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　　382-1199　　

　　http://www.qq.pref.
　mie.jp/
※休日や夜間の急病時や緊急
時、受診可能な医療機関を照
会できます。

※医療機関の案内を受けた場合
でも、医療機関の事情により診
察できないことがあります。必
ず、事前に医療機関へお問い
合わせください。

※「地域救急医療情報センター」

は、10月1日以降、「三重県救
急医療情報センター　コール
センター」へ集約されます。た
だし、電話番号や「医療ネット
みえ」のパソコン・携帯電話で
の照会方法は変更ありませ
ん。

　　382-5066
※休日や夜間における急病患者
の応急診療を行っています。投
薬は原則として1日分です。応
急診療所を受診された場合
は、翌日必ずかかりつけ医の診
察を受けてください。

　体調が悪いときは、早めにか
かりつけ医の診察を受けましょう。

　1 0月3日㈪までに
「2913：給食業務」への登

録がなされている市の指名
登録業者

　弁当の調理、配達
など

　10月3日㈪から17日
㈪までに参加申請書を学校
教育課へ

　道路、公園、駐輪場など、
市が管理する公共施設の放
置自転車に関する連絡先を、
道路保全課に一本化します。
　これまで、施設管理者が各
部署に分かれており、連絡先
が分かりづらくご不便をお掛
けしておりました。
※ご連絡をいただく際には、放置場
所、自転車のタイプ、色、防犯登
録番号などをお伝えください。
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お知らせ・催し物・講座・教室 きれいなごみ集積所を維持しましょう

栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子

スポーツ・図書館・相談 

急な病気やけがのときに
受診できる医療機関のご案内

放置自転車のご連絡は
道路保全課へ

平成24年度中学校ランチ
サービス業者を募集します
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鈴鹿市ホームページについて

検診・教室・相談・予防接種
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　駐車場用地や住宅用地と
して最適な物件です。

　下箕田一丁目377番1
　宅地
　301.31㎡
　第一種住居地域
　973万円（売却最

低価格）

　住吉三丁目8番1
　雑種地
　190.84㎡
　第二種中高層住

居専用地域
　600万円（売却最

低価格）

　住吉五丁目7827番6
　雑種地
　227.27㎡
　工業地域
　750万円（売却最

低価格）

　10月17日㈪　物件
1：9時から、物件2：10時か
ら、物件3：11時から

　市役所本館10階
1004入札室

　9月27日㈫から10月
13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
（鈴鹿市土地開発公社事
務局）へ

※郵送で申し込みはできません。

※入札参加申込みについて詳しく
は、管財営繕課へ

　9月27日㈫　物件1：
9時から、物件2：10時から、
物件3：11時から

　売却物件所在地

　一般競争入札を行ったのち、
随時売却している物件です。

　管財営繕課（鈴鹿
市土地開発公社事務局）へ

※先着順での申込受付です。申込
済みの場合はご容赦ください。

※郵送で申し込みはできません。
※申込資格など申込み方法につ
いて詳しくは、管財営繕課へ

　中江島町245番
　宅地
　408.66㎡
　第一種中高層住

居専用地域
　1,788万6,000円

　高岡町字七反縄732番2
　宅地
　265.53㎡
　第一種住居地域
　727万6,000円

　下箕田三丁目378番13
　宅地
　229.25㎡
　第一種住居地域
　843万6,000円

　磯山二丁目1979番1
　宅地
　257.51㎡

　準工業地域
　880万7,000円

　市では10月上旬から約3カ
月間、白子一丁目、白子二丁
目（※一部地区を除く）で一
筆地調査を行います。
　この調査は、地籍調査の
中心的作業で、地籍の明確
化を図るため一筆ごとの所有
者、地番、地目とともに境界
（筆界）の位置を確認する調
査です。調査へのご理解とご
協力をお願いします。

　9月25日㈰　9時～
16時30分

　9月29日㈭、30日㈮
　17時15分～20時

　いずれも納税課
　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。

地籍調査(一筆地調査)が
始まります

納税の休日・夜間窓口を
開設します

鈴鹿市土地開発公社
所有地と市有地を
先着順で売却します

鈴鹿市土地開発公社
所有地を一般競争入札で

売却します

くらしの情報くらしの情報
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　平成24年2月に実施される
「経済センサス－活動調査」
など各種統計調査に従事し
ていただくための登録統計調
査員を募集します。

　次のいずれにも該
当する方
○市内在住の20歳以上の方
○責任をもって調査事務を遂
行できる方

○選挙関係者および税務・警
察に直接関係のない方

 （従事期間
は、各調査おおむね2カ月間）
1.調査員説明会への出席
2.調査対象の確認
3.調査票の配布と記入の依頼
4.調査票の回収・点検・整理

○従事期間中は、非常勤の
公務員となります。
○調査活動に従事した対価
として国などの規定に基づ
き報酬が支払われます。
○調査活動中の事故などに
対して補償があります。

