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　9月26日㈭から10月2日㈬ま
で、蔵書点検のため休館しま
す。本の返却は、夜間返却口
をご利用ください。

　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。課題に対
して共通した認識を醸成する
とともに、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。

※知事の都合により8月8日の開
催を延期していました。あらため
て開催日をお知らせします。

と　き　10月3日㈭　14時30
分～15時

ところ　若松地区市民センタ
ー（若松中二丁目3-8）

※対談前に14時から近鉄伊勢若
松駅で、知事と市長による現地
視察が行われます。

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　80人（先着順）
参加料　無料

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。
　9月下旬から調査員が対象
世帯に伺いますので、調査の
趣旨をご理解いただき、調査票
へのご記入をお願いします。後
日、調査員が記入していただい
た調査票の回収に伺います。
※インターネットによる回答もでき
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。電話や電子メール
で、直接調査の回答をお尋ねす
ることはありません。

図書館を休館します

図書館 　382-0347　 382-4000

平成25年住宅・土地
統計調査を行います

企画課 　382-7676　 382-9040

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
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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

深谷公園で自然観察をしませんか

保育園ナビ

保育所すくすくランド

スポーツ・図書館・相談 7
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市民の声

都市イメージキャッチコピーの使用について

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 

くらしの情報くらしの情報
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財政課 　382-9041 　382-9040健全化判断比率等を公表します

くらしの情報くらしの情報

　平成26年度の中学校ラン
チサービス業者を募集します。
対　象　1 0月1日㈫までに
「2913：給食業務」への登
録がなされている市の指名
登録業者

内　容　弁当の調理、配達な
ど

申込み　10月1日㈫から15日
㈫までに、参加申請書を学
校教育課へ

　10月21日㈪から27日㈰まで
の｢行政相談週間｣にちなみ、
｢行政相談所｣を開設します。
と　き　10月18日㈮　10時
～16時

ところ　市役所本館　12階
会議室

内　容　年金、国政、県政、
相続、登記、境界など

相談担当者　

○事前予約が必要　弁護
士、公証人、司法書士、税
理士、土地家屋調査士、不
動産鑑定士
○事前予約は不要　行政相
談委員、三重県鈴鹿地域
防災総合事務所相談員、
行政書士、社会保険労務
士、行政評価事務所の相
談員

※相談によって開設時間が異なり
ます。

※予約および詳しい内容の問合
せは市民対話課へ

　暴力追放三重県民センタ
ー主催で、暴力団からの不当
な要求や嫌がらせなどにお困
りの方の相談をお受けします。
相談は無料で、秘密は厳守し
ます。
と　き　10月22日㈫　13時
～16時

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

相談員　センター相談員、警
察官、弁護士

問合せ　暴力追放三重県民
センター（　0120-31-8930）

　井戸水を飲用として利用し
ている場合は、設置者の方
に、飲用井戸の衛生管理を行
う責任があります。以下の点に
注意し、適正な管理に努めま
しょう。
衛生管理の注意点

・飲用井戸の周辺に、みだり
に人畜が立ち入らないよう
に適切な措置をしましょう。
・飲用井戸の構造（井筒、ポ
ンプ、井戸のふた、水槽な
ど）や周辺の点検を定期的
に行い、清潔な状態の保持
に努めましょう。
・定期的（年1回以上）に水
質検査を受けましょう。
・飲用井戸を新たに設置す
る場合は、汚染防止のた
め、設置場所や設備などに
十分配慮しましょう。

中学校ランチサービス
業者を募集します

学校教育課 　382-1214 　382-9054

一日合同行政相談所を
開設します

市民対話課 　382-9004 　382-7660

飲用井戸の衛生管理に
努めましょう

環境政策課　 382-7954 　382-2214

民事介入暴力
巡回無料相談を
開催します

地域課 　382-9022 　382-2214

　平成24年度決算に基づいて算定した健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率、将来負担比率）と公営企業を対象とした資金不足比率を公表します。
※算定の詳しい内容は市ホームページに掲載しています。
(http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index5.html)

比率区分

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

１１.56
16.56
25
350

7.2
32.5

20
30
35

算定結果 早期健全化
基準

財政再生
基準

（単位：％）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

会計名

水道事業会計 
下水道事業会計
（公共下水道事業） 20
下水道事業会計
（農業集落排水事業）

資金不足
比率

経営健全化
基準

（単位：％）

※各特別会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。
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　高齢者やその家族からの相談窓口として、9カ所の相談窓口
があります。介護に関する相談やアドバイスのほか、市の高齢者
福祉サービスの利用などの紹介を行っています。お気軽にご相
談ください。

