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　現在、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
終日通行止めとなっています。

　工事期間中はご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
工事期間　3月31日㈪まで
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）

とき･ところ　診察時間はい
ずれも午前10時から12時まで

○1月1日㈬　市村ペットクリニ
ック（中江島町26-6 　388-
　1716）、北川動物病院（須
賀町782-8 　384-1299）

○1月2日㈭　小林動物病院
（西条4-21　 382-8483）、森
動物病院（算所5-12-11

　378-3952）

○1月3日㈮　菜の花動物病
院（亀山市野村4-1 -2　　
0595-84-3478）、ユーカリ動
物病院（道伯4-9-19　 375-

　2010）

　玉垣･白子地区に整備中の
新しい公園の名称を市民の皆
さんから募集しましたところ、
「桜の森公園」に決まりました。
ご応募ありがとうございました。
　公園予定地は、以前から桜
の名所として知られています。
さらに皆さんに親しまれる場所
になることを期待しています。
　現在、公園は工事中であり、
完成に向けて整備を進めてい
ます。公園を利用できる日が決
まりましたら、あらためてお知ら
せします。

年始に受診できる
動物病院をお知らせします

環境政策課 　382-9014 　382-2214

新公園の名称が
｢桜の森公園｣に
決まりました

市街地整備課 　382-9027 　382-7615

鈴鹿川右岸堤防道路が
3月末まで一部通れません

土木総務課 　382-9021 　382-7612
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　鈴鹿亀山道路の計画検討
にあたり、市民の皆さんの意
向を反映するため、アンケート
を実施します。
対　象　市内在住または勤
務の方

実施期間　12月20日㈮～1月
20日㈪

回答方法

○県ホームページ「みんなで
考えよう！鈴鹿亀山道路」か
ら直接入力で回答（http://
　www.pref.mie.lg.jp/DO
　ROKI/HP/suzukame/
　index.htm）
○アンケート用紙で回答

　用紙は、県庁道路企画課、
鈴鹿建設事務所、鈴鹿市
役所土木総務課（8階）･都
市計画課（9階）窓口に設
置しています。

対　象　昭和29年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得または平成26年3月末
日までに取得見込みの方

募集人員　8人程度
試験日　1月26日㈰
申込み　1月6日㈪から17日㈮
（土･日･祝日を除く8時30分
～17時15分）までに、採用
試験申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送
で、〒513-8701　子育て支
援課へ

※申込書は、直接または郵送で子

育て支援課へ請求してくださ
い。郵送の場合は、封筒の表に
朱書きで「嘱託職員採用試験申
込書希望」と記入の上、返信用
封筒（宛先を記入し、90円切手
を貼った12cm×23㎝程度）
を同封してください。

※公立保育所の臨時保育士･臨
時給食調理員･延長補助員の
登録も随時受け付けています。

　年末につき日程にご注意く
ださい。
と　き　12月25日㈬･26日㈭ 
17時15分～20時

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。

鈴鹿亀山道路の計画検討に
関するアンケートに
お答えください

土木総務課 　382-9072 　382-7612 平成26年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課 　382-7606 　382-7607

納税の夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

くらしの情報くらしの情報

　年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣には
C-BUSが便利です。ぜひご利用ください。また、参詣の際には車に十分お気を付けください。 

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
始発時刻 9時 9時15分 10時15分 6時20分
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○１月１日㈬～5日㈰

○12月31日㈫、1月11日㈯～13日㈪

○１月１日㈬～３日㈮
◆始発時刻を変更します

年末年始のC-BUS運行ルートを一部変更します

※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所(　 059-233-3501)

※西部Ｃ-ＢＵＳ乗換え可能バス停（長沢、伊船町東）での乗換え待ち時間は、最大３０分です。

へお問い合わせください。なお、南部C-BUSは、１月１日㈬から３日㈮まで、土日祝日ダイヤで運行します。 
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商業観光課 　382-9016 　382-0304
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　住宅用地や駐車場用地･看板用地・農地な
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　1月27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

ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　12月24日㈫から1月22日㈬（土･日･祝

日、年末年始を除く）までの8時30分から17
時15分までに、直接、管財営繕課（鈴鹿市
土地開発公社事務局）へ

※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　12月26日㈭　物件（1）9時から、物件
（2）10時から、物件（3）10時30分から、物件
（4）13時30分から、物件（5）14時30分から

