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　例年8月20日号に記事を掲
載し9月に入所（園）申込みを
受け付けていますが、今年度
は、平成27年4月から始まる予
定の｢子ども･子育て支援新制
度｣の関係で、申込み時期が
遅くなります（1 0月ごろを予
定）。詳細が決まり次第「広報
すずか」に掲載します。

　児童扶養手当の受給資格

者（母子家庭の母･父子家庭
の父など）は、8月29日㈮までに
児童保育課で現況届の手続
きをしてください。手続きをしな
いと、8月以降の資格について
更新ができません（2年間手続
きをしなかった場合、資格が喪
失します）。
※日曜窓口を開設します。平日に
来庁できない方はご利用くださ
い。開庁日時など詳しいことは、
郵送しました案内文書「児童扶
養手当現況届について」をご覧
ください。

　受け取りがまだの方はこの
機会をご利用ください。
※受け取り期間を、申請日から6カ
月以内に延長しました。

対　象　7月31日㈭までの手

数料無料期間に住基カード
の申請をした方

と　き　8月31日㈰　9時～
12時

※混雑しますので、時間に余裕を
持ってお越しください。

ところ　市民課　15番特設
窓口　

持ち物　本人確認書類2点
（運転免許証･パスポート･
保険証など）、認印、｢住民
基本台帳カード交付通知書
兼照会書｣

※照会書がないと交付できませ
ん。

◆住基カード特設窓口は8月

31日で終了します

　9月からは市民課5番窓口
で住基カードの受付をします。
受付時間　平日8時30分～16
時30分

8月31日の日曜窓口で
住民基本台帳カードの
受け取りができます

市民課　 382-9013　 382-7608

平成27年度保育所(園)の
入所(園)申込みは
10月ごろの予定です

児童保育課　 382-7606　 382-7607

児童扶養手当の現況届を
お忘れなく

児童保育課　 382-7661　 382-7607

1 10

11

12

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

「危険なごみ」の出し方

スポーツ・図書館・相談 6

7

市民の声

水害対策の土のうについて

健康館

検診・教室・相談・予防接種

8.20

合川地区地域づくり協議会
設立準備委員会

くらしの情報くらしの情報

電話 電子メール ホームページ ファクス 

2014・8・20 1



と　き　8月28日㈭　13時から
ところ　男女共同参画センター
研修室1

定　員　10人（先着順）
申込み　会議開始15分前ま
でに男女共同参画課へ

　9月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　8月26日㈫、9月3日
㈬～5日㈮･8日㈪･9日㈫･
25日㈭　全日程とも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
会議は傍聴することができます。

※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、傍聴する場合
は事前に議事課へご確認くだ
さい。

◆夜間窓口

と　き　8月28日㈭･29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。

第2回男女共同参画審議会が
傍聴できます
男女共同参画課

 381-3113　 381-3119

市議会をテレビ中継します

議事課 　382-7600 　382-4876

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

児童保育課　 382-7606　 382-7607

公立保育所 嘱託調理員･嘱託看護師を募集します

勤務条件　給与は嘱託調理員が14万9,800円、嘱託看護師が17万
8,800円。その他各種手当て（期末手当、通勤手当など）があり、また、
社会保険に加入します。

雇用期間　雇用した日（10月採用予定）～平成27年3月31日㈫
※更新する場合あり。
申込み　8月25日㈪から9月5日㈮（土･日曜日を除く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
で児童保育課へ

※採用試験申込書は、直接または郵送で児童保育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、9 2円切手を貼った
12cm×23cm程度)を同封してください。

