業主負担です
が、法人は損金、個人では
必要経費として扱われ、税
法上全額非課税となりま
す。また、掛金の一部を国
が助成します。
○事業主が変わっても、退職
金は企業間を通算して計
算されます。

掛　金　日額310円
問合せ　建設業退職金共済事
業三重支部（　059-224-4116）

　最低賃金の引き上げなど、
人間らしい働きがいのある仕
事の実現に向け、中小企業
主を対象に、労働面と経営面
の相談についてそれぞれの
専門家が対応する無料の相
談窓口が三重県内に開設さ
れました。
とき・ところ　津総合相談
支援センター（津市丸之内
養正町4-1森永三重ビル3
階　平日9時～ 1 7 時 3 0
分）、四日市相談コーナー
（四日市市諏訪町2-5四日
市商工会議所3階　9時～
17時）

問合せ　三重県労働局労働基
準部賃金室（　059-226-2108）

　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

パートタイム労働
個別相談コーナーを
ご利用ください

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

最低賃金中小企業
相談支援事業について
お知らせします

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

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

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

建設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

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

くらしの情報くらしの情報
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

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。

　水道料金のお支払いは、
金融機関の本人指定の預
（貯）金口座から引き落とす
口座振替が便利です。下水
道や農業集落排水を使用し
ている家庭では水道料金と
一緒に引き落とされ、次回の
メーター検針時に、領収書に
代わり｢水道料金等振替済
通知書｣をお渡しします。通
帳、通帳届出印、お客さま番
号の分かるもの（検針票な
ど）を持参の上、金融機関窓
口で手続きをお願いします。
問合せ　鈴鹿市水道料金等
検針・収納業務受託事業
者　第一環境（株）（水道
局内　　368-1671）

　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15日㈯、16日㈰

の1泊2日
申込み　8月20日㈯までに、
（公財）国際交通安全学会
IATSSフォーラム（　370-0511

　　http://www.iatssforum.
　jp/）へ
※応募多数の場合は抽選とします。

　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　8月24日㈬　10時
30分～11時

ところ　三重県津庁舎6階
第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
　　059-213-7355　　http:
　//www.zei-kikou.jp/）

　マイ保育ステーション事業
は、妊娠中の方や育児中の
方（3歳未満の子どもを育児
中の方に限る）を対象に、市
内の公立保育所10カ所と子
育て支援センターりんりんのう
ちいずれか1園にご登録いた
だき、子育てに関する相談や
保育見学などをお受けする
事業です。
対　象　現在妊娠中の方と3
歳未満の子どもがいる方

実施施設　市内公立保育所

10カ所および子育て支援セ
ンターりんりん

問合せ　実施保育所または子
育て支援センターりんりん、子
育て支援課（　382-7606）

※1歳6カ月から3歳未満の子ど
もを育児中の方を対象に、保
育所での一時保育サービス
（半日程度）も実施していま
す。詳しくは、上記までお問い
合わせください。

　一世紀以上続く鈴鹿の夏
を告げる風物詩、神戸石取
祭が行われます。
　祭事当日は、神戸近辺（神
戸宗社周辺）を各町の山車
が巡行し、混雑が予想されま
すのでご注意ください。一部
交通規制が行われます。
と　き　7月30日㈯、31日㈰
18時～20時頃

問合せ　鈴鹿市観光協会
（　380-5595）
※31日(日)の18時台のみ、Ｃ-Ｂ
ＵＳのジェフリーすずか発着便
は鈴鹿市役所に変更になりま
すのでご注意ください。

※神戸石取祭公式ホームページ
　http://ishidori.jp

水道料金のお支払いは
便利な口座振替のご利用を

営業課　 368-1670　 368-1688

　egyo@city.suzuka.lg.jp

「マイ保育ステーション事業」が
始まります

子育て支援課　 382-7606　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

神戸石取祭の
交通規制にご注意を

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

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

不動産を公売します

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

　　

対　象　平成3年4月2日から
平成4年4月1日生まれで、
市内在住か本籍のある方

と　き　平成24年1月8日㈰
10時～11時（終了予定）開
場9時

ところ　県営鈴鹿スポーツ
ガーデン水泳場

内　容　成人式実行委員会
の皆さんが企画しています。

※対象の方への通知はしません
ので、ご自由にお越しください。

　市では、快適な環境を確
保する取り組みを総合的か
つ計画的に推進していくため
「鈴鹿市しあわせ環境基本
計画」を策定します。市民の
皆さんのご意見を反映させる
ため、鈴鹿市環境審議会委
員を募集します。
対　象　本市に住所を有し、
年3回程度の審議会（原則
として平日昼間開催）に参
加できる方

内　容　学識経験者、関係
団体の代表者などで構成
される鈴鹿市環境審議会

で、環境基本計画や環境
の保全形成に関しての調
査審議を行い、その結果
を取りまとめて市長に提言
します。市の条例に基づ
き、報酬を支給させていた
だきます。

定　員　2人
任　期　委嘱の日から2年間
選　考　応募用紙をもとに書
類選考します。選考結果
は、9月中旬に応募者全員
に書面で通知します。

申込み　8月15日㈪（必着）
までに、応募用紙に必要事
項と環境（自然との共生、
循環型社会、地球温暖化
など）をテーマにした1,000
字程度の作文を記入の
上、直接持参していただく
か、郵送、ファクス、電子メ
ールのいずれかの方法で、
環境政策課へ。応募用紙
は、市のホームページから
ダウンロードできます。

