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　 Jアラート（全国瞬時警報
システム）を利用した緊急地
震速報の全国的な訓練放送
が実施されます。
　本市でも、防災スピーカーや

コミュニティFM放送を用いて
訓練放送を行います。
対象設備　市内90カ所に設置
された防災スピーカー、地区
市民センター、公民館、各小
中学校などの館内放送、鈴
鹿ヴォイスFM（78.3MHz）

と　き　11月29日㈮　10時
15分から

放送内容

1.上り4音チャイム
2.「ただいまから、訓練放送を
行います。」
3.緊急地震速報の報知音
4.「緊急地震速報。大地震で
す。大地震です。」×3回
5 .「こちらは鈴鹿市災害対策
本部です。これで訓練放送
を終わります。」
6.下り4音チャイム

　12月4日㈬から10日㈫は「第

65回人権週間」です。近所や
家庭内のもめごと、いじめや体
罰、職場でのセクハラ、DVな
どでお悩みの方は、人権擁護
委員または相談所へ気軽にご
相談ください。相談は無料で、
秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　12月4日㈬　10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター
◆人権擁護委員（敬称略）
山尾教雄（江島町）、髙野栄
子（小岐須町）、松永紀美子
（稲生西三丁目）、嶋かをり（柳
町）、岸勝驥（八野町）、益川
博光（五祝町）、中尾征郎（小
田町）、小川由美子（中瀬古
町）、神﨑佳代子（若松北一
丁目）、濵野勇夫（加佐登四丁
目）、林義智（高岡町）、山本陽
子（池田町）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

人権擁護委員にご相談を
人権政策課 　382-9011 　382-2214

Ｊアラートを利用した
緊急地震速報の
訓練放送を行います

防災危機管理課

　382-9968 　382-7603
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くらしの情報くらしの情報

　クレーン車などの建設機械
や農機具が盗まれる被害が
多発しています。所有者、管
理者の皆さまは、十分な防犯
対策をお取りください。
　また、工事現場や付近で不
審な人物や車両などを見かけ
たときは、最寄の交番または
鈴鹿警察署（　380-0110）ま
で情報提供をお願いします。

　市では、平成26年度から平
成30年度末までに取り組む、
地域における産業の集積と活
性化のための計画の策定作
業を進めています。
　これまでに鈴鹿地域産業
活性化協議会をはじめ、市役
所内で議論を重ねたものを素
案としてまとめました。この素
案について皆さんからの意見
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　11月20日㈬～12
月20日㈮

閲覧場所　産業政策課、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「鈴鹿地域
産業活性化基本計画素案
に関する意見」、住所、氏
名、ご意見を記入の上、郵
便（〒513 -8701　産業政
策課宛、当日消印有効）、フ
ァクス、電子メールまたは直
接、窓口（産業政策課、地
区市民センター）へ。様式
は問いません。

※素案に寄せられた意見は、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
ムページなどで、平成26年1月
ごろに公表します（個別には回
答しません）。

※計画に直接関係のない意見は、
一般的な市への意見として取
り扱わせていただきます。

建設機械や農機具の
盗難にご注意ください

地域課 　382-9022 　382-2214

鈴鹿地域産業活性化
基本計画素案への
意見を募集します

産業政策課 　382-9045 　382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

営業費用

●平成25年度予算の執行状況(平成25年9月30日現在） ●平成24年度水道事業損益計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

37億6,700万円

37億4,500万円

11億2,796万円

資本的支出 35億4,854万円

18億8,281万円

15億7,339万円

1億3,651万円

9億7,666万円

30億4,376万円 営業収益
貸　方
35億4,499万円

営業外費用 4億3,512万円 営業外収益 7,962万円
特別損失 1,039万円
当年度純利益 1億3,534万円
計 計36億2,461万円 36億2,461万円

固定資産

●平成24年度水道事業貸借対照表（平成25年3月31日現在）

借　方
432億3,960万円 固定負債

貸　方
7億5,936万円

流動資産 48億1,586万円 流動負債
資本金
剰余金

10億9,589万円
235億3,929万円
226億6,092万円

計 計480億5,546万円 480億5,546万円

予算現額 執行額

●平成24年度決算状況（平成25年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

37億9,900万円

37億7,300万円

18億8,441万円

資本的支出 50億4,312万円

38億389万円

35億5,639万円

11億510万円

39億97万円

予算額 決算額

※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

◆業務の概況

　給水戸数は9月30日現在8万1,531戸です。ま
た、上半期の総配水量は1,274万5,784㎥、一日
平均配水量は6万9,649㎥で、昨年度の上半期
に比べると0.32％減少しています。