※公立保育所の臨時保育士･延長補助員の登録も随時受け付けています。

職種
採用予定人数

調理員
1人程度

主な業務内容

保育所での調理

年齢

昭和29年
4月2日以降の
生まれの方

受験資格

調理師免許を取得
または給食調理現
場での勤務経験を
有する方

看護師
1人程度

保育所での看護
に関する業務

看護師免許を取得
およびパソコン操
作(入力･検索など)
ができる方

廃棄物対策課   382-7609   382-2214

不燃物リサイクルセンターでも
資源ごみ(紙類・衣類)の受け付けを行います

　資源ごみA（新聞紙･雑誌･段ボール･紙パック）および資源ご
みBの衣類を処理施設に持ち込む場合、これまで清掃センターで
のみ受け付けを行っていましたが、9月1日㈪から不燃物リサイク
ルセンターでも受け付けを開始します。
◆資源ごみの受け付け

受付時間　月曜日～土曜日の9時～12時、13時～16時（年末年
始を除く）

不燃物リサイクル
センター

清掃センター

資源ごみＡ

新聞･雑誌･段ボール･
紙パック

資源ごみB

あきかん
あきびん
ペットボトル

衣類

○

○

○

○

×

○

(品目ごとにひもで十文字にしばる)
(無色透明な
袋に入れる)
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　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。公売に参加できる資格に
制限がありますので、詳しくは
下記へお問い合わせください。
と　き　9月2日㈫　10時30
分～11時

ところ　県津庁舎　6階　
大会議室

問合せ　三重地方税管理回収
機構　徴収課（　059-213-
7355　 http://www.zei-
　kikou.jp/）

　厚生労働省と消防庁では9
月9日を｢救急の日｣とし、この
日を含む1週間を｢救急医療
週間｣と定めています。市民の
皆さんに救急と健康に関する
理解と認識を深めていただく
ため、救急・健康フェアを開催
します。ぜひご来場ください。
と　き　9月7日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター（1階セ
ンターコート、サブコート、特
設会場）

内　容　
・医師による健康相談
・無料血液検査（15歳以上
先着100人）
・無料血圧測定（14時～）
・女性消防団員による救急
に関する人形劇、救急ク
イズ
・救急救命士による救命処
置実演、応急手当の実技
指導
・歯科相談・歯間ブラシ体

験、お薬相談や健康茶試
飲、育児相談
・無料肺がん検診（20歳以
上先着200人）
・骨密度測定や塩分濃度測
定（家庭の味噌汁を持参い
ただければ測定します）
・認知症予防や介護相談、
福祉用ロボットスーツの展
示、食育・栄養相談、アルコ
ールパッチ体験
　

　｢伊勢型紙道具彫り｣の重
要無形文化財保持者（人間
国宝）だった故・中島秀吉さん
の作品を展示します。中島さ
んが製作に使用した彫刻刀
や小本なども合わせて展示し
ます。
と　き　8月27日㈬～平成27
年1月18日㈰　10時～16
時

※休館日　月･火曜日、第3水曜日
ところ　伊勢型紙資料館

　近い将来に発生が予測さ
れる南海トラフを震源とする巨
大地震に備え、地域の皆さん
と防災関係機関が連携した
総合防災訓練を実施します。

ぜひご来場ください。
と　き　8月31日㈰　9時～
11時30分

ところ　県消防学校（石薬
師町452）

内　容

・緊急地震速報の音を合図
に、その場に応じた身を守
る行動を一斉に行う｢シェイ
クアウト訓練｣
・白子幼稚園児による津波
避難訓練
・自主防災隊、消防団の火
災防御訓練
・特殊車両の展示や防災啓
発コーナーの設置　など

と　き　9月13日㈯　8時30
分と10時30分の2部制を予
定、雨天決行

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地･西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ　

集合時刻　第1部が8時15
分、第2部が10時15分

※地図の配布後、沼沢近くの駐車
場に移動（路上駐車は厳禁）

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ

定　員　受付順に、第1部20
人、第2部20人に割り振り

持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具をご持参くだ
さい。

申込み　8月29日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。
※定員になり次第、締め切ります。

不動産公売が行われます

納税課   382-9008   382-7660

救急・健康フェア

消防課   382-9155   383-1447

健康づくり課   382-2252   382-4187

鈴鹿市総合防災訓練

防災危機管理課

   382-9968   382-7603

伊勢型紙資料館
人間国宝・中島秀吉展

ひできち

文化課   382-9031   382-9071

第4回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課   382-9031   382-9071

催 し 物
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講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
　9・10月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