テーマ　
・ 「未来のバス」
・ 「あったらいいな、こんなバス」
・ 「バスのある風景」
対　象　小学生以下の方　
小学生未満の部、小学生1
～3年生の部、小学生4～6
年生の部

応募作品　四つ切りサイズの
画用紙（382mm×542mm）
イラスト・スケッチなど表現方
法は自由

応募期間　7月20日㈬～9月5
日㈪必着

応募先　郵便の場合は、〒
514-8799　津市中央１-１

日本郵便　津支店留　社
団法人三重県バス協会
「バスの絵コンテスト募集
係」へ。その他宅配便など
の場合は、〒514-0303　津
市雲出長常町1190番地の
1　社団法人三重県バス
協会「バスの絵コンテスト募
集係」へ

問合せ　社団法人三重県バ
ス協会（　059 -234 -1101
平日（9時～17時）　　　
　059-234-0616）

※優秀作品には三重県知事賞な
どの受賞あり。

※詳しくは、三重県バス協会ホーム
ページ(　http://www.miebus-
kyokai.or.jp/)をご覧ください。

　今年も9月16日㈮から19日
㈪まで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を募集
します。熱気球に興味のある
方、バルーンフェスティバルの
運営に参加しませんか。
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。事前にボランテ
ィア対象の熱気球教室（参
加無料）を行います。

◆熱気球教室

と　き　8月28日㈰6時30分
から

ところ　鈴鹿川河川緑地

バスの絵を募集します

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市環境審議会委員を
募集します

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

平成24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

熱気球ボランティアを
募集します

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

申込み　8月16日㈫までに、
住所・氏名・年齢・携帯電
話番号を記入の上、電子
メールかファクスで商業観
光課へ

※詳しくは、公式ホームページ
　(　http://www.suzukaball
　oon.com)をご覧ください。

◆物件1

所在地　高岡町字七反縄
732番2

地　目　宅地
地　積　265.53㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　727万6 , 0 0 0円
（売却最低価格）
◆物件2

所在地　下箕田三丁目378
番13

地　目　宅地
地　積　229.25㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　843万6 , 0 00円
（売却最低価格）
◆物件3

所在地　磯山二丁目1979番1
地　目　宅地
地　積　257.51㎡
用途地域　準工業地域
予定価格　880万7 , 0 00円

（売却最低価格）
◆入札

と　き　8月18日㈭　物件1：
9時から、物件2：10時から、
物件3：11時から

ところ　市役所本館10階
1004入札室

申込み　7月27日㈬から8月
11日㈭ （土・日・祝日を除く）
までの9時30分から16時ま
でに、直接、管財営繕課へ

※郵送による申込みはできません。
※入札参加資格など入札参加申
込みについて、詳しくは、管財
営繕課へ

◆現地説明会

と　き　7月27日㈬　物件
1：9時から、物件2：10時か
ら、物件3：11時から

ところ　売却物件所在地

◆航空学生

　海・空自衛隊のパイロットま
たは戦術航空士（海のみ）を
養成します。
資　格　高等学校または中
等教育学校卒業者（見込
み含む）で18歳以上21歳
未満の方

申込み　8月1日㈪～9月9日㈮
試験日　1次：9月23日㈮、2
次：10月15日㈯～20日㈭

◆一般曹候補生

　陸・海・空自衛隊の曹となる
自衛官を養成します。現場の
プロフェッショナルとして活躍
できます。
資　格　18歳以上27歳未満
の方

申込み　8月1日㈪～9月9日㈮
試験日　1次：9月17日㈯、2
次：10月6日㈭～13日㈭

◆自衛官候補生

　陸は約2年、海・空は約3年
を任期とした採用制度です。
任期の延長も可能で、選抜
試験に合格すれば曹への道
も開かれています。
資　格　18歳以上27歳未満
の方

申込み　男子：9月9日㈮まで、
女子：8月1日㈪～9月9日㈮

試験日　男子：9月16日㈮、女
子：9月25日㈰～28日㈬の指
定する1日

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
（　059-351 -1723）、自衛
官募集コールセンター（　
0120-063-792、12時～20
時（年中無休））

　8月6日㈯、8月9日㈫に、広
島市と長崎市で、原爆死没
者のめい福と世界恒久平和
を願う式典が行われます。
　また、8月15日㈪には、日本
武道館で、先の大戦において
亡くなられた方々を追悼し、平
和を祈念するため、全国戦没
者追悼式が行われます。
　それぞれの式典の中で、1
分間の黙とうが捧げられるの
に合わせ、皆さんも、恒久平
和の実現を願い、ご一緒に黙
とういただきますようお願いし
ます。
○広島市
　8月6日　8時15分から
○長崎市
　8月9日　11時2分から
○全国戦没者追悼式
　8月15日　12時から