JICA(ジャイカ)
ボランティアを
募集します

市民対話課 　382-9058 　382-7660

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　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」という市政情
報番組を放送しています。
　企画ものや市の業務紹介
などを取り上げる「特集」は、1
日から10日まで、「市からのお
知らせ」は、11日から20日まで
と、21日から月末まで、それぞ
れ10日間放送しています。ぜ
ひ、ご覧ください。
◆ベルディ便り（10分番組）
と　き　
○月～金曜日　10時30分か
ら、13時30分から、19時30
分から、23時30分から
○土・日曜日　10時30分から、
20時30分から、24時30分
から

※データ放送「市役所情報」もご
覧ください（「d」ボタン）。

高齢者と家族の方へ
相談窓口へ気軽にご相談ください

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

テレビ広報をご覧ください

秘書広報課 　382-9036　 382-9040

　市の委託業者が自宅を訪
問してふとんを預かり、丸洗
い・消毒・乾燥をしてお返しし
ます。
対　象　在宅で約3カ月以上
｢ねたきり｣などの症状によ
り、寝具の衛生管理が困難
な40歳以上の方

内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれかの
ふとんで、サイズは問いませ
ん（毛布は対象外）。対象
者1人あたり2枚までで、1週
間から10日間程お預かりし
ます。11月中に実施します。

費　用　無料
申込み　10月31日㈭までに、
地域包括支援センターなど
を通じて申請書を長寿社会
課へ

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳し
くは長寿社会課へお問い合わ
せください。

　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、日系社会青
年ボランティア、日系社会シニ
ア・ボランティア）を募集します。
　これらのボランティアは国際
協力機構（JICA）が実施す
る政府事業で、世界の発展途
上国で現地の人 と々同じ生活
をしながら、ともに働き、人づく
り国づくりに貢献する活動を
行います。
募集期間　10月1日㈫～11月

5日㈫
◆体験報告・説明会

　帰国したボランティアの体
験報告や、募集に関する説明
会を開催します。
と　き

○10月13日㈰　14時から
○10月24日㈭　18時30分から
ところ　アスト津　3階
問合せ　（公社）青年海外協
力協会中部支部（　052-
459-7229　　chubu-bose

　tu@joca.or.jp）

◆休日窓口

と　き　9月29日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　9月27日㈮、30日㈪
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

相談窓口 電話番号 所在地
アルテハイム鈴鹿 370-1926 平田一丁目3-5
くすのき園 385-6565 上箕田町2639-2
伊勢マリンホーム 387-6882 南若松町1
ひまわり 384-0660 神戸三丁目12-10
鈴鹿グリーンホーム 374-4660 深溝町2956
ルーエハイム 372-3811 長法寺町763
かなしょうず園 383-0960 地子町814-30
ルーエハイム椿 371-3212 山本町747-11
鈴鹿けやき苑 373-2223 石薬師町452-68
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　出場者を募集します。
と　き　12月15日㈰　7時30
分から順次受付（雨天決
行）

ところ　鈴鹿サーキット 国際
レーシングコース

種目・参加料

○10㎞　3,000円
○5.6㎞　高校生以上3,000
円、中学生（男子のみ）
2,500円
○2.0㎞　高校生以上2,500
円、中学生2 , 0 00円、小学
生以下1,500円、親子3,000
円
○競技用車いす 5 . 6 ㎞ 　
3,000円
○生活用車いす1 . 5㎞　高
校生以上2,000円、中学生
1,500円、小学生以下1,000
円、親子2,500円

申込み　10月25日㈮（消印有
効）までに、スポーツ課、市
内スポーツ施設、公民館、
地区市民センターなどに備
え付けの所定の参加申込
書に必要事項を記入の上、
郵便振替、または下記ホー

ムページから
○ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.e-maratho
　n.jp/suzuka/）
○ランネット（http://runnet.jp/）
○JTBスポーツステーション
（https://jtbsports.jp/）
※大会当日の運営スタッフも募
集します。業務内容は、受付・
選手誘導・給水などで、7時ご
ろから12時ごろまでの予定で
す。ただし、中学生（保護者同
伴）以上に限ります。希望され
る方は、10月25日㈮までにス
ポーツ課へ

　光太夫が船頭として働いて
いた白子廻船を中心に、この
地方の船文化を紹介し、光太
夫の側面に迫ります。
※特別展開催準備のため9月19
日㈭・20日㈮は臨時休館し、9月
24日㈫および10月16日㈬を振
替開館します。

と　き　9月21日㈯～11月17
日㈰　10時～16時

※月･火曜日は休館日です。
※月曜日が祝日の場合は開館しま
す。

ところ　大黒屋光太夫記念
館展示室　

入館料　無料
◆展示解説会　各10時から
○第1回　9月29日㈰
○第2回　10月26日㈯
※申込み不要。40分程。
※先着1,000人に、展示内容を解
説した図録を配布します。

　10月は乳がん月間です。乳
がんは早期で発見し治療す
れば完全に治る病気です。こ
の機会に自分の体のことを見
つめ直してみませんか。
※希望の方に、血管年齢測定と骨
密度チェックを行います。

