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市政への提言

地区市民センターの案内について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

70周年記念事業情報

道路にはみ出た樹木や
草などは適切に管理を

土木総務課　 382-9021　 382-7612

　dobokusoumu@city.suzuka.lg.jp

道路保全課　 382-8421　 382-7612

　dorohozen@city.suzuka.lg.jp

　交通安全、防犯、防災対策
の総合啓発事業として、「安
全・安心フェスタすずか」を開
催します。
　このイベントは、小中学校の
防火ポスター展、コンサートな
ど、子どもから高齢者まで、皆
さんが見て・体験して・楽しみな
がら参加できるイベントです。
ぜひお越しください。
と　き　11月3日㈯　10時～
18時（一部16時終了）

ところ　鈴鹿ハンター・弁天
山公園

　12月8日㈯に、文化会館で
「ものづくり産業展」を行います。
　けやきホールでは、宇宙航
空研究開発機構ＪＡＸＡ「はや
ぶさ」のプロジェクトリーダーと
しておなじみの川口淳一郎さ
んの講演会を開催します。
　講演会には、整理券が必要
ですので、事前にお申し込みく
ださい。応募多数の場合は抽
選とさせていただきます。
と　き　12月8日㈯　13時～
16時30分

ところ　文化会館　けやきホ
ール

内　容　「はやぶさ」が挑んだ
人類初の往復の宇宙飛行、
その7年間の歩み

申込み　11月12日㈪（消印有
効）までに、往復はがきの往

信表面に、〒513-8701　鈴
鹿市役所　産業政策課もの
づくり産業支援センター、往
信裏面に、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、必要枚数、
川口淳一郎氏講演会希望、
返信表面に、申込者の郵便
番号、住所、氏名を記入の
上、お申し込みください。

※整理券はお1人2枚までです。

　道路にはみ出た樹木や草
は、通行の支障となります。土
地所有者の方は、歩行者や車
両などとトラブルに発展する前
に、枝のせん定や除草などの
適切な管理をお願いします。

「ものづくり産業展」
川口淳一郎さん講演会

産業政策課　 382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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安全・安心フェスタすずか

地域課　 382-9022　 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

　　

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします。
と　き　11月1日㈭　13時～
15時（予約不要）

相談内容　
○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。

　特許、実用新案、商標、意匠
などに関して、具体的な相談か
ら素朴な疑問までアドバイザー
が無料で相談に応じます。
対　象　事業者、一般の方
と　き　11月20日㈫、平成25
年1月15日㈫13時30分～
16時

ところ　鈴鹿商工会議所　
会議室

内　容　
・手続きに必要な書類
・権利取得までの流れ
・事前調査の方法など
※1相談30分程度(事前予約・個別
相談)

問合せ　鈴鹿商工会議所　中
小企業相談所（　382-3222）

　(財)暴力追放三重県民セン
ターの主催で、暴力団との民
事トラブルや暴力団の不法行
為についての相談を受け付け
ます。
と　き　11月6日㈫　13時～
16時

ところ　四日市市総合会館8
階　第1小会議室（四日市
市諏訪町2番2号）

※三重県警察本部や鈴鹿警察署、
（財）暴力追放三重県民センター
では、常時、専門の担当者が相談
を受けています。

天名公民館で
巡回相談を行います

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

知的財産に関する
相談会を開催します

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

民事介入暴力
巡回法律相談を開催します

地域課　 382-9022　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

　住宅用地や駐車場用地として最適な物件です。手続き方法などお気軽にお問い合わせください。
◆入札

と　き　11月19日㈪ 物件（1）:9時、 物件（2）:10時、 物件（3）：11時、 物件（4）:13時30分
ところ　市役所本館10階　1004入札室
申込み　10月26日㈮～11月12日㈪　（土・日曜日・祝日を除く）までの9時30分から16時までに、直
接、管財営繕課へ　※郵送による申込みはできません。

◆現地説明会

と　き　10月25日㈭  物件（1）:9時から、物件（2）:10時から、物件（3）:10時30分から、物件（4）
:13時30分から

ところ　売却物件所在地

市有地を一般競争入札で売却します  
管財営繕課　 382-9675　 382-8188　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp 

くらしの情報くらしの情報
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物　件 （1）

所在地 神戸九丁目826番

（2）

高岡台二丁目152番

（3）

高岡台二丁目153番

（4）
南玉垣町字稲狭間
2878番2外2筆

地　目 宅地 宅地 宅地 雑種地

地　積 357.53㎡ 365.75㎡ 340.19㎡ 合計571.17㎡

用途地域 近隣商業地域 第一種低層住居
専用地域

第一種低層住居
専用地域 準工業地域

予定価格
(売却最低価格) 1,674万5,000円 1,246万5,000円 1,176万1,000円 2,289万9,000円



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

◆障害児福祉手当

対　象　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活で常時特別の
介護を必要とする方

※所得制限があり、施設に入所中や
障がいを支給事由とする年金など
を受給している方は対象外です。

障がい程度　身体障害者手
帳1級・2級、療育手帳A1
（最重度）、精神障害者保
健福祉手帳1級

手当月額　1万4,280円
◆特別障害者手当

対　象　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活で常時特
別の介護を必要とする在宅
の方

※所得制限があり、施設に入所中や
病院などに3カ月を超えて継続入
院をしている方は対象外です。

障がい程度　身体障害者手
帳1級・2級程度、療育手
帳A1（最重度）程度、精
神障害者保健福祉手帳1
級程度で、それらが重複し
ている方またはこれらと同
等の疾病、精神障がいの
ある方