ところ　売却物件所在地

土地開発公社所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

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 予定価格
(売却最低価格)所　在　地

（4） 雑種地
（一部宅地）計1,525.98㎡ 第一種低層住居専用地域 2,656万9,000円

（5） 514.82㎡ 近隣商業地域 1,092万6,000円雑種地

（1） 雑種地 144.15㎡ 第二種中高層住居専用地域 549万2,000円
（2） 雑種地

雑種地
計1,267.04㎡ 市街化調整区域 233万1,000円

（3） 810.01㎡ 市街化調整区域 138万8,000円
寺家一丁目2131番1外3筆
加佐登一丁目160番3

算所一丁目1373番
南若松町字瀬古ノ口3226番1外3筆
南若松町字こふぞ3248番1

◆第1次試験

と　き　1月25日㈯　9時から
ところ　市役所本館　12階会議室
申込み　12月20日㈮から1月14日㈫までに、「職員採用試験申込書」を人事課へ（土･日･祝日、年末
年始を除く8時30分から17時15分まで。郵送の場合は1月14日㈫17時15分到着分まで有効）

※申込書は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、「職員
採用試験申込書希望」と記入の上、返信用封筒（宛先を記入し、80円切手を貼った12cm×23cm程度のもの）
を必ず同封し、〒513-8701　神戸1-18-18 人事課人事研修グループ宛に請求してください。市ホームペー
ジ「職員採用」からも申込書を入手できます。

◆平成26年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格など

平成26年度採用市職員を募集します
人事課 　382-9037 　382-2219

※採用予定数は、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。
※外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。
※地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。

職　種
採用予定人数

技術
（土木）
3人程度

土木に関する
技術的業務

主な業務内容 受験資格など

○昭和58年4月2日以降の生まれの方
○学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2
年以上の専修学校専門課程、高等専門学校、高等学校、特別
支援学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業した方ま
たは平成26年3月末日までに卒業見込の方で、土木に関する
専門課程・科目を履修している方
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　毎年1月1日現在で、農業委
員会委員選挙人名簿を作成
します。この名簿に登載されな
いと、選挙を行うときに委員と
して立候補することや投票す
ることができません。
対　象　市内に住所があり、年
齢が満20歳以上（平成6年4
月1日までに生まれた方）で、
次のいずれかに該当する方

・10アール（1,000㎡）以上の
農地を耕作している方
・上記の方の同居の親族また
はその配偶者で、年間おおむ
ね60日以上耕作している方
・10アール以上の農地を耕
作している農業生産法人
の組合員または社員で、年
間おおむね60日以上耕作し
ている方

申　請　12月下旬に各地区
の農業委員などを通じて配
布される「登載申請書」を、
1月8日㈬までに最寄りの地
区市民センターまたは農業
委員会事務局へ

問合せ　農業委員会事務局
（　382-9018 　382-7610）

　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。相談は無料で

す。秘密は厳守します。
と　き　1月18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
（年末年始を除く）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

　10歳に成長したのを機に、成
長の感謝や将来の夢など「今
の私、未来の私」をテーマにし
た作文を募集します。
対　象　鈴鹿市、津市の小
学4年生（先着50人）

応募期間　1月18日㈯まで
◆キャンパスで行う2分の1成人式

　応募された方や保護者が
集います。
と　き　2月15日㈯　13時30
分～16時

ところ　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学（郡山町663-222）

内　容

○第1部　作文発表会（50人
のうち20人が壇上で発表）
○第2部　ミニイベントを含む
茶話会開催（参加者全員）

問合せ･申込先　学校法人享
栄学園法人事務局（　
372-3949 　372-3919
　hojin@kyoeigakuen.net）

　特許、実用新案、商標、意
匠などに関して、素朴な疑問

から具体的な相談までアドバ
イザーが無料で応じます。
と　き　1月21日㈫　13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階談話室

内　容　手続き書類の書き
方、権利取得までの流れ、
事前調査の方法
　1相談45分程度（事前予約・
個別相談）

問合せ　鈴鹿商工会議所 中
小企業相談所（　382-3222）

と　き　1月11日㈯　14時～
16時10分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容

○第1部　講演「心を耕そう」
大谷徹奘さん（奈良･薬師
寺執事）
○第2部　本市にゆかりのあ
る彫刻家の中村晋也さんと
旧制神戸中学同窓生の、
母校への「再入学」をきっ
かけに始まった連続セミナ
ーが5年目を迎えたことを記
念して、神戸樟友会（同窓
会）と県立神戸高等学校の
主催により「再卒業式」が
開催されます。

