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2013年10月20日号
No.1398

　9月15日と17日に鼓ヶ浦サ
ン・スポーツランドで、｢セアカゴ
ケグモ｣の生息が市内で初め
て確認されました。メスは全長
7～10ミリ、全体が黒色で、腹
部の背面に赤い模様がありま
す。オスは4～5ミリで白っぽい
のが特徴です。見つけたら素
手で触らず、市販の殺虫剤な
どを使用するか、踏みつぶす

などして駆除してください。もし
咬まれたら、患部を温水や石
けん水で洗い流して、速やか
に最寄りの医療機関を受診し
てください。

対　象　鈴鹿南部圏域または
亀山圏域で、小規模多機能
型居宅介護を平成26年度
に計画している法人

と　き　10月31日㈭　14時
から

ところ　市役所本館　12階
1202会議室

　国土交通省による鈴鹿川河

川敷の護岸工事に伴い、鈴鹿
川右岸堤防道路（市道庄野
42号線）の一部区間が通行
止めになります。工事期間中は
ご迷惑をお掛けしますが、ご協
力をお願いします。
と　き　11月1日㈮～平成26
年3月31日㈪

ところ　鈴鹿川右岸堤防道
路（定五郎橋から木田橋上
流側交差点までの区間）

問合せ　国土交通省中部地
方整備局 三重河川国道事
務所鈴鹿出張所（　 345 -
　5593）

地域密着型サービス
事業者募集の説明会を

開催します

鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課

　369-3201　 369-3202

鈴鹿川右岸堤防道路が
一部通行止めになります

土木総務課 　382-9021 　382-7612

毒グモ｢セアカゴケグモ｣
に注意してください！

環境政策課 　382-7954　 382-2214
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られていない事業主の方は、
速やかに加入手続きをお願い
します。
問合せ　三重労働局総務部
労働保険徴収室（　059-226

　-2100）、ハローワーク鈴鹿
（　382-8609）

　三重労働局では、パワハラ
や職場での上下関係に関す
る悩み、サービス残業など、職
場での悩みや相談に対して、
当事者に対する指導、助言や
あっせん（話し合いの機会）を
行う「総合労働相談コーナ
ー」を、三重労働局内と県内6
つの労働基準監督署内に設
けています。
　詳しくは下記へお問い合わ
せください。また、三重労働局
ホームページもご覧ください。
問合せ　三重労働局総務部
企画室（　059-226-2110）

　賃金不払いや不当解雇、
保険見直しなど、暮らしに関
するさまざまな相談に、弁護
士・社会保険労務士などの専
門相談員がお応えします。相
談料は無料です。
と　き　11月16日㈯　10時
～16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）

申込み・問合せ　火～金曜
日の10時30分～16時に、電
話で「暮らしホットステーショ
ンすずか」（鈴鹿地区労働
者福祉協議会事務所内　

　383-3358）へ

　三重県最低賃金は、10月
19日から13円引き上げられて、
「時間額737円」になりました。
この最低賃金は、年齢･雇用
形態（パート･アルバイトなど）
を問わず、県内で働く全ての
労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当す
る事業場で働く労働者には、
三重県最低賃金とは別に、産
業別最低賃金が定められて
います。
　また、最低賃金の引き上げに
対応してさまざまな課題に取り
組む中小企業事業主の皆さま
のために、無料相談窓口「中小
企業相談支援事業･三重県最
低賃金総合相談支援センター
（津市丸之内養正町4-1　森
永三重ビル3階三重県経営者
協会内　　059-226-0033）」
を設置していますので、ご活用
ください。
問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

◆夜間窓口

と　き　10月30日㈬、31日㈭
ところ　納税課
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。

くらしの情報くらしの情報

　平成26年度の鈴鹿市コミ
ュニティバス関係媒体への広
告（有料）を募集します。広告
掲載を希望される事業者の
方は12月20日㈮までに、商業
観光課までお問い合わせくだ
さい。
※市ホームページにも、平成26年度
の募集要領を掲載しています。
(http://www.city.suzuka.

　lg.jp/ad.html「コミュニティ
　バス広告事業｣)

　労働保険（労災保険と雇
用保険）は、政府が管理・運
営している強制的な保険で
す。農林水産業の一部を除
き、労働者を一人でも雇用し
ている場合、事業主または労
働者の意思の有無に関わりな
く必ず加入することが法律で
定められています。
　三重労働局では、11月を
「労働保険適用促進強化期
間」と定め、“労働保険の未手
続事業場の一掃”を重点項目
に掲げ、全国労働保険事務
組合連合会三重支部と連携
して未手続事業場を個別訪
問し、加入促進を図ります。
　事業主が「故意」または
「重大な過失」により労災保
険の成立手続を行わない期
間に事故が発生した場合、さ
かのぼって保険料を徴収する
他に、労災保険給付額の40
％または100％を事業主から
徴収します（費用徴収制度）。
　労働保険の加入手続きをと

　年金制度に対する理解を
深めていただくため、日本年金
機構津年金事務所が特別相
談所を開設します。
※同日、定例開催（毎月第2・第4
水曜日）の出張年金相談も行
われます。