手当月額　2万6,260円
※すでに受給認定されている方は
申請不要です。詳しくは、障害福
祉課へお問い合わせください。

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障がい
別）で判定します。

※10月分から減額予定でしたが、
通常国会での法案成立が延期の
ため、現行単価を維持していま
す。

　ヤフー㈱の提供するインタ
ーネットサイト上で、市税の滞
納処分として差押えた財産の

公売を行います。入札に参加
するためには、参加申込期間
中に参加申込手続を行う必要
があります。「鈴鹿市インター
ネット公売ガイドライン」を必ず
お読みになり同意の上、ご参
加ください。
　なお、都合により公売を中
止することがありますので、ご
注意ください。詳しくは、市ホー
ムページの「行政ガイド欄・申
請様式」の中の「インターネッ
ト公売」をご覧ください。
参加申込期間　11月2日㈮13
時～16日㈮23時

入札期間　11月26日㈪13時
～28日㈬23時

売却決定日　11月29日㈭ 10
時

買受代金納付期限　12月6日
㈭　14時30分

◆下見会

と　き　11月9日㈮　午前：
10時～11時45分、午後：13
時～16時30分

ところ　納税課、市内保管
場所

障害児福祉手当・
特別障害者手当を
ご存知ですか

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

インターネット公売を
行います

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　一般競争入札を行った後、随時売却している物件です。先着順で申し込み受付中ですので、購
入を希望される方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。
申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ　※郵送による申し込みはできません。

鈴鹿市土地開発公社所有地と市有地を先着順で売却します
  管財営繕課　 382-9675　 382-8188　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp 
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物　件 （A1）

所在地 磯山二丁目1979番1

（A2）

下箕田三丁目378番13

（A3）

下箕田一丁目377番1

（A4）

住吉五丁目7827番6

地　目 宅地 宅地 宅地 雑種地

地　積 257.51㎡ 229.25㎡ 301.31㎡ 227.27㎡

用途地域 準工業地域 第一種住居地域 第一種住居地域 工業地域

売却価格 880万7,000円 843万6,000円 973万円 750万円

電　話 電子メール ホームページファクス



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

農地を農地以外に
利用される方へ

農業委員会事務局

　 382-9018　 382-7610

　nogyoiinkai@city.suzuka.lg.jp

第2次鈴鹿市文化振興
ビジョン(案)への
意見を募集します

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　平成25年度から10年間の
文化振興施策の指針となる、
第2次鈴鹿市文化振興ビジョ
ンの策定作業を進めていま
す。これまでに有識者による策
定委員会で議論を重ねたもの
を、鈴鹿市文化振興ビジョン
（案）としてまとめました。このビ
ジョン（案）についてご意見を
募集します。
意見提出できる方　どなたでも
募集期間　10月19日㈮～11
月19日㈪

閲覧場所　文化課、考古博
物館、市民会館、文化会
館、佐佐木信綱記念館、大
黒屋光太夫記念館、伊勢
型紙資料館、稲生民俗資
料館、庄野宿資料館、市政
情報課、地区市民センタ
ー、市ホームページ

提出方法　件名「第2次鈴鹿
市文化振興ビジョン（案）に
関する意見」、住所、氏名、
ご意見を記入の上、郵便
（〒513-8701文化課宛、当
日消印有効）、ファクス、電
子メールまたは直接、窓口
（文化課、考古博物館、市
民会館、文化会館、佐佐木
信綱記念館、大黒屋光太
夫記念館、伊勢型紙資料
館、稲生民俗資料館、庄野
宿資料館、地区市民センタ
ー）へ。様式は問いません。

※寄せられたご意見は、個人が特
定できないように類型化してま

とめ、回答とともに市ホームペ
ージで公表します。個別には回
答しません。

※ビジョン（案）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。

　市街化調整区域内で、農
地を住宅などの建物敷地・駐
車場などの転用目的で農地
以外に利用される場合は、農
地法の許可申請（農地法4
条・5条転用許可）が必要にな
ります。農地を農地以外での
利用を計画されている方は、
事前に相談の上、許可申請を
行ってください。
　なお、無断で農地を転用す
ると違反行為となり、工事の中
止や原状回復命令を受ける
場合があります。

　日本赤十字社では、東日本
大震災被災地支援のための
義援金の受け付けを9月30日
までとしていましたが、今も多く
の義援金が寄せられているこ
とから、平成25年3月31日まで
受け付けを延長しました。
　市では、今後も下記の受付

窓口にてお預かりし、日本赤
十字社にお届けします。引き
続き、皆さまの温かいご支援を
お願いいたします。
受付窓口　生活支援課、地
区市民センター

※これまで、4,166万8,218円の
義援金を受け付けました（平成
24年9月18日現在）。

　

