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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

ごみ減量推進団体

放課後子ども教室ナビ

白子小学校区　キッズ白子

スポーツ・図書館・相談 7

8

市政への提言

古文書の処分について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

　児童扶養手当は、離婚や死
亡により、父または母と生計を
同じくしていない児童が育成さ
れる家庭の、生活の安定と自
立の支援を目的に、父もしくは
母、または養育者に手当を支
給するものです。
　所得制限・支給要件があり
ますので、詳しくは子育て支援
課へ
対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎
える3月31日まで）を養育して
いる一人親家庭世帯など。

　　ただし、一定の障がいを
有する児童は20歳の誕生
月まで。

支給額　
○児童1人の場合
 ・ 全部支給：月額4万1,430円
・一部停止：月額9,780円～
　4万1,420円
 ・ 全部停止：月額0円
○2人目の児童
　月額に5,000円を加算
○3人目以降の児童
　1人につき、月額に3,000円を
加算

支給月　4月、8月、12月

　ＮＨＫ津放送局制作の番組
を公開生放送します。観覧自
由で、申込み不要です。
と　き　3月25日㈪18時30分
～19時

ところ　市役所本館1階　市
民ロビー

※観覧希望の方は17時50分まで
に会場に集合してください。

電話 電子メール ホームページ ファクス 

児童扶養手当を
ご存じですか？

子育て支援課　 382-7661 　382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

｢ほっとイブニングみえ｣
公開生放送が行われます

秘書広報課　 382-9036 　382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

2013年3月20日号
No.1384

1

3.20

くらしの情報くらしの情報



　　

　4月から、㈱百五銀行が市
の指定金融機関として今後2
年間、市の税金など公金の収
納と支払の事務を行います。
　なお、税金などを市に納め
ていただくときは、これまでどお
り次の金融機関でも取り扱い
ます。
金融機関

　㈱三重銀行
　㈱第三銀行
　北伊勢上野信用金庫
　東海労働金庫
　㈱中京銀行
　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
　鈴鹿農業協同組合
　三重県信用漁業協同組合
連合会
　㈱ゆうちょ銀行（一部取り扱
いできません）

　4月から、市役所本館15階
展望ロビーの日曜日の開放時
間を｢9時から17時まで｣に変
更します。
開放時間　
○平　日　8時30分から17時
15分
○土曜日　10時から17時
○日曜日　9時から17時
※休止日…祝日(土・日曜日が祝日
の場合は開放しますが、振替休
日は休止します)

　住民票、印鑑登録証明
書、戸籍謄（抄）本、所得証
明書、課税証明書、所得課
税証明書、納税証明書など、
地区市民センターで即時交
付していますので、ご利用くだ
さい。
※印鑑登録、法人用の納税証明
書など内容により、日数がかか
る場合があります。

職　種　国税専門官
受検資格　
○昭和58年4月2日～平成4
年4月1日生まれの方
○平成4年4月2日以降生まれ
の方で次に掲げる方
⑴大学を卒業した方および平
成26年3月までに卒業する
見込の方
⑵人事院が⑴に掲げる方と同
等の資格があると認める方

申込期間　4月1日㈪～11日
㈭

試験日　第1次：6月9日㈰、第
2次：7月16日㈫から23日㈫
までのうち、いずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　0 5 2 -
951 -3511（内線3450））、
国税庁ホームページ｢名古
屋国税局コーナー｣（　
http://www.nta.go. jp/
　nagoya）

　平成25年度の自分の土地
や家屋の価格を他の土地や
家屋の価格と比較できる土
地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します。ただし、鈴鹿市に
土地または家屋の固定資産
税を納税されている方に限り
ます。
と　き　4月1日㈪～30日㈫
（土・日曜日・祝日を除く8時
30分～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　平成25年度ＪＩＣＡボランテ
ィア（青年海外協力隊、シニア
海外ボランティア）を募集しま
す。世界の発展途上国で現
地の人々と同じ生活をしなが
ら、ともに働き、人づくり国づくり
に貢献するボランティア活動
です。
申込み　4月1日㈪から5月13
日㈪までに、（公社）青年海
外協力協会中部支部（　
0 5 2 - 4 5 9 - 7 2 2 9 　 　
chubu-bosetu@joca.or.jp
　　http://www.jica.go.jp/
　volunteer/index.html）
へ

