
2012年3月20日号
No.1360

1 10

11

12

電話 電子メール ホームページ ファクス 

お知らせ・催し物・講座・教室 ごみ減量化

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる

スポーツ・図書館・相談 

図書館の休館日を
変更します

佐佐木信綱記念館の
休館日と開館時間を

変更します

　市制施行70周年を迎える
今年、さまざまな記念事業が
行われます。
　その記念事業の情報をリア
ルタイムでお知らせするホーム
ページができました。ぜひ、ご
覧ください。

　市ホームページト
ップ上段から閲覧できます。
　トップページ＞鈴鹿市制施
行70周年記念
URL

　　http://www.city.suzuka
　.lg.jp/70th/index.html

　
○イベントカレンダー
○事業の開催情報
○事業の開催報告　など

　4月から、休館日と開館時間
を次のように変更します。

　月曜日、第3火曜日
（ただし、その日が休日の場
合は開館し、翌日休館）、12

月28日～翌年1月4日
　9時～16時30分

 4月から、休館日を次のように
変更します。
　休館日の本の返却は、夜間
返却口をご利用ください。

　月曜日、第1・第3火
曜日、12月28日～翌年1月4
日、特別整理期間

市制施行70周年記念
ホームページが
オープンしました

7

8

防犯灯の補助について

検診・相談・教室・予防接種

3.20
新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

くらしの情報くらしの情報
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春の全国交通安全運動を
実施します

ふれあい農園の利用者を
募集します

くらしの情報くらしの情報　　

　4 月 6日から 15日まで、春
の全国交通安全運動が実施
されます。子どもと高齢者の交
通事故防止を運動の基本と
します。今年に入ってから、市
内で交通死亡事故が多発し、
大変憂慮すべき状況になって
います。

　歩道と車道の区別があると
ころで、自転車が歩道通行で
きる場合は次の 3 つです。
○道路標識などで指定された
場合

○運転者が 13 歳未満の子
ども、70 歳以上の高齢者、
身体が不自由な方の場合
○車道や交通の状況から、や
むを得ない場合
　・車道の交通量が多く、自
動車と接触する危険がある
場合

　・車道の幅が狭く、自動車
と接触する危険がある場合
など

　どの席でもシートベルトを着
用し、乳幼児を乗せるときは、
チャイルドシートの着用を習慣
づけましょう。

　飲酒運転をしたドライバー
はもちろん、飲酒運転をする恐
れのある人にお酒を飲ませた
人・車を貸した人、運転者がお

酒を飲んでいることを知りなが
ら運転を依頼・要求して同乗
した人も処罰されます。　

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
利用希望者は開園者へお問
い合わせください。

　東江島町 2858-1
　約 30 ㎡（約 5ｍ×

約 6m）から
　11 区画（先着順）
　1 区画 3,000 円か

ら（1 年間）
山形納（南江島町

5-1 　387－0166）

稲生塩屋一丁目
1326

　約 30 ㎡（約 5ｍ×
約 6m）から

20 区画（先着順）
1 区画 3,000 円か

ら（1 年間）
伊達健次（稲生塩

屋 一 丁 目 6-23 　386－
3809）

　スポーツ・文化・
ボランティア・地域活動
を行う社会教育関係団体
で、5 人以上の団体・グ
ループ

平成 24 年 4 月 1
日～平成 25 年 3 月 31 日、
3 カ月以内のスポーツ教室
（ネット申請限定）

書面申請：スポー
ツ課、市内運動施設、地区
市民センター、百五銀行各
支店に備え付けの加入依
頼書に、必要事項を記入の
上、百五銀行へ　ネット申
請：スポーツ安全協会ホー
ムページ（　http://www.
　sportsanzen.org）から

スポーツ安全協会
三重県支部（　372-8100
（平日のみ）、ネット申請は　
　057 0 - 0 8 7 1 0 9、　03 -
5510-0033（平日のみ））

※掛け金が改定されましたので
ご注意ください。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約 1カ月
かかります。申し込み手続きは
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。
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。

スポーツ安全保険の
ご利用を

市税の口座振替手続きは
お早めに
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納税の休日・夜間窓口を
開設します