　三重県最低賃金は、9月30
日から7円引き上げられて、「時
間額724円」になりました。
　この最低賃金は、年齢・雇用
形態（パート・アルバイトなど）を
問わず、三重県内で働く全て
の労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当す
る事業場で働く労働者には、
三重県最低賃金とは別に、産
業別最低賃金が定められて
います。
　また、最低賃金の引き上げ
に対応してさまざまな課題に
取り組む中小企業事業主の
皆さんのために、無料相談窓
口「中小企業相談支援事業・
津総合相談支援センター（津
市丸之内養正町4-1　森永
三重ビル3Ｆ三重県経営者協
会内　059 -226 -0033）を設
置していますので、ご活用くだ
さい。
問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

東日本大震災義援金の
受付期間を延長しました

生活支援課　 382-9012　 382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

三重県最低賃金が
時間額724円に
改定されました

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市障害者を守る親の会か
ら、会の解散に伴い福祉のため
の寄附金をいただきました。温
かいご厚意に感謝申し上げます。
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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

音楽プラネタリウム

文化会館　 382-8111　 382-8580

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月30日㈫・31日㈬
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　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。

　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次募集を引き続き行って
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、地区
市民センターに備え付けのチ
ラシ、市ホームページまたは広
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

申込み　はがきで申し込み
※この補助金は、1軒の建物に
つき1回の工事にのみ交付を
受けることができます。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。

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））

◆陸上自衛隊高等工科学校

生徒

対　象　平成25年4月1日現
在、15歳以上17歳未満の
男子で、中学校卒業者か
中等教育学校の前期課程
修了者（見込み含む）

受付期間　推薦：11月1日㈭～
12月7日㈮、一般：11月1日㈭
～平成25年1月7日㈪

試験日　推薦：平成25年1月
12日から14日までの間の指
定する1日、一般：平成25年
1月19日㈯

試験会場　推薦：高等工科学
校（神奈川県）、一般：四日
市市（予定）

◆クリスマス特別投映とラ

イブ演奏

　一般公募の方による演奏
を、プラネタリウムに広がる満
天の星空を眺めながら、ライブ
で楽しんでいただきます。
　また、クリスマス特別投映と
して、火星の謎と月の謎を詳し

く紹介します。
と　き　
○12月22日㈯
・1回目　13時30分～14時30
分（13時開場）
　投映内容：火星の謎
　ライブ：オカリナ（片岡佐智
子さんほか）

・2回目　15時30分～16時30
分（15時開場）
　投映内容：火星の謎
　ライブ：リコーダー（宮崎紗
耶加さんほか）
○12月23日㈰
・1回目　13時30分～14時30
分（13時開場）
　投映内容：月の謎
　ライブ：ゴスペル（小池智さ
んほか）

・2回目　15時30分～16時30
分（15時開場）
　投映内容：月の謎
　ライブ：ゴスペル（内田幸子
さんほか）

ところ　文化会館　プラネタ
リウム

定　員　各回150人
参加費　無料
※事前に配布する整理券が必要
です。

※12月8日㈯9時から、文化会館
で希望時間の整理券を配布し
ます。無くなり次第受付を終了
します。

※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、
特別投映のため休止します。

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

自衛官を募集します

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp
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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

プラネタリウム
秋の番組紹介

文化会館　 382-8111　 382-8580

　bunka@city.suzuka.lg.jp

大黒屋光太夫記念館特別展
第2回展示解説

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

佐佐木信綱記念館
特別展

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

元気フリーマーケット

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

◆一般・秋番組

と　き　12月9日㈰まで
　①10時30分から、②13時
30分から、③15時から

※休館日など、事前にお問い合わ
せの上、お越しください。

内　容　
○おひつじ座のギリシャ神話
　　昔々ギリシャにテーベと
いう国がありました。テーベ
の国は麦畑が広がる実り豊
かな美しい国でした。この
国の王様には4人の子ども
がいました。しかし4人のうち
2人は、今のお妃様の子ども
ではありませんでした。
　　お妃様は2人が邪魔にな
り、麦の収穫ができなくなっ
た責任を2人に押し付けて、
いけにえにしてしまいます。
行き場を失った2人を助けよ
うと、金の毛皮のヒツジが舞
い降りてきて背中に乗せま
す。うまく2人は助かるでしょ
うか？

○今夜、銀河の片隅で
　　小さな町の少年と、小さ
な森のオオカミが世界の中
心を探しに旅に出るところ
から始まるお話です。旅の
途中に出会った不思議なひ
つじに導かれ、星の世界へ

と飛び立ちますが、そこで2
人を待っていたのは…
　　世界の中心って、どこに
あるのでしょう？探してみてく
ださい。今夜銀河の片隅で！！

　

　現在開催中の、大黒屋光
太夫記念館第8回特別展「北
の黒船・ラクスマンの来航　̶
光太夫帰国　220周年̶」の
展示内容について、学芸員に
よる展示解説を行います。
　今年は、ラクスマンが漂流
者・大黒屋光太夫らを連れて
根室に来航して220周年にあ
たります。光太夫帰国の歴史
的意義やロシア船来航に対す
る当時の人々の反応・影響な
どについて、数々の貴重な資
料を見ていただきながら学芸
員がわかりやすく解説します。
と　き　10月27日㈯　10時
から　

