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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

生活騒音を気配りで防ぎましょう

放課後子ども教室ナビ

郡山小学校区　郡山子ども教室

スポーツ・図書館・相談 11

12

市政への提言

公民館の利用について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

　大規模な自然災害や武力
攻撃などの緊急事態が発生し
た時に、無線電波や鈴鹿ヴォ
イスＦＭ78.3ＭＨｚを使用して、
市民の皆さんに緊急情報をお
伝えする防災スピーカーの整
備を行っています。
　そのスピーカーが、正常に作
動するか試験放送を行います
ので、ご理解・ご協力をお願い
します。

◆2月25日㈪～3月6日㈬

  (土、日曜日を除く)

　15時30分、16時30分

　市内全域の防災スピーカーを、

数本ずつ選定して鳴らします。

放送内容(約1分間）

1チャイム
2｢こちらは 鈴鹿市役所です｣
3｢ただいま 試験放送を 行っ
ております｣
4｢ピーーー｣という検査音が高
音で15秒ほど鳴ります。
※機械による音圧測定を行い
ますので、ご容赦ください。
5｢こちらは 鈴鹿市役所です。 
これで 試験放送を 終わりま
す。 ご協力ありがとうござい
ました｣
6チャイム

◆3月7日㈭・8日㈮

　15時30分、15時50分

　市内全域一斉に放送します

(防災スピーカー90カ所、鈴

鹿ヴォイスＦＭ、緊急防災ラ

ジオ、地区市民センター、

小・中学校、公民館など)。

放送内容(約1分間)

1チャイム
2｢こちらは 鈴鹿市役所です｣
3｢ただいま 試験放送を 行っ
ております。 試験中 試験中 
試験中｣×2回
4｢こちらは 鈴鹿市役所です。 
これで 試験放送を 終わりま
す。 ご協力ありがとうござい
ました｣
5チャイム

電話 電子メール ホームページ ファクス 

防災スピーカーの
試験放送を行います

防災危機管理課

　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

管財営繕課　 382-7629　 382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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オートバイや
軽自動車などの
廃車・名義変更を
お忘れなく

市民税課　 382-9006　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　　

　オートバイや軽自動車など
に課税される軽自動車税は、
毎年4月1日現在の所有者に
課税されます。
　車両を処分したときは廃車
の手続き、譲渡したときは名義
変更の手続きが必要です。手
続きをしないと、いつまでも課
税されます。普通車とは異なり
月割制度がないため、4月2日
以降に手続きをしても、全額
課税となりますのでご注意くだ
さい。
　また、トラクターやフォークリ
フトなどの小型特殊自動車を
所有している場合、標識の交
付を受け、車体に取り付ける
必要がありますので、手続きを
してください。
　3月末になると、窓口が大変
混み合います。まだ手続きをし
ていない方は、早めに済ませ
てください。
　なお、車両によって手続きに
必要なものや機関が異なりま
すので、次の担当機関へ詳
細を電話にて確認の上、手続
きをしてください。
①125cc以下の原付自転車・
小型特殊自動車（農耕車を
含む）
　⇒市民税課（　382-9006）
②125ccを超え250cc以下の
軽二輪車
　⇒三重県軽自動車協会（津
市雲出長常町1190-1

　　059-234-8611）
③軽四輪車
　⇒軽自動車検査協会三重
事務所（津市雲出長常町
1190-10　　059-234-8431）
④250ccを超える小型二輪車
　⇒中部運輸局三重運輸支
局（津市雲出長常町1190-9
　　 050-5540-2055）

※②③④については、鈴鹿市自
家用自動車協会(矢橋一丁目
21－23　　382-1075)で
手続きを代行しています。

業務内容　教育委員会事務
局または幼稚園における養
護に関する業務

対　象　以下を満たす方
・昭和28年4月2日以降生ま
れの方

・養護教諭免許を取得して
いる方または平成25年3月
末日までに取得見込みの方

・地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しない方

・外国籍の方は永住者か特
別永住者の在留資格のあ
る方

募集人員　1人
申込み　2月21日㈭から3月4
日㈪（土、日曜日を除く8時
30分～17時15分）までに、
採用試験申込書を直接か
郵送で、〒513 - 8 701　学
校教育課へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で学校教育課へ請求して

くだい。郵送で請求する場合は、
封筒の表に朱書きで｢嘱託職
員採用試験申込書希望｣と記
入の上、返信用封筒（宛先を記
入し、90円切手を貼った12ｃｍ
×23ｃｍ程度）を必ず同封して
ください。

◆採用試験

と　き　3月9日㈯　13時～
17時

ところ

　市役所本館12階会議室
内　容

　作文、面接

　

業務内容　市内の公立小中

学校における外国人教育

指導に関する業務

対　象　以下を満たす方

・西暦1953年4月2日以降

生まれの方

・日本語からスペイン語に

翻訳のできる方

・日本語・スペイン語で通

訳のできる方

・運転免許証のある方

募集人員　1人

申込み　2月25日㈪から3月

8日㈮(土･日曜日を除く8

時30分～17時15分)まで

に、人権教育課へ連絡し

てください。

◆採用試験

と　き　3月18日㈪　9時～

11時

ところ　市役所本館11階

1102室

内　容　

　面接、翻訳筆記試験

平成25年度
鈴鹿市嘱託職員(養護)を

募集します

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

平成25年度
鈴鹿市嘱託職員

(外国人教育指導助手)を
募集します

人権教育課　 382-9030　 383-7878

　 jinkenkyouiku@city.suzuka.lg.jp
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第21回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
（財）鈴鹿市文化振興事業団　　 384-7000 　384-7755　 since-97@s-bunka.net