定　員　500人（先着順）
入場料　無料

スズカ市民文化セミナー
｢心の文化を鈴鹿から！｣

文化課 　382-9031 　382-9071

催 し 物

　互いの文化的違いを認め
合い、誰もが生き生きと暮らせ
る多文化共生のまちづくりを目
指して開催します。
と　き　1月26日㈰　13時から
ところ　牧田コミュニティセン
ター　2階ホール

内　容　多文化共生に関する
講演、パネルディスカッション

定　員　30人
参加料　無料
申込み　電話か電子メール
で、市民対話課外国人交
流室へ

　犯罪などによる被害者を支
援する活動を理解していただ
くためのチャリティコンサートで
す。ぜひご参加ください。
と　き　1月19日㈰　12時30
分から（開場11時30分）

ところ　市民会館

内　容　三浦祐太朗スペシ
ャルライブ、有名人グッズの
チャリティオークションなど

入場料　無料（チャリティのた
め、中学生以上の方は当日
1人500円以上の募金をお
願いします）

※事前に整理券が必要です。入手
方法などは、みえ犯罪被害者総
合支援センター（　059-213-

　8211）、県警察本部広聴広報
課（　059-222-0110）、また
は地域課へお問い合わせくだ
さい。

主　催　公益社団法人みえ
犯罪被害者総合支援セン
ター

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた洋
ランやシクラメンなどの各種鉢
花、観葉植物、バラなど、生産
者による即売会を開催します。
産地だからこそできる、ハウス
から直送の新鮮な花を、生産

者価格で提供します。　　

と　き　12月29日㈰10時～
20時、30日㈪10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長　益川康志（　090-

　3382-7350）

　広大な鈴鹿青少年の森公
園での1泊2日の自然体験活
動を通して冬の自然の理解を
深めます。
対　象　小学4年生～中学2
年生

と　き　2月8日㈯･9日㈰
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

参加料　4,500円
定　員　36人程度
申込み　12月20日㈮から1月
17日㈮（当日消印有効）に、
センター所定の用紙で（応
募者多数の場合は抽選）

農業委員会委員
選挙人名簿登載申請を

受け付けます

選挙管理委員会事務局

　382-9001 　384-3302

鈴鹿国際大学･短期大学
｢10歳のメッセージ｣を
募集しています

企画課 　382-9038 　382-9040

知的財産に関する
相談会が開催されます

産業政策課 　382-9045 　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

てつ じょう

4 2013・12・20

くらしの情報くらしの情報

中村晋也さん 大谷徹奘さん



す。秘密は厳守します。
と　き　1月18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
（年末年始を除く）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

　10歳に成長したのを機に、成
長の感謝や将来の夢など「今
の私、未来の私」をテーマにし
た作文を募集します。
対　象　鈴鹿市、津市の小
学4年生（先着50人）

応募期間　1月18日㈯まで
◆キャンパスで行う2分の1成人式

　応募された方や保護者が
集います。
と　き　2月15日㈯　13時30
分～16時

ところ　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学（郡山町663-222）

内　容

○第1部　作文発表会（50人
のうち20人が壇上で発表）
○第2部　ミニイベントを含む
茶話会開催（参加者全員）

問合せ･申込先　学校法人享
栄学園法人事務局（　
372-3949 　372-3919
　hojin@kyoeigakuen.net）

　特許、実用新案、商標、意
匠などに関して、素朴な疑問

から具体的な相談までアドバ
イザーが無料で応じます。
と　き　1月21日㈫　13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階談話室

内　容　手続き書類の書き
方、権利取得までの流れ、
事前調査の方法
　1相談45分程度（事前予約・
個別相談）

問合せ　鈴鹿商工会議所 中
小企業相談所（　382-3222）

と　き　1月11日㈯　14時～
16時10分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容

○第1部　講演「心を耕そう」
大谷徹奘さん（奈良･薬師
寺執事）
○第2部　本市にゆかりのあ
る彫刻家の中村晋也さんと
旧制神戸中学同窓生の、
母校への「再入学」をきっ
かけに始まった連続セミナ
ーが5年目を迎えたことを記
念して、神戸樟友会（同窓
会）と県立神戸高等学校の
主催により「再卒業式」が
開催されます。