◆工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　9,826万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など
　2億3,084万円
○配水管布設替工事など　2,769万円

※詳しい内容を水道局のホームページ(http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/index.html)に掲載しています。

水道事業の業務状況をお知らせします 水道総務課　 368-1674 　368-1688
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営業費用

●平成25年度予算の執行状況(平成25年9月30日現在） ●平成24年度下水道事業損益計算書（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

43億3,540万円

44億812万円

38億2,001万円

資本的支出 56億9,497万円

27億1,161万円

18億4,177万円

4億4,088万円

15億1,057万円

29億1,003万円 営業収益
貸　方
17億6,180万円

営業外費用 12億2,748万円 営業外収益

当年度純損失
23億2,590万円

1億1,282万円特別損失 6,301万円

計 計42億52万円 42億52万円

固定資産

●平成24年度下水道事業貸借対照表（平成25年3月31日現在）

借　方
922億4,297万円

貸　方

流動資産 17億9,458万円
流動負債

資本金

剰余金

14億277万円

490億1,592万円

436億1,886万円
計 計940億3,755万円 940億3,755万円

予算現額 執行額

●平成24年度決算状況（平成25年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

43億4,881万円

44億6,342万円

46億3,089万円

資本的支出 64億1,524万円

41億6,470万円

42億3,960万円

34億7,533万円

50億4,230万円

予算額 決算額

※収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

　市では12月2日㈪から
平成26年1月23日㈭の
約2カ月間、寺家六丁
目、寺家七丁目の一筆
地調査を行います。
　この調査は、地籍調
査の中心的作業です。
地籍を明確にするため、
一筆ごとの所有者、地
番、地目とともに境界（筆
界）の位置を確認する
調査です。
　調査へのご理解とご
協力をお願いします。

　予約不要です。
と　き　12月21日㈯　9時30
分～12時30分（最終受け
付けは12時）

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

相談内容　遺言、遺産分割
協議など相続登記に関する
相談、売買・贈与・担保権抹
消など不動産登記に関する
相談、会社・法人登記に関
する相談、金銭トラブルなど
身近な法律相談、借金や自
己破産に関する相談、成年
後見に関する相談など

問合せ　三重県司法書士会
鈴亀支部（　0595-97-3620）

司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課 　382-9004 　382-7660

地籍調査(一筆地調査)が始まります

土木総務課 　382-1260 　382-7612

鈴鹿市地籍調査事業
寺家Ⅱ調査区域図

南光
堀切川

近鉄名古屋線

神明

寺家七丁目 寺家六丁目

村崎

国道23号線

県道鼓ヶ浦線

・・・調査範囲

・・・自治会界

電　話 電子メール ホームページファクス

◆業務の概況

①公共下水道事業
　上半期の総処理水量は486万3,794㎥、一日
平均汚水処理水量は2万6,578㎥で、昨年度
の上半期に比べると0.06％増加しています。
②農業集落排水事業
　上半期の総処理水量は73万4,963㎥、一日
平均汚水処理水量は4,016㎥で、昨年度の
上半期に比べると0.93％減少しています。

◆工事請負費の執行状況

○汚水処理普及促進事業に伴う工事（公共下
水道事業）　2億180万円
○浸水対策事業に伴う工事　5,390万円
○三宅・徳居地区施設整備に伴う工事（農業集
落排水事業）　2,250万円

※詳しい内容を下水道のホームページ（http://www.
　city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/gesui/index.
　html）に掲載しています。

公共下水道事業および農業集落排水事業の業務状況をお知らせします。

下水道事業の業務状況をお知らせします 下水管理課 　382-7641 　384-3938　集落排水課 　382-9019 　382-0304
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　12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　11月25日㈪・12月4日
㈬・5日㈭・6日㈮・9日㈪・10日
㈫・20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。

　研修参加費（資料代）を助
成します。
対　象　市内在住・在勤の方
で、後日報告書を提出して
いただける方

対象となる研修会

　第28回人権啓発研究集会
（津市･四日市市）　平成
26年2月6日㈭･7日㈮

定　員　若干名
※予算の範囲内。応募者多数の
場合は抽選

申込み　平成26年1月31日㈮
（郵送の場合は消印有効）
までに人権政策課へ

◆休日窓口

と　き　11月24日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月28日㈭、29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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　クリスマス特別投影｢巨大
彗星の旅｣を投影後、プラネタ
リウムに広がる満天の星空を
眺めながら、一般公募の方に
よるライブ演奏を楽しんでいた
だきます。
※事前に配布する整理券が必要
です。12月7日㈯10時から、文
化会館で希望時間の整理券を
配布します。無くなり次第受け
付けを終了します。