と　き　10月1日㈫　13時30
分～14時30分

ところ　市役所本館　12階
1203会議室

講　師　中井昌弘さん（（公
財）三重県健康管理事業
センター診療所長・医師）

定　員　100人
申込み　健康づくり課へ

　鈴鹿川の河川敷（庄野橋
～定五郎橋）をボランティア清
掃します。
対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方

と　き　10月20日㈰　8時か
ら1時間程度（小雨決行）

集合場所　鈴鹿市河川防災
センター

申込み　10月15日㈫までに電
話で河川課へ

※ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。

第16回鈴鹿シティマラソン

スポーツ課 　382-9029 　382-9071

特別展
｢光太夫を生んだ船文化
－白子廻船とその周辺－｣

文化課　 382-9031 　382-9071

乳がん予防講演会
｢知ろう。学ぼう。
乳がんのコト｣

健康づくり課 　382-2252　 382-4187

鈴鹿川クリーン大作戦

河川課 　382-7614 　382-7612

催 し 物

錦秋花火大会

商業観光課 　382-9020 　382-0304

　参宮街道が伊勢詣の旅人
で賑わっていた江戸時代に
思いをはせ、街道を楽しみ、交
流を図りましょう。
と　き　10月19日㈯　10時～
18時30分（予備日20日㈰）

ところ　白子公民館、白子
東町公園、白子地区の名
所旧跡、伊達忠兵衛邸

内　容

○｢江戸｣をテーマに仮装行列
○散策ガイドツアー
○街道巡りウオークラリー
○伊勢型紙あかりイベント　
○フードコート　ほか
申込み・問合せ　定員・参加
料など詳しくは白子公民館
（川北）まで

　産地直送の植木大即売会
をはじめ、楽しいイベントがめ
じろ押しです。
と　き　10月5日㈯･6日㈰　
9時～16時　

※天候の都合で変更・中止になる
場合があります。

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　

○寄せ植え体験　各日13時か
ら（受付11時30分から）、各
日先着30人、参加料1,500円
○苗木プレゼント　各日14時
から、各日先着100人（中学
生以上）
○トピアリー作り体験　5日　
10時から（受付9時～9時
30分、抽選9時40分から）、
抽選16人、参加料1,000円
○キッズECOハンギングバス
ケット作り　各日11時から
（受付9時から）、各日先着

30人（小学生まで）、参加
無料
○植木オークション　各日14
時から
○植木購入の金券（300円）
配布　各日10時から、各日
先着100人（中学生以上）
○青空教室　各日13時から、5
日「ブルーベリーの育て方」、
6日「ハナミズキの育て方」

○花と植木相談室
○鈴鹿の特産物・農産物の販
売
○お楽しみ抽選会　各日9時
～16時

問合せ　三重県花植木振興
会（三重県農産園芸課内）
（　059-224-2808　059-224-
　2558）

　サファリファームで作った枝
豆、マコモタケ、原木シイタケ
の収穫祭りを行います。
と　き　10月13日㈰　9時～
12時ごろ

※天候の都合で変更・中止になる
場合があります。

ところ　矢田しいたけ園（大
久保町362）、サファリファー
ム（大久保町内）

内　容

○茶、黒豆の枝豆、マコモタケ、
原木シイタケの収穫体験

○昼食交流会と軽トラ市での
お買い物

定　員　50人程度
参加料　中学生以上　2,000
円、小学生以下　1,000円

主　催　椿の農業と地域を
考える会

申込み　10月4日㈮までに、参

加者の氏名、年齢、性別、
代表者の連絡先を、矢田会
長（　090 - 2 6 8 0 - 3 5 3 6　
371-0237）へ

※フェイスブックページもご覧く
ださい。

◆第7回フリーマーケット

　最大100ブースの出店とそ
の他軽食販売もあります。
と　き　9月28日㈯　10時～
15時（雨天決行）

ところ　スポーツガーデン　
体育館

入場料　無料
◆ガーデンフェスタ’13

　プール、テニスなど施設の
無料開放と参加型のイベント
を多数開催します。
と　き　10月14日（月･祝）　
9時～16時30分

ところ　スポーツガーデン全
施設

と　き　10月12日㈯　13時
30分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1番20号）

受講料　無料
内　容　自動車のしくみと作
動、事故防止対策、日常点
検、トラブルの対処法など

※受講者には記念品を進呈します。
主　催　（一社）三重県自動
車整備振興会　鈴鹿自動
車整備組合

申込み　10月4日㈮までに鈴
鹿自動車整備組合（　382-

　1075）へ

くらしの情報くらしの情報

と　き　10月14日（月・祝）　18時30
分から（予備日15日㈫）

ところ　池田町町民会館前広場
内　容　約600発の花火の打ち上げ
（尺玉、仕掛け花火あり）

問合せ　池田町自治会長　北川保
（　382-1884）
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ムページから
○ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.e-maratho
　n.jp/suzuka/）
○ランネット（http://runnet.jp/）
○JTBスポーツステーション
（https://jtbsports.jp/）
※大会当日の運営スタッフも募
集します。業務内容は、受付・
選手誘導・給水などで、7時ご
ろから12時ごろまでの予定で
す。ただし、中学生（保護者同
伴）以上に限ります。希望され
る方は、10月25日㈮までにス
ポーツ課へ