◆体験談＆説明会

地区市民センターで
証明書を

即時交付しています

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

税務職員
(大学卒業程度)を
募集します

市民税課　 382-9446　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

指定金融機関が
4月から代わります

会計課　 382-9002 　382-8222

　kaikei@city.suzuka.lg.jp

土地・家屋価格等縦覧帳簿
を縦覧します

資産税課　 382-9007　 382-7604

　shisanzei@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

日曜日の展望ロビー
開放時間を変更します

管財営繕課　 382-9009 　382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律」の成立により、今まで県が行
っていた各種申請・届出の許認可・受理や、検査・指導などの一部
の事務を市が行います。詳しくは、市の担当窓口にお問い合わせく
ださい。

三重県私費留学生
医療看護系外国人学生
奨学金受給者を
募集します

市民対話課　 382-9058 　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 第3回
鈴鹿市行財政改革
推進委員会を
傍聴できます

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp

市有財産を
一般競争入札で
売却します

人権政策課　 382-9011 　382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

市営テニスコート
追加改修工事のため
開放面数が減ります

市立体育館　 387-6006 　387-6008

4月1日から一部の事務が県から市に移ります

総務課　 382-9005　 382-2219 　somu@city.suzuka.lg.jp

　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　4月6日㈯14
時から　アスト津3階（津）、
4月18日㈭18時30分から　
じばさん三重4階（四日市市）

　三重県が、成績、人物ともに
優秀な人物に奨学金を給付
し、21世紀を担う国際感覚と視
野に富んだ人材を育成します。
○私費海外留学生
　10人以内　年間120万円
上限（学校間協定は年間
84万円上限）
○外国人留学生
　10人以内　年間60万円上
限
○医療看護系外国人学生
　5人以内　年間60万円上
限

申込み　4月19日㈮までに、
（公財）三重県国際交流財
団（　059-223 -5006　　
059-223-5007）へ

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
予定価格（売却最低価格）
　572万8,000円

◆入札

と　き　4月19日㈮　10時
ところ　市役所本館10階　
1004入札室

申込み　4月1日㈪から15日㈪ 
（土・日曜日を除く9時から17
時）までに、直接、人権政策
課へ。郵送による申込みは
できません。

◆現地説明会

と　き　4月1日㈪　10時から
ところ　売却物件所在地

　有識者などで構成する鈴
鹿市行財政改革推進委員会
を傍聴できます。
と　き　3月26日㈫　14時
30分から

ところ　市役所本館6階　
庁議室

内　容　鈴鹿市行財政改革
アクションプランの平成24
年度実績と平成25年度の
予定などについて

定　員　10人（応募多数の
場合は抽選）

申込み　14時から14時15分ま
で、会場で受け付けます。

と　き　3月25日㈪～29日㈮
（雨天時延長あり）
工　事　5番～7番コート
問合せ　江島総合スポーツ公
園 市営コート（　387-6006）
へ

※期間中は、専用使用も重なり、
開放面数が少なくなります。ご
理解ご協力をお願いします。
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社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、
業務停止命令など【社会福祉法】

育成医療の支給認定など【障害者自立支援法
（障害者総合支援法（4月から））】

低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医
療の給付認定など【母子保健法】

専用水道の給水開始の届出受理、必要な措置
の指示など【水道法】

簡易専用水道に係る届出受理、必要な措置の
指示など【水道法】

事務内容

生活支援課
　382-9012　　382-7607

障害福祉課
　382-7626　　382-7607

健康づくり課
　382-2252　　382-4187

環境政策課
　382-9014　　382-2214

営業課
　368-1672　　368-1685

移譲先
（市の担当窓口）



平成25年度
格付・入札参加資格
確認用技術者調書の
受け付けを行います

契約調達課　 382-9039　 382-9050

　keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

70歳以上75歳未満の方の
医療費の一部負担金の

割合を1割に
据え置きます

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　　

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続に約1カ月か
かりますので、お早めに手続
をお願いします。申込手続は
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）

◆休日窓口

と　き　3月31日㈰　8時30
～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月28日㈭・29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。