◆第21回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月9日㈯　10時から      ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第21回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌｢市民文化｣に掲載します。3月9日㈯から1部100円で販売しま
すので、ご希望の方は、直接㈶鈴鹿市文化振興事業団事務局（文化会館内）へお越しください。

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

◆一般の部 （敬称略、同賞内順不同）

評論 平英男最
優
秀
賞

七十の夏（大木実の詩と共に）
ジャンル 氏　名 作品名・作品

ジャンル 氏　名 作品名・作品

詩 わた頌子 きらきら雨降り
短歌 赤羽つる子 ある転結
俳句 下平しづ子 冬に入る
川柳 丹川修 石蕗の花

奨
励
賞

小説 小津順吉

優
秀
賞

はるのしほのね
エッセイ 平井明美 混迷７時間半からの肝臓ガン生還

嘘をついたと、友人は離れて行く。　
では、真実を伝えたら、歩み寄ってく
れるのだろうか？

アフォリズム 服部雅恵

地域社会で男女共同参画関係が成立し
ていけば、女の瞳は、三角から星に
変わっていく。

アフォリズム 中山美保

アフォリズム 北田のりこ

詩 平英男
短歌 神谷洋子
俳句 下里進
川柳 落合文彦
小説 小川はつこ
小説 波多野健
詩 深谷孝夫
短歌 中野文菜
短歌 堀喬
俳句 髙井幸子
俳句 大野あい
俳句 岩佐紀代子
川柳 松本諭二

菜の花
病も良きかな
水温む
ちらし寿司
再
ローマの再会
　び色に染まったブル
楽しかった卓球部（中学）　その他
母を恋ふ
夏野菜
恙なく
小岐須渓谷
家庭

優
秀
賞

（敬称略、同賞内順不同）◆ジュニアの部

作文･童話 森川佳子最
優
秀
賞

雨降らし

短歌 岩下智寛 秋が来て冷たい風が木をゆらす
それでも人の心は動かぬ

俳句・川柳 髙木琉偉 なつやすみとけいよめたよいまなんじ

奨
励
賞

短歌 浅井駿汰 空を見てくもの形がかわってく
さかなの形うさぎの形

短歌 服部圭悟 学校でいけのなかみたあかいろの
こどものこいがすなにかくれる

短歌 澤谷知歩 帰り道田んぼの上にトンボいた
おんぶしている赤とんぼいた

短歌 古川璃乙 友だちと外であそんだ水ふうせん
水がかかってえがおあふれる

短歌 上田武玄 春がきたさくらにとまることりたち
めじろがうたうはるのがっしょう

短歌 明石帆之香 オレンジのきんもくせいが咲き始め
ほのかに香るただよいながら

短歌 市川実優 金閣寺金のほうおうとびそうだ
池の鏡にそっくりうつる

短歌 黒宮大輔 二学期が始まる九月また夏日
休みの延長衆議一決

短歌 山田伊織 せみの声ミンミンミンとないている
いつになったらなきやむのかな

短歌 竹内彩奈 夏休みカヌーに乗って沈みそう
怖かったけどいい思い出だ

短歌 山原永遠 バスケット試合でたくさんドリブルや
パスをつないでシュートを決めた

短歌 佐藤優 カレンダー緑色から茶色にね
変わり出すと秋はすぐそこ

短歌 家﨑優生 おいもくんきみをぜったいとるからね
ぜったいいてよおねがいします

優
秀
賞

奨
励
賞

短歌 池下愛理 てんとう虫とことこ歩いてどこ行くの
涼しい風が吹いているよ

俳句・川柳 米川桜子 ひまわりといい勝負だなせいくらべ

詩 福井祈乃璃 アイクロ

短歌 伊藤優姫
「サヨウナラ」ピアノでひいた送る会
ことしはわたしが６年生

作文･童話 古林明香里 天道虫のアドベンチャー
～友達を救え～

作文･童話 碓井彩香 ネコのゆめ
詩 中野芙美 バス

俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳
俳句・川柳

村嶋玲 誕生日一日たつとちがう顔
道明咲恵 すいぞっかんおおきなさかなとにらめっこ
武智花葉 やきいもがたきびの中でどこ行った
金子祈里 あと五分ねたいのがまん冬の朝
蓑田悟司 せんぷうきぼくのいえではヒーローだ
牟田大地 おには外福まで外に出しちゃった
香西来美 なつやすみめざましとけいせみさんだ
新開月渚 あさがおさんいつもなんじにおきてるの
六谷謙心 ぷちとまとだいしゅうごうだまっかっか

短歌 田中菜々子 友達と楽しい時間すごしても
あなたにあいたいそう思うのよ

短歌 成山健太
まるまるとぼーりんぐですだんごむし
ごろごろくるり目がまわるかな

短歌 伊東わかな
ねずみいろ空から雨がおちてくる
やんでほしいなつめたいしゃわあ

短歌 七島愛莉
ロープウェイくものなかまでいったんだ
くもをつかんでみずになったよ

短歌 澤谷朱音 ひじを曲げしりあがりしてにかいして
びっくりしたなはじめてだった

雑草というのは、人間にとって利用価
値がないからそういわれているだけ
で、いつか利用価値を見つけて雑草で
なくなる日が来るかもしれない。
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平成25年度版
ごみ収集カレンダー、

