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　安全でおいしい水を供給する
ために、水道管内の洗管作業と
それに伴う断水を実施します。
と　き　9月29日㈪23時～翌
日30日㈫6時まで

洗管作業区域

○飯野地区　道伯町の一
部、三日市町の一部
○稲生地区　稲生町の一
部、野町の一部、野町西二
･三丁目の一部、野町中二
丁目の一部、野町西一丁
目、野町中一丁目、野町東
一･二丁目
○玉垣地区　末広西の一

部、末広南一･三丁目の一
部、石垣一～三丁目、桜島
町七丁目、末広東
○白子地区　中旭が丘一丁
目の一部、東旭が丘一丁目
の一部

※対象のお宅には、個別にお知ら
せ文を配布します。

◆濁り水にご注意ください

　作業中や作業後に管内の
水流の変化などで濁り水が発
生する場合があります。あらか
じめ飲料水をくみ置きしていた
だき、洗濯などの際には数分
程度水道水を流し、確認して
から使用してください。
　区域外でも、作業の影響で
濁り水が発生する場合があり
ますので、炊事・洗濯などの際
にはご注意ください。

　行政相談週間（10月20日～
26日）にちなみ、行政相談所を
開設します。
と　き　10月17日㈮　10時
～16時

ところ　市役所本館　12階
会議室

内　容　法律、年金、国政、県
政、相続、登記、境界などに
関する相談

相談担当者　
○予約が必要　弁護士、公
証人、司法書士、税理士、
土地家屋調査士、不動産
鑑定士、行政書士
○予約は不要　行政相談委
員、社会保険労務士、行政
評価事務所相談員、鈴鹿地
域防災総合事務所相談員

※相談によって開設時間が異なり
ます。

※予約および詳しい内容の問合せ
は市民対話課まで

一日合同行政相談所を
開設します

市民対話課　 382-9004　 382-7660

夜間断水･洗管作業の
お知らせ

工務課　 368-1678　 368-1688
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　新年度入所（園）の申込
みの案内は、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｣のお知らせと
合わせて、10月5日号に掲載
します。

　対象の方へ9月末に三重
県後期高齢者医療広域連合
から受診券などを送ります。受
診券が手元に届きましたら、歯
科医療機関へ事前に予約を
してから受診してください。
対　象　県内に住所を有し、
受診日において三重県後
期高齢者医療の被保険者
である方のうち、平成26年3
月31日時点で75歳と80歳
の方

 （昭和8年4月1日～昭和9年3月
31日生まれと昭和13年4月1日
～昭和14年3月31日生まれの
方）

期　間　10月1日㈬～11月30
日㈰

ところ　県内の歯科医療
機関

※一部実施しない歯科医療機関
があります。事前に確認してく
ださい。

内　容　問診、口腔内健診
※健診後は結果の説明をよく聞き、
治療などが必要な場合は早め
に対処しましょう。

持ち物　受診券、健診票、質
問票、被保険者証

健診料　無料
※健診項目以外の治療を行った場
合は別途費用が必要となります。

問合せ　三重県後期高齢者
医療広域連合（　0 5 9 -
221-6884　059-221-6881）

　国民年金保険料の免除
（全額免除･一部免除）、若年

者納付猶予、学生納付特例
の承認を受けた期間がある
場合、保険料を全額納めたと
きよりも老齢基礎年金の受取
額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保
険料は、将来もらえる老齢基
礎年金額を増額するために、
10年以内であればさかのぼっ
て納める（追納）ことができま
す（老齢基礎年金受給中の
方は除く）。
　ただし、免除などの承認を
受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に保険
料を追納すると、当時の保険
料額に一定の加算額が上乗
せされます。
持ち物　年金手帳、印鑑（認
印）　

受け付け・問合せ　津年金
事務所（　059-228-9188）、
保険年金課（　382-9401）

　9月24日㈬から30日㈫まで、
蔵書点検のため休館します。
期間中の本の返却は、夜間
返却口をご利用ください。

　対象の方へ8月下旬に受
診券などを送りました。お口の
健康の保持増進のため、ぜひ
この機会に受診しましょう。
対　象　平成26年4月2日か
ら平成27年4月1日までに40
歳･50歳･60歳になる方

期　間　平成27年2月28日㈯
まで
※対象の方で、歯周病検診受診券
が届かない場合は健康づくり
課へ

　市税の滞納処分として差
押えた財産を、ヤフー株式
会社の提供するインターネッ
ト上で公売します。
　入札に参加するために
は、公売参加申込期間中に
参加申込手続を行う必要が
あります。｢鈴鹿市インターネ
ット公売ガイドライン｣を必ず
読んで同意の上、ご参加くだ
さい。
※都合により公売を中止すること
があります。