　鈴鹿市が発注する土木・建
築・ほ装工事に係る格付けを
希望する業者は、平成25年
度格付・入札参加資格確認
用技術者調書などを提出して

ください。
　調書などの提出がない場
合は、格付けしませんのでご
注意ください。
対象業者　鈴鹿市入札参加
資格者名簿に土木・建築・
ほ装の業種で登録のある、
市内に本店などを有し格付
けを希望する業者

受付期間　4月1日㈪～12日㈮
申込み　所定の申込用紙に
必要書類を添えて、契約調
達課へ。郵送可。申込用紙
は市ホームページからもダウ
ンロードできます。

　一部負担金の割合が平成
25年4月から2割負担に変更
になる予定でしたが､制度改
正により平成25年度も引き続
き､これを1割に据え置きます。
　現在、一部負担金の割合
が｢2割（平成25年3月31日ま
では1割）｣と記載されている
高齢受給者証をお持ちの鈴
鹿市国民健康保険の被保険
者には､3月中に｢1割｣と記載
された新たな高齢受給者証を
郵送します。
※ただし､現在3割負担の方､後
期高齢者医療制度に加入して
いる方は除きます。

　昨年に引き続き、鈴鹿医療
科学大学のご協力により桜並
木の開放が行われます。
と　き　4月6日㈯、7日㈰　
10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス

駐車場　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス内約200台

※旧ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ
野球場周辺は、工事中のため
公開されません。

※大学敷地内は全面禁煙です。
火気厳禁とし、ゴミは必ずお持
ち帰りください。

※飲酒運転は絶対におやめくだ
さい。

　フットサル大会の参加チー
ムを募集します。
対　象　小学生男女6人以
上で構成され、県サッカー協
会四種へ未登録のチーム

と　き　年間4回実施　第1
回：4月29日（月・祝）　9時
30分から　（予備日：5月6日

鈴鹿医療科学大学
白子キャンパスの
桜並木の一般開放

企画課　 382-9038 　382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

サン・スポーツランド杯
少年少女フットボール
2013年大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@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

　nozei@city.suzuka.lg.jp

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008 　382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

催 し 物くらしの情報くらしの情報
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鈴鹿花き温室組合
品評会と即売会

農林水産課　 382-9017 　382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

裁判員を
身近に感じてみよう！
～裁判員体験ツアー～

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿モータースポーツ
友の会

「鈴鹿2＆4レース」
特別観戦ツアー

商業観光課　 382-9020　 382-0304 

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

（月・祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グラウンド内

参加費　1人500円
※当日欠席でも返金しません。
申込み　4月10日㈬までに鼓
ヶ浦サン・スポーツランド　
（　386-3745）へ
問合せ　サン・スポーツランド
杯実行委員会（　3 8 6 -
3745　　Info＠sannsupo-
　jikkoui.flier.jp）

　日本最高峰のレース｢スー
パーフォーミュラ｣（4輪）と｢
JSB1000｣（2輪）が同日開催
されるビッグイベント｢鈴鹿2＆
4レース｣が鈴鹿サーキットで
開催されます。
　鈴鹿モータースポーツ友の
会では、ベテラン名選手の分
かりやすい解説と共にご覧い
ただく｢特別観戦ツアー｣を実
施します。パドック訪問ツアー
などスペシャルイベントも予定
されていますので、ふるってご
参加ください。
応募資格　「鈴鹿2&4レース」
観戦券を購入された方また
は購入予定の方

※1グループ3人まで。1人以上は
「鈴鹿モータースポーツ友の会」
会員であること(当日も入会でき

ます(有料))。
開催日　4月14日㈰9時　鈴
鹿サーキット

ゲスト解説　
○4輪：福山英朗さん（元全日
本チャンピオン・ルマン24時
間優勝者）
○2輪：八代俊二さん（元ワー
ルドGP500参戦・全日本チ
ャンピオン）

定　員　50人（応募多数の
場合は抽選の上、4月1日に
当選者のみ連絡します）

参加費　無料（観戦券は各自
負担）

申込み　3月28日㈭（必着）ま
でに、件名｢2&4特別観戦
ツアー｣、住所、氏名、電話
番号、参加人数（申込者を
含めて3人まで）を記入の
上、ファクスで鈴鹿モーター
ス ポ ー ツ 友 の 会（ 　
383-7667）へ

問合せ　NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
（鈴鹿商工会議所内）（　
382-3222（月～金曜日、9時
～17時））へ

