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お知らせ・催し物・講座・教室 資源物の持ち去り行為の禁止

旭が丘小学校区　アサヒッ子

スポーツ・図書館・相談 

石垣池公園市民プールを
オープンします

11

12

図書館で借りた本の返却について

検診・相談・教室・予防接種

6.20
新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

夏休み親子水道教室を
開催します

　市民の皆さんに「水道水の
できるまで」の過程をご理解い
ただくため、親子で参加する水
道教室を開催します。ぜひご
参加ください。

　市内に在住の小学
4年生の児童とその保護者

　8月2日㈭・3日㈮ 9時
～16時

　水道施設の見学な
ど（水道局に集合し、バスで
市内を移動）

　各日50人（25組を予
定）（希望者多数の場合は
抽選）

　無料
　7月13日㈮（必着）ま

でに、往復はがきに次の事
項を記入の上、水道局へ（1
組につき1枚）。

○往信表面　〒510-0253 寺家
町1170番地 鈴鹿市水道局
「夏休み親子水道教室」係
○往信裏面　住所、親子の
氏名（ふりがな）、電話番
号、児童の通学校名

○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

※参加希望日があれば、往信裏
面にご記入ください。

　7月1日㈰～8月31日
㈮ 9時～17時

　高校生以上200円、
中学生以下100円

※いずれも2時間以内の料金で、
以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加算
します。

※小学生以下は保護者同伴でご
利用ください。

※飲食物の持ち込みは禁止です。
　石垣池公園運動施

設管理室（　383-9010）へ
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7月8日は
市民課日曜窓口を
お休みします

外国人住民の方へ
外国人登録証明書の
切り替え時期を
ご存知ですか

6月25日から7月1日までは
全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間です

　　

　市民課では、平日に市役所
へ来られない方のために、毎
週日曜日の9時から12時まで
窓口を開設していますが、7月
8日は窓口改修工事のため日
曜窓口を臨時でお休みします。
ご不便をおかけしますがご了
承ください。

　7月9日㈪から、外国人住民
の新しい在留管理制度がス
タートし、特別永住者の制度
も見直されます。
　新制度では、現在お持ち
の外国人登録証明書にかわ
り、在留カードまたは特別永
住者証明書が交付されます。
　対象となるのは、主に3カ月
を超える在留資格のある方
や特別永住者の方です（短
期滞在の方や在留の資格の
ない方などは対象になりませ
ん）。
　新制度導入後も一定の期
間、外国人登録証明書は在
留カードまたは特別永住者証
明書とみなされますが、みなさ
れる期間は在留の資格など
によって異なります。切り替え
時期と申請場所をご確認くだ
さい。

　地方入国管理局で手続き
をしてください。
○16歳以上の方：平成27年7
月8日まで
○16歳未満の方：平成27年7
月8日か16歳の誕生日のい
ずれか早い日まで

　市役所で手続きをしてくだ
さい。
○16歳以上の方：外国人登
録証明書の次回確認（切
替）申請期間の始期である
その方の誕生日まで
　 （次回確認（切替）申請期
間が、平成24年7月9日（施
行日）から3年以内に到来
する方については、施行日
から3年以内）
○16歳未満の方：16歳の誕
生日まで

　地方入国管理局で手続き
をしてください。
○16歳以上の方：在留期間
満了の日まで

○16歳未満の方：在留期間
満了の日か16歳の誕生日
のいずれか早い日まで

　法務省入国管理局
○新しい在留管理制度
　　http : //www. immi -
moj.go.jp/newimmiact_
1/index.html

○特別永住者制度　　　　
　ht tp : / /www . immi -
moj.go.jp/newimmiact_
2/index.html

○外国人在留総合インフォメ
ーションセンター　
　　0570-013904（平日8時
30分～17時15分）

※5月上旬に仮住民票記載事項
通知書を発送しました。外国人

住民の方で届いていない方
や、通知書の内容が実情と合
わない方は、至急、市民課へ

　「いじめ」「虐待」など子ども
に関するさまざまな人権侵害
の事案が依然数多く発生して
います。このような子どもをめぐ
る種々の人権問題の解決を
図るための取り組みを強化す
ることを目的として、今年度も
全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間を実施します。
期間中、子どもの人権に関す
る電話相談を行います。

　6月25日㈪～7月1日㈰ 
8時30分～19時

※土・日曜日は10時から17時まで
※全国共通フリーダイヤル、無料

※平成23年度中に法務省の人権
擁護機関が救済手続を開始し
た人権侵犯事件数は、22,168
件で、対前年比で472件（2.2
％）増加しました。事件の特徴
的な動向をみると、児童に対す
る暴行虐待が対前年比12.2％
増加し865件、学校における
「いじめ」に関する件数は対前
年比21.8％増加し、3,306件と
過去最高になりました。

