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大黒屋光太夫記念館
特別展

北の黒船・ラクスマン来航
－光太夫帰国　220周年

文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報

　今年は大黒屋光太夫が帰
国して220年の節目の年にあ
たります。
　光太夫が根室に帰国した
「ラクスマン来航」について当
時の古文書や絵画から振り返
ります。
と　き　9月26日㈬～11月18
日㈰　10時～16時

ところ　大黒屋光太夫記念
館（若松中一丁目1-8）

入館料　無料
休館日　月・火曜日・第3水曜日

◆展示解説

と　き　9月29日㈯10時から、
10月27日㈯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。

　三重県内のご当地グルメの
知名度アップと地域おこしのた
めに県内各地で開催されてき
た「三重県ご当地グルメ大
会」がいよいよ鈴鹿で開催さ
れます。
　今回は、鈴鹿Ｆ１日本グラン

プリ地域活性化協議会主催
「鈴鹿日本グランプリ地元前夜
祭」との共催で、県内のご当地
グルメを全世界へ発信します。
と　き　10月5日㈮　16時～
20時（売り切れ次第終了）

ところ　フレスポ鈴鹿内　
SUZUCOMIイベント広場
（住吉町8947）
◆出展予定グルメ

○鈴鹿おこげめん
○津ぎょうざ
○四日市とんてき
○亀山みそ焼きうどん
○桑名バンブー焼きそば
○名張牛汁
○松阪鶏焼き肉
○熊野さんま寿司

第6回三重県
ご当地グルメ大会

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@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

　　

　鈴鹿市体育協会設立65周
年を記念して式典と講演会を
開催します。会員対象です
が、一般市民も参加いただけ
ます。講演会は、なでしこジャ
パン監督の佐々木則夫さんを
お招きして、女子ワールドカッ
プ、ロンドン五輪にまつわるお
話をしていただきます。
対　象　中学生以上の市民
と　き　10月13日㈯　13時
30分～15時30分（13時開
場）

ところ　市民会館
内　容　チームワークの育て
方、佐々木流人材育成術

入場料　無料
定　員　300人（先着順）
※事前申し込みの上、入場券が必
要です。

申込み　9月25日㈫から10月5
日㈮の土・日曜日を除く9時
から17時までに、直接、鈴鹿
市体育協会（市立体育館
内）またはスポーツ課へ。申
し込みと同時に入場券をお
渡しします。お1人2枚まで

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局（　380-5015　380-
5053　npotaiky@mecha
　.ne.jp）

　10月は、Ｆ1日本グランプリ
が開催されるなど、国内外か
ら多くの観光客が訪れます。
　そこで、花で市のイメージ向
上を図り、「綺麗な都市」とい
うイメージを持っていただける
よう、「鈴鹿の花」を使用した
壁面緑化など、たくさんの美し
い花で装飾するイベントが開
催されます。
　それに併せて、飾花や花づ
くりの講習会・教室などのイベ
ントも開催されます。ぜひ、ご来
場ください。
と　き　10月1日㈪～26日㈮
ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

問合せ　スズカフラワープロジ
ェクト藤田（　090 - 3 5 6 9 -
　0935、059 - 3 7 4 - 0 4 8 5）
◆ルーティブーケ作り教室

　根っこの付いた観葉植物を
使った「ルーティブーケ」。結
婚式や、誕生日プレゼント、お
祝い事などに、おしゃれで長
持ちする「ルーティブーケ」を
作ってみませんか。
と　き　10月7日㈰　13時～
14時（第1部）、16時～17
時（第2部）

定　員　各部10人（先着順）
参加費　500円
◆オリジナルモスビー君作り

　多肉植物とアートミズゴケを
使った可愛いモスビー君（コ
ケ玉）を作ります。
と　き　10月14日㈰　13時
～16時

定　員　50人程度（材料が
なくなり次第終了）

参加費　300円から

◆園芸相談、観葉植物・洋

ランの販売

と　き　10月7日㈰、14日㈰
◆その他

　白子駅前、鈴鹿市観光協
会なども、花や緑で飾る予定
です。

　市内から出土した考古資
料の優品を一堂に紹介しま
す。石薬師東63号墳出土の
馬形埴輪、磯山銅鐸、保子里
1号墳出土の金製耳飾りなど
の同時公開を行い、優れた遺
物から鈴鹿の歴史をひもときま
す。
と　き　9月29日㈯～12月2
日㈰

ところ　考古博物館
観覧料　200円（一般・学生）、
100円（小中学生）

※団体割引有り。障がい者と介
護者1人、70歳以上は無料

休館日　月曜日・第3火曜日、
祝休日の翌日

◆講演会「鈴鹿の考古楽」

と　き　9月29日㈯ 14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　伊藤 久嗣さん（鈴
鹿市文化財調査会委員）

聴講料　無料

くらしの情報くらしの情報

なでしこジャパン監督
佐々木則夫監督講演会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿を花で綺麗にする
プロジェクト

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

考古博物館 特別展
優品でみる鈴鹿の遺跡

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

70周年記念事業情報

2 2012・9・20



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

　平成25年度中学校ランチ
サービス業者を募集します。
対　象　1 0月1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