※詳しくは、市ホームページ｢行
政ガイド欄･申請様式｣の中の
｢インターネット公売｣をご覧く
ださい。

申込期間　9月25日㈭13時～
10月9日㈭23時

入札期間　10月17日㈮13時
～10月19日㈰23時

売却決定日　10月20日㈪10時
納付期限　10月27日㈪14時
30分

◆下見会　　

と　き　10月3日㈮

○午前の部　10時～11時45分
○午後の部　13時～16時00分
ところ　納税課（市役所本
館2階）

　犬や猫などのペットによる
鳴き声やふん害などの苦情
が多く寄せられています。飼
い主はマナーをよく守り、近隣
の迷惑にならないよう十分注
意しましょう。
○犬の放し飼いは大変危険
です。必ず鎖などでつなぎ
ましょう。放し飼いは県の条
例で禁止されています。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
や無駄吠えなどで近隣住
民の迷惑にならないようにし
ましょう。
○猫は、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を掛
けていることがあります。屋
内飼育に努めましょう。
○飼い主のいない猫に対し
て、安易に餌を与えている
だけでは、ふんや餌の食べ
残しなどが放置され、近隣
の住環境に悪影響を及ぼ
すことになります。無責任な
餌やりはやめましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒をみるのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなったら、
新しい飼い主を探すか県
鈴鹿保健所衛生指導課
（　382-8674）へご相談く
ださい。

※ペットを捨てることは法律で禁
止されており、100万円以下

の罰金に処せられる規定があ
ります。
○野犬の捕獲、犬の放し飼
い、ペットの失踪照会、犬や
猫の適正飼養などに関する
相談は、県鈴鹿保健所衛
生指導課へお問い合わせ
ください。
○狂犬病予防法により犬の飼
い主は、犬の登録と毎年の
狂犬病予防注射が義務付
けられています。また、繁殖
を望まない犬や猫の場合
は、避妊（不妊）･去勢手術
を受けましょう。手術費の一
部について助成を受けられ
る場合があります。

※予算がなくなり次第終了となり
ますのでご注意ください。詳しく
は環境政策課まで

　臨時職員の登録者を随時
募集しています。登録者の中
から必要の都度、勤務条件・
経験などを考慮して雇用しま
すので、登録希望者は臨時
職員登録申込書をそれぞれ
の課へ提出してください。
○一般的な事務補助･･･
　人事課へ
○公立保育所の臨時保育士
･延長補助員(要保育士資
格)･臨時給食調理員･･･
児童保育課へ
○公立幼稚園･小･中学校の
講師･介助員･看護師･･･
学校教育課へ

※詳しくは、それぞれの担当課へ
お問い合わせください。

※臨時職員登録申込書は市ホー
ムページから入手できます。

平成27年度保育所(園)の
入所(園)申込みの案内は
次号に掲載します

児童保育課　 382-7606　 382-7607

後期高齢者医療
歯科健康診査の対象者へ
受診券を送ります

保険年金課　 382-7627　 382-9455

国民年金保険料の
免除期間･納付猶予期間
の追納をお勧めします

保険年金課　 382-9401　 382-9455

図書館を休館します

図書館　 382-0347　 382-4000

　平成25年度決算に基づいて算定した健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率、将来負担比率)と公営企業を対象とした資金不足比率を公表します。
※算定の詳しい内容は市ホームページに掲載しています。
　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index5.html

財政課　 382-9041　 382-9040

財政の健全化判断比率等を公表します

比率区分

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

11.54
16.54
25
350

6.5
15.2

20
30
35

算定結果 早期健全化
基準

財政再生
基準

（単位：％）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

会計名

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

資金不足
比率

経営健全化
基準

（単位：％）

※各特別会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。

くらしの情報くらしの情報

2 2014・9・20



 （昭和8年4月1日～昭和9年3月
31日生まれと昭和13年4月1日
～昭和14年3月31日生まれの
方）

期　間　10月1日㈬～11月30
日㈰

ところ　県内の歯科医療
機関

※一部実施しない歯科医療機関
があります。事前に確認してく
ださい。

内　容　問診、口腔内健診
※健診後は結果の説明をよく聞き、
治療などが必要な場合は早め
に対処しましょう。

持ち物　受診券、健診票、質
問票、被保険者証

健診料　無料
※健診項目以外の治療を行った場
合は別途費用が必要となります。

問合せ　三重県後期高齢者
医療広域連合（　0 5 9 -
221-6884　059-221-6881）

　国民年金保険料の免除
（全額免除･一部免除）、若年

者納付猶予、学生納付特例
の承認を受けた期間がある
場合、保険料を全額納めたと
きよりも老齢基礎年金の受取
額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保
険料は、将来もらえる老齢基
礎年金額を増額するために、
10年以内であればさかのぼっ
て納める（追納）ことができま
す（老齢基礎年金受給中の
方は除く）。
　ただし、免除などの承認を
受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に保険
料を追納すると、当時の保険
料額に一定の加算額が上乗
せされます。
持ち物　年金手帳、印鑑（認
印）　

受け付け・問合せ　津年金
事務所（　059-228-9188）、
保険年金課（　382-9401）

　9月24日㈬から30日㈫まで、
蔵書点検のため休館します。
期間中の本の返却は、夜間
返却口をご利用ください。

　対象の方へ8月下旬に受
診券などを送りました。お口の
健康の保持増進のため、ぜひ
この機会に受診しましょう。
対　象　平成26年4月2日か
ら平成27年4月1日までに40
歳･50歳･60歳になる方