とき・内容

○12月22日㈰　13時30分～
14時30分（13時開場）
　オカリナ演奏（マルシェ）
○12月23日（月･祝）
・1回目　10時30分～11時
30分（10時開場）　アカペ
ラ合唱（トノサマシンガーズ） 
・2回目　13時30分～14時30
分（13時開場）　コンサーテ
ィナー・アコーディオン演奏
（スタジオ・J、逢坂淳子さん）
・3回目　15時30分～16時

30分（15時開場）　アコー
スティックギター演奏（落合
義視さん） 

ところ　文化会館　プラネタ
リウム

定　員　各回150人
※中学生以下は保護者同伴で。
2歳以下はご遠慮ください。

参加料　無料

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランやシクラメン、こだわりの観
葉植物、バラなど品評会の入
賞作品を展示･販売します。
　併せて生産者による園芸体
験教室を開催します。産地だ
からこそできる新鮮な植物を
用いて、これからの時期に合う
寄せ鉢を一緒に作りましょう。
◆品評会（販売は1日㈰のみ）
と　き

　11月30日㈯　10時～22時
　12月 1日㈰　14時～18時
ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

◆園芸体験教室

と　き　12月1日㈰　14時～
18時

ところ　同上
内　容

①クリスマス用寄せ植え教室
（20セット）
②正月用寄せ植え教室（20セ
ット）
③モスビー君作り教室（無くな
り次第終了）

参加料　1,000円（予定）
※事前申し込みは不要です。
問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長　益川康志（　090
　-3382-7350）

音楽プラネタリウム
クリスマス特別投映と

ライブ演奏
文化会館 　382-8111  382-8580

第29回鈴鹿花き温室組合
品評会と園芸体験教室

農林水産課 　382-9017 　382-7610

催 し 物

　市民の皆さんに子どもの医
療と救急に関する理解と認識
を深めていただくための講演
会を開催します。
と　き　12月8日㈰13時30分
～15時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス　JART
記念館（岸岡町1001-1）

内　容　

○基調講演｢子どもの医療を
取り巻く課題について｣　
二井栄さん（白子クリニック
院長・医師）
○鈴鹿の地域医療を応援す
る会の今後の取り組み

定　員　300人
参加料　無料
問合せ　鈴鹿の地域医療を
応援する会　薮田（　383
　-5021）

と　き　12月8日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
テーマ　「文化財を活かした
町づくり-国史跡斎宮跡の
調査・整備・活用について-」

講　師　中野敦夫さん（明和
町斎宮跡･文化観光課　
文化財保存活用監）

聴講料　無料
主　催　考古博物館サポート会

対　象　小学4年生以上
と　き　12月1日㈰　10時～
12時、13時～16時

ところ　伝統産業会館
内　容

・干支のミニ色紙作り
・干支のカレンダー作り
定　員　各100人（当日先着
順）

参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
坂（　382-3441）

　三重県手もみ茶技術伝承
保存会の教師4人による伝統
のお茶づくりの技を体験できま
す。本年最終イベントです。
と　き　12月8日㈰　9時30
分～14時30分ごろ

ところ　椿地区市民センター
（山本町747-2）
内　容

・蒸した茶葉からホイロ上で
伝統手もみ茶の技体験
・究極のお茶会
・きのこご飯等で昼食交流会
定　員　15人程度
参加料　中学生以上　2,000
円、小学生以下　1,000円

申込み　12月1日㈰までに、参
加者の氏名、年齢、性別、
代表者の連絡先を、市川
（　090-9336-5153）へ

　第4回フットボール大会の参
加者を募集します。
対　象　小学生の男女7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　12月23日（月･祝）　
9時から（予備日平成26年1

月13日（月･祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グランド

参加料　1人500円（当日支払）
申込み　12月13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）

　｢来て･見て･学んで取り組
む！地球温暖化対策｣をテーマ
に、楽しみながら環境問題に
関心を深められる体験ブース
の設置や、風力･太陽光発電
パネルなどの模型展示ほかを
行います。
と　き　12月1日㈰　10時～
15時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）
参加料　無料
問合せ　三重県地球温暖化防
止活動推進センター（　059-

　245-7517　 059-245-7518
　mccca@mec.or.jp）

　県内の花き生産者が生産
技術と品質向上を図り、生産
者と消費者の交流を目的とし
て、品評会と即売会を開催し
ます。
と　き　12月4日㈬12時～17
時、5日㈭9時～16時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）
問合せ　三重県農林水産部
農産園芸課（　059-224-
2808　 059-224-2558）