定　員　500人（先着順）
入場料　無料

　互いの文化的違いを認め
合い、誰もが生き生きと暮らせ
る多文化共生のまちづくりを目
指して開催します。
と　き　1月26日㈰　13時から
ところ　牧田コミュニティセン
ター　2階ホール

内　容　多文化共生に関する
講演、パネルディスカッション

定　員　30人
参加料　無料
申込み　電話か電子メール
で、市民対話課外国人交
流室へ

　犯罪などによる被害者を支
援する活動を理解していただ
くためのチャリティコンサートで
す。ぜひご参加ください。
と　き　1月19日㈰　12時30
分から（開場11時30分）

ところ　市民会館

内　容　三浦祐太朗スペシ
ャルライブ、有名人グッズの
チャリティオークションなど

入場料　無料（チャリティのた
め、中学生以上の方は当日
1人500円以上の募金をお
願いします）

※事前に整理券が必要です。入手
方法などは、みえ犯罪被害者総
合支援センター（　059-213-

　8211）、県警察本部広聴広報
課（　059-222-0110）、また
は地域課へお問い合わせくだ
さい。

主　催　公益社団法人みえ
犯罪被害者総合支援セン
ター

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた洋
ランやシクラメンなどの各種鉢
花、観葉植物、バラなど、生産
者による即売会を開催します。
産地だからこそできる、ハウス
から直送の新鮮な花を、生産

者価格で提供します。　　

と　き　12月29日㈰10時～
20時、30日㈪10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長　益川康志（　090-

　3382-7350）

　広大な鈴鹿青少年の森公
園での1泊2日の自然体験活
動を通して冬の自然の理解を
深めます。
対　象　小学4年生～中学2
年生

と　き　2月8日㈯･9日㈰
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

参加料　4,500円
定　員　36人程度
申込み　12月20日㈮から1月
17日㈮（当日消印有効）に、
センター所定の用紙で（応
募者多数の場合は抽選）

多文化共生を考える集い

市民対話課 　382-9058 　382-7660

shimintaiwa＠city.suzuka.lg.jp

鈴鹿花き温室組合
迎春！ 花の即売会

農林水産課 　382-9017 　382-7610

鈴鹿青少年センター
ウインターアドベンチャー

鈴鹿青少年センター

　378-9811 　378-9809

犯罪被害者支援
チャリティコンサート

地域課 　382-9022 　382-2214

消防出初式 消防総務課 　382-9162 　383-1447

　新春を飾る年頭行事として消防職員、団員の意気込みを市民の皆さま
に披露し、消防への理解と協力を高めるために、出初式を開催します。
　厳粛な式典や、消防職員が体力の限界に挑戦するスリル満点の訓練
などを行います。お子さんから大人まで一日楽しんでいただけますので、防
寒対策をしてぜひお越しください。
と　き　1月5日㈰　10時から
ところ　鈴鹿サーキット　国際レーシングコース
内　容　
　・一般のお子さんも参加できるふれあい行進
　 ※参加希望の方は9時50分までに会場へお越しください。
　・さまざまなパフォーマンスを披露する消防訓練
　・フィナーレの一斉放水
　・消防ひろば（式終了後に消防車両などを展示）

1月
5日
㈰
鈴
鹿
市
消
防
出
初
式

無
料
券（
鈴
）

キリ
トリ

※
当日
限り

有
効

この
券
で
、5
人ま
で

入
場
料・
駐
車
料
金
が

無
料
にな
りま
す
。

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 鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

◆粉じん作業特別教育

と　き　1月28日㈫　9時50
分～16時20分

受講料　5,250円（別途教材
費630円）

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月4日㈫～6日㈭　
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆Excel中級(マクロ・VBA)

と　き　2月3日㈪～14日㈮
月･水･金の2週　9時～12時

受講料　6,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　2月13日㈭･14㈮
　8時45分～17時
受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint初級)

　聞こえにくいことで会話に困
っていませんか。いろいろなコ
ミュニケーションの方法や補聴
器の選び方、使い方などみん
なで学び、情報交換しましょう。
対　象　難聴・中途失聴者と
その家族、知人