期　間　平成27年2月28日㈯
まで
※対象の方で、歯周病検診受診券
が届かない場合は健康づくり
課へ

　市税の滞納処分として差
押えた財産を、ヤフー株式
会社の提供するインターネッ
ト上で公売します。
　入札に参加するために
は、公売参加申込期間中に
参加申込手続を行う必要が
あります。｢鈴鹿市インターネ
ット公売ガイドライン｣を必ず
読んで同意の上、ご参加くだ
さい。
※都合により公売を中止すること
があります。

※詳しくは、市ホームページ｢行
政ガイド欄･申請様式｣の中の
｢インターネット公売｣をご覧く
ださい。

申込期間　9月25日㈭13時～
10月9日㈭23時

入札期間　10月17日㈮13時
～10月19日㈰23時

売却決定日　10月20日㈪10時
納付期限　10月27日㈪14時
30分

◆下見会　　

と　き　10月3日㈮

○午前の部　10時～11時45分
○午後の部　13時～16時00分
ところ　納税課（市役所本
館2階）

　犬や猫などのペットによる
鳴き声やふん害などの苦情
が多く寄せられています。飼
い主はマナーをよく守り、近隣
の迷惑にならないよう十分注
意しましょう。
○犬の放し飼いは大変危険
です。必ず鎖などでつなぎ
ましょう。放し飼いは県の条
例で禁止されています。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
や無駄吠えなどで近隣住
民の迷惑にならないようにし
ましょう。
○猫は、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を掛
けていることがあります。屋
内飼育に努めましょう。
○飼い主のいない猫に対し
て、安易に餌を与えている
だけでは、ふんや餌の食べ
残しなどが放置され、近隣
の住環境に悪影響を及ぼ
すことになります。無責任な
餌やりはやめましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒をみるのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなったら、
新しい飼い主を探すか県
鈴鹿保健所衛生指導課
（　382-8674）へご相談く
ださい。

※ペットを捨てることは法律で禁
止されており、100万円以下

の罰金に処せられる規定があ
ります。
○野犬の捕獲、犬の放し飼
い、ペットの失踪照会、犬や
猫の適正飼養などに関する
相談は、県鈴鹿保健所衛
生指導課へお問い合わせ
ください。
○狂犬病予防法により犬の飼
い主は、犬の登録と毎年の
狂犬病予防注射が義務付
けられています。また、繁殖
を望まない犬や猫の場合
は、避妊（不妊）･去勢手術
を受けましょう。手術費の一
部について助成を受けられ
る場合があります。

※予算がなくなり次第終了となり
ますのでご注意ください。詳しく
は環境政策課まで

　臨時職員の登録者を随時
募集しています。登録者の中
から必要の都度、勤務条件・
経験などを考慮して雇用しま
すので、登録希望者は臨時
職員登録申込書をそれぞれ
の課へ提出してください。
○一般的な事務補助･･･
　人事課へ
○公立保育所の臨時保育士
･延長補助員(要保育士資
格)･臨時給食調理員･･･
児童保育課へ
○公立幼稚園･小･中学校の
講師･介助員･看護師･･･
学校教育課へ

※詳しくは、それぞれの担当課へ
お問い合わせください。

※臨時職員登録申込書は市ホー
ムページから入手できます。

歯周病検診の対象者へ
受診券を送りました

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

インターネット公売を
行います

納税課　 382-9008　 382-7660

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　 382-9037　 382-2219
児童保育課　 382-7606　 382-7607
学校教育課　 382-1214　 382-9054

ペットのしつけと
飼い主のマナーを
守りましょう

環境政策課　 382-9014　 382-2214
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　第5次鈴鹿市総合計画第3
期行財政経営計画の適切な
進行管理を図るため、行政評
価を活用した検証委員会を
下記のとおり開催します。傍聴
できますので、ぜひお越しくだ
さい。
と　き　10月7日㈫　14時から
ところ　市役所本館　5階
503会議室

議　題　評価対象単位施策
の内容確認と評価方法の
検討について

定　員　5人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　当日13時30分から
13時50分まで会場で受け
付け

　このボランティアは、国際協
力機構（JICA）が実施する
政府事業です。世界の発展
途上国で現地の人 と々同じ生
活をしながら、ともに働き、人づ
くり国づくりに貢献する活動を
行います。
募集するボランティア　　

青年海外協力隊、シニア海
外ボランティア、日系社会青
年ボランティア、日系社会シ
ニア・ボランティア

募集期間　10月1日㈬～11月
4日㈫

◆体験談･説明会

　帰国したボランティアの体

験談や､募集に関する説明会
を開催します。
と　き

○10月11日㈯　13時30分か
ら　
○10月23日㈭　18時から
ところ　アスト津　3階
問合せ　（公社）青年海外協
力協会中部支部（　052 -
459-7229　　chubu-bosetu
　@joca.or.jp）
※青年海外協力協会ホームペー
ジ、JICAホームページもご覧く
ださい。

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

内　容　中ワタが、綿･合成
繊維･羊毛･羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません（毛布は対象外）。
対象者1人あたり2枚まで
で、1週間から10日間程お
預かりします。11月中に実
施します。