と　き　11月13日㈬　10時
～15時

ところ　文化会館　2階第1
～3研修室、鈴鹿商工会議
所　別館1階

内　容　年金受給、国民年
金保険料の納付、厚生年
金・健康保険の加入、その
他制度に関する相談

持ち物　年金手帳または年
金番号が分かるもの、印
鑑、本人確認ができるもの

※相談したい書類がある場合は、
その書類をお持ちください。

※代理人が相談する場合は、委任
状が必要です。委任状には、本
人の基礎年金番号、住所、氏
名、生年月日、委任する内容、委
任される方の氏名、住所、本人
との関係を記入し、押印の上、
代理人の本人確認ができるも
の（運転免許証など）をご持参
ください。

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

　災害時におけるブロック塀な
どの倒壊事故を未然に防ぎ、

通行人の安全と災害時の避
難路を確保するため、ブロック
塀の除却に対して助成を行っ
ています。
対　象　公道（セットバックが
必要な道路を除く）に面し、
高さが1ｍを超えるブロック
塀など

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の2分の1（限度額
あり）を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へお問い
合わせください。

　耐震改修やリフォームなど
に、社会的な関心が高まって
います。市民が安心して住宅
に関する疑問や悩みなどを大
工さんに相談できる場として、
無料で開催します。
と　き　11月21日㈭　10時
～16時

ところ　市役所本館　1階
市民ロビー

内　容　耐震、介護改修、リ
フォーム、新築など住宅に関
すること（住宅以外の問題、
境界問題など、法律関係の
質問には対応できません）

相談員　組合員（大工）
問合せ　三重県建設労働組
合 鈴鹿支部（　382-1521）

　難病の方々の地域交流活

動の推進や就労支援などの
活動の一環として行われま
す。事前申込みは不要です。
と　き　10月27日㈰　13時
30分～15時

ところ　三重県鈴鹿庁舎4
階（西条5－117）

内　容　難病患者さんやご家
族の方同士の相談、医師に
よる相談コーナー（鈴鹿市
医師会から2人を予定）、就
労相談コーナー

参加料　無料
問合せ　三重県難病相談支援
センター（　059-223-5035）

　鈴鹿市学校給食協会では、
小学校用の学校給食物資を
共同購入するため、平成26･
27年度の乾物納入業者、冷凍
･冷蔵納入業者を募集します。
対　象　10月21日現在、入札
参加資格審査申請（三重
県市町総合事務組合入札
参加資格登録共同受付）
をしている登録業者

※乾物納入業者については市内
業者のみ

内　容　1日1万4,000食分の
乾物（常温保存できるも
の）、調味料（みそ･しょうゆ
･酒類･塩などを除く）、冷凍
･冷蔵食品を指定した期間
に小学校、給食センターな
どへ納入すること。
※詳しくは学校教育課へお問い
合わせください。

申込み　10月21日㈪から31日
㈭までに、学校教育課にあ
る申込用紙に必要事項を
記入し、直接同課へ

一日鈴鹿年金事務所が
開設されます

保険年金課 　382-9401 　382-9455

公道に面したブロック塀
などの除却工事に
助成を行っています

建築指導課 　382-9048 　384-3938

学校給食用食材(乾物･
冷凍･冷蔵)納入業者
(新規)を募集します

学校教育課 　382-1214 　382-9054

住宅なんでも相談会を
行います

防災危機管理課

　382-9968 　382-7603

鈴鹿地域難病相談会が
行われます

生活支援課 　382-9012 　382-7607
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られていない事業主の方は、
速やかに加入手続きをお願い
します。
問合せ　三重労働局総務部
労働保険徴収室（　059-226

　-2100）、ハローワーク鈴鹿
（　382-8609）

　三重労働局では、パワハラ
や職場での上下関係に関す
る悩み、サービス残業など、職
場での悩みや相談に対して、
当事者に対する指導、助言や
あっせん（話し合いの機会）を
行う「総合労働相談コーナ
ー」を、三重労働局内と県内6
つの労働基準監督署内に設
けています。
　詳しくは下記へお問い合わ
せください。また、三重労働局
ホームページもご覧ください。
問合せ　三重労働局総務部
企画室（　059-226-2110）

　賃金不払いや不当解雇、
保険見直しなど、暮らしに関
するさまざまな相談に、弁護
士・社会保険労務士などの専
門相談員がお応えします。相
談料は無料です。
と　き　11月16日㈯　10時
～16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）

申込み・問合せ　火～金曜
日の10時30分～16時に、電
話で「暮らしホットステーショ
ンすずか」（鈴鹿地区労働
者福祉協議会事務所内　

11月は労働保険適用促進
強化期間です

産業政策課 　382-8698 　382-0304

　383-3358）へ

　三重県最低賃金は、10月
19日から13円引き上げられて、
「時間額737円」になりました。
この最低賃金は、年齢･雇用
形態（パート･アルバイトなど）
を問わず、県内で働く全ての
労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当す
る事業場で働く労働者には、
三重県最低賃金とは別に、産
業別最低賃金が定められて
います。
　また、最低賃金の引き上げに
対応してさまざまな課題に取り
組む中小企業事業主の皆さま
のために、無料相談窓口「中小
企業相談支援事業･三重県最
低賃金総合相談支援センター
（津市丸之内養正町4-1　森
永三重ビル3階三重県経営者
協会内　　059-226-0033）」
を設置していますので、ご活用
ください。
問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