家庭ごみの分け方･出し方、
プラスチックごみの
分け方・出し方、

有害ごみ専用収集袋を
配布します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　　

　平成25年度版ごみ収集カ
レンダー、家庭ごみの分け方･
出し方、プラスチックごみの分

け方・出し方、有害ごみ専用
収集袋を広報すずか3月5日
号と共に配布します。
　ごみ収集カレンダー、家庭
ごみの分け方･出し方、プラス
チックごみの分け方・出し方を
紛失された場合は、3月5日以
降に、廃棄物対策課か地区
市民センターでお渡しできま
す。
※有害ごみ専用収集袋は翌年度
も使用できます。袋が多く余っ
た場合は、廃棄物対策課か地
区市民センターへお持ちくださ
い。

※有害ごみ専用収集袋は、昨年ま
では6袋(乾電池用、その他用 
各3袋)でしたが、今年から4袋(
乾電池用、その他用 各2袋)に
変更しました。不足する場合に
は、廃棄物対策課か地区市民
センターでお渡しします。

※一部地域では、有害ごみ専用収
集袋は3月20日号とあわせて
配布します。

くらしの情報くらしの情報

　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　3月18日㈪　 物件（1）：8時30分、物件
（2）：9時30分、物件（3）：10時30分、物件（4）：
11時30分、物件（5）：13時30分、物件（6）：14
時30分、物件（7）：15時30分、物件（8）：16時
30分

ところ　市役所本館10階　1004入札室
申込み　2月21日㈭から3月13日㈬ （土・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（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ

※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　2月28日（木）　物件（1）：9時から、物
件（2）：9時30分から、物件（3）：10時から、物
件（4）：11時から、物件（5）：13時30分から、物
件（6）：14時30分から、物件（7）：15時30分か
ら、物件（8）：16時30分から

ところ　売却物件所在地

鈴鹿市土地開発公社所有地を一般競争入札により売却します

管財営繕課　 382-9675　 382-8188　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

（1） （2） （3） （4）物件

西条九丁目25番所在地 西条九丁目26番 西条九丁目3番 神戸本多町字本多町729番1

宅地地　目 宅地 宅地 宅地

206.40㎡地　積 206.40㎡ 454.34㎡ 902.80㎡

準工業地域用途地域 準工業地域 準工業地域 第一種中高層住居専用地域

1,213万1,000円 1,236万5,000円 2,942万2,000円 4,801万2,000円予定価格
(売却最低価格)

（5） （6） （7） （8）物件

中江島町114番所在地 末広北二丁目5563番1 一ノ宮町字奥市場1918番1 阿古曽町2047番2

宅地地　目 雑種地 宅地 雑種地

356.31㎡地　積 804.51㎡ 1,174.49㎡ 2,454.73㎡

第一種中高層住居専用地域用途地域 第一種住居地域 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域

2,080万9,000円 2,064万6,000円 2,657万6,000円 1億2,643万4,000円予定価格
(売却最低価格)
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　三重県司法書士会鈴亀支
部では、司法書士による無料
相談会を開催します。ぜひ、ご
利用ください。予約不要です。
と　き　3月16日㈯　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（神戸二丁目15-18）

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・
売買・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）

　一般競争入札を行ったのち、
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。
申込み　管財営繕課へ
※郵送による申込みはできません。
　

　国民健康保険の保険者とし
て第2期（平成25年度～29年
度）の特定健康診査等実施計
画（案）を取りまとめました。この
計画（案）についてご意見を募
集します。
意見提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
在勤・在学されている方

・本計画案に利害関係を有
する方

募集期間　2月14日㈭～3月15
日㈮

公表場所　保険年金課、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期鈴鹿
市特定健康診査等実施計
画（案）に関する意見｣、住
所、氏名、ご意見を記入の
上、郵便（〒513-8701　保
険年金課宛、当日消印有
効）、ファクス、電子メールま
たは直接、窓口（保険年金
課、市政情報課、地区市民
センター）へ。様式は問いま
せん。

※計画案に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。

※計画に直接関係のないご意見
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。

　平成24年10月に策定した鈴
鹿市行財政改革アクションプラ
ンに掲げる取組の「料金、負担
金等の受益者負担の見直し」
を推進していくに当たり、考え
方の基本となる「公共サービス
に係る受益者負担に関する基
本方針（案）」を策定しました。
この基本方針（案）についてご
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
・市内の事業所、学校などに
在勤・在学されている方

・本方針案に利害関係を有
する方

募集期間　2月20日㈬～3月22
日㈮

公表場所　財政課、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「公共サービ
スに係る受益者負担に関す
る基本方針（案）についての
意見」、住所、氏名、ご意見
を記入の上、郵便（〒513-
8701　財政課宛、当日消印
有効）、ファクス、電子メール
または直接、窓口（財政課、
市政情報課、地区市民セン
ター）へ。様式は問いません。
※方針案に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。

※方針に直接関係のないご意見
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。

司法書士無料相談会
市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

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

国保の第2期鈴鹿市
特定健康診査等
実施計画(案)への
意見を募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

公共サービスに係る
受益者負担に関する
基本方針(案)への
意見を募集します

財政課　 382-9041　 382-9040

　zaisei@city.suzuka.lg.jp

（A1）物件

磯山二丁目1979番1所在地

宅地地　目

257.51㎡地　積

準工業地域用途地域

売却価格 880万7,000円
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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

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課　 382-7831 　382-7660

　nouzei@city.suzuka.lg.jp

　　

と　き　2月27日㈬・28日㈭
　17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続など

※南玄関からお越しください。

　平成26年度完成をめざし
て、玉垣・白子地区ＮＴＴ鈴鹿
研修センター跡地に、約7.3ha
の規模で新たな公園の整備を
進めています。
　この新しい公園を市民の皆
さんにより身近に感じていただ
くため、名称を広く募集します。
　応募に関する詳細は、市ホ
ームページをご覧いただくか市