市有財産を一般競争入札
により売却します

管財営繕課　 382-9675　 382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

原爆の日と終戦記念日
には黙とうを

生活支援課　 382-9012　 382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

自衛官を募集します

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス
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　本市では、指定管理者の
指定期間満了に伴い、公の
施設の指定管理者を募集し
ます。
◆募集施設 
○江島総合スポーツ公園（運
動施設・公園施設）

施設名　市立体育館、市立
テニスコート、武道館、芝生
広場・多目的広場、松池公
園

募集要項配布先　スポーツ
課（　382-9029）

募集要項配布期間　7月20
日㈬～8月22日㈪

申込み　スポーツ課で配布、
または市ホームページから
入手した申請書類に必要
事項を記入の上、スポーツ
課へ。指定管理者は、提出
された書類などの審査の
後、候補者として選定し、議
会の議決を経て指定しま
す。

◆説明会

　事前にスポーツ課へ連絡
の上、参加してください（1
団体につき2人まで）。

と　き　7月27日㈬13時から
ところ　市立体育館　大会
議室（江島台1-1-1）

　広報すずかの表紙写真を
募集しています。行事や風景
など、生活感・季節感あふれ

る作品をお待ちしています。
規　定　市内で撮影されたカ
ラー写真（横判）で、未発表
のもの（サイズは問いません）

申込み　随時受付をしていま
す。写真（一人1点）の裏面
に、郵便番号、住所、氏名、
電話番号、作品のタイトル、
撮影場所、撮影日時、撮影
に関するエピソード（80字
程度）を記入の上、直接ま
たは郵送で〒513-8701　
秘書広報課へ

　市では、現在、コミュニティ
FM放送局「Suzuka Voice 
FM（78 .3MHz）」で市提供
番組「鈴鹿市からのお知ら
せ」を放送しています。それに
加え、７月からは新番組「鈴
鹿市役所情報局」を開始しま
した。この番組では、市からの
重要な施策やタイムリーな話
題をお届けします。ぜひ、お聞
きください。７月から９月までは
防災関係の情報を中心にお
知らせします。
放送日　毎週月曜日～金曜日
放送時間　8時35分～40分、
17時25分～30分（金曜日は
17時30分～35分）

　消防署では、市内で開催
される多数の人が集まるイベ
ントやスポーツ大会などの会
場で、参加者が突然の心停
止状態に陥った時の応急処

置に備えるために、ＡＥＤの貸
し出しをしています。
対　象　イベントなどを行う
団体に属し、20歳以上のか
た（運転免許証など本人が
証明できる書類をご持参く
ださい）。

貸出条件　原則として、ＡＥ
Ｄが設置されていない会場
で、主催者側に心肺蘇生
法講習を受講した人がいる
こと

貸出期間　最大7日以内
貸出場所　
　・中央消防署（　382-9165）
　・南消防署（　386-0630）
　・北分署（　378-0330）
　・西分署（　370-2119）
　・東分署（　384-0119）
　・鈴峰分署（　371-0119）
申 込 み　「ＡＥＤ借用申請
書」を、借りようとする署所に
提出してください。市ホーム
ページ
　（　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/safe/kyukyu/1106.html）
からも、申請書をダウンロー
ドできます。貸し出しを受け
ようとする日の2カ月前から
申請を受け付けます。

※貸出中は常に良好な状態で管
理・使用し、故意または過失に
より破損などが生じた場合は、
貸出を受けた団体の負担にお
いて原状回復を行っていただ
きます。

※詳しくは、貸出場所の各署所
へお問い合わせください。

新しいラジオ広報番組が
始まりました

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

自動体外式除細動器
(ＡＥＤ)を貸し出します

中央消防署　 382-9165　 382-9166

　chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

指定管理者を募集します
総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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と　き　7月31日㈰（雨天決
行）

集 合 時 刻　8時30分（第1
班）、10時（第2班）

集合場所　飯野公民館（西
條町463）

※熱中症などへの対策のため飯
野公民館から市の車に分乗し
て移動します(現地付近の道
路は駐車厳禁です)。徒歩、自
転車などの方は、開始時刻ま
でに現地に集合してくださ
い。

開始時刻　9時（第1班）、10
時30分（第2班）

定　員　40人（申し込み先
着順）

※受付順に、第1班20人、第2班
20人に割り振ります

持ち物　水筒、タオル、帽子
など

※観察路を歩いて見学しますが、
当日の天候により地面がぬか
るむこともありますので、雨天
時には雨具や長靴をご持参く
ださい。

申込み　7月22日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めま
す。定員になり次第、締め切り。

　知的な障がいのある小学
生以上の子どもたちが、休日
を楽しく過ごす場として、平成

19年に結成したボランティア
グループ「ここ花はうす」が、
平成23年度鈴鹿市民活動団
体支援補助金の交付を受け
て、市民との交流を目的に、次
の2回の事業を開催します。
と　き

○夏まつり　8月7日㈰　10時
30分～14時
○冬まつり　平成24年1月15
日㈰　1 0時3 0分～1 4時
（予定）

ところ　白子公民館 
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　ここ花はうす代表　
吉田（　0595-84-3424）