費　用　無料（貸ふとんは有
料）

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

　高齢者やその家族からの

相談窓口として，地域包括支
援センターを設けています。介
護に関する相談や悩み以外
にも、高齢者の健康や福祉、
医療や生活に関することな
ど、どのような相談にも対応し
ます。地域包括支援センター
の持つネットワークを活用し
て、問題に応じた適切なサー
ビスや機関、制度の利用につ
なげますので、お気軽にご相
談ください。
◆地域包括支援センター

○鈴鹿西部（アルテハイム鈴
鹿内）　 370-3751
○鈴鹿中部（鈴鹿市社会福
祉センター内）　 382-5233
○鈴鹿北部（老人保健施設
ひまわり内）　 384-4165
○鈴鹿南部（伊勢マリンホー
ム内）　　380-5280

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先が分から
ない場合は長寿社会課へお問
い合わせください。

◆休日窓口

と　き　9月28日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　9月29日㈪、30日㈫
　17時15分～20時

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。

　交通事故により保護者を亡
くした交通遺児への見舞金を
随時受け付けしています。寄
附をしていただいた見舞金
は、健やかにたくましく成長し、
勉学に励んでいただくことを目
的とし、市内在住の交通遺児
（小・中学生対象）に分配して
います。
申込み　寄附申込書をご記
入の上、見舞金を学校教育
課へ直接ご持参ください。

　暴力団との民事トラブルや
暴力団からの不法行為など
による被害についての相談を
受け付け、指導や助言などを
行います。秘密は厳守します。
と　き　10月28日㈫　13時
～16時

ところ　市役所本館　12階
1202会議室

相談員　暴力相談の専門的
な知識を有する暴力追放
三重県民センターの暴力追
放相談員、三重弁護士民
事介入暴力対策委員会の
弁護士、警察官

相談事例

（1）刑事問題　｢暴力団から
脅かされている｣｢暴力団に
乱暴された｣など

（2）民事問題　｢暴力団から
用心棒代、あいさつ料など
を要求されている｣｢暴力団
が交通事故の示談、倒産
整理､債権の取立てに介
入している」など

相談料　無料

主　催　暴力追放三重県民
センター

問合せ　暴力追放三重県民
センター（　0120-31-8930）、
県警察本部組織犯罪対策
課（　059-222 -0110）、鈴
鹿警察署（　388-1104）

　面談（予約不要）および電
話相談を行います。お気軽に
ご相談ください。
と　き　9月27日㈯　10時～
16時

ところ　県司法書士会館3
階（津市丸之内養正町
17-17）※できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

電話相談　（当日のみ）　
　　059-246-5460
内　容　老後の心配事、相
続･財産管理･生活支援･
成年後見制度などの相談

相談員　司法書士･社会福
祉士

問合せ　三重県司法書士会
（　059-224-5171）

　10月1日から7日までの｢法
の日｣週間にちなみ、津地方･
家庭裁判所、津地方法務局
および三重弁護士会では無
料法律相談所の開設などを
行います。
◆無料法律相談所

と　き　10月1日㈬　10時30
分～15時30分（受付10時
～15時）

ところ　四日市市総合会館8

階第2会議室（四日市市諏
訪町2-2）

定　員　36人（先着順）
相談時間　1人20分程度
※秘密は厳守します。
問合せ　津地方裁判所四日市
支部庶務係　（　352-7151）

◆裁判所･検察庁の見学会

問合せ　津家庭裁判所総務
課庶務係（　059-226-4171）、
津地方検察庁検察広報官
（  059-228-4165）

　｢すずか｣のことが好きで、
自主的に鈴鹿の魅力をPRす
る個人が集まってできた鈴鹿
市のサポーターズクラブ（応援
団）が、SUZUKAと･き･め･き
ファン倶楽部です。
　この度、ホームページをリニ
ューアルしました。フェイスブッ
クページと併せてご覧いただ
き、賛同いただける方は共に｢
すずか｣の魅力を内外に発信
していきましょう。
○公式ホームページ
http://www.suzukafan.jp/
○フェイスブックページ
https://www.facebook.com
/suzukafan
問合せ　鈴鹿国際大学 入試
広報課（　372-2121）

行財政経営計画
検証委員会（第1回）
を傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

高齢者と家族の方へ
地域包括支援センターに
ご相談ください

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

くらしの情報くらしの情報

JICAボランティアを
募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660
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験談や､募集に関する説明会
を開催します。
と　き

○10月11日㈯　13時30分か
ら　
○10月23日㈭　18時から
ところ　アスト津　3階
問合せ　（公社）青年海外協
力協会中部支部（　052 -
459-7229　　chubu-bosetu
　@joca.or.jp）
※青年海外協力協会ホームペー
ジ、JICAホームページもご覧く
ださい。

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

内　容　中ワタが、綿･合成
繊維･羊毛･羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません（毛布は対象外）。
対象者1人あたり2枚まで
で、1週間から10日間程お
預かりします。11月中に実
施します。

費　用　無料（貸ふとんは有
料）

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

　高齢者やその家族からの

相談窓口として，地域包括支
援センターを設けています。介
護に関する相談や悩み以外
にも、高齢者の健康や福祉、
医療や生活に関することな
ど、どのような相談にも対応し
ます。地域包括支援センター
の持つネットワークを活用し
て、問題に応じた適切なサー
ビスや機関、制度の利用につ
なげますので、お気軽にご相
談ください。
◆地域包括支援センター

