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新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

教育講演会

教育研究所　 382-9056　 383-7867

　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

第14回バイクで
あいたいパレード2012

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報

　栗原慎二さん（広島大学大
学院教育学研究科教授）によ
る講演会を開催します。
　市内の幼稚園・小中学校の
教職員が集い、学校における
集団生活に困り感をもつ子ども
たちへの支援について学びま
す。一般の方も参加できますの
で、ぜひお越しください。
と　き　7月26日㈭ 13時30
分～16時30分

ところ　市民会館
テーマ　誰もが行きたくなる学
校を創る～これからの生徒
指導と教育相談～

と　き　7月28日㈯　13時～
19時30分

※バイクパレードは18時15分出
発予定です。

ところ　鈴鹿ハンター特設会
場

※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(右の地図参照)。

内　容　全国各地から集まっ
た過去最大数のバイクが、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。

※パレードコースや周辺道路は、
18時15分から交通規制により
渋滞が予想されます。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（　382-3222　担当：
川口・高橋）
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子どもの生活習慣病に
かかわる健康相談会

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

放課後児童クラブの児童と指導員を募集します
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない、小学校に就学している児童を対
象に、授業の終了後から18時ごろまで、保護者に代わって児童をお預かりする場です。
　現在、下記◎印の児童クラブで、児童と子ども好きの指導員を募集しています。
※掲載時点で募集を締め切っている場合もありますので、希望者は、直接施設へお問い合わせください。

名　　　　称 学校区

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 白子

住　　　　所

白子二丁目7-38

電話番号

388-2774

指導員募集

◎

郡山地区児童クラブ
サンキッズ・サンキッズⅡ

郡山 郡山町729－1 372-2084 ◎

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目4-29 367-1711 ◎ ◎

ながさわ保育会　元気っ子クラブ 深伊沢 長沢町1095 371-0151 ◎

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 庄野 庄野東二丁目5-35 379-0811 ◎

平成の寺小屋　神戸みらい塾 神戸 神戸二丁目20-8 382-3708 ◎

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 一ノ宮 高岡町2665-2 369-2780 ◎ ◎

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子 旭が丘 白子町2006-1 386-2611 ◎

玉垣小学校区放課後児童クラブ
玉垣学童保育所

玉垣 東玉垣町1386-2 382－5522 ◎

児童募集

　　

　5月25日に、文化会館けやき
ホールで行われ、事業計画な
どの各議案が承認されました。
 また、次の方々が正副会長と
して承認されました。
○会長
　北川 正敏さん（白子新生
町二丁目自治会）
○副会長
　上條 好三さん（岸岡団地
自治会）
　成田 守弘さん（大池町第
二自治会）
　田中 龍雄さん（木田町自
治会）
　市川 信博さん（御薗町自
治会）

　豊田 昭三さん（三畑町自
治会）

◆休日窓口

と　き　7月29日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　7月30日㈪・31日㈫
　17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
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

　近頃、生活習慣病の発症
が低年齢化しています。日々
の乱れた生活習慣の積み重
ねが、生活習慣病の要因を招
くと言われています。
　子どものうちに正しい生活
習慣を身に付けられるように、
小児科医・栄養教諭が生活
行動の見直し、栄養指導など
を行い、健康管理の方法をア
ドバイスします。
対　象　市内の小中学生と
保護者

と　き　7月31日㈫　10時～
16時

ところ　保健センター
内　容　生活習慣病にかか
わる予約制個別相談会

定　員　11人
参加料　無料
申込み　学校教育課へ

鈴鹿市自治会連合会総会が
開催されました

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@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
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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

　千代崎海水浴場・鼓ヶ浦海
水浴場の開設に伴い、周辺
道路の交通規制と駐車場の
開設を行います。
◆交通規制

と　き　7月21日㈯～8月26日
㈰　各日9時～17時

ところ　千代崎海水浴場・鼓
ヶ浦海水浴場周辺道路

内　容　千代崎：通行禁止、駐
車禁止　鼓ヶ浦：駐車禁止

◆駐車場開設

と　き　8月26日㈰まで　各
日9時～17時

ところ　千代崎駐車場、鼓ヶ
浦第一・第二駐車場

料　金　普通車：500円　大
型車：160 0円　自動二輪
車：100円

※海水浴場へお越しの際は、当
駐車場をご利用ください

問合せ　千代崎観光協会
（　388 -0206）、鼓ヶ浦観
光協会（　388-0205）

　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

　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。海
外の研修生を受け入れ、日本
の生活を体験させていただけ
るご家庭を募集します。会話
は英語です。
と　き　10月13日㈯・14日㈰
（1泊2日）
申込み　8月2 0日㈪までに、
（公財）国際交通安全学会 
I A T S Sフォーラム（ 　
370-0511）へ