※夏まつりの「カレー屋さん」と
冬まつりの「もちつき大会」
は、それぞれカレーとおもちが
なくなり次第終了します。

と　き　8月21日㈰　10時
～15時（悪天候の場合は
中止）

ところ　鈴鹿川河川緑地公
園（定五郎橋西、駐車場あ
り） 

内　容　鈴鹿川の中を歩い
て魚などの生き物を探す川
歩き体験、いかだ流しなど
参加体験型ブースのほか、
野草の天ぷら・防災食の試
食、チャリティーバルーンな
ども行われます。

◆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
申込み　川歩き体験のみ、事
前申し込みが必要です。8
月12日㈮までに、参加者代
表の住所、氏名、年齢、電
話番号、参加者全員の氏
名、年齢、川歩き参加希望
時間を記入の上、はがき、フ
ァクス、電子メールのいずれ
かで、〒510-0241　白子駅
前9-20　NPO法人市民ネ
ットワークすずかのぶどう
（ 　・　 3 8 7 - 0 7 6 7
　　budou@mecha.ne.jp）へ
◆チャリティーバルーン

と　き　7時～9時ごろ
内　容　熱気球の搭乗体験
料　金　中学生以上1,000円
　　　　小学生500円
※収益は東日本大震災の復興支
援とします。

　今年は、本市がアメリカの
ベルフォンテン市と友好協定
を締結して20年目になること
から、これを記念して、今まで
の交流の歴史などをパネルで
紹介します。
と　き　7月26日㈫～8月8日㈪
ところ　市役所本館1階市
民ロビー

催 し 物

第2回金生水沼沢植物群落
観察会を開催します

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

「ここ花はうす」が
市民活動団体支援事業
対象事業を開催します
地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

第11回夏の鈴鹿川体験を
開催します

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市・ベルフォンテン市
友好協定20年のあゆみ展
市民対話課　 382-9058　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

　　

　歴史街道、伊勢参宮道の
江島地区に幻想的な「あか
り」のある街並みを演出しま
す。沿道に伝統工芸の伊勢
型紙、和紙、陶器、その他の
自然素材を生かした、暖かく
て優しい光の「行灯」「あかり
オブジェ」を多数並べます。
と　き　8月24日㈬　15時
～23時、点灯17時～22時
（雨天の場合は、25日㈭に
順延）

ところ　江島5丁目、江島6
丁目の伊勢参宮道沿い

主　催　街並みあかり実行
委員会（NPOドリーム21、
江島5丁目自治会、江島6丁
目自治会）

後　援　鈴鹿市教育委員
会、中日新聞社

問合せ　〒513-0817　桜島
1-8-1  NPOドリーム21事務
局　38 1 - 0 0 2 2・　0 9 0 -
2189-9720　　384-0028
　yosh i@apwave .co . jp 
　担当：吉澤

◆作品募集

応募締切　8月10日㈬
応募料　無料
応募方法　名前、住所、電
話、作品名を明記のうえ、作
品の写真を添えて、郵便、E
メール、ファクスで、NPOドリ
ーム21事務局へ

※作品の搬入出については後日
連絡します。

　夏休み子ども体験博物館
と遺跡見学会を開催します。
と　き　7月21日㈭～8月31
日㈬

ところ　考古博物館　講
堂・ホールほか

◆体験学習

・勾玉、土笛つくり
　毎日開催（休館日除く）
　受付け：9時～10時、13時
～14時

・火おこし
　毎日開催（休館日、期間限
定講座開催時、悪天候時
は休み）
　受付け：11時～11時15分、
15時～15時15分

◆期間限定講座

・虫カゴ編み＆万華鏡作り
　8月6日㈯、13日㈯
・万灯手作り
　7月30日㈯午後、8月3日㈬
午後

・アンギン作り
　8月10日㈬午前
・カゴ編み
　巻き編み：8月5日㈮午前
　あじろ編み：8月18日㈭午前
・古墳模型作り
　8月24日㈬
・土器の写真撮影
　8月19日㈮午前
受付け　午前：9時から（9時
15分開始）、午後：13時か
ら（13時15分開始）

参加料　体験・期間限定講
座中、一部材料費の負担
あり

※各講座とも定員あり、応募多
数の場合は抽選

◆磐城山遺跡見学会

と　き　8月11日㈭9時（雨
天の場合中止）

ところ　考古博物館集合

　「愛知・岐阜・三重　産業
観光スタンプラリー2011」は、
東海3県の観光施設のうち、2
県5カ所以上を回って、専用
スタンプラリーカードにスタン
プを集め、必要事項を記入の
上、郵送で応募すると、抽選
で参加施設オリジナル商品な
どの記念品が当たる、夏休み
のお出かけにぴったりのイベ
ントです。
開催期間　9月30日㈮まで
市内対象施設　

・ 清水醸造㈱　昭和蔵
　平成蔵（　385-0011）
・ 東海醸造㈱
　みそ蔵（　382-0001）
・ 大黒屋光太夫記念館
　（　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）

催 し 物

第4回街並み・
あかりアート展

指導課　 382-9028　 383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

夏休み子ども体験
博物館＆遺跡見学

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

愛知・岐阜・三重
産業観光スタンプラリー2011が

開催されます
商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

虫カゴ
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

・ 考古博物館（　374-1994）
問合せ　社団法人三重県観
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 ホ ー ム ペ ー ジ ( 　
h t t p : / / w w w . a i c h i -
kanko. jp/stamp/)で入手
できます。商業観光課、参加施
設での配布数には限りがあり
ますのでお早めに。

