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　大雨や津波などにより重大
な災害が発生する恐れがある
場合、特別な警戒を呼び掛け
るため、新たに｢特別警報｣が
気象庁より発表されます。
　特別警報が出るのは、数十
年に一度しかないような非常
に危険な場合です。市や報道
機関から発信される情報に注
意し、適切な避難行動を取っ
てください。
対象となる気象状況

・｢平成23年台風第12号｣並
みの豪雨が予想されるとき

・本市において50年に一度の

大雨が予想されるとき
・伊勢・三河湾に大津波警報
（3ｍ以上）が発表されたとき
運用開始日時

　8月30日㈮　午前0時から
問合せ　津地方気象台防災

業務課（　059-228-6818）

　児童扶養手当の受給資格
者（母子家庭の母など）は、8
月30日㈮までに子育て支援課
で現況届の手続きをしてくださ
い。手続きをしないと、8月以降
の資格について更新ができま
せん（2年間手続きをしなかっ
た場合、資格が喪失します）。
※日曜窓口を開設します。平日に
来庁できない方はご利用くださ
い。開庁日時など詳しいことは、
郵送しました案内文書をご覧く
ださい。

　昨年の優秀作品を展示します。
と　き　8月22日㈭～9月1日㈰
ところ　市立図書館ロビー
※今年のバルーンフェスティバル
は、9月14日㈯から16日（月・祝）
までの開催です。

※詳しくは次号でお知らせします。

と　き　9月10日㈫　13時30
分から

ところ　男女共同参画センター
研修室1

定　員　10人（先着順）
申込み　会議開始15分前ま

でに男女共同参画課へ

8月30日から｢特別警報｣
の運用が始まります

防災危機管理課

　382-9968 　382-7603
児童扶養手当の現況届を

お忘れなく

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
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お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

危険なごみの正しい出し方

保育園ナビ

保育所ちびっこ旭が丘園

スポーツ・図書館・相談 7

8

市民の声

送りつけられた宅配物について

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 

バルーンフェスティバル
2012スケッチ・フォト
コンテスト優秀作品展示

商業観光課 　382-9020　 382-0304

第3回男女共同参画
審議会が傍聴できます

男女共同参画課

　381-3113　 381-3119
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子育て支援課　 382-7606 　382-7607　平成26年度保育所(園)の入所申し込みを受け付けます

くらしの情報くらしの情報

【キャッチコピー】

住まいから　描く日本の
未来地図

　この調査は、総務省統計局
が10月1日現在で実施するも
のです。私たちの暮らしと住ま
いに関する計画や施策のた
めの基礎資料を得ることを目
的としている大切な調査で
す。対象となった調査区域内
の各世帯に8月下旬から統計
調査員が『調査協力依頼用
パンフレット』を配布しますので、

よろしくお願いします。
※国や県が行う統計調査は顔写真入
りの「調査員証」を持った調査員が
訪問し、調査実施者や連絡先を記
載した書類をお渡しして行います。

　平成24年中に法務省の人
権擁護機関が新規に救済手
続を開始した人権侵犯事件
数のうち、暴行・虐待事案が
最も多く、その中でも、女性、児
童、高齢者、障がい者が被害
者となっている割合は85.1％
と高い比率を占めています。

　高齢者や障がい者をめぐる
さまざまな人権問題の解決を
図る取り組みを強化するた
め、全国一斉｢高齢者・障がい
者の人権あんしん相談｣強化
週間を実施します。
　相談は人権擁護委員また
は津地方法務局職員がお受
けします。また、相談は無料で
秘密は厳守します。
相談電話

　　0570-003 -110（全国統
一番号）

期　間　9月9日㈪～15日㈰
　8時30分～19時まで
※土・日曜日は10時から17時まで
問合せ　津地方法務局人権

擁護課（　059-228 -4193
　 059-213-3319）

平成25年住宅・土地統計
調査を行います

企画課 　382-7676 　382-9040
9月9日から15日まで
｢高齢者･障がい者の
人権あんしん相談｣
強化週間です

人権政策課　 382-9011 　382-2214

対　象　市内在住の0歳から5歳までの乳幼児で､
保護者が次の理由により家庭で保育できない方

○常時勤務している　　　○出産前後
○保護者が病気やけが、または精神や身体に

障がいがある
○同居の親族を常時介護している
※上記以外でも入所できる場合があります。

申込み　9月2日㈪から20日㈮（土･日・祝日を除
く9時から16時）までに、入所希望の保育所
（園）で申込書を受け取り､必要事項を記入
の上、保育所（園）へ提出してください。

※複数の園に申請することはできません。
※保育料は、平成25年分所得税額、平成25年度市民
税額により決定します。

施設名 所在地 電話番号

牧田保育所 大池二丁目2-2 378-2010
白子保育所 北江島町5-30 386-2010
神戸保育所 神戸四丁目４-40 382-0537
玉垣保育所 東玉垣町1386-１ 382-2737
合川保育所 三宅町1749 372-0058
河曲保育所 十宮町283 383-1643
算所保育所 算所五丁目17-1 378-4569
深伊沢保育所 深溝町352 374-2797
西条保育所 西条二丁目5-1 382-6511
一ノ宮保育所 一ノ宮町500-45 383-0407