　法廷や日頃見ることのない
評議室など、実際に使用して
いる施設を見学していただき
ながら裁判官や職員が裁判
員裁判について説明します。

と　き　5月15日㈬　13時
30分～15時30分

ところ　津地方裁判所
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込み　事前申し込み制。4
月1 2日㈮から2 6日㈮まで
に、電話で、津地方裁判所
総務課（　059-226 -4172
（平日9時～16時）　担当：
中村・遠藤）へ

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランや各種鉢花、こだわりの観
葉植物、花苗、バラなど、品評
会の入賞作品を展示します。
　あわせて生産者による即売
会も開催します。産地だからこ
そできる、ハウスから直送の新
鮮な花を、生産者価格にて提
供しますので、ぜひご来場くだ
さい。
と　き　4月6日㈯10時～20
時、4月7日㈰10時～18時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合 
組合長 益川康志（　387-
　0914）
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と　き　4月6日㈯　14時～
15時

ところ　考古博物館　講堂
講　師　小原雄也さん（三重
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

申込み　水中ウオークは4月
1 0日㈬までに、水泳場窓
口、ファクス、ガーデンホーム
ページからお申し込みくださ
い。社交ダンス体験会、ベ
ーシックヨガ体験会は、当
日、直接水泳場窓口へ

◆水中ウオーク教室

　水中でウオーキングやストレ
ッチ、筋力トレーニングを行い
ます。
対　象　一般成人
と　き　4月18日から6月27日
までの木曜日（5月2日を除
く）　全10回　13時～14時

定　員　30人（応募多数の

場合は抽選）
参加費　4,500円
◆社交ダンス体験会

　初心者の方大歓迎。社交
ダンスを始めませんか。
対　象　一般成人
と　き　4月9日㈫　14時15
分～15時15分

定　員　10人（先着順）
参加費　無料
◆ベーシックヨガ体験会

　新しく始まるヨガ教室の体
験会を行います。初めての方
でも安心の内容です。
対　象　一般成人
と　き　3月29日㈮　19時～
20時

定　員　30人（先着順）
参加費　無料

◆危険物取扱者試験(鈴鹿会場)

と　き　
○乙種第4類　6月9日㈰・
　16日㈰
○丙種　6月16日㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み　
○書面の場合　4月11日㈭か
ら22日㈪（当日消印有効）ま
でに、消防本部、中央消防
署、南消防署、各分署に備
え付けの受験願書に必要

事項を記入の上、郵送で、
（財）消防試験研究センター
三重県支部（〒514-0002津
市島崎町314番地）へ
○電子申請の場合　4月8日
㈪9時から4月19日㈮17時ま
でに、（財）消防試験研究セ
ンターのホームページから

◆予備講習会（乙種第4類）

と　き　5月17日㈮9時30分
～16時

ところ　消防本部4階　多
目的室（飯野寺家町）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月10日㈬から、鈴
鹿市防火協会事務局（予
防課内）（平日、8時30分～
17時15分）へ

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

◆玉掛け技能講習（4月）

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座。
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。
と　き　学科：4月22日㈪・23
日㈫、実技：4月24日㈬～26

講座・教室

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/ 危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9157　 383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

考古博物館講演会
｢発掘！ 鈴鹿市鈴峰の
中世集落～釜垣内遺跡の

発掘調査～｣

考古博物館　 374-1994 　374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿地域職業訓練センター
4・5月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900 　387-1905

　http://www.suzukatc.com/

くらしの情報くらしの情報
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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）

◆Office2010

　初めてWord・Excel・Pow-
erpointを操作する方を対象
に、基本的な操作からアプリ
ケーション間の連携操作まで
を効率よく学習します。
と　き　4月22日㈪～26日㈮
　9時～12時

受講料　5,250円（別途教材
費2,520円）

◆Excel初級(Excel2010)

　表の作成や編集、関数を使
った計算処理、グラフ作成、印
刷などの基本操作を習得しま
す。
と　き　5月7日㈫～10日㈮
　9時～12時

受講料　4,000円
◆玉掛け技能講習（5月）

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座。
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。
と　き　学科：5月13日㈪・14
日㈫、実技：5月15日㈬～17
日㈮の中で選択　8時45分
～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Word初級(Word2010)