※応募多数の場合抽選

　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。
　内閣府では、北方領土返
還に向けた思いを書いたメッ
セージフリップを掲げたスナッ
プ写真を募集しています。詳
しくは、内閣府のホームページ
をご覧ください。

問合せ　内閣府北方対策本
部啓発係（　03-5253-2111
内線 44488・44489）

　夏季（7月～9月）は、冷房の
利用などでエネルギー消費が
増大します。特に、平日の日中
（13時～16時頃）に最大ピー
クとなる傾向にあり、この時間
帯の節電が重要です。
　家電製品を上手に使うこと
で、効果的に節電ができます。
熱中症などに十分注意し、無
理のない範囲で節電にご協
力ください。
○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
・室内温度は適温に保つ
○冷蔵庫で節電

・ドアを開けている時間を短
く、余分な開閉はしない
・物を詰め込みすぎない
・熱いものは冷ましてから入
れる
・壁から適切な間隔で設置
する

○照明で節電

・照明器具の掃除をする
・点灯時間を短くする
・待機消費電力を削減する
・省エネ型の照明器具に買
換える

○テレビで節電

・テレビを見ないときは消す
・画面を掃除する
・音量は不必要に大きくしない
・画面は明るくしすぎない

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

千代崎・鼓ヶ浦
海水浴場周辺の

交通規制と駐車場開設

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

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
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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

自衛官を募集します

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

市所有財産を
一般競争入札により
売却します

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@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

リサイクルフェアを
廃止します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　　

所在地　東玉垣町字門田
500番54

地　目　雑種地
地　積　31.24㎡
用途地域　第1種中高層住居
専用地域

予定価格（売却最低価格）　
865,972円

◆入札

と　き　8月27日㈪　10時から
ところ　市役所本館10階　
1004入札室

申込み　7月30日㈪から8月
21日㈫ （土・日曜日を除く）ま
での9時から17時までに、直
接、人権政策課へ

※郵送による申し込みはできま
せん。

※入札参加資格など申し込みに
ついて詳しくは、人権政策課へ

◆現地説明会

と　き　7月30日㈪　10時から
ところ　売却物件所在地

　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にＡＥＤを
貸し出しています。
対　象　イベントなどを行う団
体に属する20歳以上の方

※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、ＡＥＤ

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　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。

※貸し出し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、貸し出しを受けた団体
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。

　昭和60年から開催してい
た「リサイクルフェア」は今年
度から廃止します。
　再利用可能な用品などを
回収し、無料で提供してきまし
たが、近年は衣類のみの回
収・出品になっていました。

　衣類は「資源ごみＢ」として
回収があり、リサイクルショップ
での引き取りなど、リサイクルル
ートも確立されています。その
ため、開始当初の目的であっ
た、ごみ減量化・資源化の意
識を高めることについては、一
定の効果が得られたと考え、
廃止することになりました。
　リサイクルフェアのために衣
類を取っておいていただいて
いる方は、今後は「資源ごみ
Ｂ」として出すか、その他のリ
サイクルルートに出してくださ
い。
　また、市ホームページ上で
不用品のリサイクルを仲介す
る電子掲示板「リサイクルくる
くる市場」もご利用ください。

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
（　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））

◆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　高卒（見込み含む）
で21歳未満

申込み　8月1日㈬～9月7日㈮
試験日　1次：9月22日㈯
試験会場　久居駐屯地
◆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
申込み　8月1日㈬～9月7日㈮
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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

試験日　1次：9月17日（月・祝）
試験会場　県四日市庁舎か
久居駐屯地

◆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
申込み　男子：随時　女子：8
月1日㈬～9月7日㈮

試験日　男子：受け付け時に
案内　女子：9月23日㈰～
26日㈬の1日

試験会場　男子：県四日市庁
舎か久居駐屯地　女子：久
居駐屯地

◆自衛隊採用制度説明会

と　き　8月4日㈯、25日㈯、9
月1日㈯　10時～16時

ところ　神戸コミュニティセン
ター

　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。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が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。
○管理が簡単です。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。

