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　地震による被害軽減には建
物の耐震化が有効です。市で
は、昭和56年5月31日以前に建
てられた木造住宅に対して無
料で耐震診断を行っています。
申込み　対象建築物の所有
者が防災危機管理課の窓
口で、申込み用紙に必要事
項を記入し、申し込んでくだ
さい。地区市民センター経
由、ファクス、電子メール、電
話でも申し込めます。

※診断の結果、「倒壊する可能性
が高い」と診断された住宅につ
いては、耐震補強計画、耐震補
強工事、取り壊しなどの費用の
一部を補助しています。詳しく
はお問い合わせください。

　還付金があるなどと言葉巧
みに、近くのATM（現金自動
預け払い機）に向かわせ、お
金を振り込ませようとする還付
金等詐欺の電話が、先月から
連日市内で発生しています。
実際に振り込んでしまった被
害も複数発生しています。
　次の言葉が出たら、還付金
詐欺と疑ってください。
「市役所保険課の○○です」
「医療費などの払戻金が○万
円あります」「今なら手続きでき
るので、近くのATMに行ってく

ださい」「ATMに着いたら電
話してください」
※このような電話を受けたら、110
番または鈴鹿警察署(　380-
0110)へ通報を

　平成26年鈴鹿市成人式の
日程と会場が決まりました。
対　象　平成5年4月2日～平
成6年4月1日生まれで鈴鹿
市内在住か、本籍のある方

と　き　平成26年1月12日㈰
10時～11時（終了予定）開
場9時

ところ　市民会館
内　容　イベントなどの内容に
ついては、成人式実行委員
会で企画します。

※対象の方への通知はしませんの
で、ご自由にお越しください。

木造住宅の
無料耐震診断申込みを
受け付けています

防災危機管理課

 　382-9968 　382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

還付金等詐欺にご注意を

地域課 　382-9022 　382-2214

くらしの情報くらしの情報
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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

特定外来生物の報告書を作成しました

保育園ナビ

保育所ちびっこすずか園

スポーツ・図書館・相談 7

8

市民の声

鈴鹿産のお茶について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

電話 電子メール ホームページ ファクス 

平成26年の成人式は
市民会館で開催します

生涯学習課 　382-7619 　382-9071
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子育て支援課　 382-7661 　382-7607

放課後児童クラブの指導員を募集します

くらしの情報くらしの情報

　消防署では、市内で開催さ
れる多数の人が集まるイベント
やスポーツ大会などに、AED
を貸し出しています。
対　象　イベントなどを行う団
体に属する20歳以上の方

※運転免許証などの本人確認書
類をお持ちください。

貸出条件　原則としてAEDが
設置されていない会場で、
主催者側に心肺蘇生法講
習を受講した人がいること

貸出期間　7日以内
貸出場所

・中央消防署（　382-9165）
・南消防署（　386-0630）
・北分署（　378-0330）
・西分署（　370-2119）

・東分署（　384-0119）
・鈴峰分署（　371-0119）
申込み　｢AED借用申請書｣
を借りようとする署所に提出
してください。市ホームページ
からもダウンロードできます。
貸し出しを受けようとする日の
2カ月前から受け付けます。

※詳しくは貸出場所の各署所へ
お問い合わせください。

　鈴鹿8時間耐久ロードレー
ス決勝の前日に、全国各地か
ら集まったバイクが、交通安全
啓発車両と共に、鈴鹿サーキ
ットの8耐前夜祭会場に向け
て日本最大級の交通安全パ
レードを行います。
　パレードコースや周辺道路
は、18時15分から交通規制

により渋滞が予想されます。
皆さまには大変ご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願い
します。
と　き　7月27日㈯　13時～
19時30分

※パレードは18時15分出発予定
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンター
駐車場から鈴鹿サーキットまで
(下記地図参照)

問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222　担当：
川口・高橋）

自動体外式除細動器
(AED)を貸し出します

中央消防署 　382-9165 　382-9166

第15回バイクで
あいたいパレード2013が

行われます

商業観光課　 382-9020 　382-0304

　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を募集しています。
※掲載時点で募集を締め切っている場合もありますので、希望される方は、直接施設へお問い合わせください。