くらしの情報くらしの情報くらしの情報くらしの情報

市議会をテレビ中継します

議事課 　382-7600 　382-4876

人権啓発研修会に
参加しませんか

人権政策課 　382-9011 　382-2214

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660
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◆休日窓口

と　き　11月24日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月28日㈭、29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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　クリスマス特別投影｢巨大
彗星の旅｣を投影後、プラネタ
リウムに広がる満天の星空を
眺めながら、一般公募の方に
よるライブ演奏を楽しんでいた
だきます。
※事前に配布する整理券が必要
です。12月7日㈯10時から、文
化会館で希望時間の整理券を
配布します。無くなり次第受け
付けを終了します。

とき・内容

○12月22日㈰　13時30分～
14時30分（13時開場）
　オカリナ演奏（マルシェ）
○12月23日（月･祝）
・1回目　10時30分～11時
30分（10時開場）　アカペ
ラ合唱（トノサマシンガーズ） 
・2回目　13時30分～14時30
分（13時開場）　コンサーテ
ィナー・アコーディオン演奏
（スタジオ・J、逢坂淳子さん）
・3回目　15時30分～16時

30分（15時開場）　アコー
スティックギター演奏（落合
義視さん） 

ところ　文化会館　プラネタ
リウム

定　員　各回150人
※中学生以下は保護者同伴で。
2歳以下はご遠慮ください。

参加料　無料

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランやシクラメン、こだわりの観
葉植物、バラなど品評会の入
賞作品を展示･販売します。
　併せて生産者による園芸体
験教室を開催します。産地だ
からこそできる新鮮な植物を
用いて、これからの時期に合う
寄せ鉢を一緒に作りましょう。
◆品評会（販売は1日㈰のみ）
と　き

　11月30日㈯　10時～22時
　12月 1日㈰　14時～18時
ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

◆園芸体験教室

と　き　12月1日㈰　14時～
18時

ところ　同上
内　容

①クリスマス用寄せ植え教室
（20セット）
②正月用寄せ植え教室（20セ
ット）
③モスビー君作り教室（無くな
り次第終了）

参加料　1,000円（予定）
※事前申し込みは不要です。
問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長　益川康志（　090
　-3382-7350）

　市民の皆さんに子どもの医
療と救急に関する理解と認識
を深めていただくための講演
会を開催します。
と　き　12月8日㈰13時30分
～15時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス　JART
記念館（岸岡町1001-1）

内　容　

○基調講演｢子どもの医療を
取り巻く課題について｣　
二井栄さん（白子クリニック
院長・医師）
○鈴鹿の地域医療を応援す
る会の今後の取り組み

定　員　300人
参加料　無料
問合せ　鈴鹿の地域医療を
応援する会　薮田（　383
　-5021）

と　き　12月8日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
テーマ　「文化財を活かした
町づくり-国史跡斎宮跡の
調査・整備・活用について-」

講　師　中野敦夫さん（明和
町斎宮跡･文化観光課　
文化財保存活用監）

聴講料　無料
主　催　考古博物館サポート会

対　象　小学4年生以上
と　き　12月1日㈰　10時～
12時、13時～16時

ところ　伝統産業会館
内　容

・干支のミニ色紙作り
・干支のカレンダー作り
定　員　各100人（当日先着
順）

参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
坂（　382-3441）

　三重県手もみ茶技術伝承
保存会の教師4人による伝統
のお茶づくりの技を体験できま
す。本年最終イベントです。
と　き　12月8日㈰　9時30
分～14時30分ごろ

ところ　椿地区市民センター
（山本町747-2）
内　容

・蒸した茶葉からホイロ上で
伝統手もみ茶の技体験
・究極のお茶会
・きのこご飯等で昼食交流会
定　員　15人程度
参加料　中学生以上　2,000
円、小学生以下　1,000円

申込み　12月1日㈰までに、参
加者の氏名、年齢、性別、
代表者の連絡先を、市川
（　090-9336-5153）へ

　第4回フットボール大会の参
加者を募集します。
対　象　小学生の男女7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　12月23日（月･祝）　
9時から（予備日平成26年1

月13日（月･祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グランド

参加料　1人500円（当日支払）
申込み　12月13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）

　｢来て･見て･学んで取り組
む！地球温暖化対策｣をテーマ
に、楽しみながら環境問題に
関心を深められる体験ブース
の設置や、風力･太陽光発電
パネルなどの模型展示ほかを
行います。
と　き　12月1日㈰　10時～
15時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）
参加料　無料
問合せ　三重県地球温暖化防
止活動推進センター（　059-