   387-1900   387-1905

バルーンフリーフライト体験
募集

商業観光課   382-9020   382-0304

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課   382-9157   383-1447

鈴鹿自動車整備組合
マイカー無料点検

地域課   382-9022   382-2214

次世代育成支援に関する
調査報告と意見交換会

児童保育課   382-7606   382-7607

催 し 物

　鈴鹿バルーンフェスティバ
ル実行委員会では熱気球に
親しんでもらうため、熱気球の
搭乗（フリーフライト（ロープ無
し））体験を行います。
対　象　市内在住の小学生
以上で、高さ約130cmのバ
ルーンバスケットに自力で乗
降できる方

※妊娠している方、また衝撃によ
り体調を崩す恐れのある方は
ご遠慮ください。

※着陸地の状態によっては足元
が汚れる可能性があります。

と　き　9月20日㈯　7時から
ところ　鈴 鹿川河川緑 地
（予定）
定　員　10人（1組2人まで）
料　金　1人2,000円（搭乗者
保険料含む）

申込み　8月31日㈰までに、は
がきに①住所･②氏名（ふり
がな）･③電話番号･④年
齢を記入し、〒513-8701　
商業観光課｢バルーンフリ
ーフライト｣係まで（当日消印
有効）

※応募多数の場合は抽選を行い、
当選者のみ通知します。

※1組につき1回の応募に限ります。
※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。

◆危険物取扱者試験(鈴鹿

会場)

と　き　

○乙種第4類　11月16日㈰･
22日㈯
○丙種　11月22日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み

○書面による申請の場合
　9月18日㈭から29日㈪（当日
消印有効）までに、消防本
部、中央消防署、南消防
署、各分署に備え付けの受
験願書に必要事項を記入
の上、〒514-0002 津市島
崎町314番地 （一財）消防
試験研究センター三重県
支部へ郵送
○電子申請の場合
　9月15日（月・祝）9時から26
日㈮17時までに、（一財）消
防試験研究センターのホー
ムページから

◆予備講習会(乙種第四類)

と　き　10月24日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月4日㈭から定員に
達するまで、鈴鹿市防火協
会事務局（消防本部予防
課）で受け付け

※土･日曜日、祝日を除く8時30分
から17時15分まで

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月6日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり

ところ  イオンモール鈴鹿　
東駐車場の北側

内　容　日常点検と粗品の
進呈

受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合（　382-1075）

対　象　子育て支援団体
等関係者、乳幼児等の保
護者

と　き　8月23日㈯　10時～
12時

ところ　男女共同参画センター
研修室

内　容　調査報告と意見交
換会　

コーディネーター　松井真
理子さん（四日市大学教
授）

参加料　無料
問合せ　NPO法人 21世紀
の子育てを考える会.鈴鹿
（　090-1415-3749）

申込み　受付開始日の記載
のない講習は、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、直接職業訓練センタ
ーの窓口へ

◆樹木剪定講座

と　き　9月27日㈯･28日㈰
9時～16時　

受講料　8 , 6 4 0円（教材費
含む）

◆ガス溶接技能講習

と　き　10月1日㈬･2日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛技能講習

と　き

○学科　10月6日㈪･7日㈫　
8時45分～17時
○実技　10月8日㈬･9日㈭･
10日㈮の中で選択受講
　8時45分～17時
受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆陶芸講座

と　き　10月14日㈫　10時
～15時　　

受講料　4,320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　10月14日㈫　8時
～17時10分
○実技　Ⅰコース：10月19日
㈰･25日㈯･26日㈰8時～
17時15分、Ⅱコース：10月
15日㈬～17日㈮8時～17
時15分

受講料　2万8,000円
申込み　9月1日㈪から受け
付け

◆高所作業車運転技能講習

と　き　
○学科　10月31日㈮　8時
20分～18時
○実技　11月1日㈯または2日
㈰　8時～17時10分

受講料　3万4 ,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）　

申込み　9月1日㈪から受け
付け
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勤労青少年ホーム   387-6125   388-1223