長太の浦保育園 長太栄町三丁目4-34 385-0302
くまだ保育園 下大久保町481-5 374-1952

栴檀保育園
せんだん

国府町2539-1 378-0918

岸田保育園 岸田町1491 374-1955
旭ヶ丘保育園 中旭が丘一丁目2-29 386-1647
ながさわ保育園 長沢町1095 371-0151
庄内青い鳥保育園 東庄内町3797-2 371-2317
鼓ヶ浦保育園 寺家三丁目40-15 386-2071
石薬師保育園 石薬師町1735-1 374-1398

あおい保育園 白子本町2-27 387-5220
施設名 所在地 電話番号

白鳩保育園 加佐登一丁目8-10 378-1610
いそやま保育園 東磯山二丁目26-18 387-6012
第２石薬師保育園 自由ヶ丘二丁目18-14 374-0730
ひので保育園 平野町1167-1 378-2245
ほうりん保育園 北長太町4119 385-0190
ひばり保育園 岸岡町2707-174 386-7982
あかつき保育園 地子町906-2 382-5201
くすのき保育園 若松西六丁目28-11 385-5388
野町保育園 野町西二丁目15-10 386-2338
サラナ保育園 岸岡町3527 368-3766
高岡ほうりん保育園 高岡町1843-7 349-1100
トーマスぼーや保育園 平田東町10-13 375-2468
ハートピア保育園 算所町563-3 381-1555
みそら保育園 岸岡町3280 380-6339
ドリームハウス保育園 寺家町1308 388-3398
サン保育園 郡山町560-5 372-8066
竹野の森こども園 竹野町305-2 384-3215
ぐみの木ほいくえん 安塚町331-74 382-5409
第二長太の浦保育園 南長太町2303 395-2200
おおとり保育園 白子町2006-1 386-2611
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立
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ない作品で、子どもの持っ
ている未来への夢を描いた
作品

申込み　9月2日㈪～9日㈪　
9時～17時（土・日曜日を除
く）
※市内小・中学校在学の方は、学
校へお申し込みください。その
他の方は鈴鹿商工会議所へ

◆作品展示

と　き　9月13日㈮～15日㈰
10時～20時（15日は17時ま
で）

ところ　鈴鹿ハンター1階展
示場

問合せ　鈴鹿少年少女発明
クラブ事務局（〒513-0802
飯野寺家町816　鈴鹿商
工会議所内　 382-3222
　383-7667）

市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

市議会をテレビ中継します
議事課 　382-7600 　382-4876

第34回鈴鹿市民アイデア
展の作品を募集します

産業政策課　 382-7011　 384-0868

　9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　8月26日㈪・9月3日㈫

～6日㈮・9日㈪・30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
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、事前に議事課へ
ご確認ください。

と　き　8月29日㈭、30日㈮
ところ　納税課（市役所本館

２階）
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。

　普段の生活や学習の中か
ら生まれたアイデアの詰まった
作品を募集します。
◆工夫・考案の部

対　象　市内在住、在勤、在
学の方および市内企業、団
体など

募集内容　科学的な考えや
アイデアを生かして作りだし
た作品

◆絵画の部

対　象　市内幼稚園児、小
学生、中学生

募集内容　工作では作りきれ

　住宅用地や駐車場用地・看板用地などに最
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　9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、物件

（5）14時30分、物件（6）15時30分
ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　8月21日㈬から9月13日㈮ （土・日・祝日

を除く）までの8時30分から17時15分までに、
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　8月27日㈫  物件（1）9時から、物件
（2）10時から、物件（3）11時から、物件（4）
13時30分から、物件（5）14時30分から、物
件（6）15時30分から

ところ　売却物件所在地

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 予定価格
(売却最低価格)所　在　地

（4） 宅　地 286.14㎡ 第一種中高層住居専用地域 974万2,000円十宮三丁目160番14
（5） 794.66㎡ 第一種住居地域 1,798万1,000円高岡町字七反縄653番1
（6）

雑種地
28.46㎡ 準工業地域 116万2,000円住吉四丁目6283番5

（1） 宅　地 257.51㎡ 準工業地域 816万4,000円磯山二丁目1979番1
（2） 宅　地

宅　地

宅　地

74.80㎡ 準工業地域 285万2,000円白子本町6307番5
（3） 452.87㎡ 第一種住居地域 1,212万6,000円中箕田一丁目155番1

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008 　382-7660
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　稲生地区の皆さんと稲生小
学校の児童が、避難路や通
学路の安全や危険な箇所を
確認しながらタウンウオッチン
グを実施します。その後、炊き
出し訓練や、地域住民と消防
団が連携しての消火・救出訓
練を行います。
　地震体験車や水消火器で
の消火体験、家具転倒防止
対策の実演など、たくさんの防
災啓発コーナーを設けますの
で、ぜひご参加ください。
と　き　8月31日㈯　8時～