と　き　1月11日㈯･18日㈯、
2月8日㈯･11日（火･祝）、3
月8日㈯　全5回　13時30
分～15時30分

ところ　鈴鹿市社会福祉セ
ンター　2階中会議室

講　師　山田幸さん（認定補
聴器技能者）、名古弘子さ
ん　ほか

定　員　20人（先着順）
参加料　無料（筆談グッズ製
作（第5回）は材料費500円
程度が必要）

申込み･問合せ　はがき、ファ
クス、電子メールなどで、住
所･氏名･電話番号･ファク
ス番号を記入の上、三重県
聴覚障害者支援センター
（〒514 -0003　津市桜橋
2-131　三重県社会福祉
会館5階   059 -223 -3302
　　059-223-3301　  deaf .
　mie-center@vivid .ocn .
　ne. jp）へ
※定員に満たない場合、当日受け
付けも行います。

　ガラスをガスバーナーで溶
かし、とんぼ玉を作ります。

対　象　中学生以上
と　き　1月25日㈯
　A：9時30分から
　B：13時30分から
ところ　考古博物館　展示
ホール

定　員　各10人　
参加料　2,500円
申込み　1月15日㈬までに、往
復はがき往信文面に①講座
名、②希望時間、③住所･氏
名･年齢･電話番号、返信
宛名面に代表者の住所･氏
名を記入して考古博物館
（〒513-0013　国分町224）
へ（はがき1枚につき2人ま
で）。または電子メールで

※申込み者多数の場合は抽選

対　象　事業を営んでいる方
と　き　1月23日㈭　18時～
20時

ところ　鈴鹿商工会議所　
4階大ホール

内　容

◯第1部
・消費税増税をチャンスに
・新規事業がなぜ必要か
・新規事業の作り方　など
◯第2部
・資材購入と完成引き渡し
・新規製品と新販路を考える
・製造原価の抑制策　など

講　師　西村伸郎さん（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　1月16日㈭までに、電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222　担当：髙橋真・
山下・近藤・森）へ

対　象　過去に創業塾･創
業セミナーなどを受講され
た方、創業後3年以内の方
など

※創業計画書などがある程度で
きていること

と　き　2月1日㈯･15日㈯　
9時30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階特別会議室

内　容　創業課題の解決
法、資金調達についてなど

講　師　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）ほか1人

定　員　15人（先着順）
受講料　6,000円（テキスト代
込）

申込み　1月20日㈪までに、鈴
鹿商工会議所ホームペー
ジ（http://www.scci .or.
　jp/）から
主催・問合せ　鈴鹿商工会議
所（　382-3222　　soudan

　@scci.or.jp　担当：北角）

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上、鈴

商工団体との連携による
地域産業支援事業

｢創業塾2013専門コース｣

産業政策課 　382-9045 　382-0304

鈴鹿商工会議所主催
｢適正な消費税転嫁の
ための消費税法改正

セミナー｣

商業観光課 　382-9016 　382-0304

講座・教室

難聴･中途失聴者のための
コミュニケーション教室

障害福祉課 　382-7626 　382-7607

とんぼ玉を作ろう

考古博物館 　374-1994 　374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿地域職業訓練センター
　1･2月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時～12時　

受講料　4,000円
◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　2月18日㈫･19日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

対　象　おおむね60歳以上
で、パソコンで文字入力で
きる方

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（市役所別館
第3）

定　員　各講座15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキ
スト代1,000円）

申込み　12月20日㈮～1月22

日㈬までにセンターへ
※パソコンは準備します。
※各講座5人以下のときは中止す
る場合があります。

◆Word初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Word2007を使用します。
と　き　2月4日㈫～7日㈮　
9時30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

　デジタルカメラの操作、パソ
コンへの取り込み･保存、画像
レタッチなどを習得します。
※フォトショップエレメンツ8(体験
版)を使用

と　き　2月4日㈫～7日㈮　
13時30分～16時

◆Excel初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Excel2007を使用します。
と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時30分～12時
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電　話 電子メール ホームページファクス

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092 　382-6093

鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

◆粉じん作業特別教育

と　き　1月28日㈫　9時50
分～16時20分

受講料　5,250円（別途教材
費630円）

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月4日㈫～6日㈭　
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆Excel中級(マクロ・VBA)

と　き　2月3日㈪～14日㈮
月･水･金の2週　9時～12時

受講料　6,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　2月13日㈭･14㈮
　8時45分～17時
受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint初級)