名　　　　称 学校区

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 白子

住　　　　所

白子二丁目7-38

電話番号

388-2774

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 旭が丘 東旭が丘四丁目9-19 368-2033

愛宕小学校区放課後児童クラブ　あおぞら第1 愛宕 北江島町43-8 368-1223

飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 飯野 阿古曽町25-6 367-3367

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

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

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 国府 国府町3519-1 370-0605

河曲地区学童クラブ　かわたろう 河曲 十宮町719-2 383-3070

稲生小学校区放課後児童クラブ　ゆめっ子クラブ 稲生 稲生三丁目13-10 367-7008

稲生小学校区放課後児童クラブ　第2ゆめっ子クラブ 稲生 稲生三丁目6-11 367-7666

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

玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 玉垣 東玉垣町523-1 373-4734

鈴西小学校区放課後児童クラブ　しいの実 鈴西 花川町1541-35 374-5511
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市有地を一般競争入札により売却します

住宅課 　382-7616 　382-7615

平成25年度の介護保険料
本算定納付通知書を

65歳以上の方に発送します
長寿社会課　 382-7935　 382-7607

学校給食嘱託調理員を
募集します

学校教育課 　382-1214 　382-9054

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　65歳以上の方（第１号被
保険者）の平成25年度介護
保険料が、8月1日㈭に決定さ
れます。8月2日㈮以降に、保
険料額や納付方法を記載し
た本算定納付通知書を発送
しますので、内容をご確認くだ
さい。

対　象　調理師免許、栄養
士免許のいずれかを取得ま
たは給食調理現場での勤
務経験を有する、昭和28年
4月2日以降生まれの方

定　員　若干名
勤務条件　給与は14万4,500
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が

あります。また、社会保険にも
加入します。雇用期間は雇
用した日（9月採用予定）か
ら平成26年3月31日㈪まで
※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

申込み　7月22日㈪から31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または
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
ください。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　8月10日㈯　9時から
ところ　学校給食センター
（岡田町724）

内　容　個別面接、実技試験

　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
の解決に向けて1歩でも前に
進めることを目的としていま
す。
と　き　8月8日㈭　17時～
17時30分

※16時30分から近鉄伊勢若松駅
で、知事と市長による現地確認
を行います。

ところ　若松地区市民セン
ター（若松中二丁目3-8）

テーマ　高齢者、障がい者な
どの移動の円滑化の推進
などについて

定　員　100人（先着順）
参加料　無料
※事前申し込み不要です。

◆入札

と　き　8月19日㈪　物件（1）14時、物件（2）
14時30分、物件（3）15時、物件（4）15時30分

ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　7月22日㈪から8月9日㈮（土・日曜日を
除く）までの8時30分から17時15分までに、直
接、住宅課へ

※郵送による申込みはできません。

◆現地説明会

と　き　7月31日㈬　物件（1）14時から、物件
（2）14時30分から、物件（3）15時から、物件
（4）15時30分から
ところ　売却物件所在地

物件

（1）

地　目

宅　地

地　積

767.26㎡
938.08㎡
1,705.34㎡

用　途　地　域

第一種中高層住居専用地域

予定価格
(売却最低価格)

4,402万2,000円

所　在　地

東玉垣町字井龍田2657番16
岸岡町字八反坪1404番81
２筆合計

（2） 宅　地 771.74㎡ 第一種中高層住居専用地域 2,550万3,000円東玉垣町字井龍田2657番133
（3） 宅　地 743.71㎡ 第一種中高層住居専用地域 2,259万5,000円岸岡町字八反坪1404番79
（4） 雑種地 22㎡ 第一種中高層住居専用地域 42万1,000円岸岡町字大口野1382番5
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くらしの情報くらしの情報

　鈴鹿市漁協の鮮魚直売所
｢魚魚鈴｣では、前浜に揚がる
魚の消費拡大の取り組みとし
て、干物の製造販売を行って
います。皆さんご利用くださ
い。
ところ　鮮魚販売所｢魚魚
鈴」（白子一丁目6277-3　
380-5500）

営業時間　9時30分～15時
（定休日　水曜日）

　生活習慣病は大人の病気
と思われがちですが、近頃は
発症が低年齢化しています。
子どものうちに正しい生活習
慣を身に付けられるように、小
児科医・栄養教諭が、健康管
理の方法をアドバイスします。
※予約制個別相談会です。
対　象　市内の小中学生と
保護者