11時30分
ところ　稲生小学校

　市民の皆さんに救急と健康
に関する理解と認識を深めて
いただくため、救急・健康フェ
アを開催します。
と　き　9月8日㈰　13時～

16時
ところ　鈴鹿ハンター（1階セ
ンターコート・サブコート・特
設会場）

内　容

・医師による健康相談・血圧
測定

・歯科相談　・栄養相談
・無料血液検査（先着100人）
・女性消防団員による救急に

関する人形劇・救急クイズ
・救急救命士による救命処

置実演
・応急手当の実技指導

・お薬相談や健康茶試飲
・認知症予防や介護相談など

◆危険物取扱者試験（鈴鹿会場）

と　き

○乙種第4類　11月16日㈯・
11月17日㈰

○丙種　11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

○書面による申請の場合
　9月19日㈭から30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、〒514 - 0002津市島
崎町314番地（一財）消防
試験研究センター三重県
支部へ

○電子申請の場合
　9月16日（月・祝）9時から27
日㈮17時までに、（一財）消
防試験研究センターのホー
ムページで

◆予備講習会(乙種第四類)

と　き　10月18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217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月5日㈭から、鈴鹿

市防火協会事務局（消防
本部予防課内、平日8時30
分～17時15分）で受け付け

　身の回りにひそむさまざまな

危険から、子どもたちが自ら身
を守るための知識を身につけ
る教室です。講師は、プロの
警備員です。
対　象　小学生
と　き　8月30日㈮　13時30

分～14時30分
ところ　市立体育館大会議

室
定　員　20人（最低開催人

数10人）
参加料　無料
申込み　8月28日㈬までに、市

立体育館受付へ

　あなたの能力・経験・興味な
どから、向いている業種や職
種をパソコンで診断します。再
就職へ向けた第1ステップとし
てご参加ください。  
対　象　女性
と　き　9月12日㈭　①11時

～12時、②13時～14時、③
14時～15時

ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室2

定　員　各回6人（先着順）
参加料　無料
申込み　氏名、電話番号、託

児利用の有無を、三重県雇
用経済部雇用対策課 障
がい者・女 性 雇 用班（ 　
059-224-2510）へ

※託児（0歳～未就学児、無料）を
希望される方は、8月29日㈭17
時までにお子さんの氏名と性
別と年齢（月齢も）をご連絡く
ださい。

鈴鹿市地震防災訓練

防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

救急・健康フェア

消防課　 382-9155 　383-1447

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

女性のための適職診断

男女共同参画課

　381-3113　 381-3119

催 し 物

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課 　382-9157 　383-1447

夏休み・こども防犯
課外授業

市立体育館　 387-6006 　387-6008

テーマ｢鈴鹿の宝箱｣

～鈴鹿を知り～鈴鹿を感じ～

鈴鹿を愛そう～　

と　き　9月8日㈰（※雨天の
場合14日㈯に順延）

ところ　白子漁港周辺
※公共交通機関でご来場ください。
内　容

○第1部：11時～16時
　子ども体験企画、ビーチフラ
ッグ大会、鈴鹿物産販売、グ
ルメ屋台など

○第2部：16時～20時
　ペットボトル灯篭、宝さがし、

すずか元気花火大会など
※詳しくは掲示配布しているポス
ター、チラシをご覧ください。

参加料　無料（飲食は有料）
問合せ　社団法人鈴鹿青年

会議所（　382-6288）

　今年のテーマは「S h a l l 
We Jump?」（シャル・ウィ・ジャ
ンプ）。生き物を模したバラエ
ティあふれるロボットたちが、高
専生と協力して大縄跳びを行
います。
と　き　10月20日㈰　12時

30分～17時30分（予定）
ところ　市立体育館
内　容　高専生によるロボット

コンテスト地区大会
入場料　無料
申込み　9月27日㈮（必着）ま

でに往復はがきで、〒510 -
0294　白子町　鈴鹿工業高
等専門学校「高専ロボコン観

覧」係へ
○往信裏面　観覧希望人数
（はがき1 枚につき3 人ま
で）、代表者の郵便番号、
住所、氏名、電話番号

○返信表面　代表者の郵便
番号、住所、氏名

※応募多数の場合は抽選の上、
入場整理券をお送りします。

問合せ　鈴鹿工業高等専門
学 校「ロボコン」係（ 　
368-1732）（9時～16時）へ

と　き　9月21日㈯　13時か
ら（11時開場）

ところ　市立体育館
内　容

○第1部　女子ハンドボール
日本リーグ「三重バイオレッ
トアイリスVS広島メイプルレ
ッズ」

○第2部　県立白子高等学
校吹奏楽部 演奏会

※グルメ物産フェアを同時開催
入場料

○前売り　一般1,000円、中
学・高校生600円、小学生
以下無料

○当日　一般1,200円、中学・
高校生700円、小学生以下
無料

前売りチケット取扱場所

　市立体育館、鈴鹿市観光
協会、宮脇書店鈴鹿店、鼓ヶ
浦サン・スポーツランド、鈴鹿ハ
ンター、第一楽器（鈴鹿店・四
日市店）、亀山市東野公園体
育館、亀山市西野公園体育
館、近藤楽器（津市）
問合せ　三重花菖蒲スポー
ツクラブ（　・　372-2244）