子ども人権110番
津地方法務局人権擁護課

ぜろぜろなな の ひゃくとおばん

　0120（007）110

人KENまもる君

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん
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男女共同参画研修
参加補助金を交付します

【標語】「あなたがいる　わた
　しがいる　未来がある」
　市では期間中、男女共同
参画を分かりやすく説明した
パネルを展示します。一人一
人の取り組みが、男女共同参
画社会の実現につながります。
子どもたちの未来のためにも、
この機会に、男女共同参画の
大切さについて考えてみませ
んか。

　6月2 3日㈯～2 9日
㈮ 8時30分～17時15分
（土・日曜日は10時から17
時）
　市役所本館 15階

展望ロビー

　男女共同参画について学
習する機会を提供するために、
参加する研修費用の一部を
補助します。

　市内に在住か在勤
する20歳以上の方で男女
共同参画の推進や地域活
動に協力できる方

　日本女性会議、男
女共同参画宣言都市サミッ
ト、国立女性教育会館が行
う研修など

　研修参加費用の
2分の1の額
　若干名
　研修開催日の2カ月前

までに、男女共同参画課へ
※後日研修レポートを提出してい
ただきます。

　7月5日㈭13時30分
から

　男女共同参画センタ
ー 研修室1

　10人（先着順）
　会議開始15分前まで

に男女共同参画課へ

　6月24日㈰9時～16
時30分

　6月28日㈭・29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。

　下記のいずれかの方
○高等学校などの土木工学科
またはこれに相当する課程を
修了して卒業した方

○高等学校などを卒業した方で
排水設備工事などの設計ま
たは施工に1年以上の実務
経験を有する方

○排水設備工事などの設計ま
たは施工に2年以上の実務
経験を有する方

　11月14日㈬13時か
ら

県総合文化センタ－
（津市一身田上津部田
1234）

8,000円
7月2日㈪から8月31

日㈮までに、県内市町下水
道担当課か県内浄化センタ
ーに備え付けの申込書に必
要事項を記入の上、〒515-
0104 松阪市高須町3922
番地 (財)三重県下水道公
社 排水設備担当へ

　㈶三重県下水道公
社（　0598-53-2331）へ

　「クールアースデー(洞爺湖
サミット開催記念日)」にちなみ、
地球温暖化防止を目的として
本市においても夜間に市立公
共施設を一斉消灯します。
　皆さんの積極的な節電へ
の取り組みにご理解ご協力を
お願いします。

　6月27日㈬、7月11日
㈬、8月15日㈬、9月12日㈬
19時～22時

　市立公共施設
※緊急時、災害時、必須業務部署
では一部実施しない施設もあ
ります。

下水道排水設備
工事責任技術者試験を

行います

市立公共施設の一斉
ライトダウンを実施します

6月23日から29日までは
男女共同参画週間です

第3回男女共同参画審議会
が傍聴できます

納税の休日・夜間窓口を
開設します
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児童手当の現況届を
お忘れなく

平成24年度介護保険
負担限度額認定申請を

嘱託保健師を
募集します

公立保育所
嘱託保育士・嘱託用務員を

募集します

　　

　介護老人福祉施設（特別
養護老人ホーム）、介護老人
保健施設、介護療養型医療
施設、地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護、
短期入所生活介護・短期入
所療養介護（ショートステイ）
利用時の自己負担費用のうち、
食費、居住費（滞在費）につ
いて、次のいずれかの要件を
満たす方は、申請により負担
が軽減されます。

○生活保護の受給者
○本人と世帯全員が住民税
非課税で、老齢福祉年金
受給者

○本人と世帯全員が住民税
非課税で、〔合計所得金額
＋課税年金収入額〕が年額
80万円以下の方

○本人と世帯全員が住民税
非課税で、上記すべての要
件に該当しない方

　7月1日㈰～平成
25年6月30日㈰

　申請月の1日
～平成25年6月30日

※現在交付されている「介護保
険負担限度額認定証」の有
効期限は、「平成24年6月30
日」です。7月1日以降も継続
して認定を受けられる方は、
7月31日㈫までに介護保険
課に到着するよう申請を行っ
てください。早めに手続きを
お願いします。

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要
です。対象者には、既に郵送
で案内していますので、6月29
日㈮までに同封の返信用封
筒で提出してください。この届
け出をしないと、6月分以降の
手当の支給が停止されますの
でご注意ください。

　6月20日㈬から7月6
日㈮（土、日曜日を除く）8時
30分～17時15分までに、採
用試験申込書と小論文を直
接か郵送で、〒513-8701 子
育て支援課へ

※申込書と小論文の用紙は、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、80円切手を貼った
12cm×23㎝程度)を同封して
ください。