○鈴鹿西部（アルテハイム鈴
鹿内）　 370-3751
○鈴鹿中部（鈴鹿市社会福
祉センター内）　 382-5233
○鈴鹿北部（老人保健施設
ひまわり内）　 384-4165
○鈴鹿南部（伊勢マリンホー
ム内）　　380-5280

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先が分から
ない場合は長寿社会課へお問
い合わせください。

◆休日窓口

と　き　9月28日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　9月29日㈪、30日㈫
　17時15分～20時

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。

　交通事故により保護者を亡
くした交通遺児への見舞金を
随時受け付けしています。寄
附をしていただいた見舞金
は、健やかにたくましく成長し、
勉学に励んでいただくことを目
的とし、市内在住の交通遺児
（小・中学生対象）に分配して
います。
申込み　寄附申込書をご記
入の上、見舞金を学校教育
課へ直接ご持参ください。

　暴力団との民事トラブルや
暴力団からの不法行為など
による被害についての相談を
受け付け、指導や助言などを
行います。秘密は厳守します。
と　き　10月28日㈫　13時
～16時

ところ　市役所本館　12階
1202会議室

相談員　暴力相談の専門的
な知識を有する暴力追放
三重県民センターの暴力追
放相談員、三重弁護士民
事介入暴力対策委員会の
弁護士、警察官

相談事例

（1）刑事問題　｢暴力団から
脅かされている｣｢暴力団に
乱暴された｣など

（2）民事問題　｢暴力団から
用心棒代、あいさつ料など
を要求されている｣｢暴力団
が交通事故の示談、倒産
整理､債権の取立てに介
入している」など

相談料　無料

主　催　暴力追放三重県民
センター

問合せ　暴力追放三重県民
センター（　0120-31-8930）、
県警察本部組織犯罪対策
課（　059-222 -0110）、鈴
鹿警察署（　388-1104）

　面談（予約不要）および電
話相談を行います。お気軽に
ご相談ください。
と　き　9月27日㈯　10時～
16時

ところ　県司法書士会館3
階（津市丸之内養正町
17-17）※できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

電話相談　（当日のみ）　
　　059-246-5460
内　容　老後の心配事、相
続･財産管理･生活支援･
成年後見制度などの相談

相談員　司法書士･社会福
祉士

問合せ　三重県司法書士会
（　059-224-5171）

　10月1日から7日までの｢法
の日｣週間にちなみ、津地方･
家庭裁判所、津地方法務局
および三重弁護士会では無
料法律相談所の開設などを
行います。
◆無料法律相談所

と　き　10月1日㈬　10時30
分～15時30分（受付10時
～15時）

ところ　四日市市総合会館8

階第2会議室（四日市市諏
訪町2-2）

定　員　36人（先着順）
相談時間　1人20分程度
※秘密は厳守します。
問合せ　津地方裁判所四日市
支部庶務係　（　352-7151）

◆裁判所･検察庁の見学会

問合せ　津家庭裁判所総務
課庶務係（　059-226-4171）、
津地方検察庁検察広報官
（  059-228-4165）

　｢すずか｣のことが好きで、
自主的に鈴鹿の魅力をPRす
る個人が集まってできた鈴鹿
市のサポーターズクラブ（応援
団）が、SUZUKAと･き･め･き
ファン倶楽部です。
　この度、ホームページをリニ
ューアルしました。フェイスブッ
クページと併せてご覧いただ
き、賛同いただける方は共に｢
すずか｣の魅力を内外に発信
していきましょう。
○公式ホームページ
http://www.suzukafan.jp/
○フェイスブックページ
https://www.facebook.com
/suzukafan
問合せ　鈴鹿国際大学 入試
広報課（　372-2121）

交通遺児に対する
支援のお願い

学校教育課　 382-7618　 382-9054

民事介入暴力巡回
無料相談を開催します

地域課　 382-9022　 382-2214

無料成年後見相談会を
行います

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

SUZUKAと･き･め･き
ファン倶楽部

公式ホームページを
リニューアルしました

企画課　 382-9038　 382-9040

無料法律相談所の開設と
裁判所･検察庁の見学を

行います
市民対話課　 382-9004　 382-7660
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　子育てしにくい環境が広がっ
ていく中で、里親さんを始めとした
｢社会的養護｣の必要性が年々
高まっています。そこで里親制度
などについて、もっと知っていただ
くイベントを開催します。たくさんの
方のお越しをお待ちしています。
対　象　里親制度に関心の
ある市内在住の方

と　き　11月1日㈯　13時30
分～15時30分

ところ　社会福祉協議会
（神戸地子町383-1）
内　容　制度説明、里親体
験談、なんでも相談・質問会

定　員　200人（先着順）　
参加料　無料
申込み　子ども家庭支援課へ
※託児あり（事前申込みが必要）

◆秋の音楽プラネタリウム

　プラネタリウムに広がる秋の
星座を眺めながら、ライブで音
楽会を楽しんでいただきます。
また､秋の特別投映として｢月
の不思議｣を投映します。
と　き　10月13日（月･祝）
ところ　文化会館 プラネタリ