街地整備課へお問い合わせく
ださい。
応募資格　鈴鹿市に居住する
個人

募集期間　2月20日㈬～3月19
日㈫（必着）

　3月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放送
します。
と　き　2月21日㈭、3月4日㈪
～8日㈮・11日㈪・26日㈫　10
時から当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、特別委員会、全員協
議会、各派代表者会議、広報広
聴会議は傍聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載しま
す。ただし、日時が変更になる
場合がありますので、傍聴する
場合は事前に議事課へご確認
ください。

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月かか
りますので、お早めに手続きをお
願いします。申し込み手続きは
金融機関、地区市民センター、
納税課の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

くらしの情報くらしの情報 新公園の名称を募集します
市街地整備課　 382-9025 　382-7615

　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp 

市議会をテレビ中継します
議事課　 382-7600　 382-4876

　giji@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◎
の児童クラブで、子ども好きの指導員と児童の募集を行っています。
※募集を締め切っている場合もありますので、希望される方は、直接施設
へお問い合わせください。

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

名　称 学校区 住　所 電話番号 指導員
募集

児童
募集

サンキッズ・Ⅱ 郡山 郡山町向山729-1 　372-2084 ◎
ピッコロ 旭が丘 東旭が丘四丁目9-19 　368-2033 ◎

あおぞら第1・第2 愛宕 北江島町43-8 　368-1223 ◎
みらくる 明生 住吉一丁目4-29 　367-1711 ◎ ◎
ひまわり 椿 山本町1255－2 　371-2300 ◎ ◎
コスモス 庄野 庄野東二丁目5-35 　379-0811 ◎ ◎
神戸みらい塾 神戸 神戸二丁目20-8 　382-3708 ◎
井田川っ子 井田川 和泉町235-1 　370-2353 ◎
ゆいまぁる 国府 国府町3519-1 　370-0605 ◎ ◎
かわたろう 河曲 十宮町719-2 　383-3070 ◎
スマイル 一ノ宮 高岡町2665-2 　369-2780 ◎

ゆめっ子クラブ 稲生 稲生三丁目13-10 　388-3398 ◎ ◎
なかよしキッズ 加佐登 高塚町1205-3 　370-8184 ◎

◎しいの実 鈴西 深溝町3553 　374-5511 ◎
遊由保育室 長太 長太新町二丁目10-13 　385-5331 ◎

◎かんたろう学童保育所 神戸 神戸八丁目9-15 　383-1519
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鈴鹿国際交流協会が
臨時休業します

鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　協会が入居している市民会
館の改修工事に伴い、会館施
設全体が使用できなくなります
ので、臨時休業します。
と　き　2月26日㈫
問合せ　前日まで：鈴鹿国際
交流協会、当日：市民対話課
（　382-9058　 shimintaiwa
　@city.suzuka.lg.jp）

　市では、ケーブルネット鈴鹿
（CNS）で、テレビ広報すずか
「ベルディ便り」を放送していま
す。毎月、「特集」を1本（1日～
10日）、「市からのお知らせ」を
2本（11日～20日、21日～月末）
放送しています。ぜひ、ご覧くだ
さい。
と　き（10分番組）
○月～金曜日：11時から、15時
から、17時から
○土・日曜日：11時から、18時30
分から、22時40分から

と　き　2月28日㈭～3月3日
㈰　9時30分～17時（最終
日は15時まで）

ところ　県立美術館　県民
ギャラリー（津市大谷町11
番地）

内　容　伊勢型紙技術保存
会制作の復刻作品や見本

染め、古代型紙、彫刻用具
のほか、江戸小紋染色着
物、反物、染色用具などを
展示します。また、伊勢型紙
彫刻実演と江戸小紋染め
の実演もあります（彫刻実
演：期間中の10時～12時・
13時～16時、染色実演：3月
2日㈯・3日㈰13時～16時、
いずれも最終日は1 5時ま
で）。

入場料　無料
主　催　国認定重要無形文
化財保持団体 伊勢型紙
技術保存会

問合せ　伊勢型紙資料館
（　368-0240）

と　き　3月2日㈯・3日㈰　9
時～17時（予定）

ところ　鈴鹿サーキット
料　金　ページ下部に掲載
の入場券を持参すれば無
料（別途駐車料金が必要）

内　容　最新マシンが一堂
に会し、迫力のデモ走行や
選手との触れ合いイベント
が開催される他、中嶋悟さ
んや佐藤琢磨選手による
F1マシンのデモ走行も行わ
れます。

◆鈴鹿Ｆ１日本グランプリ

地域活性化協議会ブース

内　容　協議会の取り組み
の紹介、本市と三重県・周

辺市町（桑名市・四日市市・
亀山市・津市・菰野町）の観
光・物産のＰＲなど

問合せ　商業観光課へ
※イベントの詳細は、鈴鹿Ｆ１協議
会ホームページ(　http://suz

　uka21.com/)をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

内　容　マシン搭乗、国際レ
ーシングコースマイカーラ
ン、子どもモータースポーツ
教室など

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会（　382 - 3222　
鈴鹿商工会議所内）

※イベントの詳細は、鈴鹿モー
タースポーツ友の会ホームペー
ジ(　http://www.suzuka-

　msa.jp/)をご覧ください。

　新小学1年生の入学を祝う
催しを行います。
対　象　市内に在住する平
成25年度小学校入学予定
者とその保護者

と　き　3月10日㈰　14時か
ら（15時30分終了予定）

ところ　市民会館
内　容　小学校生活を紹介
する映像鑑賞、親子のふれ
あい遊び　など

参加費　無料
共　催　中日新聞社、鈴鹿市、
鈴鹿市教育委員会

問合せ　中日新聞社（　052-
　221-0671）、学校教育課へ

テレビ広報をご覧ください
秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

伊勢型紙｢技の伝承｣展

文化課　 382-9031 　382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

2013モータースポーツ
ファン感謝デー

商業観光課　 382-9020 　382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

第57回新入学を祝う
よい子のつどい

学校教育課　 382-7618 　382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

入
場
券

（鈴）

３月２日㈯ 2013モータースポーツ ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

入
場
券

（鈴）

３月３日㈰ 2013モータースポーツ ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要
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催 し 物