　フットボール大会の参加チ
ームを募集します。
※年間4回実施の第3回です。
対　象　小学生の男女6人

以上で構成され、県のサッ
カー協会四種へ未登録の
チーム

と　き　9月16日（月・祝）　
10時から（予備日9月23日

（月・祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グラウンド

参加料　1人500円（当日支
払）

申込み　9月6日㈮までに鼓ヶ
浦サン・スポーツランド事務
所へ

問合せ　サン・スポーツランド
杯実行委員会（　386-3745

　　info＠sannsupohai.mie.
　jp）へ

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月7日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　

東駐車場の北側
内　容　日常点検。粗品を進

呈します。
受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組

合（　382-1075）
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・お薬相談や健康茶試飲
・認知症予防や介護相談など

◆危険物取扱者試験（鈴鹿会場）

と　き

○乙種第4類　11月16日㈯・
11月17日㈰

○丙種　11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

○書面による申請の場合
　9月19日㈭から30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、〒514 - 0002津市島
崎町314番地（一財）消防
試験研究センター三重県
支部へ

○電子申請の場合
　9月16日（月・祝）9時から27
日㈮17時までに、（一財）消
防試験研究センターのホー
ムページで

◆予備講習会(乙種第四類)

と　き　10月18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217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月5日㈭から、鈴鹿

市防火協会事務局（消防
本部予防課内、平日8時30
分～17時15分）で受け付け

　身の回りにひそむさまざまな

危険から、子どもたちが自ら身
を守るための知識を身につけ
る教室です。講師は、プロの
警備員です。
対　象　小学生
と　き　8月30日㈮　13時30

分～14時30分
ところ　市立体育館大会議

室
定　員　20人（最低開催人

数10人）
参加料　無料
申込み　8月28日㈬までに、市

立体育館受付へ

　あなたの能力・経験・興味な
どから、向いている業種や職
種をパソコンで診断します。再
就職へ向けた第1ステップとし
てご参加ください。  
対　象　女性
と　き　9月12日㈭　①11時

～12時、②13時～14時、③
14時～15時

ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室2

定　員　各回6人（先着順）
参加料　無料
申込み　氏名、電話番号、託

児利用の有無を、三重県雇
用経済部雇用対策課 障
がい者・女 性 雇 用班（ 　
059-224-2510）へ

※託児（0歳～未就学児、無料）を
希望される方は、8月29日㈭17
時までにお子さんの氏名と性
別と年齢（月齢も）をご連絡く
ださい。

テーマ｢鈴鹿の宝箱｣

～鈴鹿を知り～鈴鹿を感じ～

鈴鹿を愛そう～　

と　き　9月8日㈰（※雨天の
場合14日㈯に順延）

ところ　白子漁港周辺
※公共交通機関でご来場ください。
内　容

○第1部：11時～16時
　子ども体験企画、ビーチフラ
ッグ大会、鈴鹿物産販売、グ
ルメ屋台など

○第2部：16時～20時
　ペットボトル灯篭、宝さがし、

すずか元気花火大会など
※詳しくは掲示配布しているポス
ター、チラシをご覧ください。

参加料　無料（飲食は有料）
問合せ　社団法人鈴鹿青年

会議所（　382-6288）

　今年のテーマは「S h a l l 
We Jump?」（シャル・ウィ・ジャ
ンプ）。生き物を模したバラエ
ティあふれるロボットたちが、高
専生と協力して大縄跳びを行
います。
と　き　10月20日㈰　12時

30分～17時30分（予定）
ところ　市立体育館
内　容　高専生によるロボット

コンテスト地区大会
入場料　無料
申込み　9月27日㈮（必着）ま

でに往復はがきで、〒510 -
0294　白子町　鈴鹿工業高
等専門学校「高専ロボコン観

覧」係へ
○往信裏面　観覧希望人数
（はがき1 枚につき3 人ま
で）、代表者の郵便番号、
住所、氏名、電話番号

○返信表面　代表者の郵便
番号、住所、氏名

※応募多数の場合は抽選の上、
入場整理券をお送りします。

問合せ　鈴鹿工業高等専門
学 校「ロボコン」係（ 　
368-1732）（9時～16時）へ

と　き　9月21日㈯　13時か
ら（11時開場）

ところ　市立体育館
内　容

○第1部　女子ハンドボール
日本リーグ「三重バイオレッ
トアイリスVS広島メイプルレ
ッズ」

○第2部　県立白子高等学
校吹奏楽部 演奏会

※グルメ物産フェアを同時開催
入場料

○前売り　一般1,000円、中
学・高校生600円、小学生
以下無料

○当日　一般1,200円、中学・
高校生700円、小学生以下
無料

前売りチケット取扱場所

　市立体育館、鈴鹿市観光
協会、宮脇書店鈴鹿店、鼓ヶ
浦サン・スポーツランド、鈴鹿ハ
ンター、第一楽器（鈴鹿店・四
日市店）、亀山市東野公園体
育館、亀山市西野公園体育
館、近藤楽器（津市）
問合せ　三重花菖蒲スポー
ツクラブ（　・　372-2244）