　光太夫が船頭として働いて
いた白子廻船を中心に、この
地方の船文化を紹介し、光太
夫の側面に迫ります。
※特別展開催準備のため9月19
日㈭・20日㈮は臨時休館し、9月
24日㈫および10月16日㈬を振
替開館します。

と　き　9月21日㈯～11月17
日㈰　10時～16時

※月･火曜日は休館日です。
※月曜日が祝日の場合は開館しま
す。

ところ　大黒屋光太夫記念
館展示室　

入館料　無料
◆展示解説会　各10時から
○第1回　9月29日㈰
○第2回　10月26日㈯
※申込み不要。40分程。
※先着1,000人に、展示内容を解
説した図録を配布します。

　10月は乳がん月間です。乳
がんは早期で発見し治療す
れば完全に治る病気です。こ
の機会に自分の体のことを見
つめ直してみませんか。
※希望の方に、血管年齢測定と骨
密度チェックを行います。

と　き　10月1日㈫　13時30
分～14時30分

ところ　市役所本館　12階
1203会議室

講　師　中井昌弘さん（（公
財）三重県健康管理事業
センター診療所長・医師）

定　員　100人
申込み　健康づくり課へ

　鈴鹿川の河川敷（庄野橋
～定五郎橋）をボランティア清
掃します。
対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方

と　き　10月20日㈰　8時か
ら1時間程度（小雨決行）

集合場所　鈴鹿市河川防災
センター

申込み　10月15日㈫までに電
話で河川課へ

※ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。

　参宮街道が伊勢詣の旅人
で賑わっていた江戸時代に
思いをはせ、街道を楽しみ、交
流を図りましょう。
と　き　10月19日㈯　10時～
18時30分（予備日20日㈰）

ところ　白子公民館、白子
東町公園、白子地区の名
所旧跡、伊達忠兵衛邸

内　容

○｢江戸｣をテーマに仮装行列
○散策ガイドツアー
○街道巡りウオークラリー
○伊勢型紙あかりイベント　
○フードコート　ほか
申込み・問合せ　定員・参加
料など詳しくは白子公民館
（川北）まで

　産地直送の植木大即売会
をはじめ、楽しいイベントがめ
じろ押しです。
と　き　10月5日㈯･6日㈰　
9時～16時　

※天候の都合で変更・中止になる
場合があります。

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　

○寄せ植え体験　各日13時か
ら（受付11時30分から）、各
日先着30人、参加料1,500円
○苗木プレゼント　各日14時
から、各日先着100人（中学
生以上）
○トピアリー作り体験　5日　
10時から（受付9時～9時
30分、抽選9時40分から）、
抽選16人、参加料1,000円
○キッズECOハンギングバス
ケット作り　各日11時から
（受付9時から）、各日先着

30人（小学生まで）、参加
無料
○植木オークション　各日14
時から
○植木購入の金券（300円）
配布　各日10時から、各日
先着100人（中学生以上）
○青空教室　各日13時から、5
日「ブルーベリーの育て方」、
6日「ハナミズキの育て方」