内　容　弁当の調理、配達など
申込み　10月1日㈪から15日
㈪までに、参加申請書を学
校教育課へ

　この調査は、総務省統計局
が10月1日現在で実施するも
のです。国民の普段の就業・
不就業の状態を把握すること
により、雇用・経済などに必要
な基礎資料を得ることを目的と
しています。9月下旬から調査
員が調査対象となった世帯に
伺いますので､調査の趣旨を
ご理解いただき、調査票への
ご記入をお願いします。後日、
調査員が記入していただいた
調査票を回収に伺います。

　オープンな場で知事と市長
が対談形式で、市の具体的
な課題について議論する「1
対1対談」を開催します。課題
に対して共通した認識を醸成

するとともに、解決に向けて1
歩でも前に進めることを目的と
しています。
と　き　10月12日㈮　19時
～20時

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

テーマ　多文化共生社会の
実現に向けて

定　員　150人（先着順）
参加費　無料
※事前申し込みの必要はありません。

◆絶対にあってはならない

「障がい者」への虐待

　虐待は障がい者の尊厳を
おびやかし、自立や社会参加
を妨げます。虐待であると気
付かないまま起きているおそ
れもあります。
○身体的虐待　障がい者の
体に傷や痛みを負わせる暴
行を加えること
○性的虐待　障がい者に無
理やりわいせつなことをした
り、させたりすること
○心理的虐待　障がい者を
侮辱、拒絶したりするような
言葉や態度で精神的な苦
痛を与えること
○放棄・放任　食事、入浴、
排せつなどの世話や介助
をせず、障がい者の心身を
衰弱させること
○経済的虐待　障がい者本
人の同意なしに財産、年金
などを使い、金銭を与えな
いこと

◆虐待に気づいたら通報、

虐待を受けたら届出を

　通報者や届出者の情報は

守られます。地域ぐるみの早め
の対応や支援が、虐待されて
いる障がい者だけでなく、虐待
している家族などが抱える問
題の解決にもつながります。
◆通報・届出・相談窓口

○平日（8時30分～17時15分）
・障害者総合相談支援センタ
ーあい（　 3 8 1 - 1 0 3 5 　
381-1036）

・障害福祉課（　382 - 7 6 2 6 
　382-7607）
○休日・夜間
・障害者総合相談支援センタ
ーあい（　080-6922-9762）

　10月は乳がん月間です。乳
がんの発症リスクが高くなる
40歳以上の女性を対象に、日
本対がん協会による無料検
診を実施します。
　この機会にぜひ、検診を受
けて早期発見・早期治療に努
めましょう。
対　象　40歳以上の女性
で、最近3年間以上マンモ
グラフィ検診を受診したこと
がない方

と　き　10月21日㈰　9時～
10時30分、13時30分～15時

ところ　保健センター
定　員　100人（先着順）
申込み　9月25日㈫から電話
で、日本対がん協会三重県
支部（公財）三重県健康管
理事業センター（　059 -
228-4502（月～金曜日　9
時～17時））へ

中学校ランチサービス
業者を募集します

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

知事と市長の
1対1対談が傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

就業構造基本調査を
行います

～働く未来を考える～

企画課　 382-7676　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

10月1日から障害者虐待
防止法が施行されます

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 日本対がん協会による
乳がん検診

(マンモグラフィ)を
実施します

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@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

　　

　10月15日㈪から21日㈰まで
の「行政相談週間」にちなみ、
行政相談所を開設します。
と　き　10月19日㈮　10時
～16時

ところ　市役所本館12階
内　容　年金、国政、県政、
相続、登記、境界など

相談担当者　行政相談委員、
鈴鹿県民センター、弁護士
（事前予約制）、公証人（事
前予約制）、司法書士（事
前予約制）、税理士（事前
予約制）、土地家屋調査士
（事前予約制）、不動産鑑
定士（事前予約制）、行政
書士、社会保険労務士、行
政評価事務所の相談員

※相談によって開設時間が異なりま
す。予約と詳細は市民対話課へ

対　象　鈴鹿・亀山地域で民
間賃貸住宅をお探しの方
（主に三重県あんしん賃貸
支援事業対象の高齢者、
外国人、障がい者、子育て
世帯、低所得者世帯の方）

と　き　10月8日（月・祝）　10
時～15時 

ところ　鈴鹿ハンター1階　
サブコート

主　催　三重県居住支援連絡会
問合せ　住宅課へ
※住宅課への事前相談も可能です。

※物件見学、契約などは別途とな
ります。

　建築設計士などに住まいの
相談ができます。
対　象　市内在住の方
と　き　毎月第3木曜日　9時
～16時（12時～13時を除く）

ところ　市役所本館9階　
建築指導課

内　容　新築、耐震補強、バ
リアフリー改修、その他建築
設計に関する相談　

定　員　1日当たり6組まで
参加費　無料
申込み　相談日の1週間前ま
でに、電話で建築指導課へ

　緊急経済対策のための住宅
リフォーム促進事業補助金の2
次募集を行っています。この補
助金は市内施工業者を利用し
て10万円以上の費用を要する
自宅の修繕・補修工事を実施
する場合に、その経費の一部を
補助するものです。
　補助金の交付を受けるには、
工事着工前に、はがきによる申
し込みと補助金交付申請書の
提出が必要です。
　申し込みは先着順で、受付
期間内であっても補助金交付
見込額が予算の3,000万円に
達した時点で受け付けを終了
します。制度の詳細やはがきの
記入方法については、市ホーム
ページ、地区市民センターに備

