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お知らせ・催し物・講座・教室 生ごみの減量と二輪車リサイクル

河曲地区学童クラブ　かわたろう

スポーツ・図書館・相談 

新エネルギー関連
補助制度のご利用を

　市では、新エネルギーを取り
入れた設備や、クリーンエネル
ギー自動車の導入に対して、
補助制度を設けています。

　
○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

※平成24年3月1日以降に設置、
購入された方が対象です。

○県や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）に協力できること
○市税を滞納していないこと

　
○住宅用太陽光発電システム
○エコウィル（家庭用ガスエン
ジン給湯器）

　一律2万円
　75件

　平成25年2月28日㈭
まで
※申請期間内に補助金の予算額を
超えた場合は抽選を行います。

　
○対象車種を自家用の新車と
して平成24年3月1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
時点で引き続いて6カ月以

上、鈴鹿市に在住している方

○市税を滞納していないこと
　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

　4 万 円（ホンダ社
製）、2万円（ホンダ社製以
外）

※当該年度内、一人1台限りです。
　ホンダ社製

1 1 0 件（前期・後期各 5 5
件）、ホンダ社製以外80件
（前期・後期各40件）

　前期：8月31日㈮まで、
後期：9月1日㈯から平成25年
2月28日㈭まで

※各申請期間内に補助金の予算
額を超えた場合は、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
できます。
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浄化槽の指定検査機関が
変わりました

産学で連携して開発する
事業を補助します

金融・多重債務の
無料相談

ものづくり現場の
「リーダー研修」

くらしの情報くらしの情報　　

　4月から浄化槽の法定検査
を行う指定検査機関が変更に
なりました。三重県が新たに
「一般財団法人三重県水質
検査センター」を指定しました。

　平成24年4月1
日～平成27年3月31日

　三重
県全域
　指定検査機関 一般

財団法人三重県水質検査
センター（　059-213-0707
　059-213-0708）

　財務省東海財務局では、
金融サービスを利用されてい
る皆さんからの質問・相談を
無料で受け付けています。ま
た、多重債務でお悩みの方々
の相談窓口も設けています。

　　052-951-9620

　　052-951-1764

　産学の連携による研究開発
の強化と市内の製造業の活性
化を図るため、中小製造業者
が行う新商品や新技術の研究

開発に要する経費の一部を補
助します。

　市内に本社または
主たる事業所がある事業
者などが行う新商品や新技
術の研究開発で、大学や
高専などの高等教育機関
と共同で行う事業やその指
導を受けて行う事業

　補助対象経費の2
分の1以内（5 0万円以上
250万円以内）

　5月1日㈫から6月15
日㈮（必着）までに、申請書
に必要事項を記入の上、直
接、または郵便で、〒513 -
8701 産業政策課へ

※申請後は、審査会で研究開発事
業の内容を説明いただき、審査
後、交付の可否を決定します。

※要綱・申請書などは、産業政策
課、市ホームページで入手でき
ます。

　市内中小製造会社
　1管理編、2技術編、

3管理編+技術編
※コースを選択し、お申し込みく
ださい。

　5月19日、26日、6月2日、
9日、15日、16日、23日、30日、7
月7日、14日、28日 9時～16時
30分
　市役所 別館第3　2

階
　講座、グループ演習、

個人発表
　25人（先着順）
　無料
　産業政策課 ものづ

くり産業支援センターへ

　4月23日㈪から5月14
日㈪（土･日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分）までに、
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
して、8 0 円 切 手 を貼った
12cm×23㎝程度)を同封して
ください。

※公立保育所の臨時保育士・臨時
給食調理員・延長補助員の登
録も随時受け付けています。
　5月20日㈰

　昭和27年4月2日
以降生まれで、保育士資格
と普通自動車免許を取得
の方

　保育所での保育
　3人程度

　昭和27年4月2日
以降生まれで、看護師免許
と普通自動車免許を取得
の方でパソコン操作（入力・
検索など）ができる方

　保育所での看護
　1人程度

平成24年度公立保育所
嘱託保育士・嘱託看護師を

募集します
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母子家庭のお母さんの
就職のための資格取得を