ブロック塀などの除却工事に
助成を行っています

夜間断水・洗管作業を
行います

後期高齢者医療制度の
「医療費のお知らせ」を

送付しました

　3 月 25日㈰ 9 時～
16 時 30 分

　3 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。

　三重県後期高齢者医療広
域連合が、後期高齢者医療
制度に加入されている方に、
平成 23 年 1 月から同年 12
月までの「医療費のお知らせ」
を送付しました。
　この「医療費のお知らせ」
は、実際にかかった医療費を
お知らせし、健康の大切さを
あらためて確認していただくこ
とを目的としています。
※確定申告などの「医療費控
除」の領収書の代わりにはで
きません。

　三重県 後期高齢者
医療広域連合 事業課（　
059-221-6884）、市 保険年
金課（　382-7627）

　平成 24 年 4 月から平成
25 年 3 月までの 1 年間、医
療機関での一部負担金の割
合が 1 割に据え置かれます。
制度改正により、一部負担金
の割合は、平成 24 年 4 月か
ら 2 割負担とされていました
が､平成 24 年度も平成 23
年度に引き続き、これを1 割に
据え置きます。
　現在、一部負担金の割合
が「2 割（平成 24 年 3 月 31
日までは 1 割）」と記載されて
いる高齢受給者証をお持ちの
鈴鹿市国民健康保険の被保
険者には､3 月中に「1 割」と
記載された新たな高齢受給
者証を郵送します。
※現在3割負担の方､後期高齢
者医療制度に加入している方
は除きます。

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防ぎ、
通行人の安全と災害時の避
難路を確保するため、ブロック
塀の除却に対して助成を行っ
ています。

　セットバックが必要
な道路を除く公道に面し、
高さが 1mを超えるものなど

　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の 2 分の 1（限度額
あり）を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へ

　安全でおいしい水を供給す
るために、水道管内の洗管作
業と断水を実施します。
　洗管作業区域では、洗管
作業中や作業後に管内の水
流の変化などで濁り水が発生
して、ご迷惑をお掛けする場
合があります。あらかじめ飲料
水のくみ置きや洗濯などにご
注意ください。
　また、作業区域外でも、作
業の影響で濁り水が発生し、
ご迷惑をお掛けする場合があ
ります。ご理解、ご協力をお願
いします。

　3 月 25 日㈰午後 11
時～ 3月26日㈪ 午前 6 時

　石薬師地区 : 自
由ケ丘一丁目の一部、自由ケ
丘二丁目の一部　久間田地
区：下大久保町の一部　
河曲地区：木田町の一部

70歳から74歳の方の
医療費の一部負担金の
割合を1割に据え置きます

　3月5日号特集「第3期行財
政経営計画」5ページで、「み
んなで築く鈴鹿夢プラン」の
閲覧開始時期を明記してい
ませんでした。
　閲覧開始時期は、3月26日
㈪からです。おわびして訂正
いたします。
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催 し 物

土地・家屋価格等
縦覧帳簿を縦覧します

障がいによる各種手当の
額が変更になります

EM活性液を無料で
配布します

くらしの情報くらしの情報　　

　平成 24 年度の自分の土
地や家屋の価格を他の土地
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。ただし、鈴鹿市に
土地か家屋の固定資産税を
納税されている方に限ります。

　4 月 2日㈪～ 5 月 1
日㈫（土・日曜日・祝日を除
く8 時 30 分～ 17 時 15 分）

　資産税課（市役所
本館 2 階）

　無料
　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。詳しくは、資産税課へ

　4 月から､下記のとおり手当
月額が改定されます。
○特別児童扶養手当（1 級）
　5 万 550 円⇒ 5 万 400 円
○特別児童扶養手当（2 級）
　3万 3,670円⇒ 3万 3,570円
○特別障害者手当
　2万 6,340円⇒ 2万 6,260円
○障害児福祉手当
　1万 4,330円⇒ 1万 4,280円
○経過的福祉手当
　1万 4,330円⇒ 1万 4,280円

　市では、EM 活性液を無料
で配布しています。EM 活性
液は有用な微生物を集めたも
ので、河川の水質浄化などに
役立ちます。
　希望される方は受付期間
内に予約の上、配布日にお受
け取りください。