え付けのチラシ、広報すずか5
月5日号をご覧ください。
受付期間　11月30日㈮（消印
有効）まで

※この補助金は、1軒の建物につき1
回の工事に限り交付を受けられま
す。これまでに交付を受けられた
方が、同じ建物に対する別の工事
で再度申請することはできません。

　10月1日㈪から11月5日㈪ま
で、平成24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。
　これらのボランティアは国際
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 と々同じ生活を
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。
◆体験談・説明会

　帰国したボランティアの体
験談や、募集に関する説明会
を開催します。
とき・ところ　10月8日（月・
祝）　14時から　じばさん
三重4階（四日市市）、10月
19日㈮　18時30分から　
アスト津3階（津市）

問合せ　（公社）青年海外協
力協会中部支部（　052-
4 5 9 - 7 2 2 9 　 c h u b u -
bosetu@joca .or . jp　　
http://www.jica.go.jp）

一日合同行政相談所を
開設します

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

住まいの相談窓口を
設置しています

建築指導課　 382-9048　 384-3938

　kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

住宅リフォームに対して
補助金を交付しています

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

JICAボランティアを
募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

民間賃貸住宅の相談会を
開催します

住宅課　 382-7616　 382-7615

　jutaku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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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

公式フェイスブックを
開設しています

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

教育総務課　 382-7617　 383-7878
　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　障がい者の雇用機会の拡
大を図ることを目的に、障がい
者雇用を考えている事業所と、
就職を希望している障がいを
持つ求職者を一堂に会した面
接会を開催します。
と　き　10月31日㈬　13時
30分～15時30分（13時か
ら受け付け）

ところ　三重県庁　講堂
参加費　無料
※事前申し込みは不要ですが、ハ
ローワークへの求職登録が必
要となる場合があります。

※当日は履歴書(職務経歴書)、筆
記用具を持参

問合せ　ハローワーク津（津
公共職業安定所）特別支援
コーナー（　059-228-9161）

意見提出できる方　鈴鹿・亀
山市内に住所を有する方、
通勤・通学されている方

募集期間　9月20日㈭～10月
11日㈭

閲覧場所　鈴鹿亀山地区広
域連合ホームページ、介護
保険課

提出方法　件名「鈴鹿亀山地
区指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び運
営に関する基準を定める条
例について」、住所、氏名（ふ
りがな）、勤務先か通学先
（鈴鹿・亀山市外にお住まい
の方のみ）、ご意見を記入の
上、郵便（〒513-0801 神戸
1-18-18 鈴鹿亀山地区広域
連合 介護保険課、当日消印
有効）、ファクス、電子メールま
たは直接、介護保険課へ。
様式は問いません。

※様式例は広域連合ホームペー
ジへ掲載します。

※ご意見は、個人が特定できな
いように類型化してまとめ、そ
れに対する回答とともに広域
連合ホームページなどを通じ
て公表します。

※個別回答はいたしませんので
ご了承ください。

　下記の私有地を、申込み先
着順で随時売却します。
所在地　一ノ宮町字鍋端333
番35

地　目　宅地
地　積　245.83㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　594万9,000円
申込み　10月1日㈪から31日
㈬まで（土・日曜日・祝日を除
く9時から17時）に、直接、
人権政策課へ。申込用紙
は人権政策課にあります。

※申込みに関して必要な書類が

ありますので、詳しくは人権政
策課へお問い合わせください。

※郵送による申し込みはできません。
※10月1日㈪9時の時点で、複数の方
が申し込みに来られた場合は、9時
にくじ引きで買受者を決定します。
　

と　き　10月21日㈰～11月5
日㈪（予定）

ところ　一ノ宮団地児童セ
ンターの廊下、遊戯室の修
繕工事を行います。期間中
は遊戯室などの屋内施設
の利用が制限されます。

　フェイスブックに登録されて
いる方は、ぜひ「いいね！」ボタ
ンを押してください。
　登録していない方でも、内
容をご覧いただけます。
◆鈴鹿市制70周年

　市制70周年記念事業のお知
らせ情報を随時発信しています。
　  http://www.facebook.
　com/suzuka70th
◆教育委員会

　鈴鹿市教育委員会からの
お知らせやイベント情報など
を、随時発信しています。
　  http://www.facebook.
　com/edu.suzuka

津地域障害者就職面接会を
開催します

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市有財産を
先着順で売却します

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

一ノ宮団地
児童センターの

屋内修繕工事を行います

一ノ宮団地児童センター

　 382-6328　 382-6328

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

「指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び
運営に関する基準を
定める条例の鈴鹿亀山
地区広域連合独自
基準(案)」に対する

ご意見をお寄せください

鈴鹿亀山地区広域連合

介護保険課　 369-3201　 369-3202

　skkaigo@mecha.ne.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

図書館を休館します

図書館　 382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

秋の全国交通安全運動が
実施されます

地域課　 382-9022　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

20歳になったら
国民年金への加入を

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

親子放任果樹
摘果ボランティアを
募集します

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　9月27日㈭から10月3日㈬ま
で、蔵書点検のため休館しま
す。本の返却は、夜間返却口
をご利用ください。