　　

　｢石薬師の歴史と美味しさ
の再発見｣と題して、石薬師ウ
ォークラリーと地域の物品販
売を行います。
と　き　3月3日㈰9時から
（小雨決行） 

ところ　石薬師小学校　校
庭

内　容　石薬師の歴史を感
じるスタンプラリー。12カ所
の内8カ所で｢語り部｣による
解説を行います。スタンプを
全部集めた方には参加賞
があります。また、地域の物
産の販売や信綱カルタ大
会も行います。

参加費　無料
申込み　不要。当日受け付け
ます。

問合せ　石薬師地区明るい
まちづくり推進協議会（　
374-2990　石薬師公民館
内）

と　き　3月3日㈰
ところ　考古博物館講堂、
ホール、玄関前など

入場料　無料
内　容　
○ホールコンサート　ライアー
（竪琴）の奏でる音色を楽
しみます。第1部：11時～11
時45分、第2部：13時～13

時45分。出演者：ライアーア
ンサンブルSylfe（ジルフェ）

○縄文体験　弓矢・火おこし
体験を行います。火おこし
体験は雨天中止です。10
時～13時
○猪・鹿肉（ジビエ）料理の販
売　10時30分～13時

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

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法｢ガス溶
接技能講習修了証｣取得講
座　この資格がないとガス溶
接の業務に従事できません。
と　き　3月21日㈭・22日㈮
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆Ｗｏｒｄ中級(ワード2007)

　文章の編集・応用、図形描
画機能の活用、差し込み印刷
の利用、フォームの利用などを
習得します。
と　き　3月21日㈭・22日㈮
　9時～16時
受講料　4,000円
◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト

ン未満）を操作する資格です。
と　き　3月26日㈫・27日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆Ｅｘｃｅｌ中級(エクセル

2007)

　Ｅｘｃｅｌの活用、グラフ機能、
ワークシートの活用、データベ
ースの活用、ピボットテ－ブル・
マクロの作成を学習します。
と　き　3月26日㈫・27日㈬
　9時～16時

受講料　4,000円
※平成25年度も各種講座を実施
予定です。詳しくは今号の折り
込みチラシをご覧ください。

◆はじめてのパソコン講座

申込み　2月27日㈬（平日10
時～18時）から電話で｢ＮＰ
Ｏ法人市民ネットワークすず
かのぶどう（イオン白子店3
階）｣ （　・　387-0767）へ

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　3月
9日㈯と10日㈰
 ・ エクセル基礎　3月16日㈯
と17日㈰
○午後の部：13時30分から
 ・ ワード基礎　3月9日㈯と10
日㈰
 ・ ワード応用　3月16日㈯と
17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）

くらしの情報くらしの情報

第12回石薬師地区
まちづくりラリー

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

考古博物館春まつり
ホールコンサート＆
縄文体験

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
3月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/
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木村拓郎さん

参加費　3,000円（教材費別
途必要）

◆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

※ノートパソコン持込可、個別対応
参加費　3時間1,500円

　定年後は収入面、健康面、
妻との関係などあらゆる生活
パターンが大きく変わります。こ
の変化にうまく対応しながら、
これからのセカンドライフを楽
しく、充実して過ごすためのノ
ウハウを学びます。
申込み　氏名と電話番号を
記入の上、電話、ファクス、
電子メールまたは直接男女
共同参画課へ

①人生再設計のススメ～会社

人間から生活人間へ～

対　象　おおむね50歳から
65歳の男性（夫婦の参加も
可）

と　き　3月9日㈯　13時30
分～16時

ところ　男女共同参画セン
ター　ホール

講　師　吉田清彦さん（ライ
フプランナー・調理師）

参加費　無料
②男の腕まくり★実習～プロ

に教わる料理の基本～

対　象　①の講演会の受講
者で希望する男性

と　き　3月16日㈯　13時30
分～17時

ところ　ふれあいセンター　
調理室

定　員　24人（応募多数の
場合は抽選）

講　師　吉田清彦さん
参加費　500円

　東日本大震災から2年を迎
えようとしている現在において
も、被災地の復旧・復興は思う
ように進展しておらず、避難先
における生活の困難さも大き
な課題となっています。
　いつ、どこで起こるかわから
ない災害に対しては、｢自分の
身は自分で守る｣｢自分たちの
町は自分たちで守る｣という心
構えのもと、普段からの備えが
重要です。
　そこで、いざというときの避
難行動や避難生活への備え
など、地域の防災力を見直す
機会とするため、防災講演会
を開催します。
と　き　2月28日㈭　14時～
15時30分

ところ　文化会館けやきホール

演　題　｢東日本大震災に学
ぶ～避難・その時あなたと
地域は～｣

講　師　木村拓郎さん（社団
法人減災・復興支援機構
理事長）

入場料　無料
申込み　不要

　人と人との触れ合い・ぬくも
りを体験して、ほっこり、みんな
でつながり合いましょう。
対　象　どなたでも。親子、介
護をしている方など

と　き　3月23日㈯　14時～
16時

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　
○こころのつながり東北ボラン
ティア（参加した人のお話）
○タッピングタッチの実演体験
○アロマハンドケアの体験
定　員　50人
参加費　無料
申込み　いのちと心を守る鈴
鹿市民の会 杉本（　383-
2 4 7 2 　 3 8 3 - 2 4 9 0 　
teruchan@mecha.ne.jp）、
すずかのぶどう（　38 7 -
0767　イオン白子店3階　
平日10時～18時）