　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し
た方

　保育所での保育
　若干名

　昭和27年4月2日以
降生まれで、普通自動車免
許を取得した方

　保育所での用務・事
務補助業務

　1人

　書類選考

　7月22日㈰ 9時30分
から

　市役所本館12階
　会議室

　個別面接
※公立保育所の臨時保育士・延長
補助員の登録も随時受け付け
ています。

　昭和27年4月2日以
降の生まれの方で、保健師
資格を取得し、パソコン操
作ができる方

　子育て支援センター
で、保健に関する相談・指導

　1人
　6月20日㈬から7月6

日㈮（土、日曜日を除く）8時
30分～17時15分までに採
用試験申込書を直接または
郵送で、〒513-8701 子育
て支援課へ

※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、80円切
手を貼った12cm×23㎝程度)
を同封してください。

　7月22日㈰ 9時から
　市役所本館12階

　会議室
　個別面接
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

15億6,355万円

収益的収入

39億9,957万円38億8,600万円 38億4,000万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

11億9,726万円 26億7,416万円

15億3,556万円

38億4,951万円

19億4,960万円

36億5,306万円

19億9,248万円 10億6,971万円

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

　給水戸数は、平成24年3月31日現在8万1,354戸です。
また、総配水量は1,269万4,546㎥、一日平均配水量は6万9,369㎥
で、昨年同時期に比べると2.19％減少しています。
工事請負費の執行状況
○配水管布設・移設工事など　1億3,226万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　4億1,152万円
○配水管布設替工事など　6,862万円

平成23年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします

　鈴鹿市国民健康保
険に加入し、下記のいずれ
にも該当する方
○平成24年4月1日現在、40
歳以上 7 4 歳未満（昭和
13年4月3日から昭和47年
4月2日生まれ） の方
○平成23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

※本事業で過去3年間に当選さ
れた方は受診できません。

　8月1日㈬～平成
25年3月29日㈮

　鈴鹿中央総合
病院（250人）、鈴鹿回生病院
（90人）、塩川病院（280人）
（応募多数の場合は抽選）

　磁気共鳴コンピュ
ータ断層撮影装置による
検査（MRI）、磁気共鳴血
管撮影（MRA）を含む脳
ドック
※脳疾患で治療中の方や、体内に
金属類（心臓ペースメーカーな
ど）がある場合や閉所恐怖症の
方は受診できない場合がありま
す。

　2万円
　1万4,000円

　6月22日㈮から7月6
日㈮（17時必着）に、「脳ドッ
ク受診希望」と明記し、保
険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな)、
電話番号、希望する受診
医療機関名（第2希望ま

で）を記入の上、はがき（1
人 1枚）または封書で、〒
513-8701 保険年金課へ。
保険年金課・地区市民セン
ター窓口でも受け付けます。
※電話、ファクス、電子メールで
の申し込みはできません。

※当選者には、7月下旬に受診
券などを発送します。

　三重労働局では、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。

　毎月第3木曜日 9時
～16時

　三重労働局総務部
企画室（津市島崎町327-2 
津第二地方合同庁舎3階）
　無料
　三重労働局雇用均

等室（　059-226-2318）
※上記以外の日でも、個別に相談
をお受けしています。

　下記のいずれかの方
○平成24年4月1日において、
高等学校または中等教育
学校を卒業した日の翌日か
ら起算して3年を経過して
いない方および平成25年3
月までに高等学校または中
等教育学校を卒業する見
込みの方
○人事院が上記に掲げる者
に準ずると認める方

　インターネット申込
み：6月26日㈫～7月5日㈭　
郵送か持参：7月2日㈪～10
日㈫

　第1次試験：9月9日
㈰、第2次試験：10月18日㈭
から25日㈭までいずれか指
定する日

　名古屋国税局人事
第二課試験係（　052-951

　-3511（内線3450）　http:
　//www.nta.go.jp）

国保脳ドック受診希望者を
募集します

税務職員募集
(高校卒業程度)

パートタイム労働個別
相談コーナーを開設します

2012・6・20 5

電　話 電子メール ホームページファクス



催 し 物

庄内公民館で
巡回相談を行います

新たな鈴鹿市
道路整備プログラムを
公表しています

地域づくり活動団体紹介
パネル展を開催します

平成24年度
第1回野鳥観察会

山開き・海開きを
行います

　　

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします。

　7月5日㈭ 13時～15
時（予約不要）

○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があり
ます。

　本市では、市が整備を進め
る市内の幹線道路整備の指
標となる「鈴鹿市道路整備プ
ログラム」を平成14年に策定
し公表しましたが、昨今の公
共工事を取り巻く厳しい財政
状況や社会情勢の変化に対
応するよう、今回平成24年度
から平成33年度までの10年
間を計画期間とした見直しを
行い、新たな「鈴鹿市道路整
備プログラム」を策定し公表し
ています。
　詳しくは、市ホームページの
「鈴鹿市道路整備プログラ
ム」（　http : //www.c i ty .
suzuka.lg.jp/kouhou/gyo

sei/plan/keikaku/kakusy
u/index.html）か市政情報
課情報コーナー（市役所本
館4階）でご覧いただけます。
また、土木総務課（市役所本
館8階）で概要版を配布して
います。