支援します

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金
支給のご案内

国保人間ドック受診者を
募集します

　就業の促進を図ることを目
的とし、就職の際に有利な資
格を取得しようとする母子家庭
の母（児童扶養手当受給者）
を支援する制度があります。
　なお、申請には要件や制限
がありますので、早めに子育て
支援課へご相談ください。

　対象講座を受講するため
に、本人が支払う費用の20％
(4,001円以上10万円以下)を
支給します。すでに講座の受
講を開始している場合は申請
できません。

　資格取得養成機関において
2年以上修学し、下記の資格を
取得しようとする母子家庭の母
に対し、養成訓練の修業期間
の全期間（上限3年）について
訓練促進費を支給します。

　看護師、介護福
祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士

　非課税世帯：月額10
万円、課税世帯：月額7万
500円

※公的年金の受給などで、児童扶
養手当を受給していなくても制
度を利用できる場合があります。

　次の要件をすべて
満たしている方

○市内在住の交通遺児

○小学校入学または中学校入
学または中学校卒業する方

　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

　必要書類をすべて、
公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金運営委員会
（〒105-8574 東京都港区
芝3-33-1 三井住友信託銀
行リテール 受託業務部 公
益信託グループ（  03-5232

　-8911）へ随時、直接提出し
てください。

　所定の申請書（小
中学校、学校教育課）、在
学証明書（小中学校）、交
通事故証明書（警察署）、
住民票などの交通事故によ
り遺児となったことを証明す
る書類（市役所、地区市民
センターなど）

※（　）は発行先
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で、再申請する場合は、交
通事故証明書は不要です。

　鈴鹿市国民健康
保険に加入されている方で
以下のいずれにも該当する方

○平成24年4月1日に鈴鹿市
国民健康保険に加入して
いる方
○昭和13年4月3日から昭和57
年4月2日生まれの方

○平成23年4月1日から平成24
年3月31日の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
　7月1日㈰～11月30

日㈮
　検診を受託した市

内の医療機関
　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）

　2,300人（応募者多
数の場合は抽選）

　8,000円
　4月23日㈪から5月

11日㈮17時（必着）までに、
直接保険年金課か地区市
民センターへ。または、はが
き（1人につき1枚）か封筒
で、保険証の記号番号、郵
便番号、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、「人間ド
ック受診希望」と記入の上、
保険年金課（〒513 -8701 
神戸1-18-18）へ。電話、フ
ァクス、電子メールでは受
け付けません。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、国保人間ド
ックと同時期に特定健康診査を
実施します。国保人間ドックは特
定健康診査の検査項目が含ま
れますので、特定健康診査を受
けていただく必要はありません。

　4月26日㈭、27日㈮
17時15分～20時

　納税課
　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。

納税の夜間窓口を
開設します
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市民活動団体支援補助金を
交付します

新たに生け垣を設置する方に
補助金が交付されます

図書館ボランティアの
新規募集と更新手続を

行います

くらしの情報くらしの情報　　

　地域を問わず、広く社会の
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、
事業費の一部を補助します。

　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、平成24年7月1日か
ら平成25年2月28日までに
実施できる事業

　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）

　4月20日㈮から5月21
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20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。

　6月16日㈯ 14時から
（予定）

　申請書類による書
面審査とプレゼンテーション
審査

　市内に所有する土
地に新たに生垣を設置する
個人または市内に事務所
などを有する法人

　幅員4ｍ以上の
道路に隣接し、生け垣の延
長が2ｍ以上で樹木が1ｍあ

たり2本以上あるもの
　樹木1本あたり上限

を1,000円で、5万円を限度
※生け垣を設置する前に申請が
必要です。

　図書館に関心を持ち、年間
を通した継続的な活動、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。

　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

　平成25年3月末ま
で

　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

　新規、更新手続きと
もに、5月2日㈬までの図書
館開館日に、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、図書
館へ