ところ　大黒屋光太夫記念
館（若松中1丁目1-8）

入館料　無料

と　き　11月6日㈫～12月16
日㈰　9時～16時30分

※月・第3火曜日は休館日
ところ　佐佐木信綱記念館
「1階展示室」（石薬師町
1707－3）

内　容　「信綱と飯田恒治―
『機関士の歌』誕生にみる
師弟の絆―」をテーマに、
歌集刊行や家族同然のつ
きあいで深まった信綱との
絆について、現在87歳にな
る飯田恒治氏（千葉県在
住）からご寄贈いただいた
手紙などの新資料をもとに
紹介します。

入館料　無料
問合せ　佐佐木信綱記念館
（　・　374－3140）

　鈴鹿市西条発展会が、商
店街の活性化と地域活性化
を目的として、今年も元気フリ
ーマーケットを開催します。当
日は、フリーマーケットのほか、
模擬店（やきそば、からあげ、
子ども縁日）やそのほかイベン
トを多数開催しますので、皆さ
ん遊びに来てください。
と　き　11月3日㈯　9時～
15時（雨天時は11月4日㈰
に順延）
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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

2012鈴国祭・鈴短祭
～Chain 次 the world～
企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

ところ　西条中央公園（文
化会館隣り芝生公園）

問合せ　西条発展会事務局
（　384-2122、　nisi jyo-
　b@sky.plala.or.jp）

　鈴鹿国際大学、鈴鹿短期
大学では、今年も大学祭を開
催します。笑顔になれる楽しい
企画・イベントをご用意してい
ます。ぜひ遊びに来てくださ
い。
と　き　10月27日㈯・28日㈰
　10時から

ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
短期大学キャンパス（郡山
町663-222）

内　容　
○アーティストライブ　“ソナー
ポケット”

・ と　き　27日㈯14時～15時
30分

・  ところ　体育館
　入場者数が1,000人を超え
る場合は、入場制限をさせ
ていただきます。ご了承くだ
さい。
○教育懇談会講演会「親子
で達成オリンピック3連覇～
挑戦の裏には～」

・ 講師　吉田栄勝さん（吉田
沙保里選手の父）、吉田幸
代さん（吉田沙保里選手の
母）

・  と　き　28日㈰　14時30分
～16時

・  ところ　国際文化ホール
○高校生英語スピーチコンテ
スト

・  と　き　27日㈯　10時から
・  ところ　国際文化ホール

○外国人日本語スピーチコン
テスト

・  と　き　28日㈰　10時から
・  ところ　国際文化ホール
○その他
　熱気球搭乗体験（天候状
況により中止あり）、フリーマ
ーケット、すず（犬）のワンマ
ンショー、健康チェック、多
文化共生企画、ステージ企
画 （ダンス、まつだあやライ
ブ（27日午前のみ）など）、
ふれあい動物園（2 8日の
み）、模擬店（国際色豊か
な模擬店など）、研究発表
　など

入場料　無料
問合せ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
短 期 大 学 事 務 局（ 　
372-2121）

と　き　11月3日㈯・4日㈰　
10時～16時

ところ　伝統産業会館、伊
勢型紙資料館

内　容　白子・寺家地区の彫
刻職人の工房見学を行うウ
オークラリー、型地紙製造
場の見学、伊勢型紙の彫
刻実演、ＬＥＤ型紙あかりの
彫刻体験(無料)、作品の展
示・販売、あかりコンサート
「尺八と琴の饗宴」
※伝統産業会館、伊勢型紙資料
館、近鉄白子駅、近鉄鼓ヶ浦駅
で受け付け、ウオークラリーマッ

プを配布します。
※ウオークラリースタンプを5つ以
上集めた方には、両日とも先着
500人に記念品を差し上げます。

※道中に休憩所を設置し、弁当・鈴
鹿グルメを販売します。

※伊勢街道に息づく「匠の里」フ
ォトコンテストも同時開催します。

参加費　無料
問合せ　伊勢型紙産地協議
会（伝統産業会館内）（　
386-7511）

　市民の皆さんに、鈴鹿市の
自然についての興味を深めて
いただくため、自然観察会を
開催します。
と　き　11月18日㈰　10時
～12時（雨天決行）

※9時50分までに、深谷公園管理
事務所前にお集まりください。

ところ　深谷公園（八野町）
内　容　深谷公園の散策路
を歩きながら植物（木の実・
草の実を中心）と野鳥を観
察します。

講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、市川雄二さ
ん（日本野鳥の会三重県支
部）

参加費　無料

匠の里・伊勢型紙フェスタ

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

秋の深谷公園の歩き方

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

催 し 物

第45回鈴鹿市
小中学校音楽会

指導課　 382-9028　 383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

シルバー
いきいきフェスタ2012

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　 382-6092　 382-6093

11月は光太夫月間

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　1791年11月に日本人として
初めて正式な茶会で紅茶を
飲んだとされる大黒屋光太
夫。このことにちなんで、日本
紅茶協会は、11月1日を「紅茶
の日」と定めています。光太夫
をキーワードに地域おこしに取
り組む光太夫ネットワークで
は、11月にさまざまな催しを開
催します。
◆学校給食で紅茶を使った