男の生き方セミナー
～これからが面白い！第2の人生～

男女共同参画課

　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

防災講演会

防災危機管理課

　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

こころ リラクゼーション
｢ほっこり広場｣

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp
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講座・教室

　　

対　象　65歳以上の方で、鈴
鹿亀山地区広域連合が実
施した｢いきいき度チェック｣
の総合判定結果が｢気をつ
けましょう｣に該当した方

内　容　
○はつらつ運動教室
　運動機能の向上を目的に、
ストレッチやバランス運動、

筋力向上運動などを週1回
3カ月間程度行います。
○口の健康教室
　食べたり飲み込んだりなど
の口の機能向上を目的に、
歯科医師による講話や歯
科衛生士による口の体操、
口の健康チェックなどを3カ
月間に4回程度行います。

※両教室とも1回約1時間30分
※希望される方は送迎をします。
申込み　電話で、お住まいの
地域包括支援センターに直
接お申し込みください。教室
の詳しい説明をします。
 ・ 南部地域（　380-5280）　

白子・稲生・栄・天名・合川・
若松（南若松町）
 ・ 中部地域（　382-5233）　
国府・玉垣（矢橋町・矢橋を除
く）・飯野（三日市・三日市南・道
伯町・道伯・地子町・安塚町）・
若松（若松東・若松中・若松西）
 ・ 北部地域（　384-4165）　
箕田・一ノ宮・神戸・河曲・若
松（若松北・北若松町）・飯
野（西條町・西条・飯野寺家
町）・玉垣（矢橋町・矢橋）
 ・ 西部地域（　370-3751）　
庄野・加佐登・牧田・石薬
師・井田川・久間田・椿・深
伊沢・鈴峰・庄内

くらしの情報くらしの情報

はつらつ運動教室・
口の健康教室

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　勤労青少年ホームでは、働く青少年のみなさんが、仲間と出会い、人間関係
を深め、共に教養を高める目的で各種教養講座を開いています。
対　象　平成25年4月1日現在、35歳以下の勤労青少年
申込み　3月12日㈫から14日㈭までの、各講座の開講曜日の9時30分から20時
までに、教材費を添えて、勤労青少年ホームへ
※申込多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行います。
※定員に満たない講座は、受付日以降随時受付けます。3月末時点で申込者が各講座
の定員の3分の1に達しない講座は開講をとりやめることがあります。

※開講後に教材費以外の実費をご負担いただく講座があります。
※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いについては各講座ごとに異なります。
※4月9日(火)から順次開講します。　※サークルは随時募集しています。

勤労青少年ホーム前期教養講座
勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

受付日

3月12日

3月13日

茶道（表千家）

パン・お菓子

華道（池坊）

レクリエーション

陶　芸

英会話

木曜料理

着物の着装

写　真

中級茶道サークル

火

水

講座名
18時30分～20時30分

受講時間
14

回　数曜　日
15

定員（人）
5,000

18時30分～20時30分 1220 1万

水

3月14日

随　時

木

18時30分～20時30分 1420 1万2,000

19時～20時30分 1415 2,500

18時30分～20時30分 1415 5,000

19時～20時30分 1420 2,000

18時30分～20時30分 1424 1万1,000

18時30分～20時30分 14女性10 無料

19時～20時30分 1215 4,000

18時30分～20時30分 1回　700－

第2火・第4木 18時30分～20時30分 1回　100－

教材費（円）

スポーツサークル
（ソフトミニバレー・バ
ドミントン・卓球など）

前期教養講座・サークル（教材費は全回分）
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申込み　2月25日㈪から、参加
費持参の上、直接水泳場
窓口へお申し込みください。

◆飾り巻き寿司教室

　おいしい「バラ」の飾り巻き
寿司を作ります（予定）。
対　象　一般成人
と　き　3月21日㈭　10時30
分～12時

定　員　16人（先着順）
参加費　2,600円（材料費込）
◆ベビービクス＆ママビクス 

　赤ちゃんと一緒にエクササ
イズで産後の体をシェイプア
ップ
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　3月13日㈬　午前：

11時～12時30分　午後：
13時30分～15時

定　員　各30組（先着順）
参加費　1,000円

対　象　講習テーマに興味
のある方、運動不足の方、

普段からトレーニングをして
いる方

と　き　3月2日㈯　13時30
分～15時（13時から入場
開始）

ところ　鈴鹿スポーツガーデ
ン水泳場　会議室

内　容　加齢に負けない効
果・効率を考慮したトレーニ
ングとは？

講　師　寺本圭輔（愛知教
育大学准教授日本水泳連
盟医科学委員会スタッフ）

定　員　60人（先着順）
参加費　無料
申込み　ガーデンホームペー
ジか直接水泳場窓口へ

生涯学習課　　 382-7619　 382-9071

　shogaigakushu@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

公民館の利用について

　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。

母親が近く定年退職になります。今ま
で会社勤めで趣味や娯楽もなく近所

に知り合いも多くありません。そんな母が定
年退職後に自宅に閉じこもることを心配して
います。
　地域の方々との交流や学びの場所があ
れば教えてください。

市内には31の市立公民館（ふれあいセ
ンターを含む）が設置されています。

　それぞれの公民館では、地域の幼児から
高齢者まで幅広い層の方々が、｢いつでも｣｢
どこでも｣｢だれでも｣お互いに学び、交流する
場として、さまざまな講座（防災・育児・環境な