　フットボール大会の参加チ
ームを募集します。
※年間4回実施の第3回です。
対　象　小学生の男女6人

以上で構成され、県のサッ
カー協会四種へ未登録の
チーム

と　き　9月16日（月・祝）　
10時から（予備日9月23日

（月・祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グラウンド

参加料　1人500円（当日支
払）

申込み　9月6日㈮までに鼓ヶ
浦サン・スポーツランド事務
所へ

問合せ　サン・スポーツランド
杯実行委員会（　386-3745

　　info＠sannsupohai.mie.
　jp）へ

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月7日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　

東駐車場の北側
内　容　日常点検。粗品を進

呈します。
受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組

合（　382-1075）

ハンドボールと吹奏楽の競演

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

マイカー無料点検

地域課　 382-9022 　382-2214

サン・スポーツランド杯
少年少女フットボール大会
スポーツ課　 382-9029 　382-9071

㈳鈴鹿青年会議所
すずか元気まつり

商業観光課　 382-9020 　382-0304

アイデア対決
全国高等専門学校
ロボットコンテスト2013
東海北陸地区大会

企画課　 382-9038 　382-9040
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くらしの情報くらしの情報

申込み　8月27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、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　9月

14日㈯と15日㈰
・エクセル基礎　9月21日㈯
と22日㈰

○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　9月14日㈯と

15日㈰
・ワード応用　9月21日㈯と

22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）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

申込み　直接、鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

◆剪定技能講習

対　象　60歳代前半の方
と　き　9月11日㈬、12日㈭

9時～16時
ところ　水道局高岡配水池
定　員　20人
参加料　無料
申込み　8月23日㈮～9月2日㈪
◆フォークリフト講習

対　象　55歳以上の方
※普通免許以上の自動車運転免

許証取得者に限る。
と　き　10月15日㈫～11月

1日㈮（期間中の5日間）　8
時～17時

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター

定　員　20人
参加料　無料
申込み　9月13日㈮まで

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト技能講習は9月2日㈪か
ら）。事前にお問い合わせ
の上、直接、鈴鹿地域職業
訓練センターへ

◆Excel初級(エクセル2010)

と　き　9月24日㈫～27日㈮
9時～12時

受講料　4,000円

はじめてのパソコン講座
市政情報課 　382-9003 　382-2214

講座・教室

高齢者の就職・就業
のための技能講習会

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092 　382-6093 鈴鹿地域職業訓練センター
9・10月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

◆樹木剪定講座

と　き　9月28日㈯・29日㈰
9時～16時

受講料　8,000円（教材費含む）
◆玉掛技能講習

と　き　学科：9月30日㈪・10
月1日㈫、実技：10月2日㈬・3
日㈭・4日㈮の中で選択、各
8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Word初級(ワード2010)

と　き　10月8日㈫～11日㈮
9時～12時　

受講料　4,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　10月8日㈫・9日㈬　
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆陶芸講座

と　き　10月10日㈭　10時
～15時　　

受講料　4,000円
◆フォークリフト運転技能講

習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：10月15日㈫
（全コース共通）、実技  Ⅰコ
ース：10月20日㈰、26月㈯、
27日㈰、Ⅱコース：10月16日
㈬～18日㈮

受講料　2万6,500円
◆8月末をもってIT学習支援コ

ーナーは終了します。ご利用

ありがとうございました。

　全6回の連続講座ですが、
単独講座の受講もできます。
とき・内容　

○第1講座　9月5日㈭13時
30分から　開講式、部落
問題（山口由香里さん）

○第2講座　9月19日㈭13時
30分から　医療と人権（加
藤良夫さん）

○第3講座　10月4日㈮13時
30分から　女性の人権（坂

倉加代子さん）
○第4講座　10月11日㈮13

時30分から　子どもの人権
（堀越博幸さん）

○第5講座　10月17日㈭13
時30分から　企業と人権

（大西英雄さん）
○第6講座　10月24日㈭13

時30分から　人権のまちづ
くり（田中仁さん）、閉講式

ところ　三重県四日市庁舎6
階大会議室（四日市市新
正四丁目21-5）

参加料　無料
申込み　8月30日㈮までに、
「ミニ 人 権 大 学 講 座 申
込」、氏名、電話番号、全
講座または希望する講座を
記入の上、郵送、ファクス、
電子メールで三重県四日
市地域防災総合事務所地
域調整防災室総務生活課

（〒510-8511　四日市市新
正4丁目21-5 　352-0552
　352-0553  　ychiiki@

　pref .mie. jp）へ

対　象　平成25年4月1日現在で35歳
以下の勤労青少年

申込み　9月10日㈫から12日㈭の各講
座の開講曜日の9時30分から20時
に、教材費を添えて、直接勤労青少
年ホームへ

※申込者多数の場合は、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も随
時受け付けます。9月末時点で申込者が
各講座の開講規定人数に達しない講座
は開講を取りやめることがあります。