○花と植木相談室
○鈴鹿の特産物・農産物の販
売
○お楽しみ抽選会　各日9時
～16時

問合せ　三重県花植木振興
会（三重県農産園芸課内）
（　059-224-2808　059-224-
　2558）

　サファリファームで作った枝
豆、マコモタケ、原木シイタケ
の収穫祭りを行います。
と　き　10月13日㈰　9時～
12時ごろ

※天候の都合で変更・中止になる
場合があります。

ところ　矢田しいたけ園（大
久保町362）、サファリファー
ム（大久保町内）

内　容

○茶、黒豆の枝豆、マコモタケ、
原木シイタケの収穫体験

○昼食交流会と軽トラ市での
お買い物

定　員　50人程度
参加料　中学生以上　2,000
円、小学生以下　1,000円

主　催　椿の農業と地域を
考える会

申込み　10月4日㈮までに、参

加者の氏名、年齢、性別、
代表者の連絡先を、矢田会
長（　090 - 2 6 8 0 - 3 5 3 6　
371-0237）へ

※フェイスブックページもご覧く
ださい。

◆第7回フリーマーケット

　最大100ブースの出店とそ
の他軽食販売もあります。
と　き　9月28日㈯　10時～
15時（雨天決行）

ところ　スポーツガーデン　
体育館

入場料　無料
◆ガーデンフェスタ’13

　プール、テニスなど施設の
無料開放と参加型のイベント
を多数開催します。
と　き　10月14日（月･祝）　
9時～16時30分

ところ　スポーツガーデン全
施設

と　き　10月12日㈯　13時
30分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1番20号）

受講料　無料
内　容　自動車のしくみと作
動、事故防止対策、日常点
検、トラブルの対処法など

※受講者には記念品を進呈します。
主　催　（一社）三重県自動
車整備振興会　鈴鹿自動
車整備組合

申込み　10月4日㈮までに鈴
鹿自動車整備組合（　382-

　1075）へ

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト2013第三弾

｢収穫祭り｣

農林水産課 　382-9017 　382-7610

白子街道ウオーク2013
白子公民館 　388-1920 　388-1920

第42回三重県植木まつり

農林水産課 　382-9017 　382-7610

女性マイカー点検教室

地域課　 382-9022　 382-2214

県営鈴鹿スポーツガーデン
フリーマーケットほか
県営鈴鹿スポーツガーデン
　372-8850　 372-3722

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/
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　社会で実践できるノウハウ
を3回連続講座で学びます。
対　象　就労を考えている女
性で、3回とも出席できる方

と　き　10月17日･31日、11
月14日（全て木曜日）　10
時～12時

ところ　男女共同参画センター
講　師　米田奈緒子（家庭
教育研究センターFACE代
表）他

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
託　児　先着10人程度　1歳
～未就学児　無料

申込み　9月24日㈫9時から
10月8日㈫17時までに、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

※託児を希望される場合は、お子
さんの氏名、性別、年齢、住所を
ご連絡ください。

主　催　鈴鹿市男女共同参
画団体「家庭教育研究セ
ンターFACE」

◆はじめてのパソコン講座

申込み　9月27日㈮（平日10
時 ～ 1 8 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

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　10
月12日㈯と13日㈰
・ワード基礎　10月19日㈯と
20日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　10月12日㈯
と13日㈰
・エクセル応用　10月19日㈯
と20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）

◆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
申込み　電話ですずかのぶ
どうへ

　太極拳を楽しく基礎から学
び、交流を深めましょう。
対　象　一般男女
と　き　10月18日～12月6日
までの金曜日、計8回　19
時～20時30分

ところ　農村環境改善セン
ター（岸田町1549-12　　
374-3455）

定　員　30人（先着順）　
講　師　体育協会派遣講師
参加料　4,000円（スポーツ安
全保険料を含む）

申込み　9月25日㈬から10月
11日㈮までに参加料を添え
て下記へ
○鈴鹿市体育協会（市立体
育館内）（江島台一丁目
1-1）　（土・日曜日を除く9時
～17時）
○農村環境改善センター　
（土・日曜日を含む9時～20
時）

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局（　380-5015　 380-
5053　 npotaiky@mecha.

　ne.jp）

とき・内容

①「犬育て」講座　10月5日㈯
他全6回　13時～14時30分

②「パピークラス（子犬の教
室）」　10月5日㈯他全6回
10時～11時30分
③「問題行動コンサルテーシ
ョン（教育相談）」　第2・4
土曜日、13時30分から

※詳しくは、鈴鹿短期大学ホーム
ページをご覧ください

ところ　鈴鹿国際大学、鈴
鹿短期大学

受講料

①・②　各2万1 ,000円（全6
回分）
③　1回6,000円
※金額は1頭1家族あたり
申込み・問合せ　①・②は9
月30日㈪までに、③は随時
受け付け。鈴鹿短期大学
（　372-3900　 koukai@
　suzuka-jc.ac.jp）へ

女性の
キャリアアップセミナー
魅力あるリーダーになろう

男女共同参画課

　381-3113 　381-3119

 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

講座・教室

体育協会主催
太極拳教室

スポーツ課 　382-9029 　382-9071

鈴鹿短期大学公開講座
『犬育て』講座

企画課 　382-9038 　382-9040

はじめてのパソコン講座

市政情報課 　382-9003 　382-2214

　さまざまなジャンルの先生をお
招きして学ぶ楽しい教室です。
対　象　成人
ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター

定　員　20人～30人程度
（各講座による）
申込み　9月20日㈮から10月
9日㈬（消印有効）までに、
希望講座名、氏名、住所、
年齢を記入し、はがき、ファ
クスで鈴鹿青少年センター
へ（〒513 -0825　住吉町
南谷口）

◆課外授業編｢大人のマジッ

ク講座｣（全2回）　

と　き　11月1 6日㈯、2 3日
（土・祝）　13時30分～15時

参加料　2,000円
◆家庭の授業編｢大人のそば

打ち講座｣（全2回）　

と　き　12月1日㈰、15日㈰
　9時～13時

参加料　2,500円
◆国語の授業｢大人の篆刻と

水墨｣（全2回）　　

と　き　12月7日㈯、21日㈯
　9時～12時

参加料　2,000円

申込み　フォークリフト運転技
能講習以外は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。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