　市の西部地域（特に庄内・
鈴峰）では、ニホンザルが地
域の農作物に被害をもたらし
ています。そんなサル対策の
一つとして、エサになっている
誰も採らなくなったカキやクリを
採ったり、不要な枝を切り払う
お手伝いをしていただく親子
ボランティアを募集します。
と　き　10月13日㈯　9時～
12時　

ところ　庄内地区
定　員　30人（先着順）
申込み　10月3日㈬までに、農
林水産課へ

※果樹の作況などによっては、直
前に事業が取りやめになる場
合や、開催日が前後する場合も
あります。

　

　市の委託業者が自宅を訪
問してふとんを預かり、丸洗
い・消毒・乾燥をしてお返しし
ます。
対　象　在宅で約3カ月以上
「ねたきり」などの症状によ
り、寝具の衛生管理が困難
な40歳以上の方

内　容　中わたが、綿・合成
繊維・羊毛・羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません。ただし、毛布は対
象外です。対象者1人あた
り2枚までで、1週間から10
日間程お預かりします（11月
実施）。

費　用　無料
申込み　10月31日㈬までに、
地域包括支援センターなど
を通じて申請書を長寿社会
課へ

　9月21日から30日までの10
日間、秋の全国交通安全運
動が実施されます。運動の基
本は、「子どもと高齢者の交通
事故防止」です。
　これからの季節、日が沈む
のが早くなることから、歩行者
や自転車に乗る方は、反射材
の活用や明るい服装にできる
だけ心がけましょう。
　また、自動車も自転車も早め

にライトを点灯して、自分の存
在をまわりに知らせましょう。
◆運動の重点

○夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故
防止（特に反射材用品など
の着用の推進と自転車前
照灯の点灯の徹底）
○全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着
用の徹底
○飲酒運転の根絶
◆9月30日は「交通事故死ゼ

ロを目指す日」

　昭和43年以降、全国で毎
日、交通死亡事故が発生して
います。交通安全に対する国
民の意識を高めるため、平成
20年に制定されました。

　日本に住んでいる20歳以上
60歳未満のすべての方は、国
民年金に加入して保険料を納
めることになります。自営業者・
学生・フリーターの方などが20
歳になったときは、国民年金加
入の手続きが必要です。
　また、厚生年金や共済組合
の加入者（第2号被保険者）に
扶養されている配偶者が20歳
になったときは、第2号被保険
者の勤務先を経由して加入の
手続きを行います。なお、第2号
被保険者が20歳になったとき
は、加入の手続きは原則必要
ありません。
　加入手続きは、20歳の誕生
月の前月末(1日生まれの方は
前々月)に日本年金機構から送
付される「国民年金被保険者
資格取得届書」を年金事務所
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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

催 し 物

体育協会長杯
グラウンド・ゴルフ大会2012

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

十五夜観月会
ミュージアムコンサート

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

か住民票のある市役所へ提出
（郵送）してください。
※学生納付特例制度の申請をご
希望の方は、学生証の写しか在
学証明書の原本、印鑑をお持ち
ください。

※代理申請の場合は、印鑑、委任
状、代理の方の本人確認できる
ものをお持ちください。

問合せ　津年金事務所　国
民年金課（　059-228-9188）、
鈴鹿市　保険年金課（　
382-9401）

◆休日窓口

と　き　9月30日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　9月27日㈭・28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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　家庭は、子どもの豊かな育
ちにとって最も大切な生活の
基盤となるものです。
　三重県では、「青少年の健
全な育成に関し、家庭の果た
す役割について理解を深める
ため、毎月第3日曜日を家庭の
日とする」と定めています。
　「家庭の日」を活用して、親

子のふれあいや家族の絆を
深める機会にしていきましょう。
「家庭の日」には、子どもと家
族みんなで、
○話し合いましょう
○楽しみましょう
○お出かけしましょう
問合せ　三重県健康福祉部
子ども・家庭局 子どもの育
ち推進課　059-224-2404

※毎月「家庭の日」には、県立美術
館や斎宮歴史博物館の無料開
放やみえこどもの城での無料
イベントを実施しています。

対　象　30歳以上の市民（2
日間とも参加できる方）

と　き　10月20日㈯9時～15
時、27日㈯9時～15時30分
（予備日11月3日㈯）
ところ　市立西部野球場
内　容　個人戦とし、32ホー
ル（8ホール×4）、ストローク
プレーで行い、2日間とも午
前・午後に各1ラウンド計4ラ
ウンド行う。

表　彰　男女別1位から8位
まで表彰、ホールインワン
賞、参加賞あり

定　員　96人（先着順）
参加費　1,000円（スポーツ安
全保険料含む）

申込み　9月25日㈫から10月
5日㈮までに、参加費を持参
の上、鈴鹿市体育協会（市
立体育館内、土・日曜日を除
く9時から17時）または、農
村環境改善センター（岸田
町1549-12、土・日曜日を含
む9時から20時）へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局（　380-5015　380-
5053　 npotaiky@mecha.
　ne.jp）