問合せ　中小企業退職金共済
事業本部（　03-6907-1234）、
名古屋退職金相談コーナー
（　052-856-8151）

　9月20日の「バスの日」を記
念して、三重県バス協会がバ
スの絵コンテストを行います。
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）

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」
規　定　四つ切りサイズ（382
　mm×542mm）の画用紙。
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6
日㈭必着

応募先

○郵便の場合　〒514-8799
津市中央1-1　日本郵便　
津支店留　公益社団法人
三重県バス協会「バスの絵
コンテスト募集係」へ
○宅配便などの場合　〒

514-0303　津市雲出長常
町1190-1　（公社）三重県
バス協会「バスの絵コンテ
スト募集係」へ

問合せ　（公社）三重県バス
協会（　0 5 9 - 2 3 4 - 1 1 0 1
　059-234-0616）

※三重県バス協会ホームページ
もご覧ください。

　9月15日㈯から17日（月・祝）
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今年も募
集します。
対　象　高校生以上の方
内　容　当日の体験搭乗やイ
ベント運営のサポート

申込み　8月21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
○事前にボランティアを対象
に無料熱気球教室を行い
ます。

と　き　8月26日㈰　午前6
時から

ところ　鈴鹿川河川緑地

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

中小企業退職金共済制度を
ご存知ですか

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

バスの絵を募集します

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
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鈴鹿市男女共同参画
都市宣言(案)への
意見を募集します

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

技術相談会

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　　

　市では、市民、事業者、市
が一体となって、鈴鹿市男女
共同参画推進条例と鈴鹿市
男女共同参画基本計画をより
一層力強く推進していくため
の決意表明として都市宣言を
行う予定です。その案に対す
るご意見を募集します。
意見提出できる方　市内に
住所を有する方

募集期間　7月21日㈯～8月
20日㈪

閲覧場所　男女共同参画課
（男女共同参画センター内）、
市政情報課、地区市民セン
ター、市および男女共同参
画センターホームページ

提出方法　件名「男女共同
参画都市宣言(案)に関す
る意見」、住所、氏名、ご意
見を記入の上、郵送、ファク
ス、電子メールまたは直接、
男女共同参画課へ。様式
は問いません。

※提出いただいたご意見は、
個人が特定できないように
類型化してまとめ、回答とと
もに、男女共同参画センタ
ーホームページなどで公表
します。個別には回答しませ
ん。

※都市宣言に直接関係のない
ご意見については、一般的な
市へのご意見として取り扱
わせていただきます。

※月曜日は、男女共同参画セン
ターは休館です。

　これまで、他市町村に住所
を移した場合、住民基本台帳
カードは失効しましたが、7月9
日から継続利用が可能になり
ました。
　住民基本台帳カードをお持
ちの方は転出する際に窓口で
お尋ねください。
　なお、電子証明書はこれま
でどおり住所が移った時点で
失効します。

　国民年金保険料の口座振
替納付での当月末納付（当
月末振替の早割り）は、毎月
納付（翌月末振替）・毎月現
金納付の保険料より50円割
安になります。1年・6カ月（上
半期4月～9月・下半期10月～
翌年3月）前納も、口座振替で
納めると現金前納より安くなり
ます。
　口座振替手続きは、年金手
帳（基礎年金番号が分かる
物）・預金通帳・通帳登録印を
持参の上、金融機関でお願
いします。下半期6カ月前納
（10月分～翌年3月分）の手
続きは平成24年8月中旬まで
にお申し込みください。納付書
の毎月納付より合計で1,020
円安くなります。
問合せ　津年金事務所　国
民年金課（　059-228-9188）

と　き　8月4日㈯（雨天決
行）8時30分（第1班）、10
時30分（第2班）

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

集　合

○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

定　員　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
持ち物　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。

申込み　7月27日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで

対　象　中小企業
と　き　9月10日㈪、10月9日
㈫、11月12日㈪　15時～
17時

ところ　鈴鹿工業高等専門
学校　共同研究推進セン
ター　会議室

内　容　技術や製品の課題、

国民年金保険料の
お支払いは

便利な口座振替の
ご利用を

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

住民基本台帳カードの
継続利用が

可能になりました

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

第3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
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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