※受講申込み前に利用登録手続きをしてください(身
分証明書の提示と電子メールアドレスが必要)。

※申込み多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行
います（抽選方法は各講座ごとに異なります）。

※定員に満たない講座は受付日以降も随時受け付け
ます。9月末時点で申込者が各講座の開講規定人数
に達しない講座は開講を取り止めることがあります。

※教材費は、開講初日に各講座にお支払いください。
釣銭の要らないようにお願いします。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いは、各
講座ごとに異なります。

※同じ曜日に複数の教養講座を受講される希望者は、
申込み前に事務所へご相談ください。

※10月7日㈫から順次開講します。

勤労青少年ホーム後期教養講座

○乙種第4類　11月16日㈰･
22日㈯
○丙種　11月22日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み

○書面による申請の場合
　9月18日㈭から29日㈪（当日
消印有効）までに、消防本
部、中央消防署、南消防
署、各分署に備え付けの受
験願書に必要事項を記入
の上、〒514-0002 津市島
崎町314番地 （一財）消防
試験研究センター三重県
支部へ郵送
○電子申請の場合
　9月15日（月・祝）9時から26
日㈮17時までに、（一財）消
防試験研究センターのホー
ムページから

◆予備講習会(乙種第四類)

と　き　10月24日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月4日㈭から定員に
達するまで、鈴鹿市防火協
会事務局（消防本部予防
課）で受け付け

※土･日曜日、祝日を除く8時30分
から17時15分まで

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月6日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり

ところ  イオンモール鈴鹿　
東駐車場の北側

内　容　日常点検と粗品の
進呈

受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合（　382-1075）

対　象　子育て支援団体
等関係者、乳幼児等の保
護者

と　き　8月23日㈯　10時～
12時

ところ　男女共同参画センター
研修室

内　容　調査報告と意見交
換会　

コーディネーター　松井真
理子さん（四日市大学教
授）

参加料　無料
問合せ　NPO法人 21世紀
の子育てを考える会.鈴鹿
（　090-1415-3749）

申込み　受付開始日の記載
のない講習は、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、直接職業訓練センタ
ーの窓口へ

◆樹木剪定講座

と　き　9月27日㈯･28日㈰
9時～16時　

受講料　8 , 6 4 0円（教材費
含む）

◆ガス溶接技能講習

と　き　10月1日㈬･2日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛技能講習

と　き

○学科　10月6日㈪･7日㈫　
8時45分～17時
○実技　10月8日㈬･9日㈭･
10日㈮の中で選択受講
　8時45分～17時
受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆陶芸講座

と　き　10月14日㈫　10時
～15時　　

受講料　4,320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　10月14日㈫　8時
～17時10分
○実技　Ⅰコース：10月19日
㈰･25日㈯･26日㈰8時～
17時15分、Ⅱコース：10月
15日㈬～17日㈮8時～17
時15分

受講料　2万8,000円
申込み　9月1日㈪から受け
付け

◆高所作業車運転技能講習

と　き　
○学科　10月31日㈮　8時
20分～18時
○実技　11月1日㈯または2日
㈰　8時～17時10分

受講料　3万4 ,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）　

申込み　9月1日㈪から受け
付け

　勤労青少年ホームでは、働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高
める目的で各種教養講座を開いています。
対　象　平成26年4月1日現在、35歳以下の勤労青少年
申込み　9月2日㈫から4日㈭までの、各講座の開講曜日の9時30分から20時までに、勤労青少年ホ
ーム事務所へ