対　象　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

と　き　8月6日㈯　19時～
20時30分（18時30分から
受け付け）

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム 

内　容　夏の星座と惑星の
解説

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
※曇天や雨天などで中止するこ
とがあります。当日の16時30
分に判断しますので、文化会
館へお問い合わせください。

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11日㈭　望遠
鏡作り：13時45分～16時30
分（13時30分から受け付
け）、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　15組（1組4人まで）
参加料　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30日㈯10時から、文化会
館で整理券を先着順で配布
し、なくなり次第終了します。

※整理券配布時に、参加者に持
ち物をお知らせします。

対　象　小学4～6年生の児
童とその保護者

※児童のみで参加はできませ
ん。

と　き　8月24日㈬　13時
30分～16時30分（13時か
ら受け付け）

ところ　文化会館プラネタリ
ウム

内　容　プラネタリウム投映
機の操作体験やバックヤー
ド見学

定　員　10組（1組4人まで）

参加料　無料
※8月6日㈯10時から、文化会館
で整理券を先着順で配布し、
なくなり次第終了します。

※当日午後からの一般・団体番
組の投映は休止します。

と　き　7月30日㈯13時～
19時30分（バイクパレード
は18時30分出発予定）

ところ　鈴鹿ハンター特設
会場

内　容　全国各地から集ま
った500台のバイクが、8耐
前夜祭会場に向けて交通
安全啓発車両と一緒に、交
通安全を呼びかけながらパ
レードを行います。
※パレードコースは、鈴鹿ハンタ
ー西側駐車場から鈴鹿サーキ
ットまでです。パレードコース
や周辺道路は、18時30分か
ら交通規制により渋滞が予想
されます。会場周辺の皆様に
は、大変ご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。

問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部　担当：川口・高橋
（　382-3222）

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～
文化会館　 382-8111　 382-8580

プラネタリウム操作を
体験しよう

文化会館　 382-8111　 382-8580

望遠鏡を作って
月を見よう

文化会館　 382-8111　 382-8580

第13回バイクで
あいたいパレード2011を

開催します
商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
STAMP CARD
OK OK OK

電　話 電子メール ホームページファクス
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

　

　ウガンダってどんな国？ウガ
ンダの人はどんな生活をして
るの？日本との違いがいっぱ
いのお話です。
と　き　8月20日㈯10時～
11時30分（9時30分から受
付開始）

ところ　男女共同参画セン
ター（ジェフリーすずか）ホ
ール

講 　 師　藤井　友美さん
（J I CA青年海外協力隊
OG）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月12日㈮までに、
氏名・年齢・電話番号を記
入の上、ファクス、電子メー
ルまたは電話で、鈴鹿国際
交流協会へ

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6日㈯と7日㈰
○基礎2　8月9日㈫と10日㈬
○ワード応用　8月23日㈫と
24日㈬

◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　8月6日㈯と7
日㈰
○エクセル基礎　8月9日㈫と
10日㈬
○エクセル応用　8月23日㈫
と24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）

と　き　8月10日㈬　13時
30分～15時30分

ところ　文化会館さつきプ
ラザ

内　容　第3回｢枕草子　～
清少納言流｢をかし｣の美
学～｣、｢方丈記　～無常と
孤高　鴨長明～｣

講　師　福島礼子さん、津坂
治男さん

受講料　1,000円（当日支払
い）

申込み　郵送、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。

と　き　7月30日㈯　13時
～16時20分

ところ　鈴鹿医療科学大学
JART記念館100年記念
ホール

※駐車場があります。
内　容

○講演　｢あなたの｢食｣は大
丈夫？｣（須崎尚さん（名古
屋学芸大学教授））　13時
～14時
○講演　｢冷蔵庫と食材でで
きる美味しい節電｣（米川泰
正さん（食理学者））　14
時5分～14時35分
○講演　｢健康食品で命を
落とさないために（その3）｣
（長村洋一さん（鈴鹿医療
科学大学））　14時55分～
15時25分
○アドバイザリースタッフの専
門家による相談　石川実枝
子さん（社会保険中京病院）
15時30分～16時20分

参加料　無料
主　催　鈴鹿医療科学大学
保健衛生学部医療栄養学科

問合せ　鈴鹿医療科学大学
庶務会計課（　383-8991）

講座・教室

催 し 物

夏休みの課題に！
大人にもおもしろい！
国際理解セミナー
「ウガンダ」を知ろう！

（財）鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

くらしの情報くらしの情報

鈴鹿市民大学文芸学科
｢古典文学を　ご一緒に｣
－古典の感性のみずみずしさを
現代によみがえらせよう－
（財）鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座

｢健康と食の安全・安心の
問題を考えよう｣

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

パソコン講座
市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

申込み　鈴鹿地域職業訓練
センター（　387 - 1900　　
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。

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint初級)

　　説明会などで、言葉によ
る説明だけではなく、視覚
的に表現する資料を作成
します。

と　き　8月22日㈪、24日㈬、
26日㈮、29日㈪　18時～
21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　8月23日(火)～25日
㈭　8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円必要）