　245-7517　 059-245-7518
　mccca@mec.or.jp）

　県内の花き生産者が生産
技術と品質向上を図り、生産
者と消費者の交流を目的とし
て、品評会と即売会を開催し
ます。
と　き　12月4日㈬12時～17
時、5日㈭9時～16時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）
問合せ　三重県農林水産部
農産園芸課（　059-224-
2808　 059-224-2558）

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト2013第四弾
｢本格手もみ茶の体験｣と

｢お茶会｣

農林水産課　 382-9017　 382-7610

ストップ･ザ･医療崩壊 ！
「鈴鹿の小児救急を語る会」

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

文化財講演会

考古博物館 　374-1994 　374-0986

伊勢型紙彫刻体験会

産業政策課 　382-9045 　382-0304

みえ環境フェア2013

環境政策課 　382-7954 　382-2214

三重県秋季花き品評会と
即売会

農林水産課 　382-9017 　382-7610

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
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15日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　12月7日㈯
と8日㈰
・エクセル応用　12月14日㈯
と15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

　市立幼稚園･小学校の子
どもたちの個性を生かした絵
画、彫刻、デザイン、工作など
の美術作品を展示します。
と　き　12月7日㈯･8日㈰10
時～17時、9日㈪10時～13時

ところ　イオンモール鈴鹿　
2階イオンホール

入場料　無料

　ボランティアや市民活動を
している人・興味がある人が
集まって、それぞれの取り組
みや関心があることについて
話し合う｢ワールド･カフェ～
つながり実験室～｣を開催し
ます。
と　き　12月22日㈰　13時
30分～16時

ところ　文化会館さつきプラザ
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　NPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどう（　・　
387-0767 　budou@mecha.

　ne.jp）または地域課へ
※手話通訳、託児の必要な方は
12月10日㈫までにご連絡くだ
さい。

※12月は、三重県の市民活動・
NPO月間です。この事業は市
民活動・NPO月間に参加してい
ます。

　科学サークル大黒屋から
講師を迎え、エンジンを自作し
てエネルギーについて学んだ
り、骨から動物の生態に迫っ
たりなどの内容を予定してい
ます。
対　象　小学校5・6年生（全
回参加が望ましい）

と　き　平成26年1月12日･
19日･26日、2月2日　全4回
毎週日曜日　10時～13時
（昼食付き）
ところ　鈴鹿青少年センター
定　員　30人程度（応募者
多数の場合抽選）

参加料　各回1,000円（材料
費、昼食代、保険代など）

申込み　11月20日㈬から12
月18日㈬（当日消印有効）ま
でに、所定の用紙で鈴鹿青
少年センター（〒513-0825
住吉町南谷口）へ

対　象　事業を営んでいる方
と　き　12月16日㈪　14時
～16時

ところ　鈴鹿商工会議所　
4階大ホール

内　容

・消費税増税に負けない顧
客づくりの極意
・分からなくても使えるソーシ
ャルメディアのポイント
・情報交換の場から出会い
の場へ　など

講　師　渋谷雄大さん（ジャイ
ロ総合コンサルティング㈱）

定　員　50人（先着申込順）

参加料　無料
申込み　12月9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　12月12日㈭　15時
～17時

ところ　近鉄津駅前　伊勢
門　EBI IRO（津市栄町
3-222ソシアビル1階）

内　容　「Yubaメソッドでど
んな人も良い声になる！歌が
上手くなる！」

講　師　弓場徹さん（三重大
学教育学部教授）

定　員　40人（先着順）
参加料　500円（ドリンク付）
申込み　電子メールかファク
スで、三重大学社会連携
研究センター（　059-231-
9705　 ken-sokatu@ab.
　mie-u.ac.jp)へ
問合せ　社会連携研究セン
ター（　059-231-9704）

申込み　11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

◆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
　12月7日㈯と8日㈰
・ワード基礎　12月14日㈯と

三重大サイエンスカフェ

企画課 　382-9038 　382-9040

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

鈴鹿市NPO支援講座
つどい、つながり、
そして未来へ8

地域課 　382-8695 　382-2214

おもしろ自然科学教室

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811 　378-9809

はじめてのパソコン講座

市政情報課 　382-9003 　382-2214

申込み　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－の窓口へ

◆タイヤ空気充てん業務特別

教育

と　き　1月15日㈬ ･ 16日㈭
　9時50分～16時20分
受講料　8,400円（別途教材
費3,150円）

申込み　受講開始1カ月前から
◆玉掛技能講習

と　き　学科：1月20日㈪･21
日㈫、実技：1月22日㈬･23日
㈭･2 4日㈮の間で選択受
講、各8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