　基本的な文書の作成、印
刷、表の作成・図・写真などの
貼り付けを学習します。
と　き　5月14日㈫～17日㈮
　 9時～12時

受講料　4,000円
◆データベース初級(Access)

　MS-Accessの基本的な操
作及びデータベースの基本講
習です。
と　き　5月20日㈪・22日㈬・
24日㈮・27日㈪・29日㈬・31

日㈮　9時～12時
受講料　6,000円
◆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：5月9日㈭　8
時20分～17時30分、実技：
Ⅰコース5月11日㈯・12日㈰・
19日㈰、Ⅱコース5月14日㈫
～16日㈭　8時～17時15
分

受講料　2万6,500円
申込み　上記2コースとも4月
1日㈪8時30分から

文化課　　 382-9031　 　382-9071

　bunka@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

古文書の処分について

　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。

家を新築するので、家財を整理してい
たら古文書や古い資料がでてきたの

ですが、何が書いてあるのか読めません。処
分してもいいのでしょうか？

古文書や掛け軸、古い民具などは地域
の歴史を語る貴重な文化財です。それ

らは、一度失われれば二度と手に入りません。
なるべく処分せず家や地域の宝として、後世
に伝えていただきたいと思います。
　また、市役所西館には大切な文化財を保
護・保存する郷土資料室があります。もしやむ
をえない事情で処分される場合には、郷土資
料室でお預かりを検討させていただくこともあ

りますので、文化課までご連絡ください。保存や
管理の面で不安がある場合にもご相談くださ
い。

電　話 電子メール ホームページファクス
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予防接種予防接種

■ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンについて

　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。平成25年4月1日以降の費用助成につきましては、国の方針が示されましたら広報
や市ホームページトピックスでお知らせします。
※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年以前は、麻しん・風しんの予防接種は、生涯で1回接種とされていましたが、麻しん・風しんの発病を
確実に防ぐために、2回の接種が必要とされています。今年度の期別の無料接種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。ただし、無料接種期間は平成25年３月31日まで）
持ち物／母子健康手帳、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。

検　診検　診 乳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。

と　　き ところ 定　員 費　　　　用検 診／ 対 象

5月26日㈰
9時30分～11時、
13時～14時30分

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・授乳中の方は申し込み前に健康づくり課へご相談ください。

午前・午後
とも若干名
（再募集）

3月21日㈭～27日㈬
（消印有効）

＜乳がんの申し込み方法＞
※申し込みは、一人はがき1枚です。
※はがきの裏面へ、①乳がん（超音波）、②希望する検診日（第2希望まで、午前・午後も記入）、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

※申し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、
郵送でお知らせします。

申 込 み

6月3日㈪・4日㈫・5日㈬
①9時30分から、②10時30
分から、③13時30分から

保健センター骨密度チェック 無料
（簡易骨密度測定）
20歳以上の方

（24年度に保健センター
で測定された方、
骨粗鬆症の

治療中の方を除く）

※はがきの裏面に、①希望日時（第2希望まで、時間帯も）、②氏名（ふりがな）、③生年月
日、④郵便番号・住所、⑤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「骨密度チェック係」へ
※申し込みが定員を超える場合は抽選となり、ご希望の日時以外のご案内になる場合があ
ります。抽選の結果は、5月初旬に郵送でお知らせします。
※次回の募集は秋ごろです。

3月20日（水・祝）～31日㈰
（消印有効）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用 申 込 み検 診／ 対 象

各時間帯
25人程度

（1日80人程度）
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（　　　　　）

　　　健診費用の助成を受けるためには、妊娠届出をして母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果
票）の交付を受けましょう。県外の医療機関で健診を受診された方は、後日公費助成の手続きが必要で、
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

̶̶
4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

5月16日㈭
13時～14時15分
個別相談は

14時15分～45分

山本伸仁医師（内科）
「たん・せき・息切れが気になるあ
なたへ　COPDをご存じですか」
（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、3月22日㈮から5月7日㈫までにお願いします。

※助産師によるおっぱい相談は、希望者多数の場合、ご希望に沿
えないことがあります。ご了承ください。

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 

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

4月25日㈭
10時～11時30分

3月21日㈭から
（先着順）

無料保健
センター

4月16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10月～12月生まれ
の乳児をもつ初参加の方

30組 3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４ 日 程の

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・4月7日㈰、14日㈰、21日㈰、29日（月・祝）
　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
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休館日　8日㈪、22日㈪ 休館日　8日㈪、22日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 4
April