　個人、ボランティア

　　・　384-6655
  （シルバー人材センター）

8 時 30 分～ 12
時 30 分

13 時～ 15 時
シルバー人材セ

ンター（市役所立体駐車場
南側の別館第 3ロビー）

空きペットボトル（2リ
ットル）

個人：1 世帯につ
き 1 カ月 2リットル以内、ボ
ランティア：1 カ月 10 リット
ル以内

※ボランティアは、環境政策課に
登録があり、公共用水域の環
境浄化に取り組む団体に限り
ます。

※ファクスでの予約は、5人以内
に限ります。

※当日受付は行いません。

　国税専門官
　

○昭和 57 年 4 月 2日～平成
3 年 4 月 1日生まれの方
○平成 3 年 4 月 2 日以降生
まれの者で次に掲げる方
　・大学を卒業した者か平
成 25 年 3 月までに卒業す
る見込みの方
　・人事院が上記に掲げる
者と同等の資格があると認
める方

　4月2日㈪～ 12日
㈭

　第 1次：6月10日㈰、
第 2 次：7 月 17 日㈫から
24日㈫までのいずれかの日

　名古屋国税局人事
第 二 課 試 験 係（　
052-951-3511（内線 3450））、
国税庁ホームページ（　http:
　//www.nta.go.jp）

税務職員募集
（大学卒業程度）

月・回数

4月
1回目 4日㈬～6日㈮ 10日㈫

2回目18日㈬～20日㈮ 24日㈫

5月
1回目 9日㈬～11日㈮ 15日㈫

2回目23日㈬～25日㈮ 29日㈫

6月
1回目 6日㈬～8日㈮ 12日㈫

2回目20日㈬～22日㈮ 26日㈫

7月
1回目 4日㈬～6日㈮ 10日㈫

2回目18日㈬～20日㈮ 24日㈫

8月
1回目 1日㈬～3日㈮ 7日㈫

2回目22日㈬～24日㈮ 28日㈫

9月
1回目 5日㈬～7日㈮ 11日㈫

2回目19日㈬～21日㈮ 25日㈫

10月
1回目 3日㈬～5日㈮ 9日㈫

2回目17日㈬～19日㈮ 23日㈫

11月
1回目 7日㈬～9日㈮ 13日㈫

2回目 21日㈬・22日㈭ 27日㈫

12月
1回目 5日㈬～7日㈮ 11日㈫

2回目19日㈬～21日㈮ 25日㈫

1月
1回目 9日㈬～11日㈮ 15日㈫

2回目23日㈬～25日㈮ 29日㈫

2月
1回目 6日㈬～8日㈮ 12日㈫

2回目20日㈬～22日㈮ 26日㈫

3月
1回目 6日㈬～8日㈮ 12日㈫

2回目 21日㈭・22日㈮ 26日㈫

予約受付日 配布日
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催 し 物

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

三重県私費留学生奨学金
受給者を募集します

第26回鈴鹿花き
温室組合品評会と即売会

　旧国鉄伊勢線を引き継い
で開業した第三セクター鉄道
の伊勢鉄道が、3 月 27 日に
開業 25 周年を迎えます。これ
を記念して、伊勢鉄道の車両
（普通列車）にヘッドマークが
掲げられます。

　3 月 20 日㈫～ 4
月 15日㈰

　各市のマスコットキ
ャラクター
○「ベルディ」鈴鹿市
○「こにゅうどうくん」四日市市
○「シロモチくん」津市
○「河夢ちゃん」津市（旧河芸町）
※変更になる場合があります。

　伊勢鉄道株式会社
（　383-2112　 http ://
　www.isetetu.co.jp/）

　三重県では、海外留学生
や外国人留学生に奨学金を
給付します。

　私費海外留学生、
大学間協定留学生、医療
看護系外国人学生（平成
24 年 4 月 1日現在、1 年以
上三重県に在住している
方）、外国人留学生（県内
市町に外国人登録をして

いる方）
　4 月20日㈮（必着）

までに、（財）三重県国際交
流財団（〒514-0009 津市
羽所町 700 アスト津 3 階 
　 0 5 9 - 2 2 3 - 5 0 0 6 　
059-223-5007）へ

　鈴鹿市が発注する土木・
建築・ほ装工事に係る格付
けを希望する業者は、平成
24 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
合や新基準による経営事項
審査結果が提出できない場
合は、格付けしませんのでご
注意ください。