　10月5日㈬までに、
電話で企画課へ

　市議会本会議の代表質問
と一般質問の録画映像が、市
議会のホームページから視聴
できるようになりました。今後は
定例会閉会後から1カ月をめ
どに、順次配信する予定で
す。（　http ://www.c i ty .
suzuka.lg. jp/gikai/records
/index.html）

　平成23年度ＪＩＣＡボランテ
ィア（青年海外協力隊・日系
社会青年ボランティア、シニア
海外ボランティア、日系社会シ
ニア・ボランティア）を募集しま
す。

　10月1日㈯～11月7
日㈪

※国際協力機構(ＪＩＣＡ)が実施す
る政府事業で、世界の発展途上
国で現地の人々と同じ生活をし
ながら、ともに働き、人づくり国
づくりに貢献する活動です。

　10月8日㈯

14時から　アスト津3階（津
市）、10月27日㈭18時30分
から　じばさんみえ4階（四
日市市）

　（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）

　病気などのやむを
得ない理由により、義務教
育諸学校への就学を猶予
または免除された方など

　11月2日㈬　10時
～15時40分

　三重県庁講堂棟3
階　第131・132会議室　
（津市広明町13番地）

　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）

　9月28日㈬まで（消
印有効）

　三重県教育委員会
事務局　高校教育室　進
路指導・入試グループ（　
059-224-2913）

　平成22年度決算に基づいて算定した健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率、将来負担比率）と公営企業を対象とした資金不足比率を公表します。算定など詳し
くは、市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index5.html）を
ご覧ください。

健全化判断比率等を公表します

あなたも統計調査員に
登録しませんか

市議会本会議の中継録画の
映像配信を開始しました

平成23年度就学義務猶予
免除者等の中学校卒業程度
認定試験が実施されます

ＪＩＣＡボランティア募集
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比率区分
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

11.56
16.56
25
350

8.7
75.2

20
35
35

算定結果 早期健全化基準 財政再生基準
（単位：％）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

会計名

水道事業会計 

下水道事業特別会計 20

農業集落排水事業特別会計

資金不足比率 経営健全化基準
（単位：％）

※各特別会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。

電　話 電子メール ホームページファクス



　　

　「さだまさしコンサートツア
ー2012～Sada C i ty～」が
平成24年2月11日㈯に市民
会館で開催されます。そこで、
鈴鹿市在住の方を限定に先
行発売を行います。

　鈴鹿市在住の方（未
就学児入場不可）

　10月15日㈯10時～
16日㈰23時59分

　チケットぴあ特電（　
0570-02-9986）へ

　全席指定7,350円
（税込み）
※詳しくは、鈴鹿市民文化情報
「けやき」10月5日号をご覧くだ
さい。

　下記のいずれにも
該当する方

○昭和26年4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第16条
の欠格条項に該当しない方
○普通自動車運転免許を取
得し、パソコン操作（Word、
Excelなど）ができる方

　屋外広告物事務補
助業務

　1人
　9月20日㈫から30日

㈮（土・日曜日・祝日を除く8時
30分から17時15分）（必着）

までに、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　都市
計画課へ

※試験申込書は、直接または郵送で都
市計画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 、9 0 円 切 手 を 貼 った
12cm×23cm程度)を同封してく
ださい。