　本市では、市民主体の地
域づくりの促進を図り、住民
自治が確立されたまちづくり
の推進を目的に、防犯・防災、
子育てや高齢者福祉などの
活動を行っている地域づくり
活動団体の事業の経費の一
部を補助しています。
　平成2 3年度に補助金の
交付を受けた団体の活動内
容を写真などで紹介するパ
ネル展を開催します。

　6月28日㈭～7月3日
㈫ 平日:8時30分～17時15
分、土・日曜日：10時～17時、
最終日：8時30分～15時

　市役所本館1階 市
民ギャラリー

　わが町加佐登ま
ちづくり委員会、鈴鹿市石
薬師地区明るいまちづくり
推進協議会、牧田地区地
域づくり協議会、稲生地区
地域づくり協議会、椿地区
まちづくり協議会、若松地
域づくり協議会、マイタウン
井田川まちづくり委員会、
庄内地区地域づくり協議
会設立準備委員会、天名
まちづくり協議会設立準備
委員会

　7月21日㈯ 10時～
12時

　鈴鹿青少年の森
（住吉町）

　野鳥についての座
学を行った後、公園内で野
鳥を観察します。

　無料
　30人（先着順）
　7月6日㈮17時15分

までに、住所、氏名、電話番
号、参加人数をはがき、電
話、ファクス、メールで環境
政策課へ

※後日、申込いただいた方に第1
回の詳細を連絡します。

※野鳥観察会は年3回計画で、第
2回：11月18日㈰（深谷公園）、
第3回：平成25年2月2日㈯（白
子漁港）を予定しています。

　7月1日㈰ 10時から
　小岐須渓谷山の家

　7月6日㈮ 9時30分
から

　千代崎海水浴場
※海水浴場開設期間は7月6日㈮
から8月26日㈰
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音楽プラネタリウム
七夕の物語とともに
楽しむライブ演奏

第2回金生水沼沢植物群落
観察会を開催します

かなしょうずしょうたく

キャンパスマルシェ
in 鈴国大

国際交流フェスタ
in 鈴国大

第15回図書館を使った
調べる学習コンクール
入賞作品展

　一般公募の演奏者の方々
による、心のこもったライブ演
奏をプラネタリウムに広がる満
天の星空を眺めながら、楽し
んでいただけます。
　また、七夕特別投映として、
七夕の伝説が生まれるきっか
けとなった広大な銀河の流れ、
天の川をつかさどる星々の様
子を紹介します。

　7月8日㈰
○1回目　10時30分～11時
30分（10時開場）、ゴスペ
ル（倉田啓子さん ほか）
○2回目　13時30分～14時
30分（13時開場）、サックス
（中村あずささん ほか）
○3回目　15時30分～16時
30分（15時開場）、バイオリ
ン・キーボード（長島あかね
さん ほか）

　文化会館 プラネタリ
ウム

　各回150人
　無料

※整理券が必要です。6月23日㈯
10時から、文化会館で配布しま
す（先着順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮
ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

　7月7日㈯（雨天決
行）8時30分（第1班）、10
時30分（第2班）

　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

○自家用車の方：飯野地区市
民センター（西條町463番
地）へ。第1班は8時、第2班
は10時に集合してください。

※集合後、沼沢近くの2カ所の駐
車場へ移動します（現地付近の
道路は駐車厳禁）。

○徒歩・自転車の方：開始時
刻までに直接沼沢へ

　受け付け順に、第1
班20人、第2班20人に割り
振ります。

※定員になり次第締切り
　水筒、タオル、帽子、

虫よけスプレーなど
※雨天時には雨具や長靴をご持
参ください。

　6月28日㈭8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで

　キャンパスマルシェとは、大
学の構内で地産の野菜や特
産品を販売することを通して、
地域の生産者と学生、さらに
は大学周辺の方々などとの交
流を図るものです。

　7月7日㈯ 11時～15時
　鈴鹿国際大学
　無料

　不要
　鈴鹿国際大学　

担当：捧
　（　372-2121　372-2827
　　sasage@m . suzuka -
　iu.ac.jp）

　学生と地域のさまざまな国
の人たちが集まって、国際理
解・交流活動発表会や交流
ゲームなど多文化理解を楽し
むイベントを開催します。

　7月7日㈯ 13時30分
～15時30分

　鈴鹿国際大学
　学生（留学生など）

による民族芸能披露、多文
化交流

　無料
　不要
　鈴鹿国際大学国際

交流フェスタ実行委員会
（　372-2121　372-2827
　　soumu@m . suzuka -
　iu.ac.jp）

　7月4日㈬～15日㈰
9時～19時（土・日曜日は17
時まで）

※7月9日㈪は休館です。
　図書館 1階閲覧室
　調べ学習の進め方

が一目で分かる、小学生
から社会人まで幅広い皆
さんの創意あふれる作品
の展示　

ささげ
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催 し 物

　　