第12回夏の鈴鹿川体験

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿自然観察会
～夏の鈴鹿の海～

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

材料や加工などの相談
対応者　澄野 久生さん（鈴鹿
工業高等専門学校　客員
教授）ほか

参加料　無料
申込み　各相談日の2週間前
までに、百五銀行各支店へ

問合せ　百五銀行　営業渉
外部地域貢献課（　059-

　223 -2365）

と　き　7月22日㈰～8月31
日㈮

ところ　考古博物館講堂、
ホール、玄関前など

参加料　材料費
※各講座とも定員あり、応募多数
の場合は抽選

※小学3年生以下は必ず保護者
が同伴

◆体験学習

・  勾玉・土笛作り
　毎日開催（休館日を除く）
　受付け：9時～10時、13時
～14時

・  火おこし体験
　毎日開催（休館日、期日限
定講座開催日、悪天候時を
除く）
　受付け：11時～11時15分、
15時～15時15分

◆期日限定講座

対　象　小・中学生
受付け　午前の部：9時～9時
15分、午後の部：13時～13
時15分

・ アンギンを作ろう　小学5年
生以上　7月26日㈭午前

・ 万華鏡を作ろう　7月28日㈯
午前・午後

・ カゴを編もう　小学5年生以
上　巻き編み：7月31日㈫午
前、あじろ編み：8月1日㈬午前

・ 古墳時代のアクセサリー（垂
飾付耳飾）を作ろう　8月9
日㈭午前・午後

・ 虫カゴを編もう　8月11日㈯
午前・午後

・ 古墳模型を作ろう　小学5
年生以上　8月22日㈬午
前・午後

◆磐城山遺跡見学会

と　き　8月19日㈰
集　合　9時に博物館駐車場

と　き　8月19日㈰　10時～
15時

※悪天候の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）

内　容　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
災食の試食など

◆川歩き体験

内　容　水生生物や水辺の
植物の採集・観察

※小学生以下は保護者同伴
申込み　川歩き体験のみ事
前申し込みが必要です。8
月10日㈮（消印有効）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、希望時
間（10時30分、11時30分、

　12時30分、13時30分）を記
入の上、はがき、ファクス、電
子メールのいずれかで、
NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどう「夏の鈴鹿
川体験」実行委員会（〒
510-0241　白子駅前9-20
　・　387-0767　 budou
　@mecha.ne.jp）へ
※当日の川歩き体験補助、運営手
伝いのボランティアも募集して
います。

対　象　小学生以上の子ど
もと保護者
※小学生だけの参加はできませ
ん。

と　き　8月17日㈮　10時～
12時（少雨決行）

ところ　三重県水産研究所
鈴鹿水産研究室（白子一
丁目6277-4）

内　容　海の生物について
学習した後、鼓ヶ浦海岸な
どで生物を観察します。

参加料　無料
定　員　30人（先着順）
持ち物　タオル、飲み物など
服　装　帽子（必須）、ぬれ
てもいい服装

申込み　8月3日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を電
話、ファクス、電子メールの
いずれかで環境政策課へ
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対　象　小学生とその保護者
※児童だけの参加はできません。
と　き　8月2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　20組（1組4人まで）
参加料　望遠鏡1台53 0円
（当日払い）
整理券　7月24日㈫10時から、
文化会館で配布（先着順）

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　7月28日㈯　19時～
20時30分

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・月・火星・
土星の解説と観望

定　員　150人（先着順）
参加費　無料

申込み　当日18時30分から、
文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーへ

※曇天、雨天時は中止。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。

　司法書士による無料相談
会を開催します。予約は不要
です。
と　き　8月18日（土）　9時
30分～12時（最終受付は
11時30分）

ところ　男女共同参画セン
ター　ジェフリーすずか

内　容　相続登記をはじめと
した、遺言、遺産分割協議
など相続に関する相談、贈
与・担保権抹消など権利に
関する登記の相談、会社・
法人登記に関する相談、簡
易裁判所の訴訟手続に関
する相談、多重債務の相談、
成年後見に関する相談な
ど

問合せ　三重県司法書士会　
鈴亀支部（　0595-96-8222）

　この映画は、1人の少年が
お菓子に生きる希望を見い出
し、人々の優しい心に支えら
れて生きる姿を描いています。
宮城県石巻市で撮影されま
したが、映画の完成直後に東
日本大震災が起こり、映画の
中に見られる美しい風景は失
われ、出演した街の人々も被
災されました。被災地の復興
支援のため、上映会を開催し
ます。
キャスト　吉井一肇、いしだ
あゆみ、遠藤憲一、高橋恵
子、三上寛ほか