と　き　8月27日㈫　10時～
16時40分

ところ　市保健センター
定　員　11人
参加料　無料
申込み　7月22日㈪から8月5

日㈪までに、学校教育課へ

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。秋
の研修期間中、研修生（会話
は英語）を受け入れ、日本の
生活を体験させていただける
ご家庭を募集します。
と　き　10月19日㈯、20日㈰
1泊2日

申込み　8月19日㈪までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（　370-
0511 　http://www.iats

　sforum.jp/）へ
※応募者多数の場合は抽選

　教育委員会では、鈴鹿市
立幼稚園の再編整備に関す
る答申を受け、検討を進めてき
た鈴鹿市立幼稚園再編整備
計画（案）をまとめました。この
計画（案）について皆さんから
のご意見をお寄せください。
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　7月20日㈯～8月
19日㈪

閲覧場所　学校教育課、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｢鈴鹿市立

幼稚園再編整備計画（案）
に関する意見｣、住所、氏
名、ご意見を記入の上、郵
便（〒513 -8701　学校教
育課宛、当日消印有効）、フ
ァクス、電子メールまたは直
接、窓口（学校教育課、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。

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員
（パートも含む）のための外部
積立型の国の退職金制度
で、下記のメリットがあります。
○新規に加入する事業主に
対して1年間掛金の一部を
国と市が助成します。
○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円を
超える法人の法人事業税には、
外形標準課税が適用されます。

○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況
や退職金試算額を事業主
にお知らせします。

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

鈴鹿産水産物の消費拡大
に取り組んでいます

農林水産課　 382-9017　 382-7610

子どもの生活習慣病
相談会を行います

学校教育課　 382-1214　 382-9054

中小企業退職金共済制度
のご案内

産業政策課　 382-8698　 382-0304

IATSSフォーラム研修生の
ホストファミリーを
募集します

市民対話課　382-9058 　382-7660

市立幼稚園
再編整備計画(案)への
意見を募集します

学校教育課　 382-7618 　382-9054

と     と    りん
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◆休日窓口

と　き　7月28日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　7月30日㈫、31日㈬
17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
内　容　いずれも市税の納付、
納税相談、口座振替の手続
きなど
※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　9月20日の｢バスの日｣を記
念して、三重県バス協会がバ
スの絵コンテストを行います。
対　象　小学生以下の方
　（小学生未満の部、小学1～
3年生の部、4～6年生の部）

テーマ

　｢未来のバス｣
　｢あったらいいな、こんなバス｣
　｢バスのある風景｣
規　定　四つ切りサイズ
（382mm×542mm）の
画用紙。イラスト・スケ
ッチなど表現方法は自由。

応募期間　7月20日㈯～9月6
日㈮必着

応募先

○郵便　〒514-8799　津市
中央1-1　日本郵便　津支
店留　公益社団法人三重
県バス協会｢バスの絵コン
テスト募集係｣へ
○宅配便など　〒514 -0303
津市雲出長常町1190番地
の1　公益社団法人三重
県バス協会｢バスの絵コン
テスト募集係｣へ

問合せ　（公社）三重県バス
協会（　059-234 -1101　 
　059 -234 -0616）（平日9
時～17時）

　8月は、北方領土問題に対
する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還
要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調月
間です。
　内閣府では、北方領土返
還に向けた思いを書いたメッ
セージフリップを掲げたスナッ
プ写真を募集しています。詳
しくは、内閣府ホームページを
ご覧ください。
問合せ　内閣府北方対策本
部啓発係（　0 3 - 5 2 5 3 -
2111　内線44488・44489）

と　き　8月11日㈰　10時～
15時

※悪天候の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　川歩き体験、鈴鹿川
地域の生き物水槽展示、環
境や川にちなんだクイズ、
｢前川定五郎いかだ流し｣
体験コーナー　ほか

◆川歩き体験

内　容　水生生物や水辺の
植物の採集・観察

定　員　約150人（応募多数
の場合は抽選）

申込み　8月2日㈮（消印有
効）までに、参加代表者の

郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、参加者全員
の氏名、年齢、希望時間
（10時30分、11時30分、12
時30分、13時30分のいず
れか）を記入の上、はがき、
ファクス、電子メールのいず
れかで、〒510-0241　白子
駅前9-20　すずかのぶどう
｢夏の鈴鹿川体験実行委
員会川歩き係｣（　・　387-
0767　　budou@mecha
　.ne.jp）へ
※当日の川歩き体験補助、運営手
伝いのボランティアも募集して
います。