受付日 講座名
茶道（表千家）

曜日

火9月2日
（火）

募集人数
10

回数
14

教材費
5,000円

受講時間
18時30分～20時30分

パン・お菓子 19 12 10,000円18時30分～20時30分
華道（池坊）

水9月3日
（水）

14 12,000円18時30分～20時30分
レクリエーション 14 2,500円19時～20時30分

陶芸 15 14 5,000円18時30分～20時30分
英会話 15 14 1,500円19時～20時30分
料理

着物の着装（女性） 木9月4日
（木）

23 14 11,000円18時30分～20時30分
8 14 無料18時30分～20時30分

写真 15 12 4,000円19時～20時30分
ゴルフ 第1･3火

水
随　時

半期　　　 5,000円19時～20時30分
茶道 半期（14回）10,000円18時30分～20時30分

後
期
教
養
講
座

サ
ー
ク
ル
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申込み　8月21日㈭から先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページで

◆はじめてのパワーヨガ教室

対　象　一般成人
と　き　9月5日･19日、10月3
日･17日、11月7日･21日の各
金曜日　10時～11時

定　員　15人（先着順）
参加料　4,500円（全6回）
◆運動と英語のジーウィ教室

対　象　歩けるお子さん～
未就園児

と　き　9月10日㈬　10時
30分～11時30分

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円
◆ベビー手話教室

と　き　9月12日･26日、10月

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

   372-2250   372-2260
鈴鹿市体育協会
後期スポーツ教室

市立体育館   387-6006   387-6008

10日･24日の各金曜日　11
時～11時45分

定　員　12組（先着順）
参加料　3,000円（全4回）

申込み　8月21日㈭～30日㈯
の9時～20時（ただし25日㈪
は休館日）に、ウオーキング
教室･スロージョギング教室
は参加料を添えて市立体育
館へ、弓道教室は参加料･
保険料を添えて武道館へ

問合せ　鈴鹿市体育協会　
（　387-6006）
◆ウオーキング教室

対　象　50歳以上の男女
と　き　9月～12月の火曜日
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（第1回
目と第14回目は鈴鹿回生

病院）
定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料･
血液検査代を含む）

◆スロージョギング教室

対　象　50歳以上の男女
と　き　9月～12月の金曜日
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（第1回
目と14回目は鈴鹿回生病
院）

定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料･
血液検査代を含む）

◆後期弓道教室

対　象　一般男女
と　き　9月～11月の水曜日
全12回　9時30分～11時
30分

ところ　武道館
定　員　30人
参加料　4 , 8 5 0円（保険料
1,850円を含む）

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

水害対策の土のうについて

大雨による浸水が心配です。土のうは
市からもらうことはできますか？

6月から10月まで、台風による集中豪雨
などが発生しやすく、河川の増水や低
い土地での浸水が起こりやすくなりま

す。市では、市民の皆さん個人への「土の
う」の配布は行っていません。自宅などへの
浸水を防ぐための土のうは、ご自身で準備を
お願いします。
　ホームセンターなどで「土のう袋」や土砂、
また、水に浸すと膨張する簡易な土のうなど
が販売されています。応急対策として、ビニ
ール袋に水をいれて代替することもできます

ので、早めの対策を心掛けてください。
　なお、市では、道路冠水の被害を減らした
り、洪水を防ぐために土のうを各地区市民セ
ンターなどに備蓄しています。また、地域の浸
水対策として、平成25年度に、希望のあった自
治会の集会所などに土のうを配布しています。
こうした市の浸水対策にご理解、ご協力をいた
だきますようお願いします。
　台風や大雨の際には、気象情報などに十
分注意しながら、余裕をもって土のうを準備
するなど、必要な対策をお取りください。

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。

防災危機管理課   382-9968   382-7603

   bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

講座・教室
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健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118-3

集団検診集団検診 申し込みは、8月20日㈬から9月5日㈮までに、市ホームページ「がん検診」のページでインタ
ーネット予約、または健康づくり課（電話、ファクス、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

○検診車で受ける検診です。
○市内に住民登録をしている方が対象です。
○同じ種類の検診は、年度内に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や現在治療中の方は、受診をお勧めできません。
　かかりつけの医療機関で検診を受けてください。
○生活保護世帯・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、子宮がん検診の
　HPV検査は除く）。