◆夜間窓口

と　き　10月30日㈬、31日㈭
ところ　納税課
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。

コミュニティバス(C-BUS)
への広告を募集します

商業観光課 　382-9016 　382-0304

職場のトラブルについて
ご相談ください

産業政策課 　382-8698 　382-0304

暮らし何でも相談を
開催します

産業政策課 　382-8698 　382-0304

三重県最低賃金が時間額
737円に改定されました 

産業政策課 　382-8698 　382-0304

納税の夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

　平成26年度の鈴鹿市コミ
ュニティバス関係媒体への広
告（有料）を募集します。広告
掲載を希望される事業者の
方は12月20日㈮までに、商業
観光課までお問い合わせくだ
さい。
※市ホームページにも、平成26年度
の募集要領を掲載しています。
(http://www.city.suzuka.

　lg.jp/ad.html「コミュニティ
　バス広告事業｣)

　労働保険（労災保険と雇
用保険）は、政府が管理・運
営している強制的な保険で
す。農林水産業の一部を除
き、労働者を一人でも雇用し
ている場合、事業主または労
働者の意思の有無に関わりな
く必ず加入することが法律で
定められています。
　三重労働局では、11月を
「労働保険適用促進強化期
間」と定め、“労働保険の未手
続事業場の一掃”を重点項目
に掲げ、全国労働保険事務
組合連合会三重支部と連携
して未手続事業場を個別訪
問し、加入促進を図ります。
　事業主が「故意」または
「重大な過失」により労災保
険の成立手続を行わない期
間に事故が発生した場合、さ
かのぼって保険料を徴収する
他に、労災保険給付額の40
％または100％を事業主から
徴収します（費用徴収制度）。
　労働保険の加入手続きをと

通行人の安全と災害時の避
難路を確保するため、ブロック
塀の除却に対して助成を行っ
ています。
対　象　公道（セットバックが
必要な道路を除く）に面し、
高さが1ｍを超えるブロック
塀など

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算に
基づいた除却費を算出し、
算出額の2分の1（限度額
あり）を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へお問い
合わせください。

　耐震改修やリフォームなど
に、社会的な関心が高まって
います。市民が安心して住宅
に関する疑問や悩みなどを大
工さんに相談できる場として、
無料で開催します。
と　き　11月21日㈭　10時
～16時

ところ　市役所本館　1階
市民ロビー

内　容　耐震、介護改修、リ
フォーム、新築など住宅に関
すること（住宅以外の問題、
境界問題など、法律関係の
質問には対応できません）

相談員　組合員（大工）
問合せ　三重県建設労働組
合 鈴鹿支部（　382-1521）

　難病の方々の地域交流活

動の推進や就労支援などの
活動の一環として行われま
す。事前申込みは不要です。
と　き　10月27日㈰　13時
30分～15時

ところ　三重県鈴鹿庁舎4
階（西条5－117）

内　容　難病患者さんやご家
族の方同士の相談、医師に
よる相談コーナー（鈴鹿市
医師会から2人を予定）、就
労相談コーナー

参加料　無料
問合せ　三重県難病相談支援
センター（　059-223-5035）

　鈴鹿市学校給食協会では、
小学校用の学校給食物資を
共同購入するため、平成26･
27年度の乾物納入業者、冷凍
･冷蔵納入業者を募集します。
対　象　10月21日現在、入札
参加資格審査申請（三重
県市町総合事務組合入札
参加資格登録共同受付）
をしている登録業者

※乾物納入業者については市内
業者のみ

内　容　1日1万4,000食分の
乾物（常温保存できるも
の）、調味料（みそ･しょうゆ
･酒類･塩などを除く）、冷凍
･冷蔵食品を指定した期間
に小学校、給食センターな
どへ納入すること。
※詳しくは学校教育課へお問い
合わせください。

申込み　10月21日㈪から31日
㈭までに、学校教育課にあ
る申込用紙に必要事項を
記入し、直接同課へ
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　現在開催中の第9回特別
展「光太夫を生んだ船文化‐
白子廻船とその周辺‐」（11月
17日㈰まで）の展示内容につ
いて、学芸員が解説を行いま
す。申込みは不要です。
と　き　10月26日㈯　10時
から

ところ　大黒屋光太夫記念
館　展示室（若松中1-1-8）

入館料　無料

と　き　11月9日㈯･10日㈰
　10時～16時

ところ　伝統産業会館、伊
勢型紙資料館ほか

内　容　ウオークラリー、職人
の仕事場見学･彫刻実演、
LED型紙あかり製作、伊勢
型紙商品の展示･販売、
「匠の里」フォトコンテスト、
鈴鹿グルメ弁当の販売とお
茶のサービス、お茶席（有
料）、あかりコンサート「クラ
シックギター」（9日㈯17時
から）

※ウオークラリーでスタンプを5
個以上集めた方には記念品
を差し上げます。完歩賞もあ
ります。

※着物を着て参加された方には素
敵なプレゼントを差し上げます。

参加料　無料
問合せ　伊勢型紙産地協議会
（伝統産業会館内　　 386-
　7511）　

と　き　11月6日㈬～12月15
日㈰　9時～16時30分

※月･第3火曜日は休館日
ところ　佐佐木信綱記念館
展示室（石薬師町1707－
3）

内　容　「郷土に残る弘綱･
信綱親子の資料―石薬師
を中心として―」をテーマ
に、今に伝わる各家々で大
切に受け継がれてきた弘綱
･信綱親子の短冊や掛軸な
どを一堂に展示し、親子が
郷土に残した足跡や人々と
の交流を紹介します。