申込み　12月25日㈬から受
け付け

◆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：1月28日㈫8時
20分～17時30分、実技：Ⅰコ
ース　1月29日㈬～31日㈮
8時～17時15分、Ⅱコース2
月4日㈫～6日㈭8時～17時
15分

受講料　2万6,500円
申込み　12月2日㈪から受け
付け

◆窓口業務･貸館をお休みし

ます

　12月20日㈮から24日㈫ま
で、電線取り替え工事のため、
窓口業務および貸館をお休み
します。ご迷惑をお掛けします
がご了承ください。

くらしの情報くらしの情報

市立幼稚園・小学校
美術作品展

指導課 　382-9028 　383-7878

催 し 物
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鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

15日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　12月7日㈯
と8日㈰
・エクセル応用　12月14日㈯
と15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

　科学サークル大黒屋から
講師を迎え、エンジンを自作し
てエネルギーについて学んだ
り、骨から動物の生態に迫っ
たりなどの内容を予定してい
ます。
対　象　小学校5・6年生（全
回参加が望ましい）

と　き　平成26年1月12日･
19日･26日、2月2日　全4回
毎週日曜日　10時～13時
（昼食付き）
ところ　鈴鹿青少年センター
定　員　30人程度（応募者
多数の場合抽選）

参加料　各回1,000円（材料
費、昼食代、保険代など）

申込み　11月20日㈬から12
月18日㈬（当日消印有効）ま
でに、所定の用紙で鈴鹿青
少年センター（〒513-0825
住吉町南谷口）へ

対　象　事業を営んでいる方
と　き　12月16日㈪　14時
～16時

ところ　鈴鹿商工会議所　
4階大ホール

内　容

・消費税増税に負けない顧
客づくりの極意
・分からなくても使えるソーシ
ャルメディアのポイント
・情報交換の場から出会い
の場へ　など

講　師　渋谷雄大さん（ジャイ
ロ総合コンサルティング㈱）

定　員　50人（先着申込順）

参加料　無料
申込み　12月9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　12月12日㈭　15時
～17時

ところ　近鉄津駅前　伊勢
門　EBI IRO（津市栄町
3-222ソシアビル1階）

内　容　「Yubaメソッドでど
んな人も良い声になる！歌が
上手くなる！」

講　師　弓場徹さん（三重大
学教育学部教授）

定　員　40人（先着順）
参加料　500円（ドリンク付）
申込み　電子メールかファク
スで、三重大学社会連携
研究センター（　059-231-
9705　 ken-sokatu@ab.
　mie-u.ac.jp)へ
問合せ　社会連携研究セン
ター（　059-231-9704）

申込み　11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

◆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
　12月7日㈯と8日㈰
・ワード基礎　12月14日㈯と

鈴鹿地域職業訓練センター
1月の講座

申込み　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－の窓口へ

◆タイヤ空気充てん業務特別

教育

と　き　1月15日㈬ ･ 16日㈭
　9時50分～16時20分
受講料　8,400円（別途教材
費3,150円）

申込み　受講開始1カ月前から
◆玉掛技能講習

と　き　学科：1月20日㈪･21
日㈫、実技：1月22日㈬･23日
㈭･2 4日㈮の間で選択受
講、各8時45分～17時

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

申込み　12月25日㈬から受
け付け

◆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：1月28日㈫8時
20分～17時30分、実技：Ⅰコ
ース　1月29日㈬～31日㈮
8時～17時15分、Ⅱコース2
月4日㈫～6日㈭8時～17時
15分

受講料　2万6,500円
申込み　12月2日㈪から受け
付け

◆窓口業務･貸館をお休みし

ます

　12月20日㈮から24日㈫ま
で、電線取り替え工事のため、
窓口業務および貸館をお休み
します。ご迷惑をお掛けします
がご了承ください。

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

子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がん予防ワクチンの接種を迷っ
ているのですが、どうしたらいいですか。

子宮頸がん予防ワクチンは平成25年
4月1日から定期予防接種として実施

していますが、6月に厚生労働省から｢ワクチ
ンとの因果関係を否定できない持続的な痛
み等が見られたことから、適切な情報提供
ができるまでの間、定期接種を積極的に勧
奨すべきではない｣との勧告があり、現在、
ワクチンの接種を積極的にはお勧めしてい