　鈴鹿市入札参加
資格者名簿に土木・建築・
ほ装の業種で登録のある、
市内に本店などを有し、格
付けを希望する業者

　4 月 2 日㈪～ 13
日㈮

　所定の申込書類に
必要書類を添えて。郵送可。
詳しくは契約調達課へ

　丸一日国際交流が出来る
ビッグイベント「わいわい春まつ
り」。会場は世界の踊りあり、
演奏あり、遊びあり、屋台あり
で大賑わいです。鈴鹿に住む

たくさんの外国人と楽しい時
間を共有できるよう、一緒にお
まつりを盛り上げませんか？

　センターコートステー
ジ、民族衣装コーナー、屋
台、募金の呼び掛けなどの
お仕事があります。

　鈴鹿国際交流協会
へ

　4 月 22 日㈰ 10 時
～ 16 時

鈴鹿ハンター、弁天
山公園

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランや各種鉢花、こだわりの
観葉植物、花苗、バラなど、品
評会の入賞作品を展示します。
　併せて生産者による即売
会も開催します。産地だからこ
そできる、ハウスから直送の新
鮮な花を、生産者価格にて提
供します。

　4 月 7 日㈯ 10 時～
20 時、8日㈰ 10 時～ 18 時

　イオンモール鈴鹿 
中央コート
問合せ　鈴鹿花き温室組合 
組 合 長 藤 田 政 也（　
374-4108）

平成24年度格付・入札参加
資格確認用技術者調書の
受け付けを行います

伊勢鉄道が開業25周年を
迎えます
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催 し 物

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパスの
桜並木の一般開放

講演会
斎宮跡発掘最前線

「いろは歌」墨書土器と斎宮

くらしの情報くらしの情報 月16日㈯
　鈴鹿地域職業訓練

センター（鈴鹿ハイツ1-20）
　書面申請：4 月 12

日㈭から23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（財）消防試験研究セ
ンター 三 重 県 支 部（〒
514-0002 津 市 島 崎 町
314）へ　電子申請：4月9
日㈪ 9 時～ 20日㈮ 17 時ま
でに（財）消防試験研究セ
ンターのホームページから

　乙種第 4類受験の方
　5 月 18 日㈮、9 時

30 分～ 16 時（9 時から受
け付け）

　労働福祉会館 大会
議室（神戸地子町 388）

　150 人
　1,000 円（防火協会

員、学生は免除）
　4月4日㈬から、鈴鹿

市防火協会事務局（　382-
9159　383-1447（予防課内））へ
※欠席でも返金は行いません。

　少人数制の教室です。基
礎から実戦的技術まで確実
なレベルアップをめざします。

講座・教室

鈴鹿製墨協同組合
「書道教室」

危険物取扱者試験と
予備講習会

県営鈴鹿スポーツガーデン
スポーツ教室体験会

　　

　昨年に引き続き、鈴鹿医療
科学大学のご協力により桜並
木の開放が行われます。

　4 月 7 日㈯、8 日㈰
10 時～ 16 時

　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス

　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス内約 200 台

※旧ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ
野球場周辺は、工事中のため
公開されません。

※大学敷地内は全面禁煙です。
火気厳禁とし、ゴミは必ずお持
ち帰りください。

※飲酒運転は絶対におやめください。

　4月7日㈯ 14 時から
　考古博物館講堂
　斎宮跡について、現

在の発掘の成果と、今春発
表された「いろは」の墨書土
器の解説を発掘担当者が
行います。

　新名強さん（斎宮歴
史博物館調査研究課）

　無料
　鈴鹿市考古博物館

サポート会
※サポート会会員募集中です。
入会のお問い合わせは中森
（　383-1995）へ

しんみょう つよし

　鈴鹿市の伝統的工芸品
「鈴鹿墨」の普及・振興を図
るため、鈴鹿墨を使用して書
道に親しみます。

　平成 24 年 4 月から、
毎週月曜日 10 時から 12
時または土曜日 9 時から
12 時（月4 回）

　（有）進誠堂（寺家
5-5-15）

　鈴鹿墨を使用し、文
部科学省認可の競書雑誌
を中心に毎月作品を出品し
ます。

　万代香華
　毎月幼年・小学生

3,500 円、中学生・高校生
4,000 円、一般 4,500 円（別
途年会費が必要） 

　申込書に必要事項
を記入の上、鈴鹿製墨協
同組合（　388-4053　386
　-4180（有）進誠堂内）へ
※申込書など詳しくは、鈴鹿製墨
協同組合へお問い合わせくだ
さい。

　乙種第 4 類：6 月
16日㈯、17日㈰　丙種：6

ばん だい こう   か
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初心者も経験者も大歓迎で
す。