◆クレーン運転業務特別教育

(5トン未満)

と　き　10月29日㈫・30日㈬
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆ガス溶接技能講習

と　き　11月7日㈭・8日㈮　
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：11月11日㈪・
12日㈫、実技：11月13日㈬・
14日㈭・15日㈮の中で選択
受講、8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Word中級

と　き　11月19日㈫～22日
㈮　9時～12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　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：11月19日㈫　
8時20分～17時30分、実技
Ⅰコース：11月24日㈰･30日
㈯、12月1日㈰、Ⅱコース：11
月20日㈬～22日㈮、Ⅲコー
ス：11月26日㈫～28日㈭　8
時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　10月1日㈫から

くらしの情報くらしの情報
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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　10
月12日㈯と13日㈰
・ワード基礎　10月19日㈯と
20日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　10月12日㈯
と13日㈰
・エクセル応用　10月19日㈯
と20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）

◆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
申込み　電話ですずかのぶ
どうへ

　太極拳を楽しく基礎から学
び、交流を深めましょう。
対　象　一般男女
と　き　10月18日～12月6日
までの金曜日、計8回　19
時～20時30分

ところ　農村環境改善セン
ター（岸田町1549-12　　
374-3455）

定　員　30人（先着順）　
講　師　体育協会派遣講師
参加料　4,000円（スポーツ安
全保険料を含む）

申込み　9月25日㈬から10月
11日㈮までに参加料を添え
て下記へ
○鈴鹿市体育協会（市立体
育館内）（江島台一丁目
1-1）　（土・日曜日を除く9時
～17時）
○農村環境改善センター　
（土・日曜日を含む9時～20
時）

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局（　380-5015　 380-
5053　 npotaiky@mecha.

　ne.jp）

とき・内容

①「犬育て」講座　10月5日㈯
他全6回　13時～14時30分

②「パピークラス（子犬の教
室）」　10月5日㈯他全6回
10時～11時30分
③「問題行動コンサルテーシ
ョン（教育相談）」　第2・4
土曜日、13時30分から

※詳しくは、鈴鹿短期大学ホーム
ページをご覧ください

ところ　鈴鹿国際大学、鈴
鹿短期大学

受講料

①・②　各2万1 ,000円（全6
回分）
③　1回6,000円
※金額は1頭1家族あたり
申込み・問合せ　①・②は9
月30日㈪までに、③は随時
受け付け。鈴鹿短期大学
（　372-3900　 koukai@
　suzuka-jc.ac.jp）へ

鈴鹿地域職業訓練センター
10・11月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

大人の学校シリーズⅠ

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

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

都市イメージキャッチコピーの使用について

鈴鹿市のキャッチコピーを、市民団体
のチラシなどに使用したいのですが、

申請などの必要はありますか。

本市では、市内のさまざまな魅力や個性
が連想でき、市内外へ鈴鹿市の良好な

イメージを発信していくため、「さぁ、きっともっと
鈴鹿。海あり、山あり、匠の技あり」を市の都市
イメージキャッチコピーに決定しました。
　また、キャッチコピーを積極的にアピールし
ていくことができるように、キャッチコピーのロゴ
マークを作成しました。

　ロゴマークは、市行政だけでなく、市民、団
体、企業などの皆さんにも幅広く活用していた
だけるよう、市ホームページから自由にデータを
ダウンロードできます。
　ロゴマークの使用にあたって事前の申請は
必要ありませんが、一定の制約を設けていま
す。このため、市ホームページに掲載の使用マ
ニュアルを必ずお読みいただき、使用方法を確
認の上、ご利用ください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

　さまざまなジャンルの先生をお
招きして学ぶ楽しい教室です。
対　象　成人
ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター

定　員　20人～30人程度
（各講座による）
申込み　9月20日㈮から10月
9日㈬（消印有効）までに、
希望講座名、氏名、住所、
年齢を記入し、はがき、ファ
クスで鈴鹿青少年センター
へ（〒513 -0825　住吉町
南谷口）

◆課外授業編｢大人のマジッ

ク講座｣（全2回）　

と　き　11月1 6日㈯、2 3日
（土・祝）　13時30分～15時

参加料　2,000円
◆家庭の授業編｢大人のそば

打ち講座｣（全2回）　

と　き　12月1日㈰、15日㈰
　9時～13時

参加料　2,500円
◆国語の授業｢大人の篆刻と

水墨｣（全2回）　　

と　き　12月7日㈯、21日㈯
　9時～12時

参加料　2,000円

申込み　フォークリフト運転技
能講習以外は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。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

◆クレーン運転業務特別教育

(5トン未満)