10月14日㈫、11月7日㈮
午前・午後

10月14日㈫、11月7日㈮、22日㈯、
　午後

1,500円

10月5日㈰、19日㈰、11月5日㈬
12月1日㈪　午前・午後

保健センター

1,000円（70歳以上は500円）
HPV検査（希望者のみ）　
20～29歳は500円追加
30～39歳は1,500円追加

子宮頸がん
（細胞診）
20歳以上の女性

保健センター

10月5日㈰、11月9日㈰　午前 保健センター 1,000円（70歳以上は500円）

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

胃がん
（バリウム）
40歳以上の方

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診でき
ません。また、問診の結果、受診ができない場合があります。
※検診前日21時以降と当日の朝は飲食・喫煙しないでください（内服が必要な方は、主治
医にご確認ください）。

11月9日㈰　午前 保健センター レントゲン 500円
たんの検査 500円肺がん

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。

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。
※HPV検査（20～39歳の方）は希望の方のみ実施します。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルを持参してください。

10月5日㈰、19日㈰、21日㈫、
11月5日㈬、15日㈯、22日㈯、
12月1日㈪　午前・午後

保健センター 2,000円

乳がん
（視触診とマンモグラフィ）

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。
※バスタオルを持参してください。
※乳がん検診ネットワークカードをお持ちの方は持参してください。

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

①希望する検診名、②希望する検診日（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電話番号を記入し、健康づくり課「がん検診担当」へ。

※申し込み後に健康づくり課からの通知はありませんので、申し込んだ日時にお越しください。ただし、

希望された検診日が申込み多数の場合は、9月中旬ごろにはがきで別日を案内します。
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無料保健
センター

9月9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）、

栄養相談

離乳食コース
平成26年3月から5月生まれ
の乳児をもつ初参加の方

8月26日㈫から
（先着順）30組

無料保健
センター

9月11日㈭
10時～11時30分

虫歯予防の話・ブラッシング指導、
個別相談

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

8月28日㈭から
（先着順）

20組

無料保健
センター

9月29日㈪
10時～11時30分

笑うことをきっかけに楽しく
取り組める介護予防の体験

8月27日㈬から
（先着順）

30人

無料庄野
公民館

10月1日㈬、10月15日㈬、
10月29日㈬（3回シリーズ）

10時～11時30分

健康運動指導士による
体操やゲームなど

8月27日㈬から
（先着順）

20人

無料保健
センター

9月7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カ月から8カ月の方と
その夫で初参加の方

8月25日㈪から
（先着順）

各
15組

材料費保健
センター

10月17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

8月25日㈪から
（先着順）20人

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
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

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

■介護予防教室

教　室教　室

健康ひろば
（笑いヨガ編）
65歳以上の方 

10月16日㈭
13時～14時15分

相　談

保健
センター 不要9月26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）
※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 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

申し込みは、電話で健康づくり課へ。
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でご相談ください。

市役所本館
12階

1203会議室

福島達樹医師(整形外科)
「腰痛について知っておこう」

講演会は
不要

市民健康講座
（医師による講演会と
質疑応答、個別相談）

※個別相談は14時15分～14時45分。先着2人で、申込みは8月22日㈮～10月8日㈬。

　生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいる家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問します。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

※動きやすい服装でお越しください。

りんりんころばん教室
65歳以上で医師から
の運動制限がない方
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健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118-3



　　　健診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。県外医療機関で受診された方は、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

予防接種予防接種
■水痘（みずぼうそう）ワクチンと高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）が定期接種になります

　予防接種法施行令の一部改正に伴い、今年10月から実施されます。いずれも経過措置が設けられます。
【水痘（みずぼうそう）ワクチン】

対象者／生後12カ月～36カ月未満　接種回数／3カ月以上の間をおいて2回　費用／無料（対象者に限る）
標準的な接種時期／1回目：生後12カ月～15カ月未満　2回目：1回目接種後6カ月～12カ月
経過措置／平成26年度に限り、生後36カ月～60カ月未満の方を対象に1回（一部自己負担あり）
※すでに水痘ワクチンを接種した方、水痘にかかったことがある方は対象外です。
※現在実施している水痘ワクチンの費用助成は、平成27年3月31日で終了する予定です。平成26年10月以降、
助成内容について一部変更があります。詳しくは、健康づくり課、または接種医療機関へお問い合わせください。