◆玉掛技能講習

　　労働安全衛生法｢玉掛
技能講習修了証｣取得講
座です。この資格がないと
玉掛の業務に従事できま
せん。

と　き　学科：9月5日㈪、6日
㈫、実技：9月7日㈬から9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）

◆Word初級

　　基本的な文書の作成、
印刷、表の作成、図・写真な
どの貼り付けを学習します。

と　き　9月6日㈫、7日㈬　9
時～16時

受講料　4,000円

◆JW_Cad入門

　　JW_Cadの基本的な作
図操作を習得します。

と　き　9月13日㈫～15日㈭
　9時～16時

受講料　6,000円(別途教材
費3,360円必要)

◆9月のフォークリフト

　運転技能講習（31時間講
習）

対　象　普通自動車免許証
お持ちの方

と　き　
○学科講習　9月30日㈮　8
時20分～17時30分
○実技講習　
Ⅰコース：10月2日㈰、8日㈯、9
日㈰

Ⅱコース：10月4日㈫～6日㈭
Ⅲコース：10月11日㈫～13日㈭
　いずれも8時から17時15分
受講料　2万6,500円
申込み　8月1日㈪8時30分
から、前記3コースを同時に
受け付けします。

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

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

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

節電について

　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。

　東日本大震災の影響で電力不足の状
態になっているため、家庭でも節電に心

掛けています。市の施設では、無駄な照明など
を消す節電の意識が不足していませんか。行
政が率先して節電努力をしていただきたい。

　本市では、今年の夏の電力不足が懸念
されていることについて、市の施設の電力

使用量（7～9月）を3％削減することを目標に、節
電に対する取り組みの徹底を呼び掛けています。
全庁的には、クールビズの期間の拡大、使用して
いない会議室や昼休みの一斉消灯、ノー残業デ

ーの率先遂行による消灯、離席時のパソコンの電
源オフなどです。 また、市役所本庁舎では、執務室
照明の明るさの調整、廊下の間引き点灯、屋外照
明の夜間点灯時間の短縮、公用車駐車場の防犯
灯にソーラーLED照明灯を採用などで節電を図っ
ていきたいと考えています。なお、夏季の電力使用
量は、気温が上昇する平日の13時から16時ごろに
ピークを迎えます。市民の皆さんには節電対策につ
いてご理解ご協力をよろしくお願いします。

電　話 電子メール ホームページファクス
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■すくすくファミリー教室

妊婦健康診査妊婦健康診査

教　室教　室

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申込み（電話予約制）検 診／ 対 象

検　診検　診

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。

検診の申し込みは、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。

○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歳の障がい認定を受けている後期高齢者医療対象者、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）を持って、当日受

け付けをする前に事務所窓口へお越しください。

○40歳以上で健康手帳をお持ちの方は持参してください。

○検診結果は約1カ月後に郵送します。

9月26日㈪
9時～11時 保健センター

胃がん
（バリウムによる）

1,000円

40歳以上の方

※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。
（内服が必要な方は、主治医にご確認ください）。

40人 7月27日㈬から
（定員になり次第締切り）

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

無料保健
センター

8月9日㈫
10時～11時3 0分

5カ月から8カ月ごろの離
乳食の進め方、試食、

栄養相談

離乳食コース
平成23年2月から4月生まれ
の乳児をもつ初参加の方

7月25日㈪から30組

無料保健
センター

8月11日㈭
10時～11時3 0分

自分でできる介護予防
「いきいき心の健康」

健康広場
（はつらつまなび編）
65歳以上の市民 

7月26日㈫から
（先着順）30人

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

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

無料保健
センター

9月15日㈭　13時30分～15時30分
10月17日㈪　10時～12時
10月31日㈪　10時～12時
11月28日㈪　10時～12時
12月15日㈭　10時～12時

医師・栄養士・健康運動
指導士による講話

メタボ予防実践教室
〜めざせ！ウエストマイナス3cm〜
65歳未満で、メタボリック
シンドロームの予防のた
めに体重を落としたい方

7月26日㈫から
（先着順）15人

無料保健
センター

8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）
65歳以上で医師からの運
動の制限がなく、日ごろ
運動する機会が少ない方 

7月26日㈫から
（先着順）30人

　　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。

※対象のお子さんは、初参加者を優先します。

材料費保健
センター

8月8日㈪か29日㈪
9時45分～12時

親子で手作りクッキング
体験

親子クッキングコース
4歳以上の就学前の子と

その保護者

7月26日㈫から15組
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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

健康診査健康診査

相 　 　 談

相　談
と　　き 申　込　み定 員 備　　　　　考ところ

保健
センター ̶̶8月26日㈮

9時30分～11時
すくすく広場

（育児相談・栄養相談）
母子手帳（育児相談・栄養相談希望者）
※身体計測や遊びもあります。

○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

月 献 血8 日 程の

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

保健
センター

9月15日㈭
13時～14時
個別相談は14時
から14時30分

市民公開健康相談
医師による講演会と
質疑応答、個別相談

森本 義典 医師（精神科）
「睡眠障害について」

（個別相談は1人15分程度）
7月26日㈫から

５0人
程度

（先着順）

予防接種予防接種

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について
　　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年度
対象者は下記のとおりです。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（お持ちでない場合は、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）  