ません。接種するかどうかは、ワクチンの有効
性と起こりうるリスクを十分理解していただき、
医師とよくご相談の上でご判断ください。
　もしワクチン接種後に痛みが長引くなど体
調の変化がみられた場合は、お早めに接種し
た医師または健康づくり課にご相談ください。
　詳しい情報は、市ホームページトピックスに
も掲載していますのでご覧ください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

　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。

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp
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平成26年1月16日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分～14時45分

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
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。

（　　　　　）

相　談

保健
センター ̶ ̶

12月20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

堀澤　信喜医師（眼科）
「毎日使う目だから
～シルバー世代の目の悩み～」
（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）

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も入手できます。
※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）。

※個別相談の申込みは、11月22日㈮から平成26年1月6日㈪までにお願いします。

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)若干名

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、喫煙をしないでください

（内服が必要な方は、主治医にご確認ください）。

平成26年1月16日㈭
13時～14時

保健センター 1,400円若干名
受付中
（先着順）

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。

＜乳がん検診のはがきでの申し込み方法＞
※はがきの裏面へ、①1月16日の乳がん検診希望、②氏名（ふりがな）、③生年月日、④郵便番号・住所、⑤電話番号
を記入の上、〒513-0809　西条五丁目118-3　健康づくり課「がん検診担当」へ。
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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

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。

月 献 血12 日 程の

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・12月1日㈰、8日㈰、14日㈯、21日㈯、23日
（月・祝）、28日㈯、29日㈰、30日㈪　10時15分～11時30分、13時～17時
アピタ鈴鹿店・・・12月2日㈪　10時～11時30分、12時30分～16時

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

　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

無料保健
センター

12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

離乳食コース
平成25年6月～8月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方

30組 11月26日㈫から
(先着順)

材料費
保健
センター
(調理室)

12月24日㈫または25日㈬
　9時45分～12時30分

親子でクッキング体験
（軽い食事とおやつ）

親子クッキングコース
4歳以上就学前の子とその
保護者の方で初参加の方

各15組 11月29日㈮から
(先着順)

無料保健
センター

音楽療法でいきいき
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

12月24日㈫
10時～11時30分

11月25日㈪から
（先着順）

材料費平成26年1月28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組保健
センター

11月28日㈭～平
成26年1月20日
㈪(先着順)
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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

事業系一般廃棄物の処理方法

　今回は、商店・飲食店などの事業所が排出する、産業廃棄物以外のいわゆる事業

系一般廃棄物の処理方法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

　廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の二つに大きく分けられます。産業廃棄物は、事業活動に伴
って生じた廃棄物のうち、法令で定める20 種類を指します。それ以外の事業活動に伴って生じた廃
棄物は、事業系一般廃棄物といいます。
　事業系一般廃棄物は、事業者自らの責任において適正に処理す
るよう、法律で義務づけられています。市の処理施設に自己搬入する
か、あるいは市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者（許可業
者）に依頼してください。

　事前に手続きを　
　常時または多量に搬
入する場合は、事前に
廃棄物対策課で、施設
使用許可の手続きをし
てください。

　分別を確実に
　もやせるごみ、もやせないごみの分別を確
実に行い、もやせるごみは清掃センター、も
やせないごみは不燃物リサイクルセンターに
搬入してください。

　市内で発生したごみだけ　
　処理施設に搬入できるごみは、施設使用許
可書に記載されている廃棄物で、市内で発
生したものに限ります。

　許可書を提示してください
　搬入の際には、施設使用許可書を携帯し、
受付で提示してください。

　お尋ねすることがあります　
　受付で、ごみが発生した状況などについて
お尋ねしたり、確認させていただくことがあり
ます。

　処理手数料がかかります　
　１回の処分につき、20kgごとに320円の処
理手数料がかかります。

※事業系一般廃棄物は、地域のごみ集積所に
は出さないでください。

※許可業者に依頼する場合も、もやせるごみ、も
やせないごみの分別を確実に行ってください。

1 20

事業系一般廃棄物を自己搬入する際には、次のことに注意してください

廃棄物対策課
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　9日㈪、24日㈫、28日㈯～1月4日㈯

休館日　28日㈯～1月4日㈯

休館日　9日㈪、24日㈫、28日㈯～1月4日㈯●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622

12
December

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

4・5・19日
11日
17・18日
3・10日
6日
7・8・15・21～23・27日
11・16日
12日
1・13・16日
2日
3・4・18日
14・17日
10・20日
8・12・27日

13日

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

1・8・10・15・24日
2・4～7・9・12～14・16～21・23・25～27日
11日
1・3・8・10・15・24日
2・7・9・14・16・17・21・23・27日
6・13・20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
13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～21：00