と　き　
○8月1日㈬・2日㈭　①10時
から、②13時から、③15時
30分から
○8月3日㈮　①10時から、②
13時から、③15時30分から、
④18時から

※1日①はオープニングセレモ
ニー、3日④は三上寛さんによ
るミニライブを同時開催

ところ　文化会館　けやき
ホール

定　員　1上映500人(全席自
由)

入場料　前売券：1,000円、当
日券：一般1,500円、小中高
生800円

※入場券1枚につき150円を被災
地へ寄付します。

チケット　文化会館、市民
会館、社会福祉センターで
購入できます。

※エクレールホームページ
(　http ://www.ec la i r -
okashi.com/)もご覧くださ
い。

映画上映会
エクレール・お菓子放浪記

生活支援課　 382-9012　 382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

望遠鏡を作って
本物の月を見よう

文化会館　 382-8111　 382-8580

　bunka@city.suzuka.lg.jp

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう！～

文化会館　 382-8111　 382-8580

　bunka@city.suzuka.lg.jp

司法書士無料相談会

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp　
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県営鈴鹿スポーツガーデン
夏休みプールイベント

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

鈴鹿市
要保護児童等・ＤＶ対策
地域協議会講演会

子育て支援課　 382-9140　 382-9142

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

こども防犯課外授業

体育館　 387-6006 　387-6008

　身の回りにひそむさまざま
な危険から自ら身を守るため
の知識を身につけていただく
ための教室です。講師には、
ＡＬＳＯＫ三重総合警備保障
㈱からプロの警備員を迎えま
す。
対　象　小学生
と　き　8月24日(金)　13時
30分～14時30分

ところ　市立体育館　大会
議室

定　員　20人
参加費　無料
申込み　7月20日㈮から8月
17日㈮までに、直接、体育
館へ

主　催　三幸・スポーツマック
ス共同事業体

　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が
当たります。市内の施設から
始めてはいかがでしょうか。
と　き　7月21日㈯～9月30
日㈰

市内の施設

○清水醸造㈱　昭和蔵　平

成蔵（　385-0011）
○庄野宿資料館（　3 7 0 -
　2555）
○大黒屋光太夫記念館（　
385-3797）
○伝統産業会館（　38 6 -
　7511）
○伊勢型紙資料館（　368-
　0240）
○佐佐木信綱記念館（　
374-3140）
○考古博物館（　374-1994）
問合せ　㈳三重県観光連盟
（　059-224-5904）
　h t t p : / / www . a i c h i -
　 k a n k o . j p / s t a m p /
※公式ホームページもご覧くださ
い。

※パンフレットとラリーカードは、商
業観光課、参加施設、公式ホー
ムページで入手できます。

※窓口での配布数には限りがあり
ます。

◆夏だっ！プールだ！ちび

っこ祭りだ！ 

　流水プールを演出。その他
イベントがたくさんあります。
と　き　7月22日㈰、8月11日
㈯・12日㈰・24日㈮　13時
～15時

◆幼児用プール開設 
　芝生広場（屋外）に幼児用
プールを開設します。おむつが

とれていないお子さまもご利用
できます。
と　き　7月21日㈯～8月31
日㈮　9時30分～17時

◆浮き輪が使用できます

　直径60㎝以下のドーナツ
型に限り、25ｍプール子ども優
先コースで浮き輪が使えます。
と　き　7月21日㈯～8月31
日㈮

　児童虐待の未然防止、地
域の支援体制のもとでの児童
の健全育成について講演会
を開催します。
と　き　8月9日㈭　13時30
分～15時30分

ところ　ふれあいホール
テーマ　児童虐待の現状と
地域での支援

講　師　津﨑 哲郎さん（花園
大学社会福祉学部特任教
授）

定　員　200人
参加料　無料
申込み　8月2日㈭までに、電
話で子ども家庭支援室へ

愛知・岐阜・三重
産業観光スタンプラリー
2012が開催されます

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp
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と　き　8月25日㈯　10時～
11時30分（9時30分受付
開始）

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

テーマ　日本人はあまりにも
中国人を知らない。今だか
ら言える中国本音事情

講　師　吉川 友公さん
※日系企業の中国進出のサポート
や各省で日本学科を開講され
ました。

参加料　無料
申込み　8月17日㈮までに、住
所、氏名、電話番号を、ファ
クス、電子メール、電話のい
ずれかで㈶鈴鹿国際交流
協会へ

申込み　フォークリフト技能講
習以外は受講開始日の1カ
月前から受け付けます。事
前に電話でお問い合わせ
の上、鈴鹿地域職業訓練
センター窓口へ

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint　初級)