対　象　中学生以上
と　き　1月25日㈯
　A：9時30分から
　B：13時30分から
ところ　考古博物館　展示
ホール

定　員　各10人　
参加料　2,500円
申込み　1月15日㈬までに、往
復はがき往信文面に①講座
名、②希望時間、③住所･氏
名･年齢･電話番号、返信
宛名面に代表者の住所･氏
名を記入して考古博物館
（〒513-0013　国分町224）
へ（はがき1枚につき2人ま
で）。または電子メールで

※申込み者多数の場合は抽選

対　象　事業を営んでいる方
と　き　1月23日㈭　18時～
20時

ところ　鈴鹿商工会議所　
4階大ホール

内　容

◯第1部
・消費税増税をチャンスに
・新規事業がなぜ必要か
・新規事業の作り方　など
◯第2部
・資材購入と完成引き渡し
・新規製品と新販路を考える
・製造原価の抑制策　など

講　師　西村伸郎さん（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　1月16日㈭までに、電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222　担当：髙橋真・
山下・近藤・森）へ

対　象　過去に創業塾･創
業セミナーなどを受講され
た方、創業後3年以内の方
など

※創業計画書などがある程度で
きていること

と　き　2月1日㈯･15日㈯　
9時30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階特別会議室

内　容　創業課題の解決
法、資金調達についてなど

講　師　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）ほか1人

定　員　15人（先着順）
受講料　6,000円（テキスト代
込）

申込み　1月20日㈪までに、鈴
鹿商工会議所ホームペー
ジ（http://www.scci .or.
　jp/）から
主催・問合せ　鈴鹿商工会議
所（　382-3222　　soudan

　@scci.or.jp　担当：北角）

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上、鈴

高齢者向けパソコン講座

と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時～12時　

受講料　4,000円
◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　2月18日㈫･19日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

対　象　おおむね60歳以上
で、パソコンで文字入力で
きる方

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（市役所別館
第3）

定　員　各講座15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキ
スト代1,000円）

申込み　12月20日㈮～1月22

日㈬までにセンターへ
※パソコンは準備します。
※各講座5人以下のときは中止す
る場合があります。

◆Word初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Word2007を使用します。
と　き　2月4日㈫～7日㈮　
9時30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

　デジタルカメラの操作、パソ
コンへの取り込み･保存、画像
レタッチなどを習得します。
※フォトショップエレメンツ8(体験
版)を使用

と　き　2月4日㈫～7日㈮　
13時30分～16時

◆Excel初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Excel2007を使用します。
と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時30分～12時

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

公有地の購入について

土地の購入を考えています。市でも土
地を売っていると聞いたのですが、どう

いった手続きで購入できますか。また、どのよう
にして情報を得たら良いのでしょうか。

市と土地開発公社は、経済情勢の変
化などにより未利用財産となった土地

の売却を行っています。基本的には入札によ
る売却となりますので、入札参加者が複数い
る場合は、予定価格以上で最も高い価格を
入札した方に売却します｡また、申込み期間
内に入札参加者がいない場合は、先着順で
売却します。

　物件に関する情報は、広報すずか、市ホー
ムページ、テレビ広報すずか「ベルディ便り」、
鈴鹿ヴォイスFMラジオ広報などで随時、情報
を発信しています。
　なお、市ホームページには、今後売却を予定
している物件を掲載しています。こちらは、境界
確認や測量などの準備が整い次第、順次入札
を行いますが、購入希望のある物件から優先的
に入札の準備を進めることも可能ですので、ぜ
ひお気軽にお問い合わせください。

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。

管財営繕課 　382-9675 　382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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肺がん・胃がんの申し込みは、電話で健康づくり課へ（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時
15分）。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。
○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。
○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、乳がん検診は除く)。

　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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

3月4日㈫
午前（9時30分～11時）、
午後（13時～14時30分）

保健センター 1,400円

午前・午後
各40人

午前・午後
各40人

2月2日㈰
午前（9時30分～11時）、
午後（13時～14時30分）

若干名

12月20日㈮～
1月6日㈪
(消印有効)

受付中
（先着順）

2月19日㈬、3月11日㈫
午前（9時30分～11時）、
午後（13時～14時30分）

保健センター 1,900円
12月20日㈮～
1月6日㈪
(消印有効)