ど）やサークル（書道・大正琴・コーラス・健康体
操など）に参加し、活動しています。
　ぜひ公民館へお越しいただき、自己実現の
場として、また地域の皆さんとの交流の場とし
てご利用ください。
　詳しくは、お近くの市
立公民館か生涯学習
課にお問い合わせくだ
さい。

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

スポーツ講習会
～考えながら行う、加齢に
負けない体づくり～

鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/
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検　診検　診

肺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。乳がん・子宮がん検診の申し込みは、はがき・地区市民センター窓口・保健センター窓口で
受け付けます。

○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。

※生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です。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・介護保険納入通知書など）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。市民税非課税

世帯を確認するために必要な同意書は、市ホームページからダウンロードできます。

3月5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　　　　用検 診／ 対 象

予防接種予防接種
　風しんの流行状況を含む詳しい情報は、市ホームページトピックスでお知らせしています。
■ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンについて

　上記の予防接種は、国の示すワクチン接種緊急促進事業として実施しており、平成25年3月31日の接種まで
が費用助成の対象期間です。
※費用助成の対象となっている方で接種を希望される方は、お早めに接種をしてください。

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について

　平成18年4月以降、麻しん・風しんの予防接種は2回接種になっています。今年度2回目の対象者は次のとおり
です。
対　象／2期（就学前1年間の方：平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれ）
　　　　3期（中学1年生の方：平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれ）
　　　　4期（高校3年生相当の方：平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれ）
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1回　費　用／無料（対象年齢内で1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、健康づくり課または地区市民センターでお渡ししますので、母子健康手帳を持ってお越しください。

4月4日㈭、5月26日㈰
9時30分～11時、
13時～14時30分

保健センター

保健センター

1,400円乳がん
（超音波による）
20歳以上の女性

※妊娠中・授乳中の方は申込み前に健康づくり課へご相談ください。

午前各40人
午後各40人

2月20日㈬～28日㈭
（消印有効）

4月3日㈬、4日㈭、5月26
日㈰、13時～14時30分
（5月26日のみ9時30
分～11時も実施）

保健センター 900円
（70歳以上は500円）

子宮がん
（頸部）

20歳以上の女性
※生理日の方は受診できません

各70人
（5月26日のみ90人）

2月20日㈬～28日㈭
（消印有効）

4月3日㈬、5月13日㈪、
26日㈰ 9時30分～11時、
13時～14時30分

1,900円乳がん
（マンモグラフィによる）
40歳以上の女性 ※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカーなど胸壁や乳房内に人工物が入っている方、

胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施行されている方は受診できません。 

午前各40人
午後各40人

2月20日㈬～28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・5月26日の子宮がん検
診は、午前・午後も）、③氏名（ふりがな）、④生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入の上、〒
513-0809　鈴鹿市西条5-118-3　健康づくり課「がん検診担当」へ。抽選の結果は3月下旬ごろ郵送します。

申 込 み
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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

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。　

　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

̶̶3月22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

4月18日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

真鈴川聡医師（神経内科）
「今日からできる認知症予防」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
５0人

（個別相談
は2人）（　　　　　　）

市民健康講座
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、2月25日㈪から4月8日㈪までにお願いします。

無料保健
センター

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 

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

3月18日㈪
13時～15時

3月6日㈬
10時～11時30分

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

2月20日㈬から
（先着順）

2月20日㈬から
（先着順）

30人

無料保健
センター

3月8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9月～11月生まれの
乳児をもつ初参加の方

30組 2月25日㈪から
（先着順）

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

月 献 血3 日 程の

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・3月10日㈰、24日㈰、31日㈰10時15分～
11時30分、12時30分～16時

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

■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　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。

保健センター地図

○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
※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

無料保健
センター

3月10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

2月26日㈫から
（先着順）各15組
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市役所2階会議室
巡回相談 7日 13：00～15：00

13：30～15：30◎こころの健康相談 7日 県鈴鹿庁舎1階 県鈴鹿保健福祉事務所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 15日 10：00～15：00
箕田公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 1・8・22・29日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 5日 13：00～16：00
◎交通事故相談 18日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 15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
年金事務所出張相談 13・27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　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・5・7・8・12・14・
15・21・26・28・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

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

◎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。

●西部体育館 371-1476

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　4日㈪
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ごみ分別
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A

　日常生活で生じる「迷惑と感じる音」のことを、生活騒音といいます。生活騒音を取り

締まる法律はないため、当事者同士での話し合いで解決するよう努めましょう。

マスコットキャラクター「クリン」

生ごみは燃やしていいの？

ごみの焼却は法律で禁止されています。「もやせるごみ」として出してください。

環境政策課　　382-7954　　　382-2214 　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

生活騒音を気配りで防ぎましょう

○音響機器…テレビ、楽器など

○家庭用機器…洗濯機、掃除機など

○その他…人の声、ペットの鳴き声、自動車・オートバイの空ぶかしの音など

※生活騒音は毎日の生活の中で出る音です。昼間は気にならなかっ
た音でも、早朝や夜間に周りが静かになれば、うるさく感じることもあ
ります。

アパートに住んでいるが隣の住人の声がうるさい。

●生活騒音の例

　自分の出した音が気づかない
うちに、生活騒音となって、近隣
に迷惑をかけている場合もありま
す。この機会に、「５つの気くば
り」で生活を見直してみてはいか
がでしょうか。

時間帯に配慮しましょう。
音がもれない工夫をしましょう。
音は小さくする工夫をしましょう。
音の小さい機器を選びましょう。
ご近所とのおつきあいを大切にしましょう。