ウム
出演者

○第1部　10時30分～11時
30分（開場10時）
　別府一樹さん（エレクトリッ
ク･ギター）
○第2部　13時30分～14時
30分（開場13時）
　酒稀レミナさん（歌）
○第3部　15時30分～16時
30分（開場15時）
　あるもにゅ（サックス）
定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。9月23日
（火･祝)10時から､文化会館で
希望時間の整理券を配布しま
す（先着順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮
ください。

※事情により演奏内容を変更する
場合があります。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

◆第6回天体観望会～皆既月

食をみよう～

　当日は皆既月食が起こる日
です。神秘的な赤銅色の月を
観察できる機会にぜひご参加
ください。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　10月8日㈬　18時30
分～20時30分　

ところ　文化会館 屋上天体
観測場･プラネタリウム 

内　容  秋の星座･月食の解
説と観望

定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時から文化
会館2階プラネタリウムギャ
ラリーで

※曇天や雨天などにより中止する

ことがあります。16時30分に
判断しますので文化会館までお
問い合わせください。

◆プラネタリウム秋の新番組

｢ワクドキ探検☆大宇宙」

と　き　12月7日㈰まで　10
時30分から､13時30分か
ら、15時から

内　容　私たちの宇宙のはじ
まりとは？宇宙の果てとは？さ
まざまな疑問への答えをア
インシュタインが案内役とな
って、解説します。

定　員　各回180人　
※休館日などを確認の上、ご来館
ください。

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

と　き　10月19日㈰　8時か
ら1時間程度（雨天中止）

ところ　河川防災センター
申込み　10月14日㈫までに電
話で河川雨水対策課へ

※ゴミ袋､ゴミばさみは用意します。

　深谷公園において、秋に生
えるきのこを観察します。
※きのこ狩りではありません。
と　き　10月18日㈯　10時
～12時30分　（雨天決行）

ところ　深谷公園（八野町）
※9時50分までに深谷公園管理
事務所前にお集まりください。

講　師　清田卓也さん（きの
こウオッチングクラブMIE）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
服　装　長袖･長ズボン･長
靴

申込み　10月8日㈬17時15
分までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、参加人数
を電話･ファクス･電子メー
ルのいずれかで環境政策
課へ

　産地だからこその植木大
即売会をはじめ、楽しいイベ
ントが目白押しです。
と　き　10月18日㈯・19日㈰
　9時～16時　

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　
○寄せ植え体験　各日13時

から（受付11時から）、各日
先着30人、参加料1,500円
○苗木プレゼント　各日14時
から、各日先着100人（中学
生以上）
○キッズECOハンギングバス
ケット作り　各日11時から
（受付9時から）、各日先着
30人（小学生まで）、参加
無料
○植木オークション　各日14
時から
○苗木購入券300円分のプ
レゼント：各日10時から、各
日先着1 0 0人（中学生以
上）
○青空教室　各日13時から
　18日｢生け垣の作り方から
管理まで｣
　19日｢オリーブの管理方法｣
○花と植木相談室
○鈴鹿の特産物の販売
○お楽しみ抽選会　各日9時
～16時

※各イベントは、天候の都合で変
更または中止となる場合があり
ます。

◆マスコットキャラクター

の優秀作品を決定する投

票を行います

　6月末まで募集していた｢植
木まつり｣のマスコットキャラク
ターのデザイン募集について、
応募総数286点の力作をいた
だきました。ありがとうございま
した。
　一次審査を通過した約20
点について、植木まつり会場
で来場者から投票をいただ
き、優秀作品を決定します。
※最優秀賞に選ばれたマスコット
キャラクターは来年春の植木ま
つりでデビューする予定です。

問合せ　三重県花植木振興
会事務局（三重県農産園

芸課内）（　059-224-2808
　　059-224-2558）

と　き　10月13日（月･祝）　
11時～15時30分

ところ　鈴鹿ハンター、弁天
山公園

◆鈴鹿BOXKARTグランプリ

　エンジンなどの動力を持た
ず、坂道の傾斜を利用して進
むカートを製作し、カートの完
成度やスピードなどを競いま
す。
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

◆鈴カレーグランプリ

　予選のスタンプラリー人気
投票を勝ち抜いた飲食店16
店のオリジナルカレーが出品。
鈴鹿を代表するご当地カレー
｢鈴カレー2014｣を決定すべ
く、投票を行います。
問合せ　鈴鹿商工会議所飲
食部会（　382-3222）

催 し 物

里親さんのこと、
もっと知ってほしい
プロジェクト
子ども家庭支援課

　 382-9140　 382-9142

プラネタリウム音楽会、
天体観望会、秋の新番組

文化会館　 382-8111　 382-8580

鈴鹿川クリーン大作戦

河川雨水対策課

　382-7614　 382-7612

くらしの情報くらしの情報
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ウム
出演者

○第1部　10時30分～11時
30分（開場10時）
　別府一樹さん（エレクトリッ
ク･ギター）
○第2部　13時30分～14時
30分（開場13時）
　酒稀レミナさん（歌）
○第3部　15時30分～16時
30分（開場15時）
　あるもにゅ（サックス）
定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。9月23日
（火･祝)10時から､文化会館で
希望時間の整理券を配布しま
す（先着順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮
ください。