※報酬や旅費の支給はありません。

　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、
おもに毎年皆さんのご協力に
よる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
ご協力をお待ちしています。

　プラネタリウムでは、天体観
望会や各種イベントの運営を
支援いただける方を募集しま
す。

　18歳以上（高校生
を除く）で、当館に通える天
文に興味のある方

　投映作品の制作補
助、参加者への星座・天体
説明、受付けや誘導など
　文化会館へ

　5月15日㈫、8月21日
㈫、11月13日㈫、平成25年
1月22日㈫ 受付：10時～11
時30分、13時～14時

　三重県津庁舎（津
市桜橋3-446-34）

※尾鷲庁舎で別日程もあります。
　新規登録1件6,300

円 、登 録 証 再 交 付 1 件
3,500円

※三重県収入証紙でお願いします。
　三重県教育委員会

事務局 社会教育・文化財
保護室（　059-224-2999）

プラネタリウムボランティアを
募集します

銃砲刀剣類登録審査会が
開催されます

5月1日～31日は
赤十字社員増強運動月間
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　5月19日㈯ 8時～10
時

　徳本御堂前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会（代
表 三村勝弘 　385-2904）

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
同委員会が準備します。

　5月19日㈯10時～15
時ごろ（小雨決行）

※9時に白子港に集合し、バスで
現地へ

　亀山市内森林、名
阪森林パーク（亀山市加太
中在家地内ほか）

　緑あふれる森林で
散策やクイズ大会、渓流釣
りなど。参加者には景品を
進呈します（昼食は用意し
ます）。

　無料
　市内小学生（保護

者同伴）10組（20人）（応
募多数の場合は抽選）
　鈴鹿森林組合・鈴鹿

市漁業協同組合
　5月9日㈬までに、住

所・氏名・年齢（学年）・電話
番号を記入の上、ファクス、
電子メールまたは電話で、
農林水産課へ

　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。事前に電話でお問合
わせのうえ、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ

　基本的な操作とデータベー
スの基本講習です。

　5月22日㈫～24日㈭
9時～16時
　6,000円

　工場などで使うクレーン（5ト
ン未満）を操作する資格を取
得します。

　5月23日㈬・24日㈭ 8
時45分～17時

　8,000円（別途教材
費1,500円）

　労働安全衛生法「ガス溶
接技能講習」取得講座

　5月29日㈫・30日㈬8
時45分～17時

　8,000円（別途教材
費840円）

　労働安全衛生法「玉掛け
技能講習修了証」取得講座。
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。

　学科：6月4日㈪・5日
㈫、実技：6月6日㈬・7日㈭・8
日㈮の中で選択受講　8時
45分～17時

　1万円（別途教材費

1,600円）

　文章の編集・応用、図形描
写機能の活用、差込印刷、フ
ォーム利用などを習得します。

　6月5日㈫・6日㈬9時
～16時　

　4,000円

　ホームページビルダーを使
用して簡単なホームページを
作成し、サーバへの転送まで
行います。

　6月11日～22日の月・
水・金曜日 18時～21時

　6,000円

　花器・茶器の2点をろくろで創
作し、焼き上げ、展示します。

　6月12日㈫10時～15
時

　4,000円

　JW＿Cadの基本的な作図
操作を習得します。

　6月19日㈫～21日㈭
9時～16時

　6,000円（別途教材
費3,360円）

　学科講習：6月12日
㈫8時2 0分～1 7時 3 0分、
実技講習：Ⅰコース6月13日
㈬～15日㈮、Ⅱコース6月19
日㈫～21日㈭8時～17時
15分

　普通自動車免許証
お持ちの方

　2万6,500円
　上記2コースとも5月

1日㈫8時30分から受け付
けます。

講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座

催 し 物

若松海岸の
清掃ボランティア

海と森林を結ぶ交流事業
(森のクイズ大会)
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くらしの情報くらしの情報 　20組（先着順）
　3,500円