　マリンバ、ギター・マンドリン
の奏でる音色と竹取物語の
朗読に耳を傾けながら、仲秋
の名月を楽しむコンサートで
す。
と　き　9月30日㈰　18時30
分～20時

ところ　考古博物館　玄関
前広場（雨天時講堂）

出演者　山下真理さん（マリ
ンバ演奏）、鈴鹿マンドリン
クラブの皆さん（ギター・マン
ドリン演奏）、細川ひとみさ
ん（朗読）

入場料　無料
※天体観望会（18時～20時）、万
灯による館周辺のライトアップ
（18時～20時）、特別展示室の
無料開放（17時～19時30分）
も行います。

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

毎月第3日曜日は
「家庭の日」

家族の絆を深めましょう

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@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

と　き　10月8日（月・祝）18時
30分から（予備日9日㈫）

ところ　池田町町民会館前
広場

内　容　600発の花火の打ち
上げ（尺玉、仕掛け花火あ
り）

問合せ　池田町自治会長　
北川保（　382-1884）

錦秋花火大会
商業観光課　 382-9020　 382-0304　 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

第5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

わがまち鈴鹿
70周年“ごみひろい”

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

と　き　10月14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　9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

　郷土に誇りを持って、市民連
携で“きれいな町”にするため、
郷土の先人「大黒屋光太夫」
と「佐佐木信綱」を思い、「千
代崎海岸」と「旧東海道（石薬
師地区）」でごみ拾いをします。
ごみ拾いの後に講師のお話と
紙芝居を予定しています。
◆第1回目　千代崎海水浴場

と　き　10月21日㈰（雨天の
場合28日㈰）

集　合　8時30分（9時開始）
　千代崎海水浴場

※駐車場は市営駐車場
◆第2回目　旧東海道

と　き　12月2日㈰（雨天の
場合16日㈰）

集　合　9時（9時30分開始）
佐佐木信綱記念館駐車場

主　催　鈴鹿をよくする会
問合せ　鈴鹿をよくする会　
中田（ 　 3 8 2 - 5 6 7 1 　
384-8802）へ

※当事業は、鈴鹿市市民活動団
体支援事業として実施します。
詳しくは、鈴鹿市民活動情報サ
イト(　http://genki365.net/

　gnks02/pub/index.php)を
ご覧ください。

　

　鈴鹿川の河川敷（庄野橋
～定五郎橋）をボランティア清
掃します。
対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方

と　き　10月21日㈰　8時か
ら１時間程度（小雨決行）

集　合　河川防災センター
申込み　10月10日㈬までに、
電話で河川課へ

※ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。

鈴鹿川クリーン大作戦

河川課　 382-7614　 382-7612

　kasen@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

講座・教室

　服のまま水に落ちた場合の
対処方法、身近にあるものの
浮力体験、水に落ちた人を発
見した時の対処法を体験して
いただきます。
対　象　小学1年生以上（小
学1年生と2年生は保護者
同伴）

と　き　10月13日㈯　10時
～12時（9時30分から受け
付け）

定　員　20人（応募多数の
場合は抽選）

参加費　無料
申込み　9月30日㈰までに、直
接水泳場窓口かホームペ
ージから

対　象　30歳以上の市民
と　き　10月17日㈬から12
月5日㈬の毎週水曜日（全8
回）　19時～20時30分

ところ　西部体育館
内　容　バドミントンを楽しく
基礎から学び、交流を深
め、スポーツをすることで健
康でいきいきとした生活をめ
ざします。

講　師　鈴鹿市体育協会派
遣講師

定　員　30人（先着順）
参加費　4,000円（スポーツ安
全保険料含む）

申込み　9月25日㈫から10月
12日㈮までに、参加費を持
参の上、鈴鹿市体育協会

（市立体育館内、土・日曜
日、10月8日（月・祝）・9日㈫を
除く9時から17時）または、
西部体育館事務所（土・日
曜日を含む9時から20時）
へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局（　380-5015　380-
5053　npotaiky@mecha.
　ne.jp）

　

　相手の方（話す機会の少な
い高齢者や認知症の方々な
ど）のお話を否定しないでありの
ままに受け止め、プラスに評価し
ながら聴くボランティアです。傾
聴ボランティアの初歩の体得を
目的に、講座を開催します。
と　き　10月6日㈯、13日㈯、
20日㈯　13時20分～15時
40分（13時から受け付け）

ところ　社会福祉センター2
階　中会議室

内　容　
○6日　「傾聴ボランティアの
心構え」　講師：蒔田勝義
さん（鈴鹿医療科学大学准
教授）
○13日　「傾聴ボランティアの
必要性」　講師：奥山恵子
さん（鈴鹿保健福祉事務所
専門監兼課長）
○20日　「心に寄り添う傾聴
のスキル」　講師：開発道
代さん（傾聴同好会会長）