1・3・8・10・15・24日
2・5・9・12・13・16～20・23・25～27日
4・6日
11日
4・5・7・12・14・18・19・21・25・26日
11日

12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

天皇誕生日

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　2㈪～4㈬、31日㈫、1月1日（水・祝）

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

2・3・10・16・17・23・26日
5・6・11～14・19・20・25・27日
7・21日
8・15・22日

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

1日
2・3・16・17・22・23・26・27日
4～6・10～13・18～20・25日
7・14・21日
8・15日
15日

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

1～3・10・13・16・17・20・27日
4・6・11・18・22・25日
5・12・19・26日
7・14日
8・15・23日

9：00～21：001～8・10～23・25～27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

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

日

月

火

12月
月曜日、3日㈫、17日㈫、28日㈯～1月4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）　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

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

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

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

12月
相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

12日㈭
26日㈭

13日㈮
27日㈮

◎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 20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 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 16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

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 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

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

人権相談 4日 10：00～15：00 鈴鹿ハンター 人権政策課 382-9011　　382-2214

6日㈮
20日㈮
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○11月21日㈭～30日㈯…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○12月1日㈰～10日㈫…正しいごみの分別方法
○12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［10月31日現在］

10
広 報すず か 　2 0 1 3 年 1 1 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/0件、うち建物0件（34件、14件減） 出動数/674件（7,074件、298件増）

人口/201,511人（61人増） 男性/100,665人（29人増） 女性/100,846人（32人増） 世帯数/81,715世帯（57世帯増）

事故数/611件、うち人身事故86件（5,580件、37件減） 死者数/0人（7人、増減なし） 傷者数/105人（1,027人、49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

　当委員会は、地域活性化の一助とし、地域活動の運営母体として平成14年に発足し、『私たちの住

む町は安全で、安心できる環境の下、明るく楽しい人達の集いの場にする』との主旨で、9つの専門部

会と2つの組織体で構成されています。

　主体は「まちづくり部」が行い、自治会長や顧問、各専門部の部長、幼稚園、小・中学校、消防分団、駐

在所の方々により、主要な行事（敬老会、フラワーフェスティバル、農芸祭、カンナロード除草など）の主

催や各専門部との連携を行っています。「青少年育成部」は子どもたちが自然に触れ、昔の遊びを楽し

み、音楽や工作などを楽しめる活動。いろいろなサークル活動の方々が200人集まっている「文化部」。農

業の活性化と農芸技術を支援する「農芸部」。乳幼児から高齢者までの皆さまの安心と楽しい生活を支

援する「民生部」。スポーツで地域内を活性化している「体振

部」。女性パワーで講演会や料理教室を主宰する「女性部」。

「安全部」、「防犯パトロール隊」、「消防団」は、地域内を随時

パトロールし、地域の安全と安心に貢献してくれています。「広

報部」は、各部の活動を地域の皆さまにお知らせしています。

　まちづくり委員会は、地域住民の連携の下、各専門部が自主

的な活動を行い、子どもから高齢者が連帯を深め、明るく、幸

せに暮らせる地域の実現が我々の夢と言えます。

み、音楽や工作などを楽しめる活動。いろいろなサークル活動の方々が200人集まっている「文化部」。農

業の活性化と農芸技術を支援する「農芸部」。乳幼児から高齢者までの皆さまの安心と楽しい生活を支

援する「民生部」。スポーツで地域内を活性化している「体振

部」。女性パワーで講演会や料理教室を主宰する「女性部」。

「安全部」、「防犯パトロール隊」、「消防団」は、地域内を随時

パトロールし、地域の安全と安心に貢献してくれています。「広

　まちづくり委員会は、地域住民の連携の下、各専門部が自主

的な活動を行い、子どもから高齢者が連帯を深め、明るく、幸

わが町加佐登まちづくり委員会（事務局　加佐登公民館内）わが町加佐登まちづくり委員会（事務局　加佐登公民館内）

〒513-0011　高塚町1068番地の1 問合せ 　378-0027　　378-4917

わが町加佐登まちづくり委員会わが町加佐登まちづくり委員会わが町加佐登まちづくり委員会（事務局　加佐登公民館内（事務局　加佐登公民館内（事務局　加佐登公民館内）））

〒513-0011　高塚町1068番地の1 問合せ 　378-0027　　378-4917問合せ 　378-0027　　378-4917問合せ 　378-0027　　378-4917

地域づくりの

団体紹介

『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）。

私たち
のまちは

私たちの手で

市では、地域の課題解決に
取り組む地域づくり協議会
の設立を促進しています。
現在活動中の団体を順に
紹介していきます。
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