メニュー

　11月1日に、市立幼稚園、小
学校では、粉末の紅茶を使用
した「鶏肉の紅茶レモンから
め」が献立として登場します。
◆コスズカⅡ

　光太夫が拝謁したエカテリ
ーナ2世にちなんで、中世ヨー
ロッパを連想させる衣装で着
飾ったコスプレイベントを開催
します。
と　き　10月28日㈰　10時
30分～17時

ところ　ロワレ21鈴鹿（寺家
町1527番地）

◆クーポンつきネットワー

クＭＡＰ

　ネットワークの会員店舗で
使用できるクーポンつきＭＡＰ
を各店舗などで配布していま
す。
問合せ　光太夫ネットワーク
事務局（（一社）鈴鹿市観
光協会内　 380-5595）

◆中学校の部

と　き　11月7日㈬
・ 午前の部：9時30分～11時
30分

・ 午後の部：13時15分～15時
15分

ところ　市民会館
内　容　市内中学校による合
唱発表

◆小学校の部

と　き　
・ 第1部　11月15日㈭　13時
20分～15時40分

・ 第2部　11月16日㈮　9時
30分～11時40分

・ 第3部　11月16日㈮　13時
30分～15時40分

ところ　市民会館
内　容　市内小学校による合
唱、合奏などの音楽発表

　三重県シルバー人材センタ
ー連合会主催の「シルバーい
きいきフェスタ 2012」が開催さ
れます。
と　き　10月26日㈮　10時
～15時

ところ　県総合文化センター
中ホールとレセプションルー
ム

内　容　県内各シルバー人
材センターによる事業紹介
のパネル展示、会員による
手工芸品、手作りお菓子の
展示・販売、舞の海秀平さ
ん（出羽海部屋所属の元
大相撲力士、NHK大相撲

解説者）の講演
参加費　無料
問合せ　（公社）三重県シル
バー人材センター連合会
（　059-221-6161）

と　き　11月24日㈯　8時～
10時

ところ　山中公園前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会
（代表者：三村勝弘さん）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は準
備します。

　女性の皆さん、点検教室に
参加して、車のメンテナンスに
ついて学んでみませんか。
と　き　11月10日㈯ 　13時
30分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1番20号）

内　容　自動車のしくみと作
動、日常点検、トラブルの対
処法など

受講料　無料（受講者にはエ
プロン、その他記念品を進呈）

主　催　㈳三重県自動車整
備振興会　鈴鹿自動車整
備組合

申込み　11月3日㈯までに、電
話で鈴鹿自動車整備組合
（　382-1075）へ

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

　 385-0200　 385-4752

　wakamatsu@city.suzuka.lg.jp

講座・教室

女性マイカー点検教室

地域課　 382-9022　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp
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　11月10日㈯　13時
30分～16時（13時から受
け付け）

　ふれあいセンター　
ふれあいホール

　
○1部　市内小中学生作文
コンクール表彰式、最優秀
作品3篇の朗読
○2部　
・ 講演　「未来ある子どもたち
を守るために～若者の未来
をつぶす甘い誘惑～」

・ 講師　市川誠さん（三重県
健康福祉部）、森幹晴さん
（三重県警察本部）、澤内
喜代子さん（鈴鹿市保護司
会）
　無料
　200人
　鈴鹿市青少年育成

市民会議事務局（　・　
382-0713　平日10時～15
時）

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在、活動を知っていただき、
ひとり親家庭の健全な育成と自
立促進を目的に開催します。

　ひとり親家庭の方
（母子・父子・寡婦）

　12月2日㈰　10時～
13時30分
　男女共同参画センター
　押し花でオリジナル

カレンダー作り
　渥美さつきさん

　50人（先着順）
　無料（軽食あり）
　鈴鹿市母子寡婦福

祉会
　11月20日㈫までに、

電話で北野（　385-4832、
　090-4855-2261）へ

　本場韓国のキムチづくりを
一緒に学びませんか？今回は
前日の塩漬けから本格的に教
えていただきます。唐辛子も韓
国で買って来たものを使いま
す。
　また、鈴鹿国際大学の韓国
人留学生との交流も予定して
います。

　11月22日㈭13時～
17時、23日（金・祝）10時～
14時
　文化会館　調理室
　22日㈭白菜の塩漬

け、23日（金・祝）キムチづくり
　ＩＩＦＣ（国際理解実

践センター）の皆さん、鈴鹿
国際大学 韓国人留学生2
人ほど
　32人
　白菜1個希望　一般：

1,200円　賛助会員：800円、
白菜2個希望　一般：2,000
円　賛助会員：1,600円

　1 1月1 3日㈫必着
で、郵便番号、住所、氏
名、電話番号、参加できる
日にち、白菜の数を記入の
上、はがき、ファクス、電子
メールで、㈶鈴鹿国際交
流協会（〒513 -0801　神
戸1 -18 - 1 8　市民会館正