と　き　8月20日㈪・22日㈬・
24日㈮・27日㈪全4日　18
時～21時

受講料　4,000円
◆アーク溶接特別教育

と　き　8月21日㈫～23日㈭
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆玉掛技能講習

と　き　学科：8月27日㈪・28
日㈫　実技：8月29日㈬・30
日㈭・31日㈮の中で選択　
8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Ｗｏｒｄ初級

と　き　9月4日㈫・5日㈬　9
時～16時

受講料　4,000円
◆ＪＷ＿Ｃａｄ入門

と　き　9月11日㈫～13日㈭
　9時～16時

受講料　6,000円（別途教材
費3,360円）

◆外国人向け「ガス溶接技

能講習」

対　象　18歳以上で、日本語
で日常会話ができる方

と　き　9月19日㈬～21日㈮
　8時30分～17時

受講料　1万円（別途教材費
840円）

※学科講習にはポルトガル語の通
訳がつきます。

◆フォークリフト運転技能

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18日㈫　8時
20分～17時30分
○実技講習：Ⅰコース　9月23

日㈰・29日㈯・30日㈰、Ⅱコー
ス　9月19日㈬～21日㈮、Ⅲ
コース　9月25日㈫～27日
㈭　8時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　3コースとも8月1日㈬
8時30分から受け付け

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　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　8月
11日㈯と12日㈰

・ ワード基礎　8月25日㈯と26
日㈰
○午後の部：13時30分から
・ エクセル基礎　8月11日㈯と
12日㈰

・ エクセル応用　8月25日㈯と
26日㈰

ところ　図書館2階視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講)

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

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（イオン白子店
3階）」 （　・　387-0767、
　387-0764）へ

◆IT講習

と　き　毎週、平日の月～金

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

国際理解セミナー

（財）鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

鈴鹿地域職業訓練センター
8、9月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/

はじめてのパソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp
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曜日　9時30分から、13時
30分から

ところ　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

内　容　インターネット・メール
講座

※ノートＰＣ持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶ
どうへ

　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。
と　き　8月8日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　小津 安二郎「巨匠
小津監督、銀幕の裏側」　
野上 弥生子「関東大震災
から読む」

講　師　福島 礼子さん、奥 
貞二さん

定　員　100人
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　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
ールなどで、〒513-0802　
飯野寺家町810　㈶鈴鹿
市文化振興事業団へ。定
員に満たない場合、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、同事業
団へ

人事課　 382-9037　 382-2219       

jinji@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

窓口業務の延長について

　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。

頻繁に証明書などの発行をしていただく
わけではないですが、いざ証明などを取

得しようとすると、郵送は面倒で仕事を休まない
と取れそうもないです。普段仕事をしている市
民にとって何が必要で、どうすればより良い行
政サービスになるのかを本当に検討をされてい
るのか疑問です。
　必要な部署を検討していただき、特定曜日で
1時間から2時間の業務延長ができませんか。

現在、鈴鹿市では下記の時間外窓口を
開設しています。

○引越しなど異動の多い3月や4月に、市民　
課・保険年金課・子育て支援課・学校教育
課・納税課・市民税課の6つの部署で、特別
日曜窓口を開設
○市民課で日曜窓口（一部証明書の発行を除
く）を一年中開設
○納税課で、平日夜間窓口や休日窓口を開設
○休日や夜間に、出生届・婚姻届・死亡届など

　の戸籍届を、市役所本館の中央防災管理セ
ンターで受け付け
○市内6カ所の消防署で事前予約することで、休
日や夜間に住民票の写しの受け取りが可能

　以上のような時間外窓口サービスを開設して
いますが、今後も日曜窓口における所得証明や
納税証明などの発行も含め、より良い市民サービ
スの提供に向け取り組むとともに、住民満足度向
上に努めていきます。

鈴鹿市民大学文芸学科
｢日記文学｣

（財）鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net

※各時間外窓口に
ついては、市ホー
ムページをご覧
いただくか各担
当課へお問い合
わせください。
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検　診検　診
肺がん・胃がん検診の申し込みは、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。

※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（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）。

○市内に住民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。

9月21日㈮
9時～11時 保健センター

胃がん
（バリウムによる）

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。
※胃・大腸の手術を受けた方は受診できません。
※問診の結果、受診ができない場合があります。
※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24日㈫から
（先着順）