2月19日㈬、3月4日㈫、
3月11日㈫

13時～14時30分
保健センター 900円

（70歳以上500円）各70人
12月20日㈮～
1月6日㈪
（消印有効）

2月12日㈬
9時～11時 保健センター 1,000円

(70歳以上の方は500円)40人 12月25日㈬から
（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。

※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）。

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。 

2月12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 12月25日㈬から
（先着順）

＜乳がん・子宮がん検診のはがきでの申し込み方法＞　※申し込みは、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、2月上旬ごろに郵送でお知らせします。

保健
センター ̶ ̶

1月24日㈮
9時30分～11時

と き ところ 定 員 申込み

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。

備　　　　　考相 　 　 談

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。
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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

月 献 血1 日 程の

　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

とき・ところ　イオンモール鈴鹿・・・1月2日㈭、3日
㈮、4日㈯、12日㈰、25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。

健康診査健康診査

問合せ　三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

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

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。

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

■すくすくファミリー教室

教　室教　室

無料
1月19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

1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、
個別相談

離乳食コース
平成25年7月～9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

12月26日㈭から
（先着順）

12月25日㈬から
（先着順）

無料保健
センター

1月16日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
平成25年3～5月生まれの
乳児とその保護者の方

12月27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 

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

1月22日㈬
10時～11時30分

12月24日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

スクエアステップ(升目で
区切ったマットを使ってス
テップを踏む運動)の体験

スクエアステップ
体験会

65歳以上のスクエアステップ
未経験の方

30人2月4日㈫
10時～11時30分

12月26日㈭から
（先着順）

※動きやすい服装でお越しください。

材料費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

受付中
（先着順）

予防接種予防接種
■風しん予防接種の費用助成をしています

　妊娠初期に風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが心疾患・白内障・難聴などの「先天性風しん症候
群」という病気にかかることがあります。ぜひ風しんの予防接種をご検討ください。
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、費用助成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。市ホームページトピックスでご確認いただくか、健康づくり

課までお問い合わせください。
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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

ごみの品質検査の結果をお知らせします
ごみの正確な分別にご協力ください

　市は、回収したプラスチックごみやペットボトルを、公益財団法人日本容器包装リ

サイクル協会を通してリサイクルをしています。リサイクルするには、ごみの正確な分

別が欠かせませんので、ご協力をお願いします。

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

　回収されたプラスチックごみやペットボトルは、年に１回、日本容器包装リサイクル協会によって品質
検査が行われます。今年度の検査は、プラスチックごみが 7月中旬に、ペットボトルが 8月中旬に行わ
れました。
　その結果、ペットボトルについては大変高い評価をいただきました。一方で、プラスチックごみについ
ては、合格点こそいただきましたが、乾電池が混入していたため、一部低い評価になってしまいました。

　ごみのリサイクルは、市民の皆さまの適正な分別の上で成り立っています。判定結果によっては、ごみ
の引き取りを断られる場合もあります。良質なリサイクルを行うため、これからもご協力をお願いします。

　回収されたプラスチックごみやペットボト
ルは、手作業で選別などをした後、ベール（か
たまり）にして、再生工場へ出荷されます。

　不適正なものとは、中身が入っているものや汚
れているもの、プラマークやペットボトルリサイクル
マークが付いていないもののことです。当然、危険
物が入っていると品質が悪いものと見なされます。

　再生工場でベールをバラバラにし、手作
業でごみを一つずつ確認して、不適正なも
のがどれくらい混入しているかを調べます。

今年度の品質検査結果

品質検査の様子

汚れているゴミ汚れているゴミ 乾電池乾電池
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　12月28日㈯～1月4日㈯、14日㈫、27日㈪

休館日　12月28日㈯～1月4日㈯

休館日　12月28日㈯～1月4日㈯、14日㈫、27日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622

1
January

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

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

8・15・21・29日
9・16日
17日
22日
23日
24日
6・11・13・19・23・25・31日
7日
16・22日
24日
30日
7・26日
10日
15・29・30日