　ベビーと一緒にママの運動
不足解消

　子（2カ月から歩く前
まで）とその親

　5月16日㈬　午前の
部11時～12時30分、午後
の部13時30分～15時

　各30人（先着順）
　1,000円

　水深5mのプールでフィン・
ボンベを使用した本格的な体
験です。

　8歳以上
　5月13日㈰、26日㈯ 

19時～20時30分
　各9人（先着順）
　3,500円

　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007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
　・初心者のための基礎　5
月12日㈯と13日㈰
　・エクセル基礎　5月19日㈯
と20日㈰
○午後の部：13時30分から
　・ワード基礎　5月12日㈯と
13日㈰
　・ワード応用　5月19日㈯と

講座・教室

ジュニア
ハンドボール教室

市民ウオーキング教室
初級

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

はじめてのパソコン講座

　　

　講師は、地元の女子ハンド
ボールチーム「三重バイオレッ
トアイリス」の監督とプロ選手
です。

　小学生
　5月～9月の月曜日と

火曜日（全8回） 16時30分
～18時

　市立体育館
　3,000円（スポーツ保

険料800円別途必要）
　40人（男女各20人）

※最低開催人員5人
　5月10日㈭までに、参

加料を添えて市立体育館へ

　健康で明るく生活できるよう
“歩く生活習慣づくり”を支援し
ます。

　ウオーキングの初心
者、基礎を知りたい方

　7月7日㈯ 9時～12時
　県立鈴鹿青少年セ

ンター研修室（住吉町、駐
車場あり）

　
○なぜ今ウオーキングなのか？ 
○ウオーキングと健康
○歩き始める前に

○服装と持ち物・靴の選び方
○基本的ストレッチ体操
○楽しく美しいウオーキング
○鈴鹿青少年の森公園内ウ
オーキング
○ウオーキング何でも相談

　35人（先着順）
　200円
　鈴鹿市民歩こう会
　鈴鹿回生病院・鈴鹿

市健康づくり課
　6月25日㈪（必着）ま

でに、氏名・性別・年齢・住
所・電話番号を記入の上、
往復はがきで、〒510-0219 
野町南1-13-18 鈴鹿市民
歩こう会事務局長 日比正
徳（　・　387-1489）へ

　4月23日㈪から、水
泳場窓口、ホームページで。
ベビービクス＆ママビクスは
参加料を持参の上、直接
水泳場窓口へ

　
　親子のコミュニケーションは
もちろん、さまざまなボールを使
って五感を刺激し、脳の発育・
発達を促します。

　歩ける子（3歳児ま
で）とその親

　5月17日㈭、24日㈭、
31日㈭、6月7日㈭ 全4回 10
時15分～11時
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20日㈰
　図書館2階視聴覚

室ほか
　各10人（1人以下の

場合は休講）
　3,000円（教材費別

途必要）
　4月27日㈮（平日10

時～1 8時）から、電話で
「すずかのぶどう」（　・　
387-0767、　387-0764）へ

　毎週月～金曜日 9
時30分から、13時30分から

　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

　インターネット・メール
講座

　3時間1,500円
　電話ですずかのぶ

どうへ
※ノートPC持込可、個別対応

　講義や実践形式での研修
会を実施します。指導方法や
危機管理対策などをわかりや
すく学べます。また、参加者同
士での交流や意見交換も予
定しています。ご自身のスキル
アップや、今後の活動にお役
立てください。