　　　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年以内です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

　　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。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

相　談

保健
センター

̶̶8月24日㈮
9時30分～11時

すくすく広場
（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

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。

市役所
本館12階
1203会議室

9月20日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

森本 義典医師（精神科）
「こころの健康 うつについて」
（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）（

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（ （ （

※個別相談の申し込みは、7月24日㈫から9月10日㈪までにお願いします。

9月19日㈬
9時～11時 保健センター肺がん 

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 7月24日㈫から
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申込み（電話予約制）検 診／ 対 象
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予防接種予防接種
■ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンの接種費用の助成について

　平成25年3月31日まで、厚生労働省の示す基準に合う方への接種の費用助成を実施しています。
【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、平成24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（お手元にない方は健
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。

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

材料費保健
センター

8月6日㈪または20日㈪
9時45分～12時

親子でクッキング体験
（軽い食事とおやつ）

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
（先着順）

各
15組

無料保健
センター

8月7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24年2月～4月生まれの
乳児をもつ初参加の方

7月25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

無料保健
センター

8月2 0日㈪
13時～15時

「やせる！カラダの
作り方」入門編

（メタボ予防教室）
65歳くらいまでで
体重を減らしたい方
（生活習慣病の治
療中の方は除く） 

7月20日㈮から
（先着順）

各
20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

①男性のみ　9月19日㈬、  
　26日㈬の2回シリーズ
②男女とも　10月4日㈭、
　17日㈬の2回シリーズ
※時間はいずれも13時
　30分～15時30分

健康運動指導士による
体操やゲームなど

「脱メタボのための運動
教室」効果的な筋トレ・ス
トレッチ、はやりのスロー
ジョギング体験など

健康広場
（いきいきからだ編）
65歳以上で医師からの
運動制限がない方

7月20日㈮から
（先着順）30人

健康診査健康診査

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○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

○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

　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

　　　　　イオンモール鈴鹿・・・8月11日㈯、12日㈰、14日㈫、15日㈬、19日㈰
　アピタ鈴鹿店・・・8月30日㈭　時間はいずれも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。

とき・ところ

保健センター地図

■すくすくファミリー教室

教　室教　室 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。

問合せ　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632
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一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・22・30日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 6日 13：00～16：00
◎交通事故相談 12日 10：00～15：00
◎総合相談 1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 16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

巡回相談 10日 13：00～15：00 稲生公民館

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

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・10・24・31日10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談 20日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 21日 10：00～15：00 白子コミュニティセンター 人権政策課

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 17日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

巡回相談 20日 13：00～15：00 玉垣ふれあいセンター

382-9011　　382-2214

人権相談 23日 10：00～15：00 加佐登公民館 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 1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 22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

2・3・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・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

廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp
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　平成22年から「プラスチックごみ」は収集された後、不燃物リサイクルセンターでの処

理を経て、リサイクル製品に生まれ変わっています。昨年度は約2,000トンのプラスチッ

クごみが資源として出荷されました。より良いリサイクルのため、正しい分け方・出し方

にご協力をお願いします。

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

プラスチックごみの「品質向上」に向けて

「プラスチックごみ」はリサイクル製品に生まれ変わっています

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

プラスチック製のハンガーやバケツは何ごみ？

もやせないごみ。これらはプラスチック製容器包装ではなく、製品そのものなのでプラマークが付いていません。

　集積所に出された「プラスチックごみ」は、不燃物リサイクルセンターへ運ばれた後、次のような
手順で処理を行い、リサイクル製品へと生まれ変わります。より良いリサイクルのために、プラスチッ
クごみの品質向上が求められます。

「プラスチック製容器包装」だけ入れてください

分け方・出し方の３つのポイントを守りましょう

　プラマーク（右）が目印となります。ハンガーやバケツなどはリサイクルの対象
になりません。ご注意ください。

異物を取り除く 圧縮して保管 「資源」として工場へ出荷

1

汚れを必ず落としてください
　汚れたままではリサイクルできません。残り水を使ったり、いらない紙
や布でふき取ってください。汚れが落ちない、または落としにくいものは
「もやせるごみ」として出してください。

　ごみの分別には市民の皆さんの協力が不可欠です。お手元の「プラスチックごみの分け方・出し
方」の内容を再確認していただき、不明な点があれば、廃棄物対策課へお問い合わせください。