面玄関西）へ
※受講案内は11月14日(水)から
発送予定

※23日だけの参加も可能です。た
だし、2日とも参加できる人と賛
助会員を優先します。

　「おフランス」などと言われ
る一部日本でのフランス観とは
まったく異なったフランス像を
映像を交え紹介します。特に
日本とのいろいろな違いに焦
点を当てます。

　11月10日㈯　10時
～11時30分

　男女共同参画センター
　井土真杉さん（三重

日仏協会副会長）
　50人（先着順）
　無料
　11月6日㈫までに、郵

便番号、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
鹿国際交流協会（〒513 -
0801　神戸1-18 -18　市
民会館正面玄関西）へ

市民会議公開講座
｢つなぐ｣

これがフランス？？？
～四半世紀の交流から
見えたフランスの姿～

講演会と押し花カレンダー
作りの集い

国際理解料理講座
「本場韓国のキムチづくり」
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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

と　き　11月14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6回
○時実新子　川柳で染め抜
いた日 と々その生涯
○斎藤緑雨　生誕145年に
因んで

講　師　青砥たかこさん、衣
斐弘行さん

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
子メールなどで、受講希望
日・住所・氏名・電話番号を
記入の上、〒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。

　初心者の方から、パソコン
の使い方についてお困りの方
まで、少人数でしっかり学んで
いただけるよう、さまざまな講
座を用意しました。アットホーム
な講座で、楽しくパソコンの使
い方について学びませんか。
対　象　成人

講座・教室

職業訓練センター
11、12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/

申込み　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

◆低圧電気取扱特別教育

と　き　11月21日㈬・22日㈭
8時30分～17時

受講料　1万円（別途教材費
630円）

◆Ｅｘｃｅｌ中級（表計算講

習）

と　き　11月27日㈫・28日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆アーク溶接特別教育

と　き　12月3日㈪～5日㈬
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆クレーン運転業務特別教育

と　き　12月6日㈭・7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　12月10日㈪・11日㈫
○実技　12月12日㈬・13日
㈭・14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）

と　き　11月10日㈯　13時
～16時20分

ところ　鈴鹿医療科学大学
ＪＡＲＴ記念館100年記念
ホール（岸岡町1001-1）

※駐車場あり
内　容　
○講演（13時～14時）
・ 演題　食品中の成分はど
のようにあなたの体に役立
つか

・ 講師　矢澤一良さん（東京
海洋大学）
○講演（14時5分～35分）
・ 演題　卵の保存と加熱調
理について

・ 講師　米川泰正さん（食理
学者）
○講演（14時55分～15時25分）
・ 演題　がんにならないため
の食生活とは　第2弾

・ 講師　長村洋一さん（鈴鹿
医療科学大学）
○講演（15時30分～16時20分）
・ 演題　健康食品管理士か
らの一言、院内で利用して
いるサプリメントの有用性に
ついて考える

・ 講師　石川実枝子さん（社
会保険中京病院）

参加費　無料
主　催　鈴鹿医療科学大学
保健衛生学部　医療栄養
学科

問合せ　鈴鹿医療科学大学
（千代崎キャンパス）庶務
課　383-8991　383-9666
　homepage@suzuka-
u.ac.jp

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座

「健康と食の安全・安心の
問題を考えよう」

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

パソコン講座(後期)

鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

鈴鹿市民大学文芸学科
｢日記文学｣

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net
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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

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

と　き　11月26日㈪～12月
14日㈮

※講座選択制。講座によって開催
日が異なります。

ところ　鈴鹿青少年センター
講　座　入門・基礎、楽しもう！
インターネット、ワード基礎、エ
クセル基礎、パワーポイント
入門、年賀状作成、写真取
込・整理、写真編集　など

※内容は変更になる場合があります。
※申込状況により、休講の場合が
あります。

参加費　1回講座：各講座（各
日）1 , 5 0 0 円、2回講座：
2,500円、3回講座：3,500円

※講座によって異なります。
定　員　各講座（各日）10人
程度（応募多数の場合抽
選）

申込み　10月20日㈯から11月
10日㈯（必着）までに、参加
希望講座名、名前、住所、電
話番号、年齢、性別を記入
の上、はがきかファクスで、鈴
鹿青少年センターへ

※インターネット講座以外は、パソ
コンの持込みが可能です。

※レストランで昼食(別途500円)
をとれます(事前申込み要)。

※各講座の開催日、内容、参加費
など、詳しくはお問い合わせく
ださい。

◆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　11
月10日㈯と11日㈰

・ エクセル基礎　11月17日㈯
と18日㈰
○午後の部：13時30分から
・ ワード基礎　11月10日㈯と
11日㈰

・ ワード応用　11月17日㈯と
18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）

参加費　3,000円（教材費別
途必要）

申込み　10月29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、年賀状講座

※ノートパソコン持込可、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

地域課　　 382-8695　　 382-2214      

　chiiki@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

地区市民センターの案内について

　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。

鈴鹿市に転入してきましたので、証明
書を取得するために近隣の地区市民

センターの場所を検索しようとしたところ、市
のホームページの地理情報から検索するよう
にと書いてありました。地理情報にアクセスし
ましたが、使い方が分かりづらく、結局他のサ
イトを使用しました。近隣の地区市民センター
に行くための地図を取得するのに手間がか
かりすぎます。引っ越して来た者に使いやす
いように改善してほしいです。