　｢第13回夏の鈴鹿川体験｣の
イベントの一つとして開催します。
と　き　8月11日㈰　7時～9
時ごろ

※悪天候の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西）
内　容　熱気球教室、熱気
球の搭乗体験

定　員　100人程度（先着順）
搭乗体験料金（1人あたり）
　中学生以上：1,000円
　小学生：500円
※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
（　090-6468-2012　6時
30分～9時ごろ）

http://kokoten.com/u1/suzukaballoon/

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008　 382-7660

バスの絵を募集します

商業観光課　 382-9016　 382-0304

8月は北方領土返還運動
全国強調月間です

企画課 　382-9038 　382-9040

第13回夏の鈴鹿川体験

環境政策課 　382-7954 　382-2214

バルーンキャラバン
～熱気球教室～

商業観光課 　382-9020　 382-0304

催 し 物

下記のホームペー

ジでも、当日の開

催の有無を確認で

きます。
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くらしの情報くらしの情報

　ポテトチップスの筒を使って
望遠鏡を作り、月を観察します。
対　象　小学生とその保護者
※児童だけでの参加はできませ
ん。

と　き　8月18日㈰
○望遠鏡作り　13時45分～
16時30分（13時30分から
受付）
○観望会　19時～20時（曇
天・雨天時は中止）

ところ　文化会館
定　員　15組（1組4人まで）
参加料　望遠鏡1台53 0円
（台数は1組の参加人数ま
で。当日支払い）

整理券　8月3日㈯10時から、
文化会館で配布（先着順）

　鈴鹿高等学校自然科学部
の皆さんと一緒に鈴鹿川に入
り、タモを使った魚の採集方
法や観察方法を学びます。
対　象　小学生以上の子ど
もと保護者
※児童だけでの参加はできませ
ん。

と　き　8月24日㈯　10時～
12時

※悪天候の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿高等学校、鈴
鹿川（庄野橋付近を予定）

講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料

申込み　8月16日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を電
話、ファクス、メールで環境
政策課へ

　英語を使って交流しません
か。オールイングリッシュでいろ
いろなお話をしましょう。
と　き　8月24日㈯　10時～
11時30分　（9時30分から
受付）

ところ　牧田コミュニティセン
ター　2階 多目的ホール

テーマ　豊かに生きるという
こと　ほか

スペシャルゲスト　アンドリュ
ー ハミルトン ペース（アメリ
カ ケンタッキー州出身、英語
講師）　 

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月16日㈮までに、氏
名・電話番号を記入し、ファ
クス、電子メール、電話で鈴
鹿国際交流協会へ

対　象　小・中学生
※小学3年生以下は保護者の付
き添いが必要です。

と　き　7月23日㈫～8月31
日㈯

※休館日　月曜日、第3火曜日
ところ　考古博物館講堂、
ホール、玄関前など

参加料　材料費（10 0円～
700円）

※講座ごとに異なります。
◆体験学習

○勾玉・土笛作り
　毎日開催（休館日を除く）
　受付：9時～10時、13時～
14時
○火おこし体験
　毎日開催（休館日・悪天候
時を除く）
　受付：11時～11時30分、15
時～15時30分

◆すぺしゃる体験講座

受　付

　各講座の開始時間の30分
前から15分前まで
※希望者が定員を超えた場合は
15分前に抽選

○アンギンのコースター作り　
7月25日㈭　①9時30分、
②13時30分、定員各回5人
○耳飾り形ストラップ作り　7
月26日㈮　①9時30分、②
10時45分、③13時30分、
④15時、定員各回7人
○親子で垂飾付耳飾り作り　
8月17日㈯　①9時30分、
②13時30分、定員各回7組
○バックヤードツアーと土器復
元体験　8月7日㈬　①9時
30分、②13時30分、定員各
回20人
○古墳の模型作り　8月29日
㈭　①9時30分、②13時
30分、定員各回10人
○竹笛作り　7月24日㈬　①
9時30分、②10時45分、③
13時30分、④15時、定員各
回10人
○麦わらの虫かご編み　8月8
日㈭①9時30分、②13時30
分、定員各回30人
○竹ざる作り　8月14日㈬　
①9時30分、②13時30分、
定員各回10人
○親子で竹工作　8月18日㈰