【高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）】

対象者／・ 65歳の方（平成31年度から実施）
　　　　・ 60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己身辺の日常生活活動が極度に制限さ
　　　　れる程度の障がいがある方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど
　　　　不可能な程度の障がいがある方
接種回数／1回　費用／8,000円のうち自己負担は5,000円（生活保護受給者は無料）
経過措置／平成26年度～平成30年度に限り、各年度に65歳・70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
を対象に1回（平成26年度は101歳以上の方も対象）

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

月 献 血9 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
くり課へ。

とき・ところ　9月15日（月・祝）、23日（火・祝）、
28日㈰10時～11時30分、13時～16時30分

　イオンモール鈴鹿　WESTコート
※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

●平成26年度（平成27年3月31日まで）の経過措置対象者は次の方です。

65歳
年　齢 生年月日 年　齢 生年月日

昭和24年4月2日生～昭和25年4月1日 85歳 昭和4年4月2日生～昭和5年4月1日
70歳 昭和19年4月2日生～昭和20年4月1日 90歳 大正13年4月2日生～大正14年4月1日
75歳 昭和14年4月2日生～昭和15年4月1日 95歳 大正8年4月2日生～大正9年4月1日
80歳 昭和9年4月2日生～昭和10年4月1日 100歳以上 大正4年4月1日以前の生まれの方

※過去に肺炎球菌ワクチン（23価）を接種したことがある方は対象外です。
※現在実施している高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）の費用補助は継続する予定です。詳細が決まりまし
たら、市ホームページや広報すずかなどでお知らせします。
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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

廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

「危険なごみ」の出し方

　今回はごみ収集車やごみ処理機械の火災を招くことがある、火薬や可燃ガスなど

を含むごみの出し方についてお知らせします。

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

▶未使用のもの
　水に一晩程度浸してから清掃センターへ直接搬入する。
▶使用済みのもの
　水に一晩程度浸してから「もやせるごみ」として出す。
※花火は火薬を使用しているため、そのまま出すと発火する恐れ
があります。使用済みの物でも火薬が残っている場合がありま
すので、出し方には十分注意してください。

花火

スプレー缶・ガスボンベ
　すべて使い切る。
　屋外で必ず穴を開け、ガスを抜く。
　中身が見える無色透明の袋に入れて、
　他の「もやせないごみ」と別にして出す。
※ごみ収集車火災を引き起こす可能性があるため、
　他のもやせないごみと分けて出してください。

ライター
　すべて使い切る。
　屋外で上部ノズルを外し、ガスを抜く。
　「もやせないごみ」として出す。
※ガスが残っているとごみ収集車火災を引き起こす可能性があります。
※地区市民センターや公民館、廃棄物対策課（市役所本館4階）での回収も行っています。

1

2

3

1

2

3

未
使
用

使
用
済

一晩水に浸す

一晩水に浸す

使い切って穴を空ける

使い切って
ノズルを外す
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●西部体育館 371-1476
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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

バレーボール

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

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

4・10・11・17・18・24日
5・19・26日
6・16日
9・25日
12・20日
13日
30日
2日
3日
4・14・15・18・20・21日
5・19日
7日
9・12・13・23・27日
24日

1・11・16日

2・25・29・30日
3・10日
4日
17日
26日
15・23・27日

9：00～21：00
9：00～17：00

9：00～21：00

9：00～17：00
18：00～21：00

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

9：00～21：00
18：00～21：00

9：00～21：00

18：00～21：00

1～6・8～13・15～20・22～27・29・30日
7・14・21日
1～4・6・8・10・11・13・15～18・
20・22～25・27・29・30日
7・9・14・21日