入館料　無料

と　き　11月9日㈯　13時30
分～16時

ところ　佐佐木信綱記念館
2階ホール

内　容

○「特別展の解説」（当館学
芸員）
○「石薬師に集う和歌の道」
津坂治男さん（日本文藝家
協会会員）

定　員　70人
参加料　無料
主　催　鈴鹿市･佐佐木信
綱顕彰会

問合せ　佐佐木信綱記念館
（　・　374-3140）

　「人権尊重都市宣言」に基
づいた明るく住みよい社会の
実現を目指して開催します。
と　き　11月24日㈰
ところ　文化会館
入場料　無料
※講演会と人形劇は整理券が必
要です。詳しくはお問い合わせ
ください。

◆講演会　13時30分～15時
20分（定員500人）

※整理券は10月28日㈪から配布
会　場　けやきホール
内　容

○小･中学生による「人権に
関する作文」代表作品の
朗読　
○講演「生きながら生まれ変
わる」米良美一さん

◆じんけん広場　
○人形劇「小さなお城」「ゆい
とケンムン」（人形劇団むす
び座） 午前の部：11時～12
時、午後の部：16時～17時
（定員各150人）
※整理券は11月5日㈫から配布
会　場　さつきプラザ
○小中学生人権ポスターとパ
ネル等展示、特別企画「平
和と人権～杉原千畝とホロ
コースト～」　10時～16時

会　場　2階研修室
○人権相談　13時～16時
会　場　3階和室

大黒屋光太夫記念館特別展
展示解説会

文化課 　382-9031　 382-9071

第6回
匠の里･伊勢型紙フェスタ

産業政策課 　382-9045 　382-0304

佐佐木信綱記念館特別展
文化課 　382-9031 　382-9071

講演会

じんけんフェスタinすずか
人権政策課 　382-9011 　382-2214

催 し 物

　がん患者と家族の方が集
まっておしゃべりをする、情報
交換と交流の場です。
対　象　がん患者、がん患者
の家族

と　き　10月28日㈪　13時
30分～15時30分

ところ　保健センター　2階
健康教育室

参加料　無料
申込み　不要（当日会場へお
越しください）

問合せ　三重県がん相談支
援センター（　059-253 -
　3550）

　子育て中のママ・パパ、もう
すぐママ・パパになる方、子育
てを応援したい皆さん、ぜひ
ご来場ください。
と　き　11月3日（日･祝）　
10～14時

ところ　鈴鹿ハンター　1階
センターコート

内　容　子育て相談、積み木
コーナー、口笛演奏、地産
地消コーナーなど

と　き　11月9日㈯　8時～
10時

ところ　山中公園前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

問合せ　若松海岸通り美化

ボランティア推進委員会　
代表者　中村勝大（　385
　-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は準
備します。

と　き　11月9日㈯　10時～
12時

集　合　9時50分までに深谷
公園管理棟前へ

内　容　深谷公園（八野町）
を散策しながら植物・野鳥
を観察します。

講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）

参加料　無料
申込み　11月1日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数をはが
き、電話、ファクス、電子メー
ルで環境政策課へ

と　き　11月17日㈰　10時
～12時

集　合　9時50分までに海の
みえる岸岡山緑地の南側
駐車場へ

内　容　海のみえる岸岡山
緑地を散策しながら野鳥を
観察します。

講　師　藤井英紀さん
参加料　無料
申込み　11月8日㈮17時15
分までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、参加人数
を、はがき、電話、ファクス、
電子メールで環境政策課
へ

と　き　11月16日㈯　13時
30分～16時（13時から受
け付け）

ところ　ふれあいホール
内　容

○第一部　鈴鹿市内小中学
生作文コンクール表彰式、
最優秀作品3篇の朗読
○第二部　「♪♪長島りょうが
んトークライブ♪♪」（音楽
工房「夢のかぼちゃ」店主）

参加料　無料
定　員　200人
問合せ　鈴鹿市青少年育成
市民会議事務局（　･　382

　-0713、平日10時～15時）

　西条発展会では今年も元
気フリーマーケットを開催しま
す。きっと掘り出し物が見つか
りますよ。
と　き　11月2日㈯　9時～
15時（雨天時3日（日・祝））

ところ　西条中央公園（文
化会館隣り芝生公園）

内　容　フリーマーケット、模
擬店（やきそば、からあげ、
子ども縁日など）、元気トレイ
ンの走行

※フリーマーケット出店者を募集し
ます。個人で、親子で、友達などで
物を販売する楽しさを体験してみ
ませんか。料金は1ブース2,000
円（2ｍ×2ｍ）で120ブースを募
集します。申込みは電子メール
（genki_free@yahoo.co.jp）で

問合せ　西条発展会事務局
　（　・　384-2122 　 nisijyo-b
　@sky.plala.or.jp）

くらしの情報くらしの情報

米良美一さん
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と　き　11月6日㈬～12月15
日㈰　9時～16時30分

※月･第3火曜日は休館日
ところ　佐佐木信綱記念館
展示室（石薬師町1707－
3）

内　容　「郷土に残る弘綱･
信綱親子の資料―石薬師
を中心として―」をテーマ
に、今に伝わる各家々で大
切に受け継がれてきた弘綱
･信綱親子の短冊や掛軸な
どを一堂に展示し、親子が
郷土に残した足跡や人々と
の交流を紹介します。