定　員　30人
※3回連続で参加できる方を優先
します。定員に余裕があれは1
日のみの参加もお受けします。

参加費　無料
申込み　9月30日㈰までに、電
話かファクスで、住所、氏
名、電話番号を傾聴同好
会鈴鹿支部山﨑（　・　
371-0051）へ

※当事業は、鈴鹿市市民活動団
体支援事業として実施します。
詳しくは、鈴鹿市民活動情報サ
イト(　http://genki365.net

　/gnks02/pub/index.php)
をご覧ください。

対　象　一般成人
と　き　10月23日・30日・11月6
日・13日・20日・27日・12月4日・
11日　毎週火曜日　計8回

ところ　鈴鹿青少年センター
内　容　健康ウオーキング指
導、かんたん体力テスト、レ
クリエーションなどを体験し
ます。また、講義形式での栄
養士による食生活相談、測
定、かんたんお料理会など
も行う予定です。たくさんの
仲間と共に楽しみながら健
康づくりをしませんか

定　員　30人（応募多数の
場合は抽選）

参加費　3,000円（計8回）
申込み　9月20日㈭から10月
8日㈪17時までに、郵便番
号、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を記入の上、
はがきかファクスで鈴鹿青
少年センター（〒513-0825
住吉町南谷口）へ

鈴鹿スポーツガーデン
着衣泳体験講座

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

バドミントン教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

いきいき健康づくり教室

鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp

傾聴同好会鈴鹿支部
3周年記念

傾聴ボランティア養成講座

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@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

くらしの情報くらしの情報 ント
○時速4㎞歩行と時速6㎞歩
行のちがい
○ウオーキング前後の脈拍計測
○地図を見て市内約5ｋｍウ
オーキング実践
○市内ウオーキング実践の反
省会
○ウオーキングと健康について
○ウオーキング何でも相談
定　員　35人（先着順）
会　費　800円（昼食代含む）
申込み　11月5日㈪（必着）ま
でに、往復はがきで、氏名、
性別、年齢、住所、電話番
号を記入の上、〒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

◆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　10月
13日㈯と14日㈰
 ・ ワード基礎　10月20日㈯と
21日㈰
○午後の部：13時30分から
 ・エクセル基礎　10月13日㈯
と14日㈰
 ・エクセル応用　10月20日㈯
と21日㈰

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

講座・教室

職業訓練センター講座
10、11月

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/

申込み　フォークリフト運転技
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
訓練センターの窓口へ

◆陶芸講座

と　き　10月23日㈫　10時
～15時　

受講料　4,000円
◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

と　き　10月24日㈬・25日㈭
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆玉掛け技能講習

と　き　
○学科：11月5日㈪・6日㈫
○実技：11月7日㈬～9日㈮の
中で選択受講します。8時
45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆ホームページ作成初級

と　き　11月6日㈫～8日㈭
　9時～16時

受講料　6,000円
◆デジカメの活用

と　き　11月13日㈫・14日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　11月19日㈪・20日㈫
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆Word 中級

と　き　11月20日㈫・21日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆11月のフォークリフト運転

技能講習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　
○学科：11月22日㈭　8時20
分～17時30分
○実技：Ⅰコース　11月23日
（金・祝）・24日㈯25日㈰、Ⅱコ
ース　11月27日㈫～29日㈭
8時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　上記2コースを10月1
日㈪8時30分から先着順で
受け付けます。

　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。
と　き　11月17日㈯　9時～
15時

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室（住吉町南谷
口、駐車場あり）

対　象　ウオーキングの実践
者と行事スタッフ・役員、教
えたい人

内　容　
○地図の見方
○ストレッチ体操
○美しく快適に歩くためのポイ

市民ウオーキング教室
中級

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@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

鈴鹿市民大学文芸学科
日記文学

　 384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net

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）

参加費　3,000円（教材費別
途必要）

申込み　9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
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

参加費　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　10月10日㈬　13時
30分～15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　第5回
○種田山頭火　―行けるとこ
ろまで行きます―
○山田風太郎　戦中派不戦
日記

講　師　山中 悦子さん、藤田 
充伯さん

定　員　100人
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　はがき、ファクス、電
子メールで、受講希望日・
住所・氏名・電話番号を記
載の上、〒513-0802 飯野
寺家町810 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

産業政策課　　 382-9045　 382-0304       

　 sangyoseisaku@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

鈴鹿ブランド品について

　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。

鈴鹿市にこれといったご当地名産が
あまりにも無いのを残念に思います。

F1の街、モータースポーツの街ではなく、こ
んな名産があるということをもっと全国にアピ
ールしていきたくて日頃から何か無いかと考
えていたところ、近くの和菓子屋さんから鈴
鹿抹茶に力を入れていることを聞きました。
これはどういったものでしょうか。

鈴鹿市の全国的なイメージとして「モ
ータースポーツ」での知名度は高いも

のの、「地域資源」、「地域ブランド商品」に
おける固有名詞が出てこない実態を認識し
ています。鈴鹿商工会議所・観光協会を中
心として、地域の特徴的な商品について
「鈴鹿ブランド」として認定する取り組みが
行われており、特許庁による「知財先進都
市支援事業」のモデル都市（全国9都市の