　18歳以上（教職員、
大学生、野外活動の指導
に興味のある方）

○リスクマネジメントコース
　5月26日㈯13時30分～16
時30分、900円

○キャンプファイヤー実践コース
　5月26日㈯ 18時～21時、
900円

○野外炊飯実践コース
　5月27日㈰ 9時30分～13時
30分、1,000円

※内容は天候など、都合により変
更する可能性があります。

※ 2 6日の宿泊も可能。別途
2,165円（宿泊料、リネン料、朝
食代）が必要。

　鈴鹿青少年センター
とその周辺

　20人程度（応募多
数の場合は抽選）

　4月20日㈮から5月
11日㈮17時（必着）までに、
所定の申込書に必要事項
を記入の上、郵送、ファクス
または直接、県立鈴鹿青少
年センター（〒513-0825 住
吉町南谷口、　378-9809）
へ

野外活動実践研修

災害時要援護者台帳について

鈴鹿市は災害時要援護者台帳という
ものを作ってみえますが、どういう目的

で作っているのでしょうか。

災害時要援護者台帳とは、災害時に
何らかの支援が必要なお身体の不自

由な方や高齢者の方のうち、個人情報の開
示に同意された方を登録した台帳です。こ
の情報を自治会や民生委員児童委員と共
有することで、災害発生時に地域の皆さん
の「共助」による速やかな支援に役立てて
いただくために作成しています。
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検　診検　診

～ ～

※平成24年度から、がん検診の費用が変更になりました。生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です

（乳がん検診・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）を持って、当日受付をする前に事務所窓口へお越しください。70歳以上で非課税世帯の方は介護保険納

入通知書（はがきまたは封書）の所得段階区分（保険料段階）で確認しますので、受診時に持参してください。

（第1段階～第3段階の方が市民税非課税世帯に該当します）

相　談

保健
センター

̶̶5月25日㈮
9時30分～11時（育児相談・栄養相談・身体計測・

助産師によるおっぱい相談）
母子健康手帳持参

と　　き ところ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

市役所
本館12階
1203会議室

6月21日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分から45分

菅谷亜弓医師（産婦人科）
「予防できるがん 子宮がん」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
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24日㈫から6月11日㈪までにお願いします。

5月30日㈬
9時～11時 保健センター

レントゲン撮影　500円
たんの検査　  　500円

40歳以上の方 ※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果必要な方に、当日に会場で容器をお渡しします。

100人 4月25日㈬から
（定員になり次第締切り）

4月25日㈬から
（定員になり次第締切り）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申込み検 診／ 対 象

5月21日㈪、23日㈬
9時～11時 保健センター 1,000円

（70歳以上の方は500円）

40歳以上の方
※胃・大腸の手術を受けた方、妊娠中の方、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。

40人

6月4日㈪、19日㈫、
26日㈫、7月3日㈫
13時～14時30分

※6月19日のみ9時30分～11時も実施

900円
（70歳以上の方は

500円）
20歳以上の女性

※生理日にあたっている方は受診できません。

各70人
（6月19日
　のみ90人）

4月20日㈮～5月1日㈫
（消印有効）

6月26日㈫、7月9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

※妊娠中・授乳中の方は申込み前に健康づくり課へご相談ください。

午前各40人
午後各40人

4月20日㈮～5月1日㈫
（消印有効）

6月4日㈪、19日㈫、
7月3日㈫、6日㈮

9時30分～11時、13時～15時

保健センター
（6月4日のみ
一ノ宮公民館）

保健センター
（6月4日のみ
一ノ宮公民館）

1,900円

40歳以上の女性
※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することはできません。

午前各40人
午後各40人

4月20日㈮～5月1日㈫
（消印有効）

※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希望する検診日（第2希望まで。乳がん検診と6月19日の子宮がん検
診は、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、
5月下旬ごろに郵送でお知らせします。
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予防接種予防接種

【ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン】対象者…生後2カ月～5歳未満、回数…接種開始月・年齢によって異なります
【子宮頸がん予防ワクチン】対象者…平成7年4月2日～平成12年4月1日生まれの女性（ただし平成7年4月2日
～平成8年4月1日生まれの女性は、今年3月31日までに1回以上ワクチンを接種している方に限る）、回数…3回