　各開催日の 2 日前
までに、電話、ホームページ、
直接水泳場窓口へ

※4月9日㈪は休業日のため電話・窓
口での受け付けはできません。

　18 歳以上の方
　4 月 11 日・18 日・

25 日各水曜日 10 時～ 12
時、4 月 12 日・19 日・26
日各木曜日 20 時～ 22 時

　10 人（先着順）
　無料（ただし、体験

は 1 人 1 回に限る）

　18 歳以上の方
　4 月 11 日・18 日・

25日各水曜日 10 時～ 12 時
　10 人（先着順）
　無料（ただし、体験

は 1 人 1 回に限る）

　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。直接、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ。事
前にお問い合せください。

　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。

　学科：4 月23日㈪・
24日㈫　実技：4月25日㈬、
26 日㈭、27 日㈮の中で選
択　8 時 45 分～ 17 時

　1 万円（別途教材
費 1,600 円）

　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。

　5月9日㈬・10日㈭

9 時～ 16 時　
　4,000 円

　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。

　5 月 15 日㈫・16 日
㈬ 9 時～ 16 時　

　4,000 円

　普通自動車免許証
お持ちの方

　学科講習 :5 月 10日
㈭ 8 時 20 分～ 17 時 30 分
　実技講習 :Ⅰコース　5 月
12 日㈯・13 日㈰・20 日㈰ 
Ⅱコース　5 月 15 日㈫～ 17
日㈭ 8 時～ 17 時 15 分

　2 万 6,500 円
　2 コースとも 4 月 2

日㈪ 8 時 30 分から

鈴鹿地域職業訓練センター
4・5月の講座

防犯灯の補助について

防犯灯をLEDに交換した場合、市か
ら補助が出ると聞きましたが、LEDに

交換した場合の補助金額1灯分の金額と
補助金の出る期間を教えてください。

自治会などの自治協力団体が設置・
修繕する防犯灯には、鈴鹿市防犯灯

設置費補助金交付要綱に基づいて補助金
を交付しています。補助金額は、LEDの防
犯灯も蛍光灯と同じように一灯あたりの設置

費の4分の3（限度額1万2,000円）を補助し
ています。また、補助申請期間は設けていま
せんが、自治会においては年度当初に補助
交付申請と事業計画書を提出いただき、老
朽化し修繕が困難なものから計画的にLED
に取り替えていただくことをお勧めします。
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相　談

保健
センター

市役所
本館
12階

1203会議室

市役所
本館
12階

1203会議室

̶̶4月27日㈮
9時30分～11時 母子健康手帳持参

と　　き ところ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

検　診検　診

～
～

○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。

○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。

○過去に治療(手術など)を受けたことがある方は検診の対象とならない場合がありますので、かかりつけ医または

健康づくり課にご相談ください。

5月28日㈪・29日㈫
9時15分～11時45分、
13時～15時30分

保健センター 無料
過去1年間に
保健センターで
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

※はがきの裏面に、①希望日時（午前・午後も）、②氏名（ふりがな）、③生年月日、④郵便
番号・住所、⑤電話番号を記入の上、あて先：〒513-0809　鈴鹿市西条5-118-3　健康づ
くり課「骨密度測定会係」へ
※申込み多数の場合は、抽選となります。結果は4月下旬ごろに郵送でお知らせします。
※はだしで測定を行います。ストッキングなどはご遠慮ください。

3月21日㈬～4月4日㈬
（消印有効）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申 込 み検 診／ 対 象

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申 込 み検 診／ 対 象

5月17日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

松浦慶太医師（神経内科）
「気になる認知症について」
（個別相談は1人15分程度）

3月23日㈮から５0人
（個別相談
は2人） （先着順）

　　　平成24年度も引き続き、妊婦健診を県外の医療機関で受診された方の公費助成を行いま
す。平成24年3月31日までの受診分を含め、申請期間は、県外で受診した日から1年以内です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

（

育児相談・栄養相談・身体計測・
助産師によるおっぱい相談（ （

（
※個別相談の申し込みは、5月7日㈪までにお願いします。

5月8日㈫
9時30分～11時、
13時～15時

保健センター 1,400円
20歳以上の女性

午前45人
午後45人

3月21日㈬～28日㈬
（消印有効）

若干名
（再募集）

※一つの検診につき一人はがき1枚です。
※はがきの裏面へ、①希望する検診名、②希望する時間帯（第2希望まで。午前・午後も）、③氏名（ふりがな）、④
生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入の上、〒513-0809　鈴鹿市西条5-118-3　健康づくり課「がん検
診担当」へ。
※申し込みが定員を超える場合は抽選となり、ご希望の日以外の検診になる場合があります。抽選の結果は、4
月中旬ごろに郵送でお知らせします。