一つ）に選定され、一部地域ブランド化に向
けた活動を実施しています。その中で着眼し
ているのが、「お茶」です。三重県は、全国で
静岡県、鹿児島県に次ぐ第3位の生葉収穫
量を誇り、そのうち、鈴鹿市のお茶は三重県
内で3割を占めています。その普及に向けた
展開として、「鈴鹿抹茶」という切り口での商
品化を通し、鈴鹿茶産地の普及につなげるこ
とを平成23年4月末からスタ－トしています。
　「鈴鹿抹茶」を軸としたまちづくり、地域活
性化から、「鈴鹿市＝お茶の生産地」という認
知度を徐々に上げ、地域のお茶生産地で多く
生産されている「鈴鹿かぶせ茶」、「煎茶」な
どの知名度アップにつなげていければと考え
ています。
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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（4月送付分は（旧）第1段階～第3段階、8月送付分は（新）第1段階～第4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。

10月16日㈫、11月6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ことがある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）。

各40人 9月25日（火）から
（先着順）

予防接種予防接種
■3種混合ワクチンとポリオワクチンの接種を受けましょう

　9月から生ポリオワクチンに代えて不活化ポリオワクチンが導入されました。生後3カ月を迎えたら、3種混合と
不活化ポリオワクチンの接種を受けましょう。
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。
対象年齢・回数／生後3カ月から90カ月未満・対象年齢内で各4回
費　用／無料（対象年齢内で各4回限り）
持ち物／母子健康手帳・健康保険証・予防接種予診票
※現在お持ちのポリオ予診票は、不活化ポリオワクチン接種時に使用できます。不足分の不活化ポリオ予診票については、

市内の実施医療機関で受け取っていただくか、健康づくり課、地区市民センターで交付しますので、母子健康手帳を持っ

てお越しください。地区市民センターでの交付は、事前に健康づくり課に電話連絡が必要です。

　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

11月20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 9月25日（火）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

健康診査健康診査

　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
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　　　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

相　談

保健
センター

̶̶10月26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

11月15日㈭
10時～11時15分
個別相談は

11時15分～45分

駒田幹彦医師（小児科）
「いざという時にあわてない 小児科

の上手なかかり方」
（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、9月25日㈫から11月5日㈪までにお願いします。

無料保健
センター

10月5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4月～6月生まれの
乳児をもつ初参加の方

妊娠中で初参加の方

9月24日㈪から
（先着順）30組

無料保健
センター

10月18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

むし歯予防コース
2歳児とその保護者

9月26日㈬から
（先着順）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

材料費保健
センター

10月15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

マタニティ
クッキングコース

受付中
（先着順）

無料保健
センター

1 1月1 5日㈭、2 2日㈭、
2 9日㈭の3回シリーズ、
10時～11時3 0分

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）

健康広場
（はつらつまなび編）
65歳以上の方

9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

10月15日㈪
13時～15時

健康運動指導士による
体操やゲームなど

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

9月20日㈭から
（先着順）30人

20人

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

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○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

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター

月 献 血10 日 程の

　　　　　イオンモール鈴鹿・・・10月7日㈰、8日（月・祝）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

無料保健
センター

10月10日㈬
10時～11時3 0分

認知症予防のための
頭と体の体操

健康広場
（はつらつまなび編）
65歳以上の方

9月20日㈭から
（先着順）30人

2012・9・20 13



◎一日合同相談 19日 10：00～16：00 市役所12階会議室

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・12・26日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 2日 13：00～16：00
◎交通事故相談 15日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 11日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 12日 10：00～15：00 合川公民館 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
年金事務所出張相談 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

10：00～12：00
13：00～16：00

2・4・5・9・11・12・
18・19・23・25・30日女性のための電話相談

※一日合同相談は、弁護士、行政相談委
員、公証人、司法書士、土地家屋調査
士、行政書士、不動産鑑定士、社会保険
労務士、税理士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

廃棄物対策課　　382-7609　　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

14 2012・9・20

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ
A

 家庭から出る生ごみの減量化とリサイクルの取り組みを進めるため、鈴鹿市では、

生ごみ処理容器および生ごみ処理機の購入費の一部を助成しています。この制度を

利用してごみの減量・堆肥化を始めてみませんか。

マスコットキャラクター「クリン」

錠剤やカプセル薬の入っていたシートは何ごみ？

プラスチックごみ

鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

家庭ごみの減量に取り組みましょう

 家庭から出るごみの中でも、特に生ごみは腐りやすく臭ったり、
水分が多いのでごみ袋が重くなったりします。
　生ごみ処理容器や処理機を利用すると、生ごみを堆肥化し
て、家庭菜園やガーデニング用の肥料として活用できます。結
果的に家庭から出るごみを減らすことができます。
 生ごみを減量すると、集積所での臭いやごみの散らかりを抑
え、ごみの焼却などにかかる費用を削減できます。
　一人一人がごみの減量のために、できることから始めてみま
しょう。

1万5,000円を最高限度額として、購入金額の
2分の1（100円未満は切り捨て）

●家庭での生ごみ減量の取り組みで焼却費用を削減できます●家庭での生ごみ減量の取り組みで焼却費用を削減できます

●生ごみ処理容器および生ごみ処理機など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などの購入費を助成します