今回のご意見を受けまして、ホームペ
ージ上の地区市民センターのページ

から、各地区市民センターの簡単な地図の
ページへ直接リンクするように改善しました。
　なお、今回直接リンクしました地図は簡易
なものですので、周辺の詳しい地図につい
ては、引き続き地理情報をご利用ください。

おわびと訂正
　10月5日号22ページ「第41
回三重県植木まつり」の記事
で、苗木プレゼントの対象者を
「中学生以下」と記載しました
が、正しくは「中学生以上」で
す。お詫びして訂正いたしま
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（詳しくは健康づくり課へお尋ねください）。

○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。

○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。

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。
※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 受付中
（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

　ポリオ予防接種は、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ています。ジフテリア・百日せ
き・破傷風・不活化ポリオ（DPT-IPV）の4種混合ワクチンの定期接種は、11月からの導入に向けて準備が進められて
います。生後3カ月を迎えたら、4種混合の導入を待たずに、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。
回　数／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
※予診票をお持ちでない場合は、健康づくり課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。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。　　

12月13日㈭、1月16日㈬、
28日㈪

13時～14時30分
子宮がん
（頸部）

900円
（70歳以上は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 10月22日㈪～31日㈬
（消印有効）

1月16日㈬
9時30分～11時、
13時～15時

保健センター

保健センター
（12月13日のみ稲生
地区市民センター）

保健センター
（12月13日のみ稲生
地区市民センター）

乳がん
（超音波による）

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40人
午後40人

10月22日㈪～31日㈬
（消印有効）

12月5日㈬、13日㈭、
1月28日㈪

9時30分～11時、13時～15時乳がん
（マンモグラフィによる）

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

10月22日㈪～31日㈬
（消印有効）

＜乳がん・子宮がんの申し込み方法＞
※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、11
月下旬ごろに郵送でお知らせします。

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 受付中
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申　込　み検 診／ 対 象
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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

　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

̶̶11月30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

12月20日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

坂倉康夫医師（耳鼻科）
「つらい…アレルギー性鼻炎が楽に

なる秘訣」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
５0人

（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、10月24日㈬から12月10日㈪までにお願いします。

無料保健
センター

11月11日㈰
9時3 0分～11時 4 5分、
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

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方

各15組

無料保健
センター

11月9日㈮
10時～11時3 0分

5カ月～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5月～7月生まれの
乳児をもつ初参加の方

10月25日㈭から
（先着順）

10月23日㈫から
（先着順）

30組

無料保健
センター

11月15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

10月22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

無料保健
センター

転倒予防に役立つ
体力チェック

健康広場
（体力チェック編）
65歳以上の方

10月22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

11月12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

10月22日㈪から
（先着順）30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

健康診査健康診査

○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

　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。

保健センター地図

■すくすくファミリー教室

教　室教　室 電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　受付時間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。

1 2月5日㈬
10時～11時3 0分

月 献 血11 日 程の
とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・11月4日㈰、
23日（金・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。
問合せ　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632
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◎総合相談 16日 10：00～15：00 市役所12階会議室
巡回相談 1日 13：00～15：00 天名公民館

こころの健康相談 7日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階　相談室 県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 2・9・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 19日 10：00～15：00

巡回相談 21日 13：00～15：00 国府公民館

◎外国人のための行政書士相談 8日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 13日 10：00～15：00 神戸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
年金事務所出張相談 28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

◎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
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・2・6・8・9・13・15
16・22・27・29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

◎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 2・9・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 19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
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　鈴鹿市では、環境への負荷の少ない循環型社会を進めるために、平成20年9月か

らスーパーマーケットなどでレジ袋の有料化を実施しています。有料化で得られた収

益金は、地域の社会貢献事業に還元されています。

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

　9月3日、郡山小学校で電力チェッカーの贈呈式
が行われ、「鈴鹿市レジ袋削減（有料化）・マイバッ
グ推進会議」から教育委員会へ目録が贈られまし
た。今回は郡山小学校、栄小学校の2校に電力
チェッカーが設置されました。
　推進会議に還元が委託された実施事業者（下
記参照）からの収益金について、有効な還元方法
を検討した結果、子どものころから環境意識（省エ
ネ意識）を高めてもらいたいという願いをこめて、市
内の小中学校に電力チェッカーを設置しています。
　平成23年2月にも市内の小中学校8校に設置さ
れており、子どもたちは楽しみながら節電の大切さ
を学んでいます。
【還元を委託された実施事業者名簿（五十音順）】
イオンリテール（株）、（株）一号舘、（株）オークワ、
（株）ジップドラッグ、マックスバリュ中部（株）、（株）
ヤマナカ、ユニー（株）

　家庭から排出される多量のごみなどについて、清掃センターの受付時間は、月曜日から土曜日の
9時から16時まで（12時から13時を除く）ですが、特に月曜日の午前中は、搬入車両が多く、交通渋
滞が発生しています。ご利用いただくまで長時間かかる場合もありますので、直接搬入される場合
はできる限り月曜日以外にご利用ください。
　また、家庭から排出される少量のごみについては、ぜひ集積所をご利用く
ださい。