4月19日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分から14時45分

山本伸仁医師（内科）
「知っておきたい 肺炎のこと」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
（先着順、前回から
引き続いて募集）

５0人
（個別相談
は2人）（

医師による講演会と
個別相談（ （

（
※個別相談の申し込みは、4月9日㈪までにお願いします。
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予防接種予防接種

　上記の予防接種は、国の示すワクチン接種緊急促進事業として実施しており、平成24年3月31日の接種まで
が費用助成の対象期間です。子宮頸がん予防ワクチン対象者のうち、平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれの
方は接種漏れのないようご確認ください。平成24年4月1日以降の費用助成につきましては、詳細が決まり次第、
広報やホームページトピックスでお知らせします。
※複数回接種する必要のある方で、平成24年4月以降に接種予定の方は、健康づくり課にお問い合わせください。

　平成18年以前は、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、現在では2回の接種が必要とされています。平成24年4月1日以降の対象者は下記のとおりです。免
疫を高めるために、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18年4月2日～平成19年4月1日生まれ）
　　　　3期（中学1年生：平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）
　　　　4期（高校3年生相当の方：平成6年4月2日～平成7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）
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。MR4期の予診票は、広報すずか4月5日号に折り込みます）

　生後4カ月までの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問し、市の子育てサービスの紹介、
子育て情報誌の提供などをします。対象の方に、訪問の前月の下旬ごろに案内を郵送します。費用は無料です。

～

健康診査健康診査

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

月 献 血4 日 程の

　1歳6カ月、3歳6カ月児健
診の対象の方に個別に通
知します。受診日変更は、健
康づくり課へ。

　イオンモール鈴鹿・・・4月1日㈰、8日㈰、22日㈰
10時15分～11時30分、12時30分～16時　アピタ鈴鹿店・・・
4月21日㈯10時15分～11時30分、12時30分～16時

※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。

　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

無料保健
センター

4月13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
平成23年10月～12月生まれ
の乳児をもつ初参加の方

3月26日㈪から30組

材料費保健
センター

4月2 3日㈪
9時4 5分～12時4 5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
3月28日㈬から20人

教　室教　室

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き
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廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

10 2012・3・20

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

ごみ減量化の取り組みを紹介します

　環境への負荷の少ない循環型社会づくりを進めるため、地球温暖化防止をめざし、市民・事業者・
行政の協力体制で、レジ袋削減によるごみの減量化に取り組んでいます。この運動は、亀山市と合
同で平成20年9月1日から開始しました。平成24年1月現在、鈴鹿・亀山市内14事業者47店舗の協
力があり、全体でのレジ袋辞退率は約90％となっています。今後もマイバッグ持参にご協力をよろしく
お願いします。

◆レジ袋削減(有料化)とマイバッグ推進運動◆レジ袋削減(有料化)とマイバッグ推進運動

　平成23年10月21日から23日にアピタ鈴鹿店で「鈴鹿市の環境を考えるポスター」の優秀作品を展
示しました。その中から「美しいまち鈴鹿賞」の受賞作品を紹介します。

◆鈴鹿市の環境を考えるポスター展◆鈴鹿市の環境を考えるポスター展

おもちゃ病院
　ボランティア団体「トイなおす」が子どもたちの壊れたおもちゃ
を修理してごみ減量化を図るとともに、子どもたちに「物を長く大
切に使う」という心を育んでもらおうと3カ月に1回「おもちゃ病院」
を開院しています。ぜひご利用ください。

と　き　平成24年5月20日㈰10時～15時
ところ　市立図書館 2階視聴覚室

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

ファンヒーターは何ごみ？

粗大ごみ。必ず灯油を抜きましょう。電源コードは50cm以下に切ってください。

小学校低学年の部
谷川 波塁斗さん（鼓ヶ浦小学校３年）

小学校高学年の部
岸本 佳純さん（天名小学校６年）

中学校の部
岩田 春菜さん（創徳中学校２年）

次回開催
（予定）



一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 6・13・27日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 3日 13：00～16：00
◎交通事故相談 16日 10：00～15：00