　7月21日㈯ 9時～16
時（雨天決行）

　モーターランド鈴鹿
（三宅町3616）

　7月5日㈭までに、鈴
鹿モータースポーツ友の会
ホームページ（　ht tp : / /
　www.suzuka-msa . jp/）
から申込書をダウンロードし
て、ファクスで事務局（　
383 -7667）へ。定員になり
次第締切り。

　鈴鹿モータースポー
ツ友の会事務局（鈴鹿商工
会議所内）（　382-3222）

※昼食に地元食材を使ったお惣
菜バイキング（無料）がでます。

　フリー走行と1時間
耐久レース
　72人
　会員5,000円、非会

員8,000円（入会費・年会費
含む）

　小学生以下
　10人
　会員無料、非会員

3,000円（入会費・年会費含
む）

　東海3県各消防本部の救
助のスペシャリストが鈴鹿に
集まり、人命救助技術を競う
大会が開催されます。上位優
秀チームは8月に東京都で開
催される全国大会への出場
権が得られます。

　7月11日㈬ 9時～15
時（荒天順延7月12日㈭）

　県消防学校（石薬
師町452）
　無料

　すべての国民が犯罪や非
行の防止と罪を犯した人た
ちの更生について理解を深
め､それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行
のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。多
数の方のご来場をお待ちし
ています。

　7月1日㈰
　

○式典　13時～13時45分
（鈴鹿ハンター弁天広場）
　法務大臣メッセージ朗読・
伝達、よさこいダンス（めっち

ゃええやんずキッズ）による
合唱・ダンス

○啓発イベント　11時～14時
30分（鈴鹿ハンター弁天広
場）
　七夕の短冊作成、ヨーヨー
釣り、輪投げ、スーパーボー
ル釣り
○啓発活動　14時から（鈴
鹿ハンター弁天広場、イオン
モール鈴鹿、アピタ鈴鹿店）

　7月7日㈯ 13時～16時
　県総合文化センター 

第1・第2ギャラリー
　

○看護の仕事紹介と体験
　・ストレスチェックとストレスへ
　 の対応
　・分娩・妊婦体験、妊婦体
　 操、沐浴紹介と体験
　・家庭で出来る手当（看護）
　・認知症チェック
　・災害時活動報告、救急看
　 護など
○看護部活動紹介
　・県内の看護職の職場、地
　 域活動紹介
○看護学校への進路相談と
就職相談
　・看護への道をめざす方
  （中学生・高校生とその家族、 
　 進路指導教諭）への進路
　 相談
　・看護学生、潜在看護職へ
　 の就職相談
　・白衣の試着コーナー
○パフォーマンスタイム
　・よさこい、バンド演奏など

　公益社団法人三重
県看護協会 三重県ナースセ
ンター 森（　059-222-0466）

くらしの情報くらしの情報

鈴鹿モータースポーツ友の会
「カートミーティング」
参加者を募集します

第41回消防救助技術
東海地区指導会

第62回
「社会を明るくする運動」
強調月間啓発運動を

行います

みえ看護フェスタ2012
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　日々を大切に生き、時代を
記録する志を抱いた、近現代
作家の生涯を問います。

　7月11日㈬13時30分
～15時30分

　文化会館 さつきプ
ラザ

　樋口一葉「一葉日記
の虚構性あるいは物語性」、
石川啄木「若き生命に燃え
つきる」

　河原 徳子さん、清水 
信さん
　100人
　1,000円（当日支払）
　受講希望日・住所・

氏名・電話番号を記入の上、
はがき、ファクス、電子メール
で、鈴鹿市文化振興事業
団（〒513-0802 飯野寺家
町810）へ

※定員に満たない場合は、当日会
場でも受け付けます。

※全6回シリーズで、11月までの
第2水曜日に開催します。各回
のテーマなど詳しくは、鈴鹿市
文化振興事業団へ

　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
　 7月7日㈯と8日㈰
　・エクセル基礎　7月14日㈯
　 と15日㈰
○午後の部：13時30分から
　・ワード基礎　7月7日㈯と
　 8日㈰
　・ワード応用　7月14日㈯と
　 15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）