と　き　10月29日㈫・30日㈬
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆ガス溶接技能講習

と　き　11月7日㈭・8日㈮　
8時45分～17時

　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。

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：11月11日㈪・
12日㈫、実技：11月13日㈬・
14日㈭・15日㈮の中で選択
受講、8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Word中級

と　き　11月19日㈫～22日
㈮　9時～12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　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：11月19日㈫　
8時20分～17時30分、実技
Ⅰコース：11月24日㈰･30日
㈯、12月1日㈰、Ⅱコース：11
月20日㈬～22日㈮、Ⅲコー
ス：11月26日㈫～28日㈭　8
時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　10月1日㈫から

企画課 　382-9038　 382-9040

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

予防接種予防接種
■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、発病を確実に
防ぐために、現在では2回の接種が必要とされています。
公費接種対象者　1期(生後12～24月未満)、2期(平成19年4月2日～平成20年4月1日生まれ)の方
ところ　実施医療機関　※あらかじめ接種日時などを実施医療機関に確認してください。
回　数　対象年齢内で1回ずつ　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（予防接種予診票がお手元にない方は、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）。

■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、接種希望者が過去に風しんにかかったことがある場合、風しんワ

クチンを2回接種済の場合は、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、自己負担になります)
※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。

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。
○小さなお子様連れでも受診可能です。
○生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査は除く）。
※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。

※市民税非課税世帯を確認するために必要な同意書は、健康づくり課窓口か市のホームページから入手できます。
※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）。

10月6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。
※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

受付中
（先着順）

11月17日㈰、12月16日㈪
　9時～11時

9月25日㈬から
（先着順）

11月17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、または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、検診当日に会場で容器をお渡しします。

40人 9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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11月20日㈬
13時～14時15分
個別相談は14時
15分～14時45分

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 ̶ ̶10月25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(相談希望
者のみ)※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

八木秀行医師(内科)　
「血糖値　ちょっと高めがご用心
～増え続ける糖尿病～」
(個別相談は1人15分程度)

受付中
（先着順）

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。10月は平成25年7月
生まれの方が対象です。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

10月7日㈪
10時～11時30分

5～8カ月ごろの離乳食
の進め方について、試食、

栄養相談

虫歯予防の話、保育士に
よる遊び、個別相談

離乳食コース
平成25年4月～6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

受付中
9月27日㈮まで
(先着順)

9月26日㈭から
（先着順）

無料保健
センター

10月17日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
平成25年1月～2月生まれの
乳児とその保護者の方

9月30日㈪から
（先着順）

30組

300円
（材料費）

保健
センター

栄養についての講話と
簡単な調理実習

健康ひろば
（栄養編）
65歳以上の方 

20人

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

10月23日㈬
10時～11時30分

9月30日㈪から
（先着順）

※個別相談の申込みは、9月27日㈮から11月5日㈫までにお願いします。

月 献 血10 日 程の

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・10月14日（月・
祝）、20日㈰ 10時15分～11時30分、13時～17時

※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。
※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

問合せ　三重県赤十字血液センター  　0120-05-5632
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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

深谷公園で自然観察をしませんか

　深谷公園内の樹木に、「この木何の木？」というプレートを付けましたので、チャレ

ンジしてみてください。また、10月に同公園でキノコの観察会を開催します。

　秋に生えるキノコを観察します（キノコ狩りではありません）。

木全体の形を見よう
幹に触って樹皮の特徴をつかもう
葉の形、大きさ、つやや毛の有無、付き方を観察しよう
花や実があるときは、その特徴もつかもう

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

深谷公園で樹木博士をめざそう！深谷公園で樹木博士をめざそう！

深谷公園でキノコ観察会を行います深谷公園でキノコ観察会を行います

告

広

料

有

　八野町の深谷公園内で、
里山保全活動を行っていま
す。その一環として、樹木に
親しんでもらうために『この木
何の木？』というプレートを、20

種類の樹木に付けました。ぜひ深谷公園を訪れ、コー
スを散策しながら五感を使って樹木の観察を楽しみ、
樹木博士をめざしてください（解答用紙や答えは、管
理事務所のカウンターに置いてあります）。

と　き　10月20日㈰　9時30分～12時
　　　　　　　　　※9時 20 分集合・雨天決行

講　師　きのこウォッチングクラブMIE
定　員　20人
参加料　無料
服　装　長袖、長ズボン、長靴

申込み　10月4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、電子メールのいずれかで、環境政策課
にご連絡ください。

※集合場所など詳しい内容は、後日参加申込者に連絡

します。

図中の　～　の場所に「この木何の木？」のプレート
を付けました。

鈴鹿
川

鈴鹿
川

国道306号国道306号

国道54号国道54号

国府台国府台

メモリアルパークメモリアルパーク

深谷公園深谷公園
スポーツ
ガーデン
スポーツ
ガーデン

天名小天名小

鈴鹿
サーキット
鈴鹿
サーキット

8

9 103

4

5 7

2 1 6

20 19 18 16
17

15
11

12

14

管理事務所管理事務所

散策ルート散策ルート

13

周
辺
地
図

観察のポイント
1

2

3

4

1 20
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　15日㈫・28日㈪ 休館日　15日㈫・28日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 10
October