【以下共通】費用／無料（対象月・年齢内で決められた回数に限る。ただし、無料接種期間は平成25年3月
31日まで）、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、申請書が手元にない方は健康づくり課にお問い合わせください）・健康保険証　※あら
かじめ実施医療機関へ接種日時などをご確認してください。

　平成20年4月から5年間に限って実施しているＭＲ3・4期予防接種の対象は、毎年中学1年生がＭＲ3期、高
校3年生相当（平成23年度に高校2年生相当で接種した者を除く）がＭＲ4期になります。特に、麻しんの発病を
確実に防ぐためには、2回の予防接種が必要です。今年度対象者の無料接種期間は、平成25年3月31日㈰まで
です。詳細は、平成24年4月5日号の広報折り込み「平成24年度保存版」予防接種のお知らせをご覧ください。

　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」がお伺いします。対象の方には、
訪問する前月下旬ごろに案内を郵送します。

～

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5 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・・・5月1日㈫、2
日㈬、3日㈭、4日㈮、5日㈯、13日㈰、27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

5月11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11月～平成24年1月
生まれの乳児をもつ初参加の方

4月23日㈪から30組

無料保健
センター

5月2 4日㈭
10時～11時3 0分

虫歯予防の話・ブラッシング指導、
食事についての講話、個別相談2歳児とその保護者

4月25日㈬から20組

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

5月13日㈰
9時3 0分～11時 4 5分

または13時3 0分～15時 4 5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

妊娠5カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方

4月24日㈫から各15組

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

5月21日㈪
13時～15時

健康運動指導士による
体操やゲームなど65歳以上で医師からの

運動制限がない方

4月20日㈮から
（先着順）30人

教　室教　室

無料保健
センター

5月9日㈬
10時～11時30分

転倒予防に役立つ
体力チェック65歳以上の市民 

30人 4月20日㈮から
（先着順）
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廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp
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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

生ごみの減量と二輪車リサイクル

　鈴鹿市では、各家庭から排出される生ごみを減量することと、自己処理の
啓発促進を図ることを目的に、「生ごみ処理容器および生ごみ処理機」の
購入費用の一部を助成しています。
　「生ごみ処理容器および生ごみ処理機」を使うと、ごみの減量につながる
とともに、栄養たっぷりのたい肥を作ることができます。
　助成金額は、購入金額の2分の1（最高限度額1万5,000円）です。ぜひ
ご利用ください。
※購入された年度（4月1日から翌年3月31日）中に、廃棄物対策課か地区市民セ
ンターで申請手続きをしてください。

「生ごみ処理容器および生ごみ処理機」の購入費を助成します「生ごみ処理容器および生ごみ処理機」の購入費を助成します

二輪車リサイクルシステムをご利用ください二輪車リサイクルシステムをご利用ください
　資源循環型社会の実現に向け、平成16年（2004年）10月1日から
「二輪車リサイクルシステム」がスタートしています。参加事業者16社が、
国内で販売した車両を「使用済二輪車」として回収し、再資源化を行う
仕組みです。
　これまで、処理・リサイクルなど必要な費用の一部をユーザーが負担し
てきましたが、昨年10月1日から無料化（※）されました。
　鈴鹿市では、このリサイクルシステムの活用を推進するため、4月から、
粗大ごみとして引き受けていた原動機付き自転車（原付）の収集を終了
しました。主旨をどうかご理解いただき、ライダーの皆さまの協力をよろしく
お願いします。
（2010年度のリサイクル率は87.2％でした）
※指定引取場所に直接持ち込む場合は、費用の発生はありませんが、廃棄二
輪車取扱店へ依頼する場合には、収集運搬費用が発生します。

◎二輪車リサイクルシステムの問合せ
二輪車リサイクルコールセンター
　03－3598－8075
受付時間 ： 9時30分～17時（土・日曜日、祝日は除く）
　http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