望遠鏡を作って
月を見よう！

文化会館　 382-8111 　382-8580

鈴鹿川のいきもの観察会

環境政策課 　382-7954 　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

①9時30分、②13時30分、
定員各回5組
○万華鏡を作ろう　8月30日
㈮　①9時30分、②13時
30分、定員各回15人
○植物染料で染めよう　8月22
日㈭、23日㈮　①9時30分、
②13時30分、定員各回20人

○磐城山遺跡発掘体験　8
月21日㈬（雨天延期、予備
日28日㈬）、①9時30分、②
13時30分、定員各回20人

※各講座の詳細は、考古博物館
ホームページをご覧ください。

　平成26年4月に予定されて
いる消費税率の引き上げを、
ビジネスチャンスとしてとらえ、
自社の強みを再発見するため
のセミナーを開催します。
対　象　事業を営んでいる方
と　き　8月9日㈮　18時～
20時

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階特別会議室

内　容

・消費税の経過措置の適用
範囲・内容と要件
・消費税の経過措置のメリッ
トを営業・販促に活かす
・駆け込み需要を取り込むポ
イント　ほか

講　師　平松徹さん（ジャイロ
総合コンサルティング㈱）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　7月31日㈬までに、電
子メール、電話で鈴鹿商工
会議所へ（　soudan@scci.

　or.jp 　382-3222　担当：
髙橋真・山下・近藤・森）

申込み　7月26日㈮（平日10時
～18時）から電話で「NPO
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）」（　・　387-0764）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　8月
17日㈯と18日㈰
・ワード基礎　8月24日㈯と
25日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　8月17日㈯
と18日㈰
・エクセル応用　8月24日㈯
と25日㈰

ところ　図書館2階会議室
定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

◆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
参加料　3時間1,500円

国際英語サロン
（公財）鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

夏休み
子ども体験博物館
＆発掘体験など

考古博物館 　374-1994 　374-0986

　www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/
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申込み　8月16日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を電
話、ファクス、メールで環境
政策課へ

　英語を使って交流しません
か。オールイングリッシュでいろ
いろなお話をしましょう。
と　き　8月24日㈯　10時～
11時30分　（9時30分から
受付）

ところ　牧田コミュニティセン
ター　2階 多目的ホール

テーマ　豊かに生きるという
こと　ほか

スペシャルゲスト　アンドリュ
ー ハミルトン ペース（アメリ
カ ケンタッキー州出身、英語
講師）　 

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月16日㈮までに、氏
名・電話番号を記入し、ファ
クス、電子メール、電話で鈴
鹿国際交流協会へ

対　象　小・中学生
※小学3年生以下は保護者の付
き添いが必要です。

と　き　7月23日㈫～8月31
日㈯

※休館日　月曜日、第3火曜日
ところ　考古博物館講堂、
ホール、玄関前など

参加料　材料費（10 0円～
700円）

※講座ごとに異なります。
◆体験学習

○勾玉・土笛作り
　毎日開催（休館日を除く）
　受付：9時～10時、13時～
14時
○火おこし体験
　毎日開催（休館日・悪天候
時を除く）
　受付：11時～11時30分、15
時～15時30分

◆すぺしゃる体験講座

受　付

　各講座の開始時間の30分
前から15分前まで
※希望者が定員を超えた場合は
15分前に抽選

○アンギンのコースター作り　
7月25日㈭　①9時30分、
②13時30分、定員各回5人
○耳飾り形ストラップ作り　7
月26日㈮　①9時30分、②
10時45分、③13時30分、
④15時、定員各回7人
○親子で垂飾付耳飾り作り　
8月17日㈯　①9時30分、
②13時30分、定員各回7組
○バックヤードツアーと土器復
元体験　8月7日㈬　①9時
30分、②13時30分、定員各
回20人
○古墳の模型作り　8月29日
㈭　①9時30分、②13時
30分、定員各回10人
○竹笛作り　7月24日㈬　①
9時30分、②10時45分、③
13時30分、④15時、定員各
回10人
○麦わらの虫かご編み　8月8
日㈭①9時30分、②13時30
分、定員各回30人
○竹ざる作り　8月14日㈬　
①9時30分、②13時30分、
定員各回10人
○親子で竹工作　8月18日㈰