※開講後に教材費以外の実費を負担して
いただく講座があります。

※開講後に退講される方の教材費の取り
扱いは、講座ごとに異なります。

　勤労青少年ホームでは、働く青少年の皆さんが、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。

◆後期教養講座（教材費は全回分）
受付日 講座名

茶道（表千家）
曜日

火9月10日

定員
15

回数
14

教材費
5,000円

受講時間
18時30分～20時30分

パン・お菓子 20 12 1万円18時30分～20時30分
華道（池坊）

水9月11日

14 1万2,000円18時30分～20時30分
レクリエーション 14 2,500円19時～20時30分

陶芸 15 14 5,000円18時30分～20時30分
英会話 20 14 2,000円19時～20時30分
木曜料理
着物の着装 木9月12日

24 14 1万1,000円18時30分～20時30分
女10 14 無料18時30分～20時30分

写真 15 12 4,000円19時～20時30分

◆後期サークル（随時募集）
サークル名

「Ｊｏｙ｣ボランティア

随時

第1火曜日
第1・3火曜日
第1・3木曜日
第2火・第4木曜日

毎週水曜日

参加料
無料

受講時間
18時30分～20時30分

ゴルフ 半期5,000円19時～20時30分
アウトドア 無料18時30分～20時30分
スポーツ

1回につき100円
18時30分～20時30分

（ソフトミニバレー・バドミントン・卓球など）
茶道 1回につき700円18時30分～20時30分

※10月8日㈫から順次開講します。
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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）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

申込み　直接、鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

◆剪定技能講習

対　象　60歳代前半の方
と　き　9月11日㈬、12日㈭

9時～16時
ところ　水道局高岡配水池
定　員　20人
参加料　無料
申込み　8月23日㈮～9月2日㈪
◆フォークリフト講習

対　象　55歳以上の方
※普通免許以上の自動車運転免

許証取得者に限る。
と　き　10月15日㈫～11月

1日㈮（期間中の5日間）　8
時～17時

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター

定　員　20人
参加料　無料
申込み　9月13日㈮まで

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト技能講習は9月2日㈪か
ら）。事前にお問い合わせ
の上、直接、鈴鹿地域職業
訓練センターへ

◆Excel初級(エクセル2010)

と　き　9月24日㈫～27日㈮
9時～12時

受講料　4,000円

平成25年度北勢地域
｢ミニ人権大学講座｣

人権政策課 　382-9011 　382-2214

鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

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

送りつけられた宅配物について

｢注文のあった健康食品を代金引換
で送る｣と電話があり、｢注文した覚え

はない｣と伝えると｢確かに注文している。支
払わないと訴える｣と脅されました。その翌
日、業者が言ったとおり商品が届いたのです
が、どうしたらよいでしょうか。

消費者が承諾していないにもかかわら
ず一方的に商品が送りつけられた場

合には、代金の支払い義務はなく、受け取る
必要もありません。業者の連絡先などが分
からないことが多いため、いったん支払って

しまうと代金を取り戻すことが非常に難しくな
ります。そのため、心当たりのない宅配便や、
勝手に送りつけられてきたものは安易に受け
取らないようにしましょう。その際は、宅配業者
には｢受け取りません｣と伝えてください。受け
取り拒否をしても代引配達業者に迷惑がか
かることはないので心配いりません。
　詳しくは、鈴鹿亀山消費生活センターへご
相談ください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

◆樹木剪定講座

と　き　9月28日㈯・29日㈰
9時～16時

受講料　8,000円（教材費含む）
◆玉掛技能講習

と　き　学科：9月30日㈪・10
月1日㈫、実技：10月2日㈬・3
日㈭・4日㈮の中で選択、各
8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Word初級(ワード2010)

と　き　10月8日㈫～11日㈮
9時～12時　

受講料　4,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　10月8日㈫・9日㈬　
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆陶芸講座

と　き　10月10日㈭　10時
～15時　　

受講料　4,000円
◆フォークリフト運転技能講

習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：10月15日㈫
（全コース共通）、実技  Ⅰコ
ース：10月20日㈰、26月㈯、
27日㈰、Ⅱコース：10月16日
㈬～18日㈮

受講料　2万6,500円
◆8月末をもってIT学習支援コ

ーナーは終了します。ご利用

ありがとうございました。

　全6回の連続講座ですが、
単独講座の受講もできます。
とき・内容　

○第1講座　9月5日㈭13時
30分から　開講式、部落
問題（山口由香里さん）

○第2講座　9月19日㈭13時
30分から　医療と人権（加
藤良夫さん）

○第3講座　10月4日㈮13時
30分から　女性の人権（坂

　　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。

倉加代子さん）
○第4講座　10月11日㈮13

時30分から　子どもの人権
（堀越博幸さん）

○第5講座　10月17日㈭13
時30分から　企業と人権

（大西英雄さん）
○第6講座　10月24日㈭13

時30分から　人権のまちづ
くり（田中仁さん）、閉講式

ところ　三重県四日市庁舎6
階大会議室（四日市市新
正四丁目21-5）

参加料　無料
申込み　8月30日㈮までに、
「ミニ 人 権 大 学 講 座 申
込」、氏名、電話番号、全
講座または希望する講座を
記入の上、郵送、ファクス、
電子メールで三重県四日
市地域防災総合事務所地
域調整防災室総務生活課