卓　　　球

バスケットボール
バドミントン

9月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

敬老の日

秋分の日

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

1・2・9・13・15・16・21・23・28～30日
4・5・10～12・18・19・25～27日

7日

14日
20日

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

1～4・10・11・15～18・21・24・25・28～30日
5・9・12・19・26日
6・14・23日
7・13・20・27日

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

1・2・5・7・9・12・15・16・19・23・26・29・30日
3・10・17・21・24日
4・11・18・25日
6・13・20・27日
14・28日

9:00～21:001～7・9～21・23～30日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14
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16
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19

20
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23

24

25

26

27

28

29

30

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

9月
●休館日 月曜日、2日㈫、16日㈫、24日㈬～30日㈫（特別整理期間）　●開館時間 9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　　6日、14日、20日14時30分～15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

11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日㈬

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

3日㈬
17日㈬

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

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

9月

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

12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

5日㈮
19日㈮

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

4日㈭
18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　1日㈪

◎交通事故相談（弁護士）24日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・12・26日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 2日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 8日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 11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
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 10・24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
（子ども家庭支援課） 子ども家庭支援課

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

2・4・5・9・11・12・
18・19・25・30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・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

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。

◎総合相談 19日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

人権相談 12日 13：00～16：00 玉垣会館 人権政策課 382-9011　　382-2214

5日

国府公民館巡回相談 4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

2014・8・20 11



合川地区地域づくり協議会設立準備委員会（事務局　合川地区市民センター）
〒510-0265 三宅町2141番地 問合せ 　372-0002　　372-2296

合川地区地域づくり協議会設立準備委員会（事務局　合川地区市民センター）

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。

　今年で3年目を迎えることになりました。設立の時に考えたのは、長年人権尊重の講演会を続けていたこ

とから、他所から訪れた人に気持ちの良い印象が残せる地域にすることでした。

　合川の地は、京都市にある天龍寺を開山するなどし、全国的に名を知られた夢窓国師（1275年～1351年）

誕生地で、かつて同寺がこの地に輪聖寺を建立しました。今は開山堂跡に石柱が建っているだけですが、平

成23年には天龍寺の僧9人が跡地に来場し祭礼が行われました。私たちは、この跡地の整備と清掃を行って

います。

　他にも地域活動として環境美化活動、いきいきスポーツデイ、また敬老会のイベントとして地元の村田清

光さんによる伊勢萬歳を行い、参加者が楽しめる事業を行っています。地域の特色を生かした祭りの応援

もしています。子どもたちには地域に残された史跡や文化財を大切に

することを教えています。こうした活動が地域に浸透していくことによ

り人権活動の幅が広がり、心にゆとりある地域づくりができるものと

考えます。

　写真は、合川地区の緑あふれる田園が広がったすばらしい自然をみん

なに見ていただこうと拡大して「合川風景パネル」として作成し、イベン

ト時に展示しているものです。皆さん、合川に来てくださいね。

○ 8月21日㈭～31日㈰…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○ 9月1日㈪～10日㈬…伊勢型紙資料館企画展　人間国宝・中島秀吉展
○ 9月11日㈭～20日㈯…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［7月31日現在］

7
広 報すず か 　2 0 1 4 年 8 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/8件、うち建物5件（40件、13件増） 出動数/740件（4,929件、41件減）

人口/200,971人（86人減） 男性/100,373人（53人減） 女性/100,598人（33人減） 世帯数/82,218世帯（20世帯増）

事故数/534件、うち人身事故62件（3,659件、199件減） 死者数/0人（3人、3人減） 傷者数/80人（608人、140人減）

月・水・金・日曜日…10時25分、18時30分（10分間）
火・木・土曜日…10時25分、20時45分（10分間）
※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「ｄ」ボタン）。

『ベルディ便り』 F M 放 送
7 8 . 3 M H z

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時3分
17時15分

月・火曜日

鈴鹿市役所
情報局
(5分間)

7時30分
12時30分

7時30分
17時30分

水・木曜日

7時50分
13時30分

8時3分
17時45分

金曜日

8時30分
14時30分
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