講座・教室

鈴鹿商工会議所主催
消費税転嫁対策セミナー

商業観光課 　382-9016　 382-0304 はじめてのパソコン講座
市政情報課 　382-9003　 382-2214

農林水産課 　382-9017 　382-7610

　norin@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

鈴鹿産のお茶について

鈴鹿は｢かぶせ茶｣の産地と聞いてい
ますが、どんなお茶ですか。また、どこ

かで購入できるのでしょうか。

｢かぶせ茶｣は、鈴鹿山麓地域での生
産量が全国一で、市の特産品となっ

ています。刈り取り前に新芽を黒いシートで２
週間ほど覆って作る｢かぶせ茶｣は旨みや
甘みが豊富で渋みが少なく、まろやかなお
茶として知られています。これからの暑い時

期には、ぜひ水出しの冷たい｢かぶせ茶｣を
ご賞味ください。
　なお、市内には、たくさんの販売店がありま
す。市ホームページ｢農林水産業／お茶」の
ページに、「鈴鹿のお茶販売MAP」を掲載し
ていますのでご活用ください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

①9時30分、②13時30分、
定員各回5組
○万華鏡を作ろう　8月30日
㈮　①9時30分、②13時
30分、定員各回15人
○植物染料で染めよう　8月22
日㈭、23日㈮　①9時30分、
②13時30分、定員各回20人

○磐城山遺跡発掘体験　8
月21日㈬（雨天延期、予備
日28日㈬）、①9時30分、②
13時30分、定員各回20人

※各講座の詳細は、考古博物館
ホームページをご覧ください。

　平成26年4月に予定されて
いる消費税率の引き上げを、
ビジネスチャンスとしてとらえ、
自社の強みを再発見するため
のセミナーを開催します。
対　象　事業を営んでいる方
と　き　8月9日㈮　18時～
20時

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階特別会議室

内　容

・消費税の経過措置の適用
範囲・内容と要件
・消費税の経過措置のメリッ
トを営業・販促に活かす
・駆け込み需要を取り込むポ
イント　ほか

講　師　平松徹さん（ジャイロ
総合コンサルティング㈱）　

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　7月31日㈬までに、電
子メール、電話で鈴鹿商工
会議所へ（　soudan@scci.

　or.jp 　382-3222　担当：
髙橋真・山下・近藤・森）

申込み　7月26日㈮（平日10時
～18時）から電話で「NPO
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）」（　・　387-0764）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　8月
17日㈯と18日㈰
・ワード基礎　8月24日㈯と
25日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　8月17日㈯
と18日㈰
・エクセル応用　8月24日㈯
と25日㈰

ところ　図書館2階会議室
定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

◆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
参加料　3時間1,500円

　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

皆さんのご意見やご要望、それに対する市の回答を紹介します。
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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。

（　　　　　）

予防接種予防接種

■子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨差し控えについて

　平成25年4月1日から予防接種法に定められる定期予防接種として実施していますが、ワクチン接種後に、
ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたことから、現在子宮頸がん予防ワ
クチンの接種を積極的にはお勧めしていません。接種に当たっては、有効性と接種による副反応が起こるリ
スクを理解していただき、接種医とよくご相談の上で受けてください。
　詳しくは、市ホームページトピックスをご覧ください。

相　談

保健
センター ̶̶8月23日㈮

9時30分～11時

すくすく広場
（育児相談・栄養相談・
助産師によるおっぱい
相談・身体計測）

母子健康手帳持参
（※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。）

と　　き ところ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

市役所
本館12階
1203会議室

9月19日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分～14時45分

浜中健二医師（精神科）
「こころの健康を保つために　
ストレス対処法」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
（先着順）

（個別相談は7月26
日㈮～9月9日㈪）

70人
（個別相談は

2人）

市民健康講座
（講演会と個別健康相談）

検　診検　診
○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２回以上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ご持参ください。　○検診結果は検診日より約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、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。
◯小さなお子さんを連れての受診も可能です。　○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・保険証など）を持って、当日受け付けをする前に
事務所窓口へお申し出ください。

※70歳以上で非課税世帯の方は介護保険納入通知書保険料段階で確認しますので、受診時に持参してくだ
さい（第１段階～第4段階の方が市民税非課税世帯に該当します）。

　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

9月20日㈮、10月7日㈪
9時～11時 保健センター

胃がん 

1,000円
（70歳以上の方は500円）

40歳以上の方

※妊娠中の方、または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 7月25日㈭から
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用検 診／ 対 象 申 込 み
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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。