20日

21・28日
9日
10・31日
13・19日

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

5～10・13～17・19～24・27～31日
12・18・25・26日
5～10・13～16・19～24・27～31日
12・26日
17日

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

8・9・15・16・22・23・29・30日
18・25日
5～7・13・14・19～21・27・28・31日
10・17・24日
12・18・25・26日

バレーボール

バドミントンバスケットボール

1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

成人の日

元旦

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　12月31日㈫、1月1日（水・祝）、20日㈪

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

5～8・13・20・21・28日
9～11・16・17・22～24・30・31日
12・19日
18日

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

5～8・10・12・13・15・17・20～22・24・26・29・31日
9・16・23・28・30日
11・18・25日
19日

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

5・12・19日
6・7・17・20・21・24・28・31日
8・10・13・15・22・29日
9・16・23・30日
11日

9：00～21：005～13・15～26・28～31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

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

金

1月
●休館日 月曜日、12月28日㈯～1月4日㈯、7日㈫、21日㈫　●開館時間 9時～19時　土・日曜日は9時～17時
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　12日・18日14時30分～15時、25日10時30分～11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

8日㈬
22日㈬

9日㈭
23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

15日㈬
29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

1月

16日㈭
30日㈭

17日㈮
31日㈮

10日㈮
24日㈮

9日

◎総合相談 17日 10：00～15：00
井田川公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 10・24・31日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談 20日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 16日 13：00～16：00 一ノ宮団地隣保館 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 8・22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

7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31日女性のための電話相談

※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。

※弁護士への相談（総合相談・法律相談）は、相談後3
カ月間次の予約ができません（司法書士も同様）。

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 9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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○12月21日㈯～31日㈫…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○ 1月 1日㈬～10日㈮…市長　新年のあいさつ
○ 1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［11月30日現在］

11
広 報すず か 　2 0 1 3 年 1 2 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2件（36件、16件減） 出動数/682件（7,756件、246件増）

人口/201,475人（36人減） 男性/100,660人（5人減） 女性/100,815人（31人減） 世帯数/81,766世帯（51世帯増）

事故数/627件、うち人身事故78件（6,179件、11件減） 死者数/1人（8人、増減なし） 傷者数/91人（1,118人、71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分間
土・日曜日…10時30分、20時30分、24時30分からの各10分間

　本会は、昭和55年に設立し、石薬師地区の社会福祉の増進、青少年の健全育成、文化体育の向上、生活

環境の改善など、地域社会の発展を図るため、関係機関・関係団体との緊密な連携と組織的活動のもと

に、住民の理解と協力を得て、明るく住み良いまちづくりを推進することを目的としています。

　石薬師地区は、石薬師宿に代表されるように歴史的な町並みのある地域、明治維新以前に開発された

地域、またそれ以降に農地の開墾に伴ってできた地域、戦後の宅地開発に伴ってできた地域に分かれて

います。私たちは、歴史・文化など成り立ちの違う地域を、地区としてまとまりのあるものとしていく役

割を担っています。

　今年度の活動としては、9月に愛知県豊橋市二川町と豊川市御油町を視察し、また、11月に石薬師地区ふ

れ愛フェスティバルを開催しました。フェスティバルは、地域住民

のサークルおよび一般参加による舞台発表、作品展示、模擬店、

野菜の即売会、地域の物産品販売を中心に行いました。また、ダン

スグループ風乱舞の子どもたちによる踊りの披露や、小学生によ

る信綱かるた競技を始めとする地域の子どもたちによる活動の発

表も行い、たくさんの方に参加していただいて世代間の交流を図り

ました。今年でこのフェスティバルは20回を数え、石薬師地区の恒

例行事に定着し、各年齢層から支持される行事になっています。

鈴鹿市石薬師地区明るいまちづくり推進協議会鈴鹿市石薬師地区明るいまちづくり推進協議会
（事務局　石薬師公民館内）（事務局　石薬師公民館内）

〒513-0012　石薬師町2022-1 問合せ 　374-2990　　374-4268

鈴鹿市石薬師地区明るいまちづくり推進協議会鈴鹿市石薬師地区明るいまちづくり推進協議会鈴鹿市石薬師地区明るいまちづくり推進協議会
（事務局　石薬師公民館内（事務局　石薬師公民館内（事務局　石薬師公民館内）））

〒513-0012　石薬師町2022-1 問合せ 　374-2990　　374-4268問合せ 　374-2990　　374-4268

『ベルディ便り』

※1月1日～3日…10時30分、18時30分、20時30分、23時30分からの各10分間
　1月4日～7日…10時、11時30分、18時30分、21時30分からの各10分間

地域づくりの

団体紹介

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
紹介しています。
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