※事情により演奏内容を変更する
場合があります。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

◆第6回天体観望会～皆既月

食をみよう～

　当日は皆既月食が起こる日
です。神秘的な赤銅色の月を
観察できる機会にぜひご参加
ください。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　10月8日㈬　18時30
分～20時30分　

ところ　文化会館 屋上天体
観測場･プラネタリウム 

内　容  秋の星座･月食の解
説と観望

定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時から文化
会館2階プラネタリウムギャ
ラリーで

※曇天や雨天などにより中止する

ことがあります。16時30分に
判断しますので文化会館までお
問い合わせください。

◆プラネタリウム秋の新番組

｢ワクドキ探検☆大宇宙」

と　き　12月7日㈰まで　10
時30分から､13時30分か
ら、15時から

内　容　私たちの宇宙のはじ
まりとは？宇宙の果てとは？さ
まざまな疑問への答えをア
インシュタインが案内役とな
って、解説します。

定　員　各回180人　
※休館日などを確認の上、ご来館
ください。

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

と　き　10月19日㈰　8時か
ら1時間程度（雨天中止）

ところ　河川防災センター
申込み　10月14日㈫までに電
話で河川雨水対策課へ

※ゴミ袋､ゴミばさみは用意します。

　深谷公園において、秋に生
えるきのこを観察します。
※きのこ狩りではありません。
と　き　10月18日㈯　10時
～12時30分　（雨天決行）

ところ　深谷公園（八野町）
※9時50分までに深谷公園管理
事務所前にお集まりください。

講　師　清田卓也さん（きの
こウオッチングクラブMIE）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
服　装　長袖･長ズボン･長
靴

申込み　10月8日㈬17時15
分までに、住所、氏名、年
齢、電話番号、参加人数
を電話･ファクス･電子メー
ルのいずれかで環境政策
課へ

　産地だからこその植木大
即売会をはじめ、楽しいイベ
ントが目白押しです。
と　き　10月18日㈯・19日㈰
　9時～16時　

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　
○寄せ植え体験　各日13時

から（受付11時から）、各日
先着30人、参加料1,500円
○苗木プレゼント　各日14時
から、各日先着100人（中学
生以上）
○キッズECOハンギングバス
ケット作り　各日11時から
（受付9時から）、各日先着
30人（小学生まで）、参加
無料
○植木オークション　各日14
時から
○苗木購入券300円分のプ
レゼント：各日10時から、各
日先着1 0 0人（中学生以
上）
○青空教室　各日13時から
　18日｢生け垣の作り方から
管理まで｣
　19日｢オリーブの管理方法｣
○花と植木相談室
○鈴鹿の特産物の販売
○お楽しみ抽選会　各日9時
～16時

※各イベントは、天候の都合で変
更または中止となる場合があり
ます。

◆マスコットキャラクター

の優秀作品を決定する投

票を行います

　6月末まで募集していた｢植
木まつり｣のマスコットキャラク
ターのデザイン募集について、
応募総数286点の力作をいた
だきました。ありがとうございま
した。
　一次審査を通過した約20
点について、植木まつり会場
で来場者から投票をいただ
き、優秀作品を決定します。
※最優秀賞に選ばれたマスコット
キャラクターは来年春の植木ま
つりでデビューする予定です。

問合せ　三重県花植木振興
会事務局（三重県農産園

芸課内）（　059-224-2808
　　059-224-2558）

と　き　10月13日（月･祝）　
11時～15時30分

ところ　鈴鹿ハンター、弁天
山公園

◆鈴鹿BOXKARTグランプリ

　エンジンなどの動力を持た
ず、坂道の傾斜を利用して進
むカートを製作し、カートの完
成度やスピードなどを競いま
す。
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

◆鈴カレーグランプリ

　予選のスタンプラリー人気
投票を勝ち抜いた飲食店16
店のオリジナルカレーが出品。
鈴鹿を代表するご当地カレー
｢鈴カレー2014｣を決定すべ
く、投票を行います。
問合せ　鈴鹿商工会議所飲
食部会（　382-3222）

鈴鹿BOXKARTグランプリ
＆鈴カレーグランプリ

商業観光課　 382-9020　 382-0304

きのこ観察会in深谷公園

環境政策課　 382-7954　 382-2214

  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

第43回三重県植木まつり

農林水産課　 382-9017　 382-7610
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　シェフが語るイタリアの人々
にとってワインとは？ イタリア生
まれ日本育ちの主婦から見た
家事の違い、音楽ってオペラ
やカンツォーネだけだと思って
る？など、興味深いお話とともに
おいしいランチをいただきます。
と　き　10月14日㈫　10時
～13時（受付9時30分から）

ところ　トラットリア ピッツァ
リア YAMAKAWA（算所
3-20-5）

※店舗正面に駐車場有り
ランチメニュー　前菜盛り
合わせ、ラザニア、ソフトドリ
ンク（ワインサービス有り）
※ワインを飲まれる方は必ず公共
交通機関でお越しください。