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

子ども教育相談 月～金曜日 9：00～17：00 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

◎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
◎総合相談 20日 10：00～15：00 市役所12階会議室

383-7830　　383-7867

372-3338　　372-3303
年金事務所出張相談 25日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課 382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-7607

10：00～12：00
13：00～16：00

3・5・6・10・12・13・
19・20・24・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
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●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

休館日　9日㈪、23日㈪ 休館日　9日㈪、23日㈪●市立体育館 ●市武道館 4

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

バスケットボール

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

13：00～21：00
18：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
9：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
13：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00
17：00～21：00
9：00～12：00
15：00～17：00
13：00～21：00
15：00～17：00
15：00～21：00

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

16日

6・8・12・15日

13日

16日
20日
27日

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

1～13・16～30日
14日
1・2・6～9・13・16・20～23・27～30日
14日

バスケットボール

バレーボール

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

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

4月

4月

◎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。

昭和の日

振替休日

4月
月曜日、3日㈫、17日㈫　●開館時間　9時～19時　土・日曜日は9時～17時●休館日

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　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 

◎印は都合により、巡回間隔を3週間に変更しています。

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

11日㈬
25日㈬

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

13日㈮
27日㈮

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

12日㈭
26日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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

4日㈬
18日㈬

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㈮

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

図
書
館 5日㈭

19日㈭
　

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

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

◎ ◎ ◎

◎◎◎

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

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

1～3・5・10・16・17・22・24・28・30日
6・11～13・18～20・26・27日
7・14・21日
8日
15・29日

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

1～3・5・15～17・19・22日
4・6・10・11～14・18・20・24～27日
7日
8・29・30日
21日
28日

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

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

29日

9：00～21：001～8・10～22・24～30日
372-2285 372-2250

休業日　9日㈪
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　放課後児童クラブゆいまぁるは、平成18年4月1日に開所して、今年で

7年を迎えます。四季折々の自然に囲まれた幼稚園の一室をお借りして

います。現在1年生から5年生までの児童28人と、幼稚園年長1人の計29

人が在籍しています。

　「ただいま～」と元気に帰ってくる子どもたちに、指導員も「おかえ

り」と声を掛けて迎えます。宿題、おやつ、遊びと大体の週の流れは決

まっていますが、一斉下校の水曜日はロッカーの整理整頓をして、月末

には指導員も一緒に、全員で教室の大掃除をします。後はお迎えに来

ていただくまで自由時間です。寒くても外遊びが大好きな子どもたち

は、サッカー、ドッジボール、棒蹴り、大縄跳びなど、学年や性別に関係なく遊んでいます。室内では、ブロッ

ク、UNO、トランプ、オセロ、将棋、日本旅行ゲームなどをしています。

　子どもたちが集団生活を通して、一人一人の個性を生かしながら、思いやりや、助け合う気持ちを持てるよ

うに学んでもらえたらと思っています。また、指導員もいろいろな遊びや活動を通じて、危険がないか注意

し、子どもたちの様子や体調に気を配りながら過ごしています。

　「ゆいまぁる」があって良かったと思っていただけるように、安全・安心を心掛けて、保護者や地域の

方 、々学校の先生にお世話になりながら、指導員も子どもたちと共に成長していきたいと思っています。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月
2

～

～
○3月21日㈬～31日㈯『ベルディ便り』…くらしの情報

○4月1日㈰～10日㈫『ベルディ便り』…市長の市政運営の抱負
○4月11日㈬～20日㈮『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

国府小学校区放課後児童クラブ
ゆいまぁる

国府小学校区放課後児童クラブ
ゆいまぁる 370－0605

国府町3519－1

（　）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
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

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」

『鈴鹿市からのお知らせ』（5分）
　○月～金曜日　8時30分～
　○土曜日　17時55分～（ポルトガル語版）
 『鈴鹿市役所情報局』（5分）
　○月～金曜日　7時30分～、17時25分～

件　数/7件、うち建物2件（10件、6件減） 出動数/610件（1,398件、208件増）

人口/202,607人（54人減） 男性/101,356人（12人減） 女性/101,251人（42人減） 世帯数/81,515世帯（47世帯増）

事故数/602件、うち人身事故92件（1,172件、135件増） 死者数/1人（4人、3人増） 傷者数/113人（202人、56人減）