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

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

1・9・24・31日
2・16・17・30日
8日
22・23日
3日
4・17・23・25・26日

5・10日

8日
11日
24・31日

1日

2・23・30日
7・21・22・29日
27日
4日
11・25日
26日
31日

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

1～4・7～12・14～17・19・21～25・28～31日
6・13・20・26・27日
18日
1～4・7～10・14～17・21～24・28～31日
6・13・27日
11・25日
18日 バドミントン

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

2・9・12・16・23・30日
3・10・17・19・24・31日
26日
1・7・8・14・15・21・22・25・28・29日
4・11日
6・13・20・26・27日
12・19日

18日

10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

体育の日

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　10月7日㈪

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

1・3・7・8・14・21・22・29日
4・9～11・17・18・23～25・31日
12・19・26日
13・27日
20日

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

1・7・14・21・29・30日
2～4・8～11・16～18・22～25・31日
5・12・19日
6・27日
13・20日

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

1・4・7・8・11・13・14・18・21・22・25・29日
2・9・16・23・27・30日
3・10・17・24・31日
5・12・19・26日
6日

9：00～21：001～14・16～27・29～31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

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

日

月

火

水

木

10月
月曜日、1日㈫、2日㈬、15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）　5日・13日・19日14時30分～15時、26日10時30分～15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

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

3日㈭
17日㈭
31日㈭

4日㈮
18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

9日㈬
23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㈭

　

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

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

10月

◎印は、都合により巡回間隔を変更しています。※9月26日㈭から１０月２日㈬までは、特別整理期間のため休館します。

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

◎ ◎ 11日㈮
25日㈮

◎

◎ 16日㈬
30日㈬

◎◎

◎印は、予約制（一日合同相談については、行政相談委員、行政書士、社会保険労務士は予約不要）です。

◎一日合同相談 18日 10：00～16：00 市役所12階会議室

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 4・11・25日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 1日 13：00～16：00
◎交通事故相談 21日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 10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 9・23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・3・4・8・10・11・17・
18・22・24・29・31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。
※一日合同相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司法書士、土地家屋調査
　士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士、税理士による相談です。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

人権相談 9日 13：00～16：00 庄内公民館 人権政策課 382-9011　　382-2214
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○ 9月21日㈯～30日㈪…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○10月1日㈫～10日㈭…郷土の偉人・佐佐木信綱
○10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［8月31日現在］

8
広 報すず か 　2 0 1 3 年 9 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～、13時30分～
　○土曜日　17時55分～（ポルトガル語版）
 『鈴鹿市役所情報局』（5分）
　○月～金曜日　7時30分～、17時25分～

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

件　数/5件、うち建物3件（32件、3件減） 出動数/800件（5,770件、412件増）

人口/201,489人（21人増） 男性/100,673人（10人増） 女性/100,816人（11人増） 世帯数/81,612世帯（65世帯増）

事故数/590件、うち人身事故77件（4,452件、17件増） 死者数/1人（7人、2人増） 傷者数/96人（844人、24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

　今年で開園5年目の保育所すくすくランドは、その名のとおり

子どもたちがのびのびすくすくと育つ環境づくりを心掛けてい

ます。広く明るい保育室で、アットホームな雰囲気の少人数制の

混合保育です。イオンモール鈴鹿やフレスポ鈴鹿にも近く、便利

なところに位置しています。

　月保育や一時保育を中心に、保育を必要とする方のさまざま

なニーズに合ったプランでサポートさせていただきます。異年齢

集団の中で自然に身に付く思いやりの心と仲間意識、毎日の生

活の中では規則正しい生活習慣やルールを学びます。

　春は花見、夏はプール、秋はお芋掘りをして焼き芋パーティーやハロウィン、冬はクリスマス

会などの楽しいイベント盛りだくさんです。また年間を通して、英語教室や体操教室もやってい

ます。みんなが大好きなウッドデッキでは、シャボン玉やままごとをしたり、お弁当やおやつを

食べたりします。お天気のいい日には公園に出掛けて遊具で遊んだり、草花や虫を見つけた

り、木の実を拾ったりして季節の移り変わりを肌で感じ取ります。

　これからも保護者の方々と共に喜び、悩み、感動しながらお子さんの成長を見守っていきた

いと思います。いつも安心してお子さんを任せていただける、頼れる保育所であり続けたいと

思っています。

保育所すくすくランド保育所すくすくランド
〒513-0826
住吉一丁目29番18号

定員30人　問合せ 　・　 378-8900

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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