　6月27日㈬（平日10
時～18時）から電話で「す
ずかのぶどう（イオン白子店
3階）」 （　・　387-0767　
　387-0764）へ

　毎週、平日の月～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

※ノートＰＣ持込可、個別対応
　3時間1,500円
　電話ですずかのぶ

どうへ

　多くの人が勤務し、または
出入りする建物には防火管理
者を置かなければなりません。
また、大規模な建物の甲種防
火管理者は5年ごとに再講習
を受講しなければなりません。

　甲種再講習:8月8日
㈬14時～16時30分、甲種
新規:8月9日㈭・10日㈮10時
～16時30分、乙種:8月9日
㈭10時～16時30分

　消防本部4階 多目
的室（飯野寺家町217-1）

　甲種・乙種あわせて
100人、再講習30人（先着
順）

　甲種新規・乙種は
4,500円、再講習は1,300円
（テキスト代）

　7月9日㈪～20日㈮ 
平日8時30分～17時15分

※市ホームページか予防課にある
受講申込書に、必要事項を記
入し、裏面に氏名を記載した上
半身写真(パスポートサイズ・免
許証サイズどちらか1枚)を貼
付の上、予防課へ

※再講習は受付時に防火管理講
習(甲種新規・再講習)修了証の
提示が必要です。

※講習会場内での、喫煙・飲食は
出来ません。

講座・教室

鈴鹿市民大学文芸学科
｢日記文学｣

防火管理講習
(甲種新規・再講習・乙種)

はじめてのパソコン講座
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　夏にむけて体を鍛えてみま
せんか。トレーニングの基礎か
らしっかり身に付きます。お気
軽に参加してください。

　一般男女（トレーニ
ング初心者、基礎を知りた
い方など）

　7月10日㈫、17日㈫、
24日㈫のうちそれぞれ、13
時30分～14時30分、15時
30分～16時30分の２区分
のいずれか

　市立体育館 トレー
ニング室

　60分プログラム
○オリエンテーション5分
○ストレッチ15分
○有酸素運動20分
○ウエートトレーニング15分
○クールダウン5分
※内容はすべて予定

　一般利用券・会員回
数券など通常のトレーニン
グ室利用料金のみ

　なし
　不要

　事前に電話でお問い合わ
せの上、鈴鹿地域職業訓練
センターの窓口へお申し込み
ください。

　労働安全衛生法「アーク溶
接特別講習修了証」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。

　7月23日㈪～27日㈮ 
9時～17時

　1万円（別途教材費
1,050円）
　6月23日㈯から

　デジタルカメラの撮影、画像
データのパソコンへの取り込
み、画像データの修正と活用
を行います。

　7月24日㈫・25日㈬ 9
時～16時
　4,000円
　6月24日㈰から

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

　8月2日㈭・3日㈮ 8時
45分～17時

　8,000円（別途教材
費840円）
　7月2日㈪から

　労働安全衛生法「小型移
動式クレーン運転技能講習修

了証」取得講座です。
　

○学科　8月21日㈫・22日㈬ 
9時～17時15分
○実技　8月23日㈭か24日㈮
8時30分～18時

　2万2 ,600円（玉掛
技能講習修了者は 2 万
1,600円）

　6月21日㈭から
※実技は、津市の日本クレーン協
会で行います。

　労働安全衛生法「高所作
業車運転技能講習修了証」
取得講座です。
　作業床の高さが10ｍ以上
上昇する高所作業車の運転
に必要な資格を習得します。

　
○学科　9月7日㈮ 8時20分
～18時
○実技　9月8日㈯か9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）

　7月9日㈪から

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

初心者向け
トレーニング講習会

鈴鹿地域職業訓練センター
7・8月の講座
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　応急手当普及員講習の受
講者を募集します。この資格
を得ると、ご自身が所属する
組織の方などを対象に、普通
救命講習の指導ができます。

　市内に在住か在勤
で、この資格をお持ちでな
い方

　7月20日㈮～22日㈰
の3日間（各日9時～18時）

※3日間すべての受講が必要で
す。

　消防本部 4階
　多目的室（飯野寺家町
217-1）

　応急手当指導者
標準テキスト ガイドライン
2010対応（東京法令出版、
ISBN978-4-8090-2332-3、
3,570円）に沿って講習を行
いますので、事前にご自身