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

バドミントン

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

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

4日

5日

6日
9・10・16・17日
18・25・30日
2日
21日
23・24日
1日
3・11日
5・6・12・13・17・18・21・26・28日
7日
19日
25日
1・3・14日
2・9・16・29・30日

4・15日

5日
17・24日
23日
3・11・14・30日
5・19・26日

12日

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

1～20・22～30日
21日
1・2・5～9・12～16・19・20・22・23・26～30日
21日

バスケットボール

バレーボール

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

1・15・19日
2～5・7～12・14・16～18・22～26・28～30日
21日
3・4・6・10・11・13・17・18・20・24・25・27日

4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

昭和の日

●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　8日㈪

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

1・2・4・9・14～16・21・23・30日
3・5・11～13・17～19・25～27日
6・20日
7日

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

1・2・7・15・16・29・30日
3～5・9～12・17～19・23～26日
13・20・27日
6日
14・21・28日

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

1・2・5・9・14・16・23・30日
3・7・10・17・24日
4日
6・13・20・27日
11・12・15・18・19・25・26日

21日

9：00～21：001～7・9～21・23～30日
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4月
月曜日、2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）　6日・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

図
書
館 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

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

4日㈭
18日㈭

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

3日㈬
17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

10日㈬
24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

11日㈭
25日㈭

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

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

10：00～10：30
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

◎総合相談 19日 10：00～15：00 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

子ども教育相談

月～金曜日 8：30～17：15
婦人相談
家庭児童相談
発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室） 子ども家庭支援室

382-9058

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

2・4・5・9・11・12・
18・19・23・25・30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。
※4月の総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法
書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士による相談です。

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、不動産鑑定士が予約制）です。

相
　
談

4月

廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

　市では、資源循環型社会を実現するため「ごみ減量推進店等制度」を実施していま

す。 今回は、この制度の趣旨に賛同し、ごみ減量を推進している販売店・事業所・市民

グループなどを紹介します。

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

紹介します！
ごみ減量推進店・推進事業所・推進グループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費者、販売店、事業所、市民グループと市が一体
となって、ごみ発生抑制と減量の推進を図ることを目的に実施する制度で、一定基準を満たす取
り組みを行っている販売店などをごみ減量推進店などとして認定しています。

対　　象　市内すべての事業所
認定基準　ISO14001の取得
※ISO14001は､豊かで明るい地球環境を伝承するため､

1996年9月に国際標準化機構（ISO）が定めた

ISO14000シリーズの1つで､環境マネジメントシステム

をどのように構築すれば良いかを定めた仕様書です。

「ごみ減量推進店等制度」とは「ごみ減量推進店等制度」とは

ごみ減量推進事業所ごみ減量推進事業所

対　　象　主に食料品を扱う市内の小売店
認定基準　買物袋、資源回収、簡易包装などの項
目において、一定以上の取り組みを行っていること

ごみ減量推進店ごみ減量推進店

対　　象　構成員が10人以上で1年以上継続し
て、市内で活動しているグループ

認定基準　ボランティア清掃や廃品回収などの項
目において、一定以上の取り組みを行っていること

◇認定を受けるには▶　廃棄物対策課へ認定申請してください。審査の結
果、取組基準を満たしていれば認定証などを交付します（有効期間2年以内）。

◇認定を受けると▶　「広報すずか」や市ホームページで店舗名、事業
所名、グループ名を紹介します。5年間認定が続いた場合は、優良店な
どの認定をして表彰を行います。

ごみ減量推進グループごみ減量推進グループ

優良事業所

認定事業所

店　　　名
富士電機株式会社　鈴鹿製作所
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社　鈴鹿事業所
住友電装株式会社　鈴鹿製作所
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所
旭化成ケミカルズ株式会社　鈴鹿事業場
柳河精機株式会社　鈴鹿工場
鈴鹿リサイクルセンター有限会社
株式会社フジコウ
堀田建設株式会社　鈴鹿支店