入館料　無料

と　き　11月9日㈯　13時30
分～16時

ところ　佐佐木信綱記念館
2階ホール

内　容

○「特別展の解説」（当館学
芸員）
○「石薬師に集う和歌の道」
津坂治男さん（日本文藝家
協会会員）

定　員　70人
参加料　無料
主　催　鈴鹿市･佐佐木信
綱顕彰会

問合せ　佐佐木信綱記念館
（　・　374-3140）

　「人権尊重都市宣言」に基
づいた明るく住みよい社会の
実現を目指して開催します。
と　き　11月24日㈰
ところ　文化会館
入場料　無料
※講演会と人形劇は整理券が必
要です。詳しくはお問い合わせ
ください。

◆講演会　13時30分～15時
20分（定員500人）

※整理券は10月28日㈪から配布
会　場　けやきホール
内　容

○小･中学生による「人権に
関する作文」代表作品の
朗読　
○講演「生きながら生まれ変
わる」米良美一さん

◆じんけん広場　
○人形劇「小さなお城」「ゆい
とケンムン」（人形劇団むす
び座） 午前の部：11時～12
時、午後の部：16時～17時
（定員各150人）
※整理券は11月5日㈫から配布
会　場　さつきプラザ
○小中学生人権ポスターとパ
ネル等展示、特別企画「平
和と人権～杉原千畝とホロ
コースト～」　10時～16時

会　場　2階研修室
○人権相談　13時～16時
会　場　3階和室

　がん患者と家族の方が集
まっておしゃべりをする、情報
交換と交流の場です。
対　象　がん患者、がん患者
の家族

と　き　10月28日㈪　13時
30分～15時30分

ところ　保健センター　2階
健康教育室

参加料　無料
申込み　不要（当日会場へお
越しください）

問合せ　三重県がん相談支
援センター（　059-253 -
　3550）

　子育て中のママ・パパ、もう
すぐママ・パパになる方、子育
てを応援したい皆さん、ぜひ
ご来場ください。
と　き　11月3日（日･祝）　
10～14時

ところ　鈴鹿ハンター　1階
センターコート

内　容　子育て相談、積み木
コーナー、口笛演奏、地産
地消コーナーなど

と　き　11月9日㈯　8時～
10時

ところ　山中公園前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

問合せ　若松海岸通り美化

ボランティア推進委員会　
代表者　中村勝大（　385
　-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は準
備します。

と　き　11月9日㈯　10時～
12時

集　合　9時50分までに深谷
公園管理棟前へ

内　容　深谷公園（八野町）
を散策しながら植物・野鳥
を観察します。

講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）

参加料　無料
申込み　11月1日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数をはが
き、電話、ファクス、電子メー
ルで環境政策課へ

と　き　11月17日㈰　10時
～12時

集　合　9時50分までに海の
みえる岸岡山緑地の南側
駐車場へ

内　容　海のみえる岸岡山
緑地を散策しながら野鳥を
観察します。

講　師　藤井英紀さん
参加料　無料
申込み　11月8日㈮17時15
分までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、参加人数
を、はがき、電話、ファクス、
電子メールで環境政策課
へ

と　き　11月16日㈯　13時
30分～16時（13時から受
け付け）

ところ　ふれあいホール
内　容

○第一部　鈴鹿市内小中学
生作文コンクール表彰式、
最優秀作品3篇の朗読
○第二部　「♪♪長島りょうが
んトークライブ♪♪」（音楽
工房「夢のかぼちゃ」店主）

参加料　無料
定　員　200人
問合せ　鈴鹿市青少年育成
市民会議事務局（　･　382

　-0713、平日10時～15時）

　西条発展会では今年も元
気フリーマーケットを開催しま
す。きっと掘り出し物が見つか
りますよ。
と　き　11月2日㈯　9時～
15時（雨天時3日（日・祝））

ところ　西条中央公園（文
化会館隣り芝生公園）

内　容　フリーマーケット、模
擬店（やきそば、からあげ、
子ども縁日など）、元気トレイ
ンの走行

※フリーマーケット出店者を募集し
ます。個人で、親子で、友達などで
物を販売する楽しさを体験してみ
ませんか。料金は1ブース2,000
円（2ｍ×2ｍ）で120ブースを募
集します。申込みは電子メール
（genki_free@yahoo.co.jp）で

問合せ　西条発展会事務局
　（　・　384-2122 　 nisijyo-b
　@sky.plala.or.jp）

植物･鳥合同観察会
～秋の深谷へ行こう～

環境政策課　 382-7954　 382-2214

｢がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン｣

in 鈴鹿
健康づくり課 　382-2252 　382-4187

子育て交流広場
in 鈴鹿 2013

子育て支援課 　382-9140 　382-9142

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

　385-0200 　385-4752

西条発展会2013
元気フリーマーケット

商業観光課 　382-9016 　382-0304

市民会議公開講座
｢つなぐ｣

生涯学習課 　382-7619 　382-9071

平成25年度第2回
野鳥観察会～秋から冬に
みられる鳥たち～

環境政策課 　382-7954 　382-2214
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定　員　200人（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（千代崎キャンパス）庶務課
（　383-8991　383-9666）

申込み　10月28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

◆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　11月
9日㈯と10日㈰
・エクセル基礎　11月16日㈯
と17日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　11月9日㈯と

　ウガンダってどんな国で、ど
んな料理を食べているのでしょ
うか？好奇心が湧きませんか。
ウガンダ料理は、アラブやイン
ド、イギリスの影響を受けて、案
外おしゃれなんですよ。ウガン
ダのお話を聞きながら、ウガン
ダ料理を作りましょう。
と　き　11月23日（土･祝）　
10時～14時　