小中学校に電力チェッカーを設置し環境意識を育てます小中学校に電力チェッカーを設置し環境意識を育てます

もやせるごみなどの直接搬入は月曜日以外に！！もやせるごみなどの直接搬入は月曜日以外に！！

郡山小学校での贈呈式

レジ袋有料化による収益金は地域の
社会貢献事業に還元されています

ごみ分別

Ｑ Ａ＆
Ｑ

A

資源ごみB【衣類】のボタンやファスナーは取り外すのですか？

衣服（中古衣料）として再利用することもありますので、ボタンやファスナーは取り外さずに、
そのまま出してください。

清掃センターからのお願い清掃センターからのお願い



◎総合相談 16日 10：00～15：00 市役所12階会議室
巡回相談 1日 13：00～15：00 天名公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・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 19日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 8日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 13日 10：00～15：00 神戸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
年金事務所出張相談 28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

◎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
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・2・6・8・9・13・15
16・22・27・29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

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　12日㈪、26日㈪●市武道館 388-0622

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

バレーボール

卓　　　球

休館日　12日㈪、26日㈪●市立体育館 387-6006

バスケットボール

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

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

1日
2日
8日
24日
27・28日
29日
20・21日
5・11・15・18・24・29日
6日
8・30日
9日
13日
2・7・20・29日
5・15・25日
14・28日

19日

27日
2日
7・14日
11・18日
22・30日

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

1・5・6・8～10・12～16・19～23・26～30日
2日
3・4・25日
1・6・8～10・13・15・16・20・22・23・27・29日
2日
3日
7・14・21・28・30日

バスケットボール

バドミントン

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

1・5・6～8・12～15・19～22・26～29日
4・25日
2日
3・4・25日
5・9・10・12・16・19・23・26・30日

11月

11月

11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。
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◎図
書
館

月曜日、6日㈫、20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）　11日、17日14時30分～15時、24日10時30分～11時  1階親子コーナー

382-0347

◎印は、都合により巡回日・曜日を変更しています。

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

8日㈭
22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

9日㈮
27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

14日㈬
28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

2日㈮
16日㈮
30日㈮

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

1日㈭
15日㈭
29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

7日㈬
21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

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

1・2・8・9・14～16・22・23・28～30日
3日
4・11・25日
5・6・13・19・20・24・27日
10・17日

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

1・2・7～9・13～16・21・22・27・29・30日
3・10・17日
4・11・25日
5・6・19・20・23・28日
18・24日

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

1・5・8・15・19・22・29日
2・6・9・13・16・20・27・30日
4・10・25日
7・11・14・21・28日
17・24日

23日

9：00～21：001～11・13～25・27～30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　5日㈪

11
November

勤労感謝の日

文化の日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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22
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24

25

26
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28

29

30
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　平成15、16年度ごろから鼓ヶ浦小学校区に学童保育施設が欲しい

という要望を地域の皆さんからいただき、そのご希望に沿うため平

成20年4月に放課後児童クラブ「いそやまっ子」を開設しました。

　当初は、数人の子どもたちに囲まれ家族的な保育を行っていまし

たが、徐々に人数（現在18人）が増えて教室が手狭になったため、平

成23年度のいそやま保育園全面改築工事に合わせて学童保育室を

整備し、今年5月から新教室での保育を行っています。

　平日は、15時半ごろから子どもたちが登園してきます。「ただい

ま」「おかえり」のあいさつからスタートして、その日に学校であったことを話してくれます。その後、宿題

をしてから自由遊びの時間となり、サッカーをする子や、おしゃべりに没頭する子など、さまざまな姿が

見られます。保育園の敷地内にあるので、日頃から保育園児との交流が盛んで、学童のお兄ちゃん・お

姉ちゃんたちがいつも小さい子どもたちの面倒を見てくれています。

　子どもたちは、保育園で作った給食を食べ、夏には園児と同じプールに入り、時間外では園児との異

年齢交流を行い、まさに保育園と一体になって毎日を過ごしています。これからも、たくさんの友だちと

の触れ合いの中で、やさしい思いやりのある子に育っていってほしいと願っています。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［9月30日現在］

9

広 報すず か 　2 0 1 2 年 1 0 月 2 0 日 号

○10月21日㈰～31日㈬『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○11月 1 日㈭～10日㈯『ベルディ便り』…ものづくり産業展
○11月11日㈰～20日㈫『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ
いそやまっ子

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ
いそやまっ子 387-6012 387-6093

東磯山二丁目26-18

（　）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/6件、うち建物3件（41件、20件減） 出動数/711件（6,069件、316件増）

人口/202,353人（79人増） 男性/101,191人（46人増） 女性/101,162人（33人増） 世帯数/81,197世帯（102世帯増）

訂正：8月20日号に掲載した「世帯数/81,797世帯（146世帯減）」は誤りで、正しくは「世帯数/81,010世帯（933世帯減）」です。
※大幅な世帯減は、7月9日から外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象となったことによります。

事故数/612件、うち人身事故90件（5,056件、284件増） 死者数/0人（5人、増減無し） 傷者数/109人（977人、192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

2012・10・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

くらしの情報くらしの情報

エカテリーナ号模型
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