でご購入ください。消防本
部では販売していません。

　30人（先着順）
　6月25日㈪から7月

16日㈪までに、電話か直接、
中央消防署へ

　市内在住の小学生
以上

　7月14日㈯、15日㈰、
21日㈯、22日㈰、8月5日㈰、
11日㈯、12日㈰、25日㈯、26
日㈰ いずれも10時～12時

　サーキットボウル（鈴

鹿サーキット内）
　ルール説明、正しい

投げ方、ピンの狙い方など
の基礎知識（講習30分、実
践1時間30分）

　森 光幸プロ（第26期
生）、竹内 寿さん（サーキット
ボウルスタッフ）

　各日20人限定（先
着順）

　1人1回1,500円（受
講料、レンタルシューズ代、
保険料）

　鈴鹿市ボウリング協会
　サーキットボウル（稲

生町7992、　378-1111）へ
※「鈴鹿ボウリング教室申込み」
とお伝えください。

図書館で借りた本の返却について

図書館で借りた本を地区市民センター
へ返却できないでしょうか。地区市民セ

ンターと図書館をシステムでつなぎ、処理でき
るようにすることはできませんか。

現在、図書館では、地区市民センターと
の間に本の配送システムがないため、借

りていただいた本の返却は、原則、借りていた
だいたところに、お返しいただいています。
　なお、夜間や休館日で図書館が閉まっている
ときの本の返却は、「夜間返却口」で対応して
いますので、ご利用いただくようお願いします。
　また、図書館と地区市民センターを図書館シ
ステムでつなぎ、図書の返却を地区市民センタ
ーで処理できないかという意見については、今

年度から策定を予定している「図書館サービス
方針」の中で費用対効果を含めて検討していき
たいと考えています。

応急手当普及員講習

鈴鹿ボウリング教室
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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。

○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や、現在何らかの病気で治療中の方は検診の対象とならない場合

があります。かかりつけ医または健康づくり課にご相談ください。

7月17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
※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（内服が必要な方は主治医にご確認
ください）。

40人 受付中
（先着順）

相　談

保健
センター

̶̶7月27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

8月23日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

森　正博 医師（耳鼻咽喉科）
「気になる症状 めまいについて」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
５0人程度
（個別相談
は2人）（医師による講演会と

質疑応答、個別相談（ （ （
※個別相談の申し込みは、6月25日㈪から8月13日㈪までにお願いします。

7月10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、問診の結果などで必要な方に、当日に会場で容器をお渡しします。

100人 受付中
（先着順）

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

8月6日㈪、31日㈮、
9月12日㈬

13時～14時30分
900円

（70歳以上は500円）
20歳以上の女性

※生理日の方は受診できません。

各70人 6月20日㈬～29日㈮
（消印有効）

8月6日㈪、9月12日㈬
9時30分～11時、
13時～15時

保健センター

保健センター

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

6月20日㈬～29日㈮
（消印有効）

8月7日㈫、31日㈮、
9月5日㈬

9時30分～11時、13時～15時
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。

午前各40人
午後各40人

6月20日㈬～29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、
7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

　生後3カ月から接種できますので、主治医にご相談ください。国内でのポリオの流行をなくすため、不活化ポリ
オワクチンの導入まで接種を待つことはお勧めできません。ポリオワクチンを接種することが、ポリオを予防する
ための唯一の方法です。母子健康手帳、健康保険証、予診票を持って、実施医療機関で受けましょう。予診票が
お手元にない方は、健康づくり課または地区市民センターでお渡ししますので、母子健康手帳を持ってお越しくだ
さい。ポリオ予防接種を接種するお子さんの保護者の方で、昭和50年から52年までに生まれた方は、ポリオに
対する抗体保有率が低い年齢層であることが分かっています。該当する年齢層の保護者の方は、お子さんが予
防接種を受ける際に主治医にご相談ください。
対象年齢／生後3～90カ月未満　　　回　数／41日以上の間隔を空けて2回

　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、
訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育て情報誌の
提供などです。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7 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・・・7月8日㈰
　10時15分～16時、22日㈰、29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

材料費保健
センター

7月30日㈪
9時45分～12時

親子で手作りクッキング
体験4歳以上の就学前の子と

その保護者

6月29日㈮から
（先着順）15組

無料保健
センター

7月6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24年1月～3月生まれの
乳児をもつ初参加の方

6月26日㈫から
（先着順）30組

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

材料費保健
センター

7月17日㈫
9時4 5分～12時4 5分

元気な赤ちゃんを産むための
食事の講話と調理実習

無料保健
センター

7月2 3日㈪
13時～15時

65歳以上の市民 

6月20日㈬から
（先着順）30人

無料保健
センター

8月3日㈮
10時～11時3 0分

音楽療法でいきいき
元気に認知症予防65歳以上の市民 

6月20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

無料保健
センター

7月11日㈬、19日㈭、
24日㈫の全3回、
10時～11時30分

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

6月20日㈬から
（先着順）

受付中
（先着順）

30人

20人

教　室教　室

おいしく食べて健康コース
（栄養や口の健康についての
講話と簡単な調理実習）
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廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

14 2012・6・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

資源物を持ち去る行為は禁止です

集積所から資源物を持ち去るのは
ダメなの!?

　ダメです。集積所に出された資源物は、鈴
鹿市の貴重な歳入（財源）となります。

資源物の持ち去り行為についてQ&A

資源物持ち去り行為者への対応

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

ビニール傘は何ごみ？

もやせないごみ。認定袋からはみ出していても結構です。

Q

A

持ち去り行為を見かけたら
どうしたらいいの!?