　　　健診の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

無料保健
センター

認知症予防のための
頭と体の体操

健康ひろば
（認知症予防編）
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

8月28日㈬
10時～11時30分

7月23日㈫から
（先着順）

無料
男女共
同参画
センター

プロから学ぶ脱メタボの
ための効果的な運動のコツ

働く男の
カラダ管理塾
65歳までの男性

（2回とも参加できる方）

15人9月4日㈬、10月10日㈭
19時～20時30分

7月24日㈬から
（先着順）

無料保健
センター

脱メタボのための
生活と運動のコツ

痩せる！
カラダの作り方
65歳までの方

（2回とも参加できる方）

30人9月11日㈬、10月24日㈭
13時30分～15時30分

7月24日㈬から
（先着順）

調理実習
1回につき
500円程度
（食材費・
教材費）

保健
センター

食生活や健康づくりに
関する講義と調理実習
（4回）　

栄養教室
食生活改善推進員として
ボランティア活動を行う
意欲のある18歳以上の方
（6回全て参加できる方）

20人

10月2日㈬、22日㈫、11月
6日㈬、26日㈫、12月11日
㈬、平成26年1月21日㈫10
時～15時30分（最終日の
み10時～14時30分）

7月22日㈪から
（先着順）

無料保健
センター

8月9日㈮
10時～11時30分

5～8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25年2月～4月生まれの
乳児をもつ初参加の方

30組

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

7月29日㈪から
（先着順）

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

健康診査健康診査

　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行います。対象の方に個別に通知します。受診日の変更希望は、健康づく
り課へ。

月 献 血8 日 程の

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・8月11日㈰、14日㈬、15日㈭、16日㈮、
18日㈰ 10時15分～17時　アピタ鈴鹿店・・・8月8日㈭　10時～16時

（いずれも途中60分程休憩時間有）　

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

9月1日㈰
　9時30分～11時45分、
13時30分～15時45分
※動きやすい服装でお越しください。

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～8カ月の方と
その夫で初参加の方

7月30日㈫から
（先着順）各15組
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環境政策課　　382-7954　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

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

特定外来生物の報告書を作成しました
深夜の花火は近所迷惑です

今回は特定外来生物の分布調査報告書と花火の注意事項をお知らせします。

　「特定外来生物」とは、「特定外来
生物による生態系等に係る被害の防
止に関する法律」において、生態系な
どに被害を及ぼすものとして指定された
生物で、飼育・栽培・運搬・販売すること
などが原則禁止されています。
　市では、平成23年9月から平成24年
10月までの間、特定外来生物のうちオ

オキンケイギク、アレチウリ、オオフサモの3種の植物につ
いて、市民調査員による調査を行いました。
　調査結果によると、オオキンケイギクは東部・南部の市
街地に、アレチウリは鈴鹿川など西部の河川沿岸に、オ
オフサモは浪瀬川に多く分布しています。生育分布図な
どを『特定外来生物の分布調査報告書』としてまとめま
したので、これ以上生息域を拡大させないため、ぜひご
一読いただき、防除にご協力ください。

告

広

料

有

※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課（　382-9036）へ

特定外来生物の分布調査報告書を作成しました特定外来生物の分布調査報告書を作成しました

深夜の花火は近所迷惑です深夜の花火は近所迷惑です

○閲覧場所
環境政策課（市役所本館4階）、各地区
市民センター、公民館、ふれあいセンター 
※市ホームページでも閲覧できます。

　夏の楽しみの一つである花火は、遊ぶ時間や場所によって迷惑行為になります。花火をするときは
マナーを守り、自分も周りの人も気持ちよく過ごせるようにしましょう。

○22時から6時の夜間に、公共の場所において、打上げ花火やロケット花火などで大
きな音を出したり、大声で騒ぐなど周辺住民に不安を与える行為は、三重県の「公衆
に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。
※鈴鹿市で管理する公園内は、花火など火気の使用が原則禁止されています。