ところ　文化会館　調理室
講　師　ヴィクトリア･ヌージェレ
ケラさん（タンザニア出身、来
日14年）、ジョージ･マカンガさ
ん（ウガンダ出身、来日5年）

定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）

料　理　チャパティ、ウガリ、
ビジャンジャーロ、ピラオマ
サラ

参加料　一般 1,200円、賛助
会員 800円

申込み　11月15日㈮必着で、
郵便番号、住所、氏名、電
話番号を記入の上、はがき、
ファクス、電子メールで協会
（〒513-0801　神戸1-18-
　18）へ
※受講案内は11月11日㈪から順
次発送します。

　応急手当普及員講習の受
講者を募集します。この資格を
取得すると、ご自身が所属する
組織の方々などを対象に、普通
救命講習の指導ができます。
対　象　市内に在住か在勤
で、この資格をお持ちでな
い方

と　き　11月22日㈮～24日
㈰の3日間　9時～18時

※3日間全ての受講が必要です。
ところ　中央消防署　4階
多目的室（飯野寺家町217
　-1）
テキスト　『応急手当指導
者標準テキスト ガイドライン
2010対応（東京法令出版

　ISBN978-4-8090-2332-3、
3,570円）』に沿って講習を
行います。

※講習中は、テキストをお貸しでき
ますが、講習後、必要であれば
ご購入ください。消防本部では
販売していません。

定　員　30人（先着順）
申込み　10月28日㈪から11
月15日㈮までに、電話か直
接、中央消防署へ

　消費税率の引き上げが平
成26年4月に予定されていま
す。この機会を逆転の発想で
ビジネスチャンスとして捉え、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　11月14日㈭　14時

～16時
ところ　鈴鹿商工会議所 2
階特別会議室

内　容　経営力強化に向け
て消費税を転嫁できる企業
体質への脱皮　ほか

講　師　大木ヒロシさん（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　11月11日㈪までに、
電話で鈴鹿商工会議所へ
（　382-3222　担当：髙橋
真･山下･近藤･森）

と　き　11月9日㈯　13時～
16時20分

ところ　千代崎キャンパス　
JART記念館100年記念
ホール（岸岡町1001-1）

内　容

○演題1「鯵の塩焼きと魚の
鮮度 レシピのブラックボック
スが料理を美味しく「塩」を
減らす」米川泰正さん（食
理学者）
○演題2「食品の機能成分で
この頃明らかになってきたこ
と」大澤俊彦さん（愛知学
院大学）
○演題3「食の安全・安心に
関する知識力―食品添加
物編その3―」長村洋一さ
ん（鈴鹿医療科学大学）
○演題4「健康食品管理士か
らの一言『自然から健康を勝
ち取る』」利見和夫さん（益
子記念病院）
○健康食品管理士による相
談コーナー

応急手当普及員講習

中央消防署 　382-9165　 382-9166

講座・教室

鈴鹿商工会議所主催
｢消費税増税を逆手に
取る経営戦略セミナー｣

商業観光課 　382-9016 　382-0304

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座

｢健康と食の安全・安心
の問題を考えよう｣

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

10日㈰
・ワード応用　11月16日㈯と
17日㈰

ところ　図書館　2階視聴
覚室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

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　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うえ、
鈴鹿地域職業訓練センタ
ーの窓口へ

◆Excel中級(表計算講習)

と　き　11月26日㈫～29日
㈮　9時～12時

受講料　4,000円
◆アーク溶接特別教育

と　き　12月3日㈫～5日㈭
　8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：12月9日㈪･10
日㈫、実技：12月11日㈬･12
日㈭･13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）

◆クレーン運転業務特別教育

と　き　12月17日㈫･18日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

くらしの情報くらしの情報

国際理解料理講座
｢ウガンダ料理｣

（公財）鈴鹿国際交流協会

　383-0724 　383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

催 し 物

あじ
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定　員　200人（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（千代崎キャンパス）庶務課
（　383-8991　383-9666）

申込み　10月28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

◆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　11月
9日㈯と10日㈰
・エクセル基礎　11月16日㈯
と17日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　11月9日㈯と

　応急手当普及員講習の受
講者を募集します。この資格を
取得すると、ご自身が所属する
組織の方々などを対象に、普通
救命講習の指導ができます。
対　象　市内に在住か在勤
で、この資格をお持ちでな
い方

と　き　11月22日㈮～24日
㈰の3日間　9時～18時

※3日間全ての受講が必要です。
ところ　中央消防署　4階
多目的室（飯野寺家町217
　-1）
テキスト　『応急手当指導
者標準テキスト ガイドライン
2010対応（東京法令出版
　ISBN978-4-8090-2332-3、
3,570円）』に沿って講習を
行います。

※講習中は、テキストをお貸しでき
ますが、講習後、必要であれば
ご購入ください。消防本部では
販売していません。

定　員　30人（先着順）
申込み　10月28日㈪から11
月15日㈮までに、電話か直
接、中央消防署へ

　消費税率の引き上げが平
成26年4月に予定されていま
す。この機会を逆転の発想で
ビジネスチャンスとして捉え、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　11月14日㈭　14時

～16時
ところ　鈴鹿商工会議所 2
階特別会議室

内　容　経営力強化に向け
て消費税を転嫁できる企業
体質への脱皮　ほか

講　師　大木ヒロシさん（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　11月11日㈪までに、
電話で鈴鹿商工会議所へ
（　382-3222　担当：髙橋
真･山下･近藤･森）