補助
金額

購入した年度（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。

申請
方法

・生ごみを腐敗させ堆肥化する容器
・生ごみを腐敗または乾燥させ、堆肥化または減量化を行う機械

※申請・請求書式は廃棄物対策課か各地区市民センターにあります。
　また、市ホームページからダウンロードできます。

対象
容器

申請書
請求書　
購入時の領収書（申請者の氏名・購入品名が記入されたもの。ただし、レシートは不可）
印鑑
申請者の口座番号が分かるもの

申請に
必要な
もの

・ 鈴鹿市に住所を有する方
・ 処理容器などの設置場所が容易に確保でき、適正な維持
  管理ができる方
※家庭において使用する場合に限ります。事業所で使用
　する場合は該当しません。

対象者

1
2
3
4
5



◎一日合同相談 19日 10：00～16：00 市役所12階会議室

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・12・26日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 2日 13：00～16：00
◎交通事故相談 15日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 11日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 12日 10：00～15：00 合川公民館 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
年金事務所出張相談 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

10：00～12：00
13：00～16：00

2・4・5・9・11・12・
18・19・23・25・30日女性のための電話相談

※一日合同相談は、弁護士、行政相談委
員、公証人、司法書士、土地家屋調査
士、行政書士、不動産鑑定士、社会保険
労務士、税理士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

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

●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㈫、22日㈪ 休館日　9日㈫、22日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 10
October

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

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

10日
11・12・25・26日
16・17・23・24・30・31日
3日

4日

5日
2・23日
3・4・14・17・21・25・31日
5・7日
13・27日
26日

1・15日

3日
10・17・24・31日
11日
16・29・30日
23・28日
1日
2日
12・14・27・28日
18日

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

1～6・8～12・15～18・21～26・29～31日
7・13・14・20・27・28日
19日
2～6・9～11・16・18・23・25・26・30日
12・17・24・31日
13・20・27日
19日

バスケットボール

バドミントン

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

1～4・8～11・15～18・21～25・30・31日
7・14・28日
29日
1・5・6・8・12・15・21・22・26・29日
7・13・14・20・27・28日
19日

10月

10月

10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（一日合同相談については、行政相談委員、行政書士、社会保険労務士は予約不要）です。

体育の日
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図
書
館

月曜日、2日㈫、3日㈬、16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）　14日、20日14時30分～15時、27日10時30分～11時  1階親子コーナー

382-0347

◎印は、都合により巡回間隔を３週間に変更しています。
※9月27日（木）から10月3日（水）まで、蔵書点検のため休館いたします。

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

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

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

17日㈬
31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

5日㈮
19日㈮

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

4日㈭
18日㈭

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

10日㈬
24日㈬

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

●配本／ふれあいライブラリー

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

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

土

日

月

火

水

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

1・2・6・15・16・23・30日
4・5・11・12・18・19・24～26日
7・14・28日
8・21・29日
10・20・27日

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

1・2・7・8・15・16・21・29・30日
3～5・10～12・17～19・23～26・31日
6日
13・20・27日
14・28日

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

1・4・11・15・18・25・29日
2・5・7・8・12・14・16・19・23・26・30日
3・10・17・21・24・28・31日
6・13・27日

9：00～21：001～8・10～21・23～31日
庭球場 水泳場372-2285 372-2250

●県営鈴鹿スポーツガーデン 休業日　1日㈪
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　ゆめっ子クラブは、平成20年5月に開設され、今年で5年目を迎え

ました。当時の稲生小学校区では放課後児童クラブがなく、困って

いる保護者が多くいました。そこで、保護者の皆さんと一緒に考

え、地域の方の協力もあり稲生小学校すぐ横の場所に開設するこ

とができました。

　普段は60人ほどの子どもたちが、元気よく帰ってきて、おやつと

宿題を終えてから好きな遊びをします。今、ゆめっ子クラブでは、戸

外はサッカー、室内はトランプのスピードという遊びが人気です。高

学年が低学年を率いて元気に遊んでいます。また、遠足やキャンプ

などの行事を子どもたちが中心となり企画し、活動しています。7月には、3年生以上の子どもたちとキ

ャンプに行きました。子どもたちと役割を決め、テントの立て方や野外炊飯の段取りなどを全員ができ

るようになるまで練習し、当日は保護者のいない中でも、みんなが協力をして楽しむことができてい

ました。

　このような活動を通じて、「できる」という自信を持たせ、褒めて、認めて、励ましてあげることによ

り、子どもたちが本来持っている力を引き出し、大きく成長してくれることを願っています。これからも

地域の皆さんとともに明るい活気ある放課後児童クラブへと力を注いでいきたいと思います。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［8月31日現在］

8
広 報すず か 　2 0 1 2 年 9 月 2 0 日 号

○ 9 月21日㈮～30日㈰『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○10月 1 日㈪～10日㈬『ベルディ便り』…鈴鹿シティマラソン
○10月11日㈭～20日㈯『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

稲生小学校区放課後児童クラブ
ゆめっ子クラブ

稲生小学校区放課後児童クラブ
ゆめっ子クラブ 080-5110-3358

稲生三丁目13-10

（　）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/8件、うち建物5件（35件、23件減） 出動数/675件（5,358件、212件増）

人口/202,274人（24人増） 男性/101,145人（28人増） 女性/101,129人（4人減） 世帯数/81,095世帯（85世帯増）

事故数/586件、うち人身事故83件（4,476件、265件増） 死者数/0人（5人、1人増） 傷者数/116人（868人、164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）。
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