株式会社ケーヒン　鈴鹿工場
八千代工業株式会社　鈴鹿工場

株式会社佐藤商店
三惠工業株式会社
株式会社フジスタッフィング
株式会社鈴友
株式会社フジクラ　鈴鹿事業所
株式会社三鈴　ダスキン中江島支店
株式会社ツーワン
社会福祉法人伊勢亀鈴会　八野ワークセンター
株式会社鈴浄会
鈴鹿防災株式会社
ホンダ運送株式会社　鈴鹿事業所
有限会社樋口設備
株式会社奥村産業
三重執鬼株式会社
株式会社日本陸送
ＡＧＣオートモーティブ高橋株式会社　鈴鹿工場
大日本住友製薬株式会社　鈴鹿工場
南出株式会社
勢州建設株式会社
テイ・エス　テック株式会社　鈴鹿工場
株式会社ヨシザワ

優良店

推進店

店　　　名
株式会社　鈴鹿ハンター
イオンリテール株式会社　イオン白子店
イオンリテール株式会社　イオン鈴鹿店
イオンモール株式会社　イオンモール鈴鹿
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ長太の浦店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ若松店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿中央店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ加佐登店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿住吉店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ岡田店
マックスバリュ中部株式会社　ザﾞビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店

ユニー株式会社　アピタ鈴鹿店
株式会社オークワ　鈴鹿木田店
株式会社マルヤス　西条店

優良
グループ

店　　　名
鈴鹿市生活学校
鈴鹿市旭が丘再生資源部
小谷子ども会
トイなおす
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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

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

4日

5日

6日
9・10・16・17日
18・25・30日
2日
21日
23・24日
1日
3・11日
5・6・12・13・17・18・21・26・28日
7日
19日
25日
1・3・14日
2・9・16・29・30日

4・15日

5日
17・24日
23日
3・11・14・30日
5・19・26日

12日

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

1～20・22～30日
21日
1・2・5～9・12～16・19・20・22・23・26～30日
21日
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バレーボール

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

1・15・19日
2～5・7～12・14・16～18・22～26・28～30日
21日
3・4・6・10・11・13・17・18・20・24・25・27日

4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

昭和の日

●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　8日㈪
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◎総合相談 19日 10：00～15：00 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

子ども教育相談

月～金曜日 8：30～17：15
婦人相談
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児童虐待・ＤＶに関する相談
電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
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13：00～16：00
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18・19・23・25・30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。
※4月の総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法
書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士による相談です。

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、不動産鑑定士が予約制）です。
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廃棄物対策課　　382-7609　  382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

　市では、資源循環型社会を実現するため「ごみ減量推進店等制度」を実施していま

す。 今回は、この制度の趣旨に賛同し、ごみ減量を推進している販売店・事業所・市民

グループなどを紹介します。

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

紹介します！
ごみ減量推進店・推進事業所・推進グループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　消費者、販売店、事業所、市民グループと市が一体
となって、ごみ発生抑制と減量の推進を図ることを目的に実施する制度で、一定基準を満たす取
り組みを行っている販売店などをごみ減量推進店などとして認定しています。

対　　象　市内すべての事業所
認定基準　ISO14001の取得
※ISO14001は､豊かで明るい地球環境を伝承するため､

1996年9月に国際標準化機構（ISO）が定めた

ISO14000シリーズの1つで､環境マネジメントシステム

をどのように構築すれば良いかを定めた仕様書です。

「ごみ減量推進店等制度」とは「ごみ減量推進店等制度」とは

ごみ減量推進事業所ごみ減量推進事業所

対　　象　主に食料品を扱う市内の小売店
認定基準　買物袋、資源回収、簡易包装などの項
目において、一定以上の取り組みを行っていること

ごみ減量推進店ごみ減量推進店

対　　象　構成員が10人以上で1年以上継続し
て、市内で活動しているグループ

認定基準　ボランティア清掃や廃品回収などの項
目において、一定以上の取り組みを行っていること

◇認定を受けるには▶　廃棄物対策課へ認定申請してください。審査の結
果、取組基準を満たしていれば認定証などを交付します（有効期間2年以内）。

◇認定を受けると▶　「広報すずか」や市ホームページで店舗名、事業
所名、グループ名を紹介します。5年間認定が続いた場合は、優良店な
どの認定をして表彰を行います。