と　き　11月9日㈯　13時～
16時20分

ところ　千代崎キャンパス　
JART記念館100年記念
ホール（岸岡町1001-1）

内　容

○演題1「鯵の塩焼きと魚の
鮮度 レシピのブラックボック
スが料理を美味しく「塩」を
減らす」米川泰正さん（食
理学者）
○演題2「食品の機能成分で
この頃明らかになってきたこ
と」大澤俊彦さん（愛知学
院大学）
○演題3「食の安全・安心に
関する知識力―食品添加
物編その3―」長村洋一さ
ん（鈴鹿医療科学大学）
○演題4「健康食品管理士か
らの一言『自然から健康を勝
ち取る』」利見和夫さん（益
子記念病院）
○健康食品管理士による相
談コーナー

はじめてのパソコン講座

市政情報課 　382-9003 　382-2214

鈴鹿地域職業訓練センター
11・12月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

 　387-1900 　387-1905

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

高齢者用肺炎球菌予防接種について

今年65歳になります。高齢者用の肺
炎球菌予防接種の助成について教え

てください。

本市では高齢者用肺炎球菌予防接
種費用助成を行っています。インフル

エンザワクチンと併せて接種すると、より効
果的に肺炎を予防でき、1回接種すると5年
間有効です。
　費用助成の対象者は、接種時に満65歳
以上の方、または60歳以上65歳未満で心
臓、じん臓、呼吸器，膵臓、糖尿病、免疫など

の機能に障がいがあり、医師が接種対象と認
める方です（詳しくは医師とご相談ください）。
　接種費用の内、3,000円を助成します（3,000
円を超える費用は自己負担になります）。
　予防接種は市内で受けるのが原則です
が、事情により市外医療機関での接種を希
望される場合は、事前に健康づくり課（保健
センター）へ申請してください。
※接種時には健康手帳が必要です。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

10日㈰
・ワード応用　11月16日㈯と
17日㈰

ところ　図書館　2階視聴
覚室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

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　受講開始日の1カ月

　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。

前から受け付け。事前に電
話でお問い合わせのうえ、
鈴鹿地域職業訓練センタ
ーの窓口へ

◆Excel中級(表計算講習)

と　き　11月26日㈫～29日
㈮　9時～12時

受講料　4,000円
◆アーク溶接特別教育

と　き　12月3日㈫～5日㈭
　8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：12月9日㈪･10
日㈫、実技：12月11日㈬･12
日㈭･13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）

◆クレーン運転業務特別教育

と　き　12月17日㈫･18日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp
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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。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できます。
○生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です（乳がん検診は除く）。
※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の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)。

12月13日㈮
午前（9時30分～11時）、
午後（13時～14時30分）

1月16日㈭
午前（9時30分～10時30分）、

午後（13時～14時）

保健センター 1,400円

午前
各40人
午後
各40人

10月22日㈫～
10月31日㈭
(消印有効)

12月2日㈪、12月12日㈭、
12月13日㈮、1月10日㈮
13時～14時30分

保健センター
（12月2日は稲生
地区市民センター）

900円
（70歳以上500円）各70人

10月22日㈫～
10月31日㈭
（消印有効）

10月31日㈭、12月2日㈪、
12月12日㈭、1月10日㈮
午前（9時30分～11時）、
午後（13時～14時30分）

10月31日は白子地
区市民センター、
12月2日は稲生地
区市民センター、
12月12日と1月10
日は保健センター

1,900円

午前
各40人
午後
各40人
（10月31日
は若干名）

11月17日㈰、12月16日㈪
9時～11時 保健センター 1,000円

(70歳以上の方は500円)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

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）。

＜乳がん・子宮がん検診のはがきでの申し込み方法＞　※申込みは、一つの検診につき一人はがき1枚です。
※はがきの裏面へ、①希望する検診名、②希望する検診日を第2希望まで記入（乳がん検診は、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　西条五丁目118-3　
健康づくり課「がん検診担当」へ。

※申込みが定員を超える場合は抽選となり（先着順のものを除く）、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、11月下旬ごろに郵送でお知らせします。

子宮がん
（頸部）

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。

乳がん
（超音波による）

20歳以上の女性

※妊娠中・授乳中の方は申込み前に健康づくり課へご相談ください。

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。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグラフィ検診を重複して受診することはできません。

10月22日㈫～
10月31日㈭
（消印有効）
（10月31日検診
分は先着順）
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12月19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 ̶ ̶11月22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

沖中務医師(内科)
「血圧管理の重要性
　 　元気で長生きするために」
（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

（医師による講演会と
質疑応答、個別相談）

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

■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（保
健センター内）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、子育て情報紙の提供などで
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

無料
11月10日㈰

9時30分～11時45分、
13時30分～15時45分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など 

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組

無料保健
センター

11月13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

ブラッシング指導、保育
士による遊び、個別相談

離乳食コース
平成25年5月～7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

10月24日㈭から
（先着順）

10月29日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

11月28日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
1歳半～2歳未満の幼児と

その保護者の方

10月30日㈬から
（先着順）

20組

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

11月27日㈬
10時～11時30分

10月24日㈭から
（先着順）

※個別相談の申込みは、10月25日㈮から12月6日㈮までにお願いします。

※動きやすい服装でお越しください。
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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

不法投棄をなくし、きれいなまちにしましょう

　ごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」によ

って禁止されており、「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という罰則が設け

られている犯罪行為です。今回は、市内の不法投棄の現状と清掃ボランティア活動についてお知らせします。

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

　市内の不法投棄件数は、平成15年度の379件をピークに減少傾
向にありますが、依然として空き缶やペットボトルなどのポイ捨ては収ま
らず、悪質な不法投棄も発生しています。