■子宮頸がん予防ワクチンについて
費用助成対象者／平成6年4月2日から平成10年4月1日生まれの女性
　ワクチンの全国的な供給不足により、ワクチン接種が遅れています。今後、厚生労働省から方針
が示された場合、速やかに市ホームページのトピックス、広報すずかなどでお知らせします。予診票
のない方は、健康づくり課へお問い合わせください。
■日本脳炎予防接種について
　平成7年6月1日から平成19年4月1日に生まれた方には、日本脳炎の予防接種が不十分な方がみ
えます。母子健康手帳を確認のうえ、不足分の接種を受けてください。詳しくは、市ホームページのト
ピックスをご覧いただくか、健康づくり課へお問い合わせください。

8月2日㈫13時30分～16時、8月7日㈰、12日㈮、13日㈯
10時15分～11時30分、12時30分～16時　鈴鹿ベルシティ
8月30日㈫10時～11時30分、12時30分～16時　アピタ鈴鹿店

※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。

（ （（ （ 個別相談
は2人（ （

※個別相談の申し込みは、9月5日㈪までにお願いします。

と　き・
ところ
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一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・12・29日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 2日 13：00～16：00
◎交通事故相談 15日 10：00～15：00
◎総合相談 19日 10：00～15：00 市役所12階会議室

巡回相談 7日 13：00～15：00 鈴峰公民館

◎外国人のための行政書士相談 11日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 24日 10：00～15：00 鈴峰公民館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 8：30～17：15 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課

こころの健康相談 7日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階　相談室 県鈴鹿保健福祉事務所

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011・　382-2214
383-7830・　383-7867

372-3338・　372-3303
382-9401・　382-9455

382-8673・　382-7958

382-9048・　384-3938
375-7611・　370-2900

381-3118
381-3113・　381-3119

382-9140・　382-7607

10：00～16：005・9・12・19・
23・26日

女性のための電話相談

※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。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 1・8・22・29日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 5日 13：00～16：00
◎交通事故相談 11日 10：00～15：00
◎総合相談 15日 10：00～15：00 市役所12階会議室

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 5日 10：00～15：00 住吉公民館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 8：30～17：15 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センター（りんりん） 子育て支援センター
年金事務所出張相談 13・27日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011・　382-2214
383-7830・　383-7867

372-3338・　372-3303
382-9401・　382-9455
382-9048・　384-3938
375-7611・　370-2900

381-3118
381-3113・　381-3119

382-9140・　382-7607

10：00～16：001・8・12・15・
22・26・29日

女性のための電話相談

※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。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

廃棄物対策課　　382-7609　　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp
環境政策課　　　382-9014　　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

　アナログテレビ放送終了に伴い、多くのテレビの廃棄が予想されます。適切な廃棄を

お願いします。

　また、夏の深夜は、大きな音をたてず、お互いの少しの配慮で心地よく過ごしましょう。

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

花火は何ごみ？

使用済み花火は、一晩水に浸してから「もやせるごみ」へ。未使用の花火は、一晩水に浸してから直接「清掃センター」へ

テレビの不法投棄禁止
深夜の花火はマナーモードで

＜廃棄処分方法＞
 ・ 買い替えの場合⇒小売店に引き取りを依頼してください。
 ・ 廃棄処分の場合⇒購入した小売店に引き取りを依頼してください。
 ・ その他の場合⇒市の許可を得た家電４品目の収集運搬業者に引き取りを依頼し
　てください。
   市の許可を得た「家電４品目の収集運搬業者」・・・（株）鈴友　電話059-382-1155
   ※いずれの場合も、処理料金（リサイクル料金＋収集運搬料金）が必要になります。

●深夜に、大きな音のでる花火や爆竹はやめましょう。
●深夜の話し声は、控えめにしましょう。

　7月24日（日）に、アナログテレビ放送が終了します。不用になったテレビを廃棄する場合は、家電リ
サイクル法に基づき、以下の方法でお願いします。

　日中の暑さが和らいだ夜、戸外で涼をとりながら、家族や親しい方と花火をしたりして過ごす。これ
は、夏の楽しみの一つであり、二酸化炭素の排出を減らす意味でも望ましいことです。
　マナーを守り、自分も周りの人も気持ちよく過ごせるようにしましょう。

　22時から6時の夜間に、ロケット花火や爆竹などで大きな音を出し
たり、大声で騒ぐなど、周辺住民に不安を与える行為は、三重県の
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条
例」で禁止されています。また、鈴鹿市の管理する公園内では、花
火などの火気の使用が原則的に禁止されています。

　廃棄物の不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）により禁

止されています。5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金という罰則が設けられている

犯罪行為です。

 

 

●テレビの不法投棄禁止

●深夜の花火はマナーモードで

●不法投棄は絶対にしないでください！●不法投棄は絶対にしないでください！
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一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・12・29日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 2日 13：00～16：00
◎交通事故相談 15日 10：00～15：00
◎総合相談 19日 10：00～15：00 市役所12階会議室
◎外国人のための行政書士相談 11日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 24日 10：00～15：00 鈴峰公民館 人権政策課
子ども教育相談 月～金曜日 8：30～17：15 教育研究所 教育研究所
婦人相談 月～金曜日 8：30～17：15
家庭児童相談 月～金曜日 8：30～17：15
発達相談 月～金曜日 8：30～17：15
児童虐待・ＤＶに関する相談 月～金曜日 8：30～17：15
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室）