ごみ減量推進グループごみ減量推進グループ

優良事業所

認定事業所

店　　　名
富士電機株式会社　鈴鹿製作所
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社　鈴鹿事業所
住友電装株式会社　鈴鹿製作所
本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所
旭化成ケミカルズ株式会社　鈴鹿事業場
柳河精機株式会社　鈴鹿工場
鈴鹿リサイクルセンター有限会社
株式会社フジコウ
堀田建設株式会社　鈴鹿支店

株式会社ケーヒン　鈴鹿工場
八千代工業株式会社　鈴鹿工場

株式会社佐藤商店
三惠工業株式会社
株式会社フジスタッフィング
株式会社鈴友
株式会社フジクラ　鈴鹿事業所
株式会社三鈴　ダスキン中江島支店
株式会社ツーワン
社会福祉法人伊勢亀鈴会　八野ワークセンター
株式会社鈴浄会
鈴鹿防災株式会社
ホンダ運送株式会社　鈴鹿事業所
有限会社樋口設備
株式会社奥村産業
三重執鬼株式会社
株式会社日本陸送
ＡＧＣオートモーティブ高橋株式会社　鈴鹿工場
大日本住友製薬株式会社　鈴鹿工場
南出株式会社
勢州建設株式会社
テイ・エス　テック株式会社　鈴鹿工場
株式会社ヨシザワ

優良店

推進店

店　　　名
株式会社　鈴鹿ハンター
イオンリテール株式会社　イオン白子店
イオンリテール株式会社　イオン鈴鹿店
イオンモール株式会社　イオンモール鈴鹿
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ長太の浦店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ若松店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿中央店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ加佐登店
マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ鈴鹿住吉店

マックスバリュ中部株式会社　マックスバリュ岡田店
マックスバリュ中部株式会社　ザﾞビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店

ユニー株式会社　アピタ鈴鹿店
株式会社オークワ　鈴鹿木田店
株式会社マルヤス　西条店

優良
グループ

店　　　名
鈴鹿市生活学校
鈴鹿市旭が丘再生資源部
小谷子ども会
トイなおす



　「キッズ白子」は、平成19年に白子小学校の児童を対象に開設しま

した。1年生から3年生までの児童が参加し、毎月第1週～第3週の金曜

日の15時から16時30分まで、地域のボランティアの方々を中心に活動

しています。

　教室開催日は、地域ボランティアが小学校へ迎えに行き、子どもた

ちと一緒に公民館まで歩きます。公民館に着くと、「ただいま」「おか

えり」という声で活動が始まります。

　白子町は、昔からもの作りが盛んな地域なので、放課後子ども教室

でも、もの作り体験を大切にしています。今年度は、身近な材料でサンタクロースやおひな様を作ったり、自

然の材料を集めて七夕かざりや松ぼっくりのクリスマスリース、ドングリの卓上飾りなどを作りました。

　その他にも、講師を迎えて交通安全教室や車イス体験、科学実験や読み聞かせなどを行っています。夏

のスイカ割りや冬の鬼まんじゅう作りは、子どもたちがひときわ目を輝かせていた行事です。どの活動も、

子どもと地域ボランティアが一緒になって、楽しい時間を過ごしています。

　また、緊急時に備えて、保護者や警察、小学校の校長先生にも参加していただき、震災を想定した避難

訓練も行っています。今後も地域の方々にご支援をいただき、子どもたちが安全で楽しく活動できる教室

活動をめざしていきたいと思います。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［2月28日現在］

2
広 報すず か 　2 0 1 3 年 3 月 2 0 日 号

白子小学校区放課後子ども教室　 キッズ白子白子小学校区放課後子ども教室　 キッズ白子
場　所
問合せ

白子公民館（江島本町1-1）
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/1件、うち建物0件（6件、4件減） 出動数/659件（1,467件、69件増）

人口/201,954人（153人減） 男性/100,967人（85人減） 女性/100,987人（68人減） 世帯数/81,215世帯（42世帯減）

事故数/518件、うち人身事故79件（1,116件、22件増） 死者数/1人（3人、1人減） 傷者数/93人（206人、9人増）

○3月21日㈭～31日㈰『ベルディ便り』…保健情報、くらしの情報

○4月1日㈪～10日㈬『ベルディ便り』…平成25年度施政方針
○4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…10時30分、13時30分、19時30分、23時30分からの各10分
土・日曜日…10時30分、20時30分、24時30分からの各10分

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
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