●生活騒音をなくすために

●生活騒音による困り事の例と対応方法

困り事

アパートの大家さんから伝えてもらったことで、静かになりました。対 応

　アパートやマンションにお住まいの場合、ご本人に直接言えない時は、大家さんや管理会
社へ相談してみましょう。

※困っていることを直接相手へ伝えるのが解決への近道ですが、普段あまり交流がない人から

話しかけられると相手も警戒してしまいます。日ごろからご近所とコミュニケーションを取って

おくことが何より大切です。地域の問題として、自治会などで話し合うのもよいでしょう。

環境省 近隣騒音防止ポスター
平成23年度最優秀賞作品

1
2
3
4
5

５つの気配り

環境省 近隣騒音防止ポスター



市役所2階会議室
巡回相談 7日 13：00～15：00

13：30～15：30◎こころの健康相談 7日 県鈴鹿庁舎1階 県鈴鹿保健福祉事務所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 15日 10：00～15：00
箕田公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 1・8・22・29日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 5日 13：00～16：00
◎交通事故相談 18日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 15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
年金事務所出張相談 13・27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　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・5・7・8・12・14・
15・21・26・28・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

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

◎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。

●西部体育館 371-1476

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　4日㈪

相
　
談

ス
ポ
ー
ツ

休館日　11日㈪、25日㈪ 休館日　11日㈪、25日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 3
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せ
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だ
さ
い
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合
に
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り
変
更
に
な
る
場
合
が
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り
ま
す
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一　般
公開日

バスケットボール

バドミントン

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

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

1・7日
9・12・20・26・27日
13・14・18・19・21日
5・6日
31日
1・2・26日

3・23日

7・21・22・24・28・31日
8日
14日
4・7・18・21・28日
5・19・20・27日
6日
12・17・23日
22日
1・13日
3・17・28日
8・15・22日

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

1・4～9・11・13～15・18・19・21～23・25～29・31日
2・3・10・12・16・20・24日
1・4・8・11・15・18・22・23・25・29・31日
2・3・9・10・16・24日

バスケットボール

バレーボール

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

3・10・12・20・24日
4～7・11・13・14・19・21・25～28・31日
18日
1・15日
2・12・16・20日
5～9・13・14・19・21～23・26～29日

3月

3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
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◎

◎
◎

◎印は、都合により巡回日・曜日を変更しています。

3月
月曜日、5日㈫、19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）　10日・16日14時30分～15時、23日10時30分～11時　1階親子コーナー 
382-0347

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

8日㈮
22日㈮

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

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

14日㈭

若松公民館12日㈫
26日㈫

13：30～14：00

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

1日㈮
15日㈮

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

6日㈬
26日㈫

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

7日㈭
21日㈭

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

図
書
館

深伊沢公民館
牧田公民館
愛宕公民館
白子公民館

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

●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

13日㈬

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

春分の日

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

1・7・8・13～15・21・22日
3・17日
4・5・10・12・18・19・24・30・31日
9・16・20・23・29日

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

1・7・8・12・14・15・21・22・26・28・29日
2・23日
3日
4～6・10・13・18・19・24・27・31日
17・20・30日

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

1・4・5・12・15・18・19・22・24・26・29日
2・9・23日
3・10・16・17・31日
6・8・13・20・27・30日
7・14・21・28日

9：00～21：001～10・12～24・26～31日

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
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火
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木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日



　「郡山子ども教室」は、地域の方々のご理解とご協力のもと、平

成19年、郡山小学校に通学している児童を対象に開設しました。今

年で6年目を迎えます。毎週水曜日の15時から16時30分まで、郡山

公民館で活動しており、郡山小学校の1～3年生36人が参加してい

ます。

　小学校からの距離は約600mです。子どもたちは、毎週、授業が終

わると、とても元気な声を弾ませながら公民館へやってきます。地

域ボランティアの方の見守りのもと、絵画、小物作り、工作、トラン

プ、折り紙、ゲームなどをしたり、学期に数回、公民館の近くにある「中央公園」に出かけてボール遊び

やどんぐり拾いをはじめ、さまざまな外遊びをして、楽しんでいます。

　また、夏には本格的な流しそうめん、秋には「公民館文化祭」のための作品づくりやハンドベルサー

クルによる生演奏の音楽鑑賞、自分たちで育てたサツマイモ掘り、冬にはお茶の先生の指導による茶

の湯、臼と杵を使った餅つき、お手玉・あやとりなど、学校や家庭ではできない貴重な体験をしていま

す。

　これからも、地域の皆さんのご理解とご協力のもと、子どもたちにとって安心でき、心豊かになれる

ような居場所になってほしいと願っています。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［1月31日現在］

1
広 報すず か 　2 0 1 3 年 2 月 2 0 日 号

郡山小学校区放課後子ども教室　 郡山子ども教室郡山小学校区放課後子ども教室　 郡山子ども教室
場　所
問合せ

郡山公民館（郡山町540-8）
生涯学習課　 382-7619　 382-9071

（　）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　7時～
　○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4件（5件、2件増） 出動数/808件（808件、20件増）

人口/202,107人（71人減） 男性/101,052人（28人減） 女性/101,055人（43人減） 世帯数/81,257世帯（4世帯増）

事故数/628件、うち人身事故95件（628件、68件増） 死者数/2人（2人、1人減） 傷者数/113人（113人、24人増）

○2月21日㈭～28日㈭『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報
○3月1日㈮～10日㈰『ベルディ便り』…春季火災予防運動
○3月11日㈪～20日㈬『ベルディ便り』…清掃情報、くらしの情報
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

子ども
教 室

ナ  ビ

放 課 後

2013年2月20日号
No.1382
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くらしの情報くらしの情報
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