子ども家庭支援室

382-9058

382-9011・　382-2214
383-7830・　383-7867

372-3338・　372-3303
382-9401・　382-9455
382-9048・　384-3938
375-7611・　370-2900

381-3118
381-3113・　381-3119

382-9140・　382-7607

10：00～16：005・9・12・19・
23・26日

女性のための電話相談

※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。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

●西部体育館 371-1476

相
　
談

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

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

月曜日、16日㈫、31日㈬　●開館時間　9時～19時　土・日曜日は9時～17時

休館日　8日㈪、22日㈪ 休館日　8日㈪、22日㈪●市立体育館 387-6006

●配本／ふれあいライブラリー

●市武道館 388-0622 8
August

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

●休館日
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　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 　

382-0347

バスケットボール

バスケットボール

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

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

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

1・11・26・29日
3・4・24・30日
9・10・23・31日
12・19
12日
13～15日

1日

2・10・13・17・18・25・28・30日
3日
5・9・23日
14・15・19・31日
26日
5・9・11・23日
6・7・12・24・29日
10日
13・30日
1・5・11・18・21・25・28日

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

1～5・8・11～19・22～31日
6・7・20・21日
9・10日
2～5・12・14・16～19・23・24・26・28・30・31日
7・10・21日
9日
11・13・25・27日
1～3・15～17・22～24・30・31日
4・8・11・18・25・29日
9・10日
1・5・8・12～15・19・22・26～29日
6・7・20・21日

8月

8月

8月

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

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

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

神戸公民館
清和公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

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

3日㈬
17日㈬
30日㈫

4日㈭
18日㈭

5日㈮
19日㈮

10日㈬
24日㈬

１１日㈭
25日㈭

12日㈮
26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

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

9：30～10：00
10：20～10：50
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

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

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士、公証人、司法書士、土地家屋調査士が予約制）です。

◎印の日は、都合により巡回日を変更しています。飯野公民館は、施設改修工事のため巡回を休止しています。
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◎

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

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

水

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

1・2・7・9・15・28・29日
5・6・12・18～20・27日
10・17・26日

11日

13・31日
16日
21・23・30日

9：00～21：00
9：00～17：00

1～4・7・10・11・13～19・21・24・25・28～31日
5・6・9・12・20・23・26・27日

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

1・2・5・7・9・12・15・16・19・23・26・29・30日
3・10・14・17・24・31日
4・11・18・25日
6・13・20・27日
21・28日

9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00

1～5・7・9～19・21・23～26・28～31日

6・20・27日

庭球場 水泳場372-2285 372-2250

●県営鈴鹿スポーツガーデン

休業日　なし
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　鈴鹿の山のふもとで、子どもたちは、はちきれんばかりの声

を出しながら、汗まみれになって友だちと過ごしています。

　昔から、子ども時代は徒党を組み、遊んで過ごすものでした。

そういう中で、他人の厳しさや優しさを知り、自分を制したり、

主張したりしながら人間関係を身につけていきます。これこそ

が生きる力になっていくと思います。

　子どもたちの世界では、そばから見れば少々不都合なこと、

かわいそうなことなどすべてを大切な経験と考え、私たち指導

員は安全を第一に考えつつ、よほどのことがない限り余計な口

出しをしないように心掛けています。

　しかし、大人になっていくうえで、相手に対する思いやりなど生活の基本となることには口う

るさく指導をしています。あいさつ、言葉づかい、座り方、食事の仕方などなど。そして、これらは

家庭が同じ方向を向いていなくてはできないことです。

　子どもを育てるということは、変わらない信念、根気、忍耐を持って関わらなければなりませ

ん。10 年、20 年後の将来を見据えた関わりを大切にして接しています。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［6月30日現在］

6
広 報すず か 　2 0 1 1 年 7 月 2 0 日 号

月～金曜日…11時、14時、18時、21時からの各10分
土・日曜日…11時、17時30分、19時45分からの各10分

○7月21日㈭～31日㈰『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○8月1日㈪～10日㈬『ベルディ便り』…夏休み子ども体験博物館
○8月11日㈭～20日㈯『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

ながさわ保育会
元気っ子クラブ
ながさわ保育会
元気っ子クラブ 371-0151 371-2052

長沢町１０９５

（　）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。 

■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
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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。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

○月～金曜日　8時30分～8時35分
　『鈴鹿市からのお知らせ』
○土曜日　17時55分～18時
　『鈴鹿市からのお知らせ
　 （ポルトガル語版）』

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

件　数/3件、うち建物2件（50件、6件増） 出動数/640件（3,689件、129件増）

人口/202,626人（33人増） 男性/101,361人（18人減） 女性/101,265人（51人増） 世帯数/81,080世帯（50世帯増）

事故数/561件、うち人身事故103件（3,148件、32件減） 死者数/1人（4人、1人増） 傷者数/138人（773人、20人減）

くらしの情報くらしの情報
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