（〒510-8511　四日市市新
正4丁目21-5 　352-0552
　352-0553  　ychiiki@

　pref .mie. jp）へ
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胃がんの申し込みは、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。

予防接種予防接種

■風しん予防接種の費用助成をします

対象者　次のいずれかに該当する方
（１）近いうちに妊娠を予定または希望している女性　（２）妊婦の夫および妊婦と同一世帯の方
　※ただし、妊婦本人が風しん抗体陽性の場合や、過去に風しんにかかったことがある方、風しんワクチンを2
　回接種済の方は、費用補助の対象外になります。

助成期間　平成26年3月31日まで　対象ワクチン　風しんまたはMR（麻しん・風しん混合）ワクチン
助成回数　期間中に1回限り　助成金額　5,000円（助成額を差し引いた残りの費用は、自己負担となります）
※対象者によって申請方法や必要書類が異なります。市ホームぺージトピックスでご確認いただくか、健康づく
り課へお問い合せください。

10月15日㈫
  9時30分～11時、
13時30分～15時

保健
センター 無料

8月20日㈫～
9月2日㈪
（消印有効）

と　　き ところ 定　員 費　用 申 込 み検 診／ 対 象

午前80人
午後80人

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。
○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。

10月6日㈰、7日㈪
9時～11時 保健センター 1,000円

（70歳以上の方は500円）胃がん
（バリウムによる）
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。
※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 受付中
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用検 診／ 対 象 申 込 み

＜乳がん・子宮がん検診・骨密度チェックのはがきでの申し込み方法＞　※はがきの裏面へ、①希望する検診名、②希望する
検診日（乳がん・子宮がんのみ）・時間帯を第2希望まで記入、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　鈴鹿市西条五丁目118-3　健康づくり課「がん検診担当」または「骨密度チェック担当」へ

※申込みが定員を超える場合は抽選となり、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、9月下旬ごろ
に郵送でお知らせします。

※申込みは、一つの検診につき一人はがき1枚です。

10月20日㈰、11月6日㈬
　9時30分～11時、13時
～14時30分　11月11日
㈪13時～14時30分

保健センター子宮がん
（頸部）

900円
（70歳以上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。

午前各90人
午後各90人
(11月11日
のみ70人)

8月20日㈫～9月2日㈪
（消印有効）

10月20日㈰、11月11日㈪
　9時30分～11時、13時

～14時30分
保健センター

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。

午前各40人
午後各40人

8月20日㈫～9月2日㈪
（消印有効）

10月11日㈮、20日㈰、11
月6日㈬　9時30分～11
時、13時～14時30分

保健センター 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・シリコン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

8月20日㈫～9月2日㈪
（消印有効）

骨密度チェック
（簡易骨密度測定）

20歳以上の方
（平成24・25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）
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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

相　談

保健
センター ̶̶9月27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

10月17日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分～14時45分

島村公年医師（外科）
「すっきり快調　今日から始める
便秘対策」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
（先着順）

（個別相談は8月26
日㈪～10月4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）

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

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

保健センター地図

■すくすくファミリー教室

教　室教　室

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（保
健センター内）へ。

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

受付中
（先着順）各15組

　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

材料費10月4日㈮
9時45分～12時45分

妊娠中の栄養についての
講話、調理実習

マタニティ
クッキングコース
妊娠中の方

20組

無料保健
センター

9月10日㈫
10時～11時30分

離乳食の進め方について
（5～8カ月頃の離乳食）、

試食、栄養相談
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

離乳食コース
平成25年3月～5月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方

30組

保健
センター

8月26日㈪～
9月27日㈮
(先着順)

8月27日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

9月19日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
2歳児とその保護者の方

8月30日㈮から
（先着順）

20組

無料保健
センター

音楽療法で生き生き
元気に認知症予防

健康ひろば
（音楽編）
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

9月24日㈫
10時～11時30分

庄内
公民館

健康運動指導士による
体操やゲームなど

10月18日㈮、11月1日㈮、
15日㈮、29日㈮
10時～11時30分
（4回シリーズ）

8月22日㈭から
（先着順）

無料
りんりんころばん教室
（転倒予防教室）
65歳以上で医師からの
運動制限がない方

8月22日㈭から
（先着順）

15人
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廃棄物対策課 　382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta 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

危険なごみの正しい出し方

 今回はごみ収集車やごみ処理機械の火災を招くことがある、火薬や可燃ガスなどを

含むごみの出し方についてお知らせします。

未使用のもの
水に一晩程度浸してから清掃センターへ直接搬入する。
使用済みのもの
水に一晩程度浸してから「もやせるごみ」として出す。
※花火は火薬を使用しているため、そのまま出すと発火する恐れがありま

す。 使用済みの物でも火薬が残っている場合がありますので、出し方に

は十分注意してください。

　これらのものは、分別の中でも特に守っていただきたいことです。その他のごみについても、
正しい分別をして出していただきますようお願いします。

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

花火花火

清掃センター

もやせないごみ

告

広

料

有

　中身を使い切る。
　屋外で必ず穴をあけ、ガスを抜く。
　中身が見える無色透明の袋に入れて、他の「もやせ
　ないごみ」と別にして出す。
※ごみ収集車火災を引き起こす可能性があるため、他のもやせな