　きれいなまちを維持するために、地域で市道などの市管理地をボランティア清掃し
ていただく場合、市がボランティア清掃専用ごみ袋の配布とごみの回収を行います。
平成17年度から開始しましたこの取り組みは、平成21年度
以降毎年200件を超える依頼をいただいています。

　ボランティア清掃を行う1週間前までに「清掃ボラン
ティアに伴うごみ回収依頼書」とごみの回収場所の地
図を地区市民センターまたは廃棄物対策課へ提出し
てください。

◆ボランティア清掃の申込み方法

※専用ごみ袋は、日常のごみを出すときには使用できませんので、あらかじめご了承ください。
※ごみの回収は原則月曜日に行います。

市内の不法投棄の現状市内の不法投棄の現状

ボランティア清掃活動を支援しますボランティア清掃活動を支援します
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平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

不法投棄件数の推移 不法投棄の内訳（平成24年度）
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　きれいなまちを維持するために、地域で市道などの市管理地をボランティア清掃し

ボランティア清掃の推移

不法投棄の内訳（平成24年度）
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●西部体育館 371-1476
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休館日　11日㈪・25日㈪ 休館日　11日㈪・25日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 11
November
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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
15：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
9：00～12：00
13：00～17：00
9：00～12：00
13：00～17：00
18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00
18：00～21：00
15：00～17：00
9：00～12：00

6・7・21・27日
8日
20・27日
24日
26日
1日
2・19日
4・8・21・24・27・29・30日
9・22日
13・14・28日
5・21日
6・8・20・27日
7・17日
12・26日

18日

4・17日
15・29日
22日

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

1・5～8・11～15・18～23・25～30日
2・4・10・16・24日
1・6・13・15・20・27日
4・10・24日
5・7・8・11・12・14・18・19・21・22・25・26・28・29日

バドミントンバスケットボール

バレーボール
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
9：00～21：00

2・16日
6・7・13・14・20・21・23・27・28・30日
1・8・15日
4・10・16・24日
5・11・12・18・19・22・23・25・26・29・30日

11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

文化の日

振替休日

勤労感謝の日

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　11日㈪

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

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

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

1・6～8・12～15・20～22・26～29日
2・3日
4・5・18・19・24日
9・16・23・30日
10・17日

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

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

9：00～21：001～10・12～24・26～30日
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金
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金
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金
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11月
月曜日、5日㈫、19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）　2日・10日・16日14時30分～15時、23日10時30分～11時　1階親子コーナー
382-0347

図
書
館 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

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

久間田公民館
河曲公民館
郡山公民館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

1日㈮
15日㈮
29日㈮

6日㈬
20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

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㈮

　

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

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

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

11月

※9月20日号で、10月26日のおはなし会を「10時30分～15時」と記載しましたが、正しくは「10時30分～11時」です。訂正してお
わびします。

13日㈬
27日㈬

14日㈭
28日㈭

7日

◎総合相談 15日 10：00～15：00
白子コミュニティセンター

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

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

人権相談 24日 13：00～16：00 文化会館 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 13・27日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室） 子ども家庭支援室

382-9058

382-9011　　382-2214

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・5・7・8・12・14・
15・21・26・28・29日女性のための電話相談

※法律相談を受けられた方は、相談日から3
カ月以内は次回の予約ができません。
※総合相談は、弁護士、行政相談委員、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、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 7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
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○10月21日㈪～31日㈭…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○11月1日㈮～10日㈰…鈴鹿市の消防団
○11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［9月30日現在］

9
広 報すず か 　2 0 1 3 年 1 0 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/2件、うち建物1件（34件、7件減） 出動数/630件（6,400件、331件増）

人口/201,450人（39人減） 男性/100,636人（37人減） 女性/100,814人（2人減） 世帯数/81,658世帯（46世帯増）

事故数/578件、うち人身事故58件（5,010件、11件減） 死者数/0人（7人、2人増） 傷者数/78人（922人、55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

　あおば保育園は、今新しく生まれ変わろうとしています。老朽

化した建物を、耐震強度の強いものに建て替え、その中の日当

たりのいい部屋を保育室にしました。自宅の居間のような、ま

さにアットホームな雰囲気の保育園です。私たち職員も気持ち

新たに頑張っていきます。

　9月下旬から入園の申し込みを受け付け始めました。ご相談

の上、順次保育を行っていきます。今後は、以前より規模を縮小

して、すぐに預けられるところが見つからなくて困っている保護

者などを対象に、主に低年齢の子どもたちと楽しく生活していきたいと考えています。一時預

かり、長時間保育に加えて、夜間保育も受け入れられる体制を整えていきます。

　さらに、子育てに困ったり、悩んだりしているお父さんとお母さんのための子育て支援とし

て、「cafe・サロンあおば」を開設します。保護者同士の情報交換の場として、また、職員に気

軽に相談する場として利用していただければと思います。他にも、地域の一人暮らしの方や高

齢者の方が、子どもたちとふれ合う場にもしていきたいと考えています。私たちは、これまで

以上に、保護者や地域の皆さんとのコミュニケーションを大切にしていきます。

　当園の再出発に、皆さんの温かい声援とご協力をよろしくお願いいたします。

あおば保育園あおば保育園
〒510-0231
江島台一丁目20番2号

定員15人　問合せ 　・　 387-2328

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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