　持ち去り行為者は乱暴な言動や、粗暴な
行為に及ぶ恐れがあります。直接声を掛けず
に、廃棄物対策課へ持ち去り行為者の情報
（車両情報や行為者の特徴など）を連絡して
ください。

Q

A

持ち去り行為をしたらどうなるの!?

　持ち去り行為は条例違反にあたります。行
為者は厳しい行政指導を受け、20万円以下
の罰金が科せられます。

Q

A

廃棄物対策課に連絡したら
どのような対応をしてくれるの!?

　持ち去り行為者がまだ現場にいる場合、すぐ
に駆け付けます。既に立ち去った場合は、目撃
情報（車両情報や行為者の特徴など）を、今
後のパトロールに役立てさせていただきます。

●持ち去り行為者は、以前はトラックの荷台に木質パ
　ネルを立てた車両で新聞などを収集していましたが、
　最近は大型のバンなどで収集する傾向にあります。
●今後も引き続き職員によるパトロールを実施します。持
　ち去り行為者の情報を廃棄物対策課へお寄せくだ
　さい。

Q

A

市民からの情報提供

パトロール、監視

行政指導

告  発

平成23年度パトロール実績
警告書による行政指導者数　　　　　13件
命令書による行政指導者数　　　  　　2件



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 9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 市役所本館12階会議室
巡回相談 5日 13：00～15：00 庄内公民館

人権相談 10日 10：00～15：00 旭が丘公民館 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 5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 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　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

3・5・6・10・12・13・
19・20・24・26・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　９日㈪ 休館日　９日㈪●市立体育館 ●市武道館 7

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

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

3・12・19日
4・10・11日
20日
23・25・31日
18日
1・4・7・8・20・27・31日
2・6・22・28日
5・14・21日
13日

15・23日

24・25日
2・12・19日
3・10日
4日
11・18・20日

17日

26日
27日
1・8・27日
13日

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

1日
2～7・9～21・23～28・30・31日
1日
2・6・7・9・13～16・20・21・23・27・28・30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

2～5・9～12・16～19・23～26・30・31日
1日
3～7・10～12・15・17～20・24～28・31日
13・14・21日

7月

7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。

海の日

7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

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

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

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

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

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㈮

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

31

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

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

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

1・8・15・22・23日
2・3・10・29・30日
5・6・11～13日
7・26・28日
14・16・24日
17～20日

31日

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

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

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

1日
2～6・8・10～13・15～20・22～27・29～31日

7・14・21・28日372-2285 372-2250
　2日㈪・3日㈫・4日㈬
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　「アサヒッ子」は、おおとり保育園の一室をお借りして平成19

年に開所しました。現在は1年生から3年生まで25人の児童が在

籍しています。夏休みには40人以上になります。

　小学校から少し距離がある道を、1年生をはじめみんな元気に

やってきます。途中でけんかをして泣いたり、擦り傷を作ってき

たり、すぐさまトイレに駆け込む子もいます。宿題に対しては、

黙々と取り組む子、何回注意しても遊びを優先させる子、お迎え

ぎりぎりで終わらせる子など、いろいろです。宿題以外の時間で

は、男の子はブロックやパズル、カードゲームをして遊びます。

女の子は折り紙やお絵かき、お店屋さんごっこが多いです。

　子どもたちの楽しそうな声を聞き、笑顔を見ると、もっと頑張ってもっと楽しい場所にしたいと

思います。仲良くいじめのない「大家族」として過ごす中で、少しずつしっかりしたお兄さん、お

姉さんに成長していく姿を目の当たりにできるのはうれしいことです。私たち指導員も経験を積

みながら一緒に成長していけたらと思っています。子どもたちには、困っている子や泣いている子

がいたら「どうしたの？」とやさしく声を掛けられる子、誰にでもやさしく思いやりのある子ども

になってほしいです。そのために私たちも努力を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
5

○6月21日（木）～30日（土）『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○7月 1日（日）～10日（火）『ベルディ便り』…青少年の健全育成
○7月11日（水）～20日（金）『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

旭が丘小学校区放課後児童クラブ
アサヒッ子

旭が丘小学校区放課後児童クラブ
アサヒッ子 386-2611 386-2641

白子町2006-1

（　）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/3件、うち建物2件（20件、27件減） 出動数/669件（3,374件、325件増）

人口/202,569人（242人増） 男性/101,295人（154人増） 女性/101,274人（88人増） 世帯数/81,930世帯（219世帯増）

事故数/541件、うち人身事故85件（2,792件、210件増） 死者数/0人（4人、1人増） 傷者数/115人（550人、85人減）

～