特に深夜は、花火で大きな音や、大声を出さないようにしましょう

生育分布図の例

特定外来生物の分布調査報告書

2 0 1 3 年 5 月 鈴鹿市

「植　物」
調査区内にほぼ一面に生育している
調査区内に大きなかたまりがみられる
調査区内に小さなかたまりがみられる
調査区内にぽつんぽつんとみられる
調査区内に1～2本みられる
全く生育していない

特定外来生物の
分布調査報告書

告

広

料

有
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　12日㈪・26日㈪ 休館日　12日㈪・26日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 8
August

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

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

バドミントン

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

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

18：00～21:00

2・3・20・21・27日
15日
16日
23日
30日
13・14日

2・5・8日

3・4・11・16・18・25・28・31日
17・21・22日
27日
13～15・20日
16日

19日

27・29日
28日
30日

4・22・25・31日

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

1～3・6～10・12～24・26～30日
4日

5日

25・31日
1・15・16日
2・6～9・12～14・18～23・26～30日
4日

5日

25日

バレーボール

バスケットボール

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

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

5日

25・31日

8月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

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　なし

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

2・9・10・16・22・24日
3・8・17・20・23・28～30日
4・5・11・13～15・18・19・25日
6日
27日

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

1～3・8～10・13・17・22・23・27・29・30日
4～7・11・14～16・18～21・25・28日
24日
31日

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

1・8・15・22日
2・4～6・9・13・16・18～20・23・25・27日
3・10・11・17・24・31日
7・14・21・30日

9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00

1・2・4～9・11・13～16・18～23・25・27～31日

3・10・17・24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

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

8月
月曜日、6日㈫、20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）　3日・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

図
書
館 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

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

1日㈭
15日㈭
29日㈭

2日㈮
16日㈮
30日㈮

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
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

7日㈬
21日㈬

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

8日㈭
22日㈭

　

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㈮
23日㈮

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

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

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

相
　
談

8月

◎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。

◎総合相談 16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 2・9・23・29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

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 14・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

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・2・6・8・9・13・15・
16・22・27・29・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。
※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

人権相談 6日 13：00～16：00 椿公民館 人権政策課 382-9011　　382-2214



○7月21日㈰～31日㈬…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○8月1日㈭～10日㈯…さあ、きっと、もっと健診・検診！
○8月11日㈰～20日㈫…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［6月30日現在］

6
広 報すず か 　2 0 1 3 年 7 月 2 0 日 号

（　）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　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  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/2件、うち建物1件（26件、1件増） 出動数/628件（4,197件、238件増）

人口/201,489人（82人減） 男性/100,670人（64人減） 女性/100,819人（18人減） 世帯数/81,486世帯（19世帯増）

事故数/572件、うち人身事故92件（3,292件、6件増） 死者数/0人（6人、2人増） 傷者数/121人（642人、28人増）

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

※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「d」ボタン）。

　開園して今年で9年目になりました。月保育、短期保育、土祝

日保育、急な一時保育など、いろいろなニーズに合わせて保育

をしています。昔ながらの少人数制の混合保育で、0歳から6歳

までの子どもたちが一つの部屋で生活しています。その特性を

生かして、遊びながら自然にいたわりの心を育んでいます。

　環境にもとても恵まれています。近くに安全な遊歩道「四季

の道」や公園があり、お散歩に出掛けています。歩くことが少

なくなってきた現代っ子に楽しく歩いてもらい、強い体づくり

をしたいと思います。また、オタマジャクシを取りに行って育てたり、毎年ご近所の方に畑で

おイモ掘りをさせていただいたりと、たくさん自然にふれることができます。公民館をお借

りして親子での夏まつり、クリスマス会、発表会なども行っています。

　現代に合った保育も取り入れています。体操教室、英語教室では、専門の指導者に来てい

ただいています。毎朝続けている柔軟体操やヨガでは、子どもたちから毎日続けることの大

切さを知り、子どもたちの無限の力を感じています。

　当園は、開園当時から地域に必要とされていると実感しているとともに、いろいろな方に

支えられて成り立っていると感謝しています。皆さま本当にありがとうございます。これから

も一日一日を大切にし、子どもたちを見守っていきたいと思います。

保育所ちびっこすずか園保育所ちびっこすずか園
〒513-0808　西條町909-3

マンションひょうたん島
定員 30人　問合せ 　・　 369-0500

ナ  ビナ  ビ ビ
保育園

認可外保育施設編

『ベルディ便り』
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