　10月8日㈯ 9時から
　市役所本館12階会

議室
　小論文

　第一次試験合格者に対して
面接試験を行います。試験日、
会場など詳しくは、第一次試験
合格者通知の際に指定します。

　12月18日㈰ （雨天
決行）

　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース

　5.6ｋｍ競技用車いす、
1.5ｋｍ生活用車いす、10.0ｋ
ｍ、5.6ｋｍ、2.0ｋｍ、親子、フリー

　種目により1,000円～
3,000円

　10月28日㈮までに、リ
ーフレット（申込書）または、イ
ンターネット（大会ホームペー
ジ、ＲＵＮＮＥＴ、ＪＴＢスポーツ
ステーション）で

※リーフレットは、スポーツ課、市
内スポーツ施設、地区市民セン
ター、公民館などにあります。

　12月18日㈰7時～
14時ごろ

　10月28日㈮までに、
スポーツ課へ

※事前に説明会を実施します。

　10月10日（月・祝）18時30
分～19時30分（予備日11日㈫）

　池田町町民会館前広場
　600発の花火の打ち

上げ（尺玉、仕掛け花火あり）
　池田町自治会長

　北川保（　382-1884）

　鈴鹿川の堤防(庄野橋付近
～定五郎橋付近)を清掃します。

　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方

　10月23日㈰8時か
ら1時間程度（小雨決行）

　河川防災センタ
ー（庄野町981-1）

　10月12日㈬までに、
電話で河川課へ

※ごみ袋、ごみばさみは用意します。

催 し 物

錦秋花火大会

嘱託職員(都市計画課)を
募集します

くらしの情報くらしの情報

「さだまさしコンサートツアー
2012～Sada City～」のチケットを

先行発売します

第14回鈴鹿シティマラソン

鈴鹿川クリーン大作戦
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　10月1日㈯10時～
17時

　イオンモール鈴鹿ベ
ルシティ 1階北コートほか

　鈴鹿ブランドを一堂
に会して、味くらべ（試食・
販売）を行います。

　鈴鹿商工会議所
（　382-3222）

　学校へ行きづらい
児童生徒の保護者

　10月12日㈬、11月
16日㈬、12月14日㈬、平成
24年1月25日㈬、2月22日㈬
いずれも13時30分～15時

　市役所西館1階教
育研究所　けやき教室

　学校へ行きづらい
児童生徒の保護者の話し
合いとグループ相談

※適応指導教室スタッフがコ
ーディネーターを務めます。

　10人程度
　無料
　直接または電話で

教育研究所へ

　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

　10月8日㈯　18時
30分～20時30分（18時か
ら受け付け）

　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム

　秋の星座と惑星の解説

　150人（先着順）
　無料

※曇天や雨天などにより中止する
ことがあります。16時30分に判
断しますので、文化会館へ

　発掘調査の成果を、スライ
ドを用いながら説明します。

　10月9日㈰14時から
　考古博物館講堂
　発掘担当者（当館学

芸員）
　無料

　9月22日㈭～11月13
日㈰10時～16時

※ 休 館日：月・火・第 3 水 曜日
（10月10日（月・祝）は開館）

　大黒屋光太夫記念館
　無料
　大黒屋光太夫記念

館（　・　38 5 - 3 7 9 7　　
http://www.edu.city.su
zuka.mie.jp/kodayu）へ

　9月23日（金・祝）、10月
15日㈯　いずれも10時から

※先着1,000人に展示内容を解
説した冊子を配布します。

　市内在住・在勤・在
学の男性

　いずれも9時30
分～13時
○日程Ａ　10月29日㈯　つく
ね照り焼丼、ふろふき大根、
長芋辛子酢
○日程Ｂ　11月12日㈯　土
鍋サンマ飯、冬瓜エビあん
かけ、みぞれ和え
○日程Ｃ　12月3日㈯　里芋
炊き込みご飯、茶碗蒸し、イ
カの粕和え

　男女共同参画センター
　岡田忍さん（管理栄

養士）
　700円
　お米1カップ、エプロ

ン、三角巾（または、頭に巻
けるタオル）、手を拭くタオ
ル、布きん

　各回12人（応募多
数の場合は抽選）

　10月5日㈬までに、第
1から第3希望の日程、郵便
番号、住所、氏名、年齢、電
話番号を記入の上、直接また
は郵送、電話、ファクス、電子
メールで男女共同参画課へ

※希望する日程が1つだけの場合
は、第1希望のみご記入ください。

※受講できる講座数は、申込者数
により変わります。抽選のうえ、
10月6日(木)に結果を発送する
予定です。

※当日の運営は、男女共同参画セ
ンター登録団体「忍ゼミ」に委
託して実施します。

鈴鹿ブランド味くらべ

スライド説明会
「河曲の遺跡を掘る」

大黒屋光太夫記念館 第7回特別展
「黒船がつれてきた漂流者
―大黒屋光太夫から
ジョセフ彦まで―」

「子育てトーク(不登校)」

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～

講座・教室

今から始める
男性のための料理講座

スエスクハンナ号（横浜市中央図書館）

電　話 電子メール ホームページファクス
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　市内在住・在勤・在
学の3回とも出席できる女性

※初めて受講する方を優先します。
　いずれも10時

～12時
○10月14日㈮
　ココロのチカラを高める
○10月28日㈮
　気持ちを伝える裏ワザを伝
授！

○11月11日㈮
　ココロのお手入れ

　男女共同参画センター
　20人（応募多数の

場合は抽選）
　500円（資料代）
　9月28日㈬12時まで

に講座名、郵便番号、住
所、氏名、年齢、電話番号
を記入の上、はがき、電話、
ファクス、電子メールで男女
共同参画課へ

※9月30日(金)に抽選結果を発送
予定

　必要な方は、申し込
み時にお子さんの氏名、年
齢をご連絡ください。

　10月22日㈯　13時
～16時

　ふれあいセンター　
ふれあいホール

○骨密度測定（13時～14時）
　定員　40人（先着順）

　料金　無料
○講演（14時10分～15時40分） 
・ 開会あいさつ　近藤哲士
（村瀬病院）
・ 演題1「変形性膝関節症の
保存療法」　座長：村嶋洋
司（むらしま整形外科）、演
者：横山弘和（鈴鹿中央総
合病院 整形外科）