2

二重袋で出さないでください
　ピンク色の認定袋は機械で破れますが、レジ袋などで二重になっているもの
は、手で破らなければなりません。中身が確認できず危険な上、中身の確認に
手間取って、異物の撤去に時間がかかります。

3



一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・10・24・31日10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談 20日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9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 17日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

人権相談 23日 10：00～15：00 加佐登公民館 人権政策課 382-9011　　382-2214
383-7830　　383-7867

372-3338　　372-3303
年金事務所出張相談 22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

2・3・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・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　13日㈪・27日㈪ 休館日　13日㈪・27日㈪●市立体育館 387-6006 ●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

バスケットボール

バレーボール

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

1・21・29日
8・22日
9・23日
14・15日
1・2・21日
4・26・31日

5・7・25・28日

10～12・16・18・20・24・30日
19日
23日

6・9日

10・20・24日
14・15日
16・30日
21・23日
22日
29日
7・10・24・26・28日
17日

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

1～6・9～11・13～24・27～31日
25日
1～5・7～11・14～16・18・19・21～24・28～31日
17日
25日

バスケットボール

バドミントン

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

1・2・6～9・13・15・16・20～23・27～30日

14日

3～6・10・11・13・17～20・24・27・31日
25日

8月

8月 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。

8月
月曜日、7日㈫、21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）　12日・18日14時30分～15時、25日10時30分～11時  1階親子コーナー 　　　　　　　　　　　　　　
382-0347

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

8日㈬
22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

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

3日㈮
17日㈮
31日㈮

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

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

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

1日㈬
15日㈬
29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

10日㈮
24日㈮

2日㈭
16日㈭
30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

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

木

金

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

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

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

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

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

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

6・20日

9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00

1～3・5～10・12・14～17・19～24・26・28～31日

4・11・18・25日庭球場 372-2285

●県営鈴鹿スポーツガーデン

水泳場 372-2250
休業日　なし



す
で
介
紹
の
ブ
ラ
ク
童
児
後
課
放

　玉垣学童保育所は平成19年4月に開設され、今年で6年目を

迎えました。玉垣小学校から歩いて10分ほどにある民家を借り

て、1年生から4年生までの現在55人が元気に過ごしています。

　毎日「ただいま！」と元気よく子どもたちが学童へやって来る

と、指導員も「お帰り！」と声を掛けて迎えます。まずは、おやつ

です。その後、宿題を済ませてから自由に遊びます。園庭では、

サッカーやドッジボール、鬼ごっこ、かくれんぼなど、室内では

トランプ、ブロック、ぬりえ、ままごと、ゲームなどで遊んで、保

護者が迎えに来るまでの時間を過ごしています。月に一度のお

誕生会では、みんなでケーキを食べて「HAPPY BIRTHDAY」の歌でお祝いしています。誕生月の

子どもたちは「おめでとう！」の言葉に少しはにかみながらも、うれしそうです。

　学年に関係なくみんなが仲良しで、「学童たのしいー」と言ってくれることを指導員一同喜んで

います。毎日いろんなことが起こる中で、集団生活を通してルールやマナーを身に付けること、思

いやりや助け合う気持ちを持つことを大事にしてほしいと願っています。保護者の皆さんに、学

童で育ってよかったと思っていただけるように楽しく安全に過ごせるよう、これからも努めていき

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 2 年 7 月 2 0 日 号

○7月21日（土）～31日（火）『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○8月１日（水）～10日（金）『ベルディ便り』…地籍調査
○8月11日（土）～20日（月）『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

玉垣小学校区放課後児童クラブ
玉垣学童保育所

玉垣小学校区放課後児童クラブ
玉垣学童保育所 382-5522

東玉垣町1386-2

（　）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～

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

件　数/5件、うち建物3件（21件、25件減） 出動数/585件（3,959件、270件増）

人口/202,539人（30人減） 男性/101,299人（4人増） 女性/101,240人（34人減） 世帯数/81,943世帯（13世帯増）

事故数/547件、うち人身事故58件（3,322件、210件増） 死者数/0人（4人、増減無し） 傷者数/63人（613人、160人減）

月～金曜日…11時、15時、17時からの各10分
土・日曜日…11時、18時30分、22時40分からの各10分
※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「d」ボタン）。

くらしの情報くらしの情報 くらしの情報くらしの情報

2012・7・20 1 片田敏孝さん

市制施行70周年記念
ホームページが
オープンしました

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報
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