いごみと分けて出してください。

1
2
3

もやせないごみ集積所
毎月第○水曜日収集

　すべて使い切る。
　屋外で上部ノズルを外し、ガスを抜く。
　「もやせないごみ」として出す。
※ガスが残っているとごみ収集車火災を引き起こす可能性があります。

※地区市民センターや公民館、廃棄物対策課（市役所本館4階）での回収も行って

います。

1
2
3

未
使
用

使
用
済

もやせるごみ

スプレー缶・ガスボンベスプレー缶・ガスボンベ

ライターライター
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　9日㈪・24日㈫ 休館日　9日㈪・24日㈫●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 9
September

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

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

5・11・12・17～19・26日
6日
10・25日
13・28日
14日
2・4日
3日
1・8・16・19・22・27・28日

5・12日

6・20日
13日
14日

2・17日

3・10・26・30日
4・11日
18日
25日
29日
1・8・16・29日
26日

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

1・8・22日
2～7・9～14・16～21・23～30日
1・8・10・22日
2・3・7・9・14・16・17・21・23・24・27～30日
6・13・20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

4・5・7・11・12・14・18・19・21・25・26・28日
1・8・10・22日
2・17・20日
3～6・9・11～13・16・18・19・23～27・29・30日

9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

 敬老の日

 秋分の日

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　9月2日㈪

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

1～3・10・16・17・22・23・28・30日
5・6・11～14・19・20・26・27日
7・21日
8・29日
15日

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

1～4・8・11・16～18・22・25・29・30日
5・6・10・12・13・19～21・26・27日
14日
15・23日
28日

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

1・4・11・18・25日
2・3・6・8・10・13・15～17・20・22・23・27・29・30日
5・12・19・26日
7・14・21・28日

9：00～21：001～8・10～23・25～30日
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水

木

金

土

日

月
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水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

9月
月曜日、3日㈫、17日㈫、26㈭～29㈰　●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）　7日・8日・21日14時30分～15時  1階親子コーナー 
382-0347

図
書
館 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

13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

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

4日㈬
18日㈬

5日㈭
19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

6日㈮
20日㈮

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

11日㈬
25日㈬

　

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

12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

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

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

9月
※9月26日㈭から10月2日㈬まで、特別整理期間のため休館します。

5日

◎総合相談 20日 10：00～15：00
栄公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 6・13・27日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 3日 13：00～16：00
◎交通事故相談 9日 10：00～15：00

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

人権相談 12日 13：00～16：00 玉垣会館 人権政策課
子ども教育相談

月～金曜日
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

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 11・25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

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

3・5・6・10・12・
13・19・20・24・26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。

市役所12階会議室
巡回相談 5日 13：00～15：00

13：30～15：30◎こころの健康相談 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958



○8月21日㈬～31日㈯…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○9月1日㈰～10日㈫…下水道の普及
○9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［7月31日現在］

7
広 報すず か 　2 0 1 3 年 8 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/1件、うち建物1件（27件、増減無） 出動数/773件（4,970件、287件増）

人口/201,468人（21人減） 男性/100,663人（7人減） 女性/100,805人（14人減） 世帯数/81,547世帯（61世帯増）

事故数/628件、うち人身事故83件（3,890件、7件増） 死者数/0人（6人、1人増） 傷者数/106人（748人、4人減）

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

　保育所ちびっこ旭が丘園は、「おはよう」「まってたよ」「あ

そぼー」で始まる保育園です。「みんなで遊ぶと楽しいね」を合

言葉に、のびのびと元気いっぱい遊びます。

　旭が丘の小さな保育園として、時間単位の一時保育から毎日

5時間以内の半日保育、週3保育、月保育と、毎日忙しいお父さ

ん、お母さんのニーズに応えて細かく対応しています。

　0歳から6歳までの混合保育、少人数で行き届いた保育を行

っており、遊びながら生活習慣を身に付けていきます。「みん

な違って、みんないい」。子ども一人一人を大切に、遊びを中心にした日々の豊かな生活を通し

て、明るく、優しく、生き生きと生きる力を子どもたちに伝えたいと願っています。

　楽しい園生活を紹介しましょう。春の遠足はお花見。きれいな桜にうっとり。夏は水遊び

に夢中。水をパシャパシャ、顔にかかっても平気。衣服の着替えが上手になります。お弁当は

残さずに食べ、お昼寝がスムーズに。秋、地域の協力を得てみんなで行う運動会。お父さん、

お母さんと一緒に走ったり、踊ったり、ボールを転がしたりして、パワフルに活動します。電車

に乗って遠足にも行きます。冬、クリスマス会ではサンタさんからのプレゼントがありますよ。

3月のお楽しみ会には、みんなでオペレッタをします。

　笑顔がはじける一年間、大きく成長した子どもたちに拍手を送ります。

保育所ちびっこ旭が丘園保育所ちびっこ旭が丘園
〒510-0211
東旭が丘四丁目3番6号

定員20人　問合せ 　・　 386-8350

ナ  ビナ  ビ ビ
保育園

認可外保育施設編

『ベルディ便り』

※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「d」ボタン）。
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