・ 演題2「変形性膝関節症と
手術療法について」　座
長：名越豊（さかえ整形外
科）、演者：小寺秀樹（鈴鹿
回生病院 整形外科）

・ 演題3「変形性膝関節症の
リハビリテーション」　座長：
瀬 戸 正 史（せと整 形 外
科）、演者：荒木照博（村瀬
病院 理学療法士）　

○健康相談（15時50分から）
　健康相談をご希望の方は、
当日受付でお申し込みくだ
さい。

　無料
　ごとう整形外科

（　367-0510）へ

　10月12日㈬13時30
分～15時30分

　文化会館　さつき
プラザ

　第5回「歎異抄～親
鸞750年忌に因んで～」、
「おくの細道～芭蕉の生涯
の中で～」

　衣斐 弘行さん、
　山中 悦子さん

　1,000円（当日支払）

　はがき、ファクス、電
子メールで、〒513-0802　
飯野寺家町810　鈴鹿市
文化振興事業団へ。当日
会場でも受け付けます。

　鈴鹿地域職業訓練
センター（　387-1900　　
http://www.mecha.ne.
　jp/̃suzukatc）
※高所作業車技能講習は9月26
日㈪から、フォークリフト技能講
習は10月3日㈪から、それ以外
は、受講開始日の1カ月前から
受け付けます。

※講座によっては、申し込み時に
必要な書類などがありますので
事前にお問い合せください。

　10月25日㈫　10時
～15時

　4,000円

　10月26日㈬、27日㈭
　8時45分～17時

　8,000円（別途教材
費1,500円）

　8時45分～17時
○学科：11月7日㈪、8日㈫
○実技：11月9日㈬、10日㈭、11
日㈮の中で選択受講します。

　1万円（別途教材費
1,600円）

　11月8日㈫～10日㈭
　9時～16時

　6,000円

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

ココロのお手入れ講座

三重県・整形外科イベント
市民公開講座「骨と関節の日」

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(10・11月)

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―
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　11月16日㈬～18日
㈮　8時30分～17時

　8,000円（別途教材
費1,050円）

○学科：11月25日㈮　8時20
分～18時

○実技：11月26日㈯か27日㈰
8時～17時

　3万4,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）

○学科：12月6日㈫　8時20分
～17時30分
○実技：8時～17時15分
Ⅰコース　12月10日㈯、11日
㈰、18日㈰

Ⅱコース　12月7日㈬～9日㈮
Ⅲコース　12月13日㈫～15日㈭

　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

　2万6,500円

　9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

　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。

○基礎1　10月8日㈯と9日㈰
○基礎2　10月15日㈯と16日㈰
○ワード応用　10月22日㈯と
23日㈰

○ワード基礎　10月8日㈯と9
日㈰
○エクセル基礎　10月15日
㈯と16日㈰

○エクセル応用　10月22日
㈯と23日㈰

　図書館2階視聴覚
室ほか

　各10人（先着順）

　3,000円（教材費別
途必要）

　マット運動の基礎を細やかな
指導でしっかり学ぶ講座です。

　小学1・2年生の児童
　10月23日㈰、30日

㈰、11月6日㈰、13日㈰、20
日㈰、27日㈰、12月4日㈰、
11日㈰　10時～11時30分
計8回

　県立鈴鹿青少年セ
ンター 総合研修館

　15人（先着順）
　3,500円程度（全8回分）
　9月24日㈯から、氏

名、性別、学年、住所、電話
番号、保護者名を記入の上、
はがきかファクスで、〒
513-0825 住吉町南谷口 県
立鈴鹿青少年センターへ

パソコン講座

チャレンジ体操教室

鈴鹿市ホームページについて

　鈴鹿市ホームページをリニューアルして
はどうですか。字ばかりで、見づらいと思
います。

　鈴鹿市ホームページは平成9年（1997
年）に開始し、その後、平成14年（2002

年）に質・量ともに大幅なリニューアルを行い、現
在に至っています。現在の内容は、情報を4つの
大項目（「生活ガイド」「行政ガイド」「シティガイ
ド」「安全・安心ガイド」）に分類した上で、さらに
中項目、小項目へと分類し、階層構造で情報の
整理を行い、掲載しています。その他、災害やイ

ベント周知などの、即時性を求められる情報につ
いては、トップページに随時掲載することで、速や
かな情報の発信を行っています。
　平成21年には専門家によるホームページ診断
を受け、文字の大きさや検索のしやすさなどにつ
いて、指摘やアドバイスを受けています。現在、こ
れらを参考に、時代に合わなくなってきている部分
のリニューアルをするため、見直しを行っていると
ころです。

電　話 電子メール ホームページファクス
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