オイルヒーターは何ごみ？

オイルヒーターは、市で処理できません。ほとんどの製造メーカーでは、独自の回収を行ってい
ます。各メーカーへお問い合わせください。



一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 11・25日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 1日 13：00～16：00
◎交通事故相談 21日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 10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 18日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室
巡回相談 10日 13：00～15：00 久間田公民館

人権相談 16日 19：00～21：00 一ノ宮市民館 人権政策課 382-9011　　382-2214
383-7830　　383-7867

372-3338　　372-3303

こころの健康相談 9日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健福祉事務所 382-8673　　382-7958
年金事務所出張相談 23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　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・8・10・11・17・18・
22・24・29・31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　14日㈪、28日㈪ 休館日　14日㈪、28日㈪●市立体育館 ●市武道館 5

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

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

1日
2日
9・15・16・22・23・24日
10・17・31日
7・8・29日
30日
3・9・12・13・16・17・20・23・24・27・30日
4日
10・31日
11日

19日

21日
1・2・7・15・22・29日
3日

8日

9・16・23日
21日
30日
11・18日
16日
20・27日
21日

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

1～4・7～12・14～18・21～31日
5・6・20日
4・7・11・12・14・18・21・25～28日
5・6・20日

バスケットボール

バレーボール

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

1～3・7～10・14～17・21～24・28～31日
6日
1～4・8～10・12・15～18・22～25・27・29～31日
11・26日

5月

5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。

憲法記念日

みどりの日

こどもの日

5月
月曜日、1日㈫、15日㈫　●開館時間　9時～19時　土・日曜日、祝日は9時～17時●休館日

●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　13日・19日14時30分～15時、26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

16日㈬
30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

18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

17日㈭
31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

9日㈬
23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

11日㈮
25日㈮

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

図
書
館 10日㈭

24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

31

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

1・7・8日

3・5日
4・19日
6・15・20～22・29日
9～12・16・24～26・31日
13・27日

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

1～4・7・15・17・20・21・29・31日
5・6・13・27日
8～11・16・18・22～25・30日
12・19・26日

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

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

9：00～21：001～13・15～27・29～31日
372-2285 372-2250

休業日　7日㈪
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　「かわたろう」は、河曲幼稚園の一室をお借りして、平成19年4

月に開所しました。

 河曲地区に学童クラブがなかったころ、子どもたちは神戸小学

校区の学童クラブ「かんたろう」へ通っていましたが、少し遠い道

のりは、低学年児童には心配な面もありました。そこで河曲幼稚

園の空き教室を利用できるようにと、保護者や地域の皆さんが

働きかけてくださり、学校の敷地内にある河曲幼稚園の一室を借

りてスタートすることができました。

 開所から早くも5年が経ち、現在、利用児童は62人を数えます。

学校の敷地内にあるので、安全に子どもたちは運動場の中を横切って、元気よく学童クラブに通う

ことができます。

　学校の宿題が終わった後は、園庭に出てドッジボールや野球をしています。運動場が空いている

ときは、サッカーで走り回ったり、ブランコや滑り台で遊んでいます。室内では、知育ブロックや、ト

ランプで遊んでいます。

　低学年から高学年の児童が関わることのできる環境の中で、仲良く遊べるよう協調性を養い、思

いやりのある児童に成長してほしいと思います。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月
3

○4月21日（土）～30日（月）『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○5月1日（火）～10日（木）『ベルディ便り』…第3期行財政経営計画
○5月11日（金）～20日（日）『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

河曲地区学童クラブ
かわたろう

河曲地区学童クラブ
かわたろう 383－3070

十宮町719－2

（　）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/4件、うち建物1件（14件、14件減） 出動数/655件（2,053件、222件増）

人口/202,142人（465人減） 男性/101,023人（333人減） 女性/101,119人（132人減） 世帯数/81,474世帯（41世帯減）

事故数/599件、うち人身事故102件（1,722件、154件増） 死者数/0人（4人、2人増） 傷者数/131人（333人、67人減）

～