講　師　山川裕之さん（イタリ
ア料理シェフ・イタリア居住
歴4年）、ヨーコ エマヌエラ
さん（イタリア人の母と日本
人の父を持つ）

定　員　30人（先着順）
※お子さんをつれての参加はご
遠慮ください。

参加料　賛助会員1,000円、一
般1,500円（ランチ料金（税
込）含む）　※賛助会員優先

申込み　10月9日㈭までに、氏

名、年齢、電話番号を、電話･
ファクス･電子メールのいずれ
かで鈴鹿国際交流協会へ

　｢椿の農業と地域を考える
会｣では、皆さんとの交流とご
縁づくりを行うイベントの参加
者を募集します。
と　き　10月12日㈰　9時～
14時頃　（雨天決行）

ところ　矢田しいたけ園（大
久保町376)、サファリファー
ム（大久保町地内）

内　容

○枝豆、マコモタケ、原木しい
たけの収穫体験と試食
○きのこご飯、焼きたてマイピ
ザなどで昼食交流会
○軽トラ市でお買い物
定　員　50人程度（先着順）
参加料　中学生以上2 ,500
円、小学生以下1,200円

申込み　10月5日㈰までに、
参加者の氏名、年齢、性
別、代表者連絡先（住所、
電話番号）などを矢田会長
（　090-2680-3536、
　　371-0237）へ
※グループ参加の場合、大人1人
に小人は3人以内です。

※天候などの理由で内容は変更
となる場合がありますが、雨で
も実施します。

※『椿縁結びプロジェクト』フェイス
ブックページもご覧ください。

　アルコール依存症は、お酒

を飲める人なら誰でもなりうる
病気です。また、回復が可能な
病気です。アルコールで困って
いる本人および家族の皆さん
の参加をお待ちしています。
と　き　10月19日㈰　12時
30分～15時30分

ところ　四日市市楠福祉会
館（近鉄楠駅下車、徒歩5
分）

内　容　アルコール依存症に
関する講演､会員や家族の
体験発表

講　師　猪野亜朗さん（かす
みがうらクリニック副院長）

定　員　200人程度
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　三重断酒新生会　
宮﨑（　397-3572）

　若い人たちがDVの被害者
や加害者にならないよう、身近
に起きているデートDVとは何
かを知り、私たちができること
を考えます。
対　象　中高生の保護者など
と　き　10月25日㈯　13時30
分～15時30分（開場13時）

ところ　男女共同参画セン
ター　ホール

講　師　川西寿美子さん（大阪
私立学校人権教育研究会）

定　員　100人（先着順）
申込み　氏名、住所、電話番
号を、来館または電話･ファク
ス･電子メールで男女共同参
画課へ（予約優先）

※鈴鹿市男女共同参画団体｢男女
共同参画すずかネット｣に委託し

て実施します。

と　き　10月13日（月･祝）　
10時～16時

ところ　鈴鹿スポーツガーデン
内　容

　○施設無料開放
　○無料体験（クライミング・
　アーチェリー・水球など）
　○体力測定（鈴鹿医療科
　学大学協力）
　○フリーマーケット
　○クイズラリー
　などイベント盛りだくさん
※詳しくは、ガーデンのホームペ
ージをご覧ください。

問合せ　NPO法人鈴鹿市体
育協会　担当：倉田
　（　387-6006　387-6008 
　　npotaiky@mecha.ne.jp）
◆親子野球スクール

　Honda鈴鹿硬式野球部の現
役およびOB選手の指導でティ
ーボールなどを使い、親子で野
球の基本を楽しく学びます。子ど
もたちの技術の向上に合わせ
て、運動能力を伸ばしスポーツを
楽しむ心を育てます。
対　象　小学1･2年生の男
女と保護者

と　き　10月12日～12月7日の
日曜日　計8回　10時～12時

ところ　ホンダアクティブラン
ド野球場

定　員　50組（先着順）　　

参加料　5,000円（保険料を
含む）

申込み　9月20日㈯から10月
5日㈰までに鈴鹿市体育協
会（市立体育館窓口）へ

※市立体育館は9月22日(月)が
休館日です。

◆後期バドミントン教室

対　象　一般男女
と　き　10月～12月の水曜日
　計10回　19時～20時30分

ところ　西部体育館
定　員　30人（先着順）
参加料　5,000円（保険料を
含む）

申込み　9月20日㈯から10月3
日㈮までに、参加料を添えて
体育館または西部体育館へ

※市立体育館は9月22日(月)が
休館日です。

　元ALT（外国語指導助
手）の英国人女性と愛娘マヤ
（2歳）による英語教室です。
幼児期にネイティブの発音を
聴き、英語のコミュニケーショ
ンの楽しさを体験できます。
対　象　1～3歳児と保護者
と　き　9月27日～平成27年
1月31日の土曜日　全12回
　9時30分～10時20分
ところ　鈴鹿国際大学　
講　師　アビゲイル･ロイドさ
んとマヤちゃん

定　員　5組（先着順）
参加料　1万5,000円（全12
回分）

申込み　9月25日㈭までに､フ
ァクスまたは電子メールで鈴
鹿国際大学へ（ 372-3903

　koukai@suzuka-jc.ac.jp）
問合せ　鈴鹿国際大学 親子
でイングリッシュ担当（　
372-3900）

※詳しくは､大学ホームページを
ご覧ください。

　東洋医学でほっとするぜい
たくな秋のひとときを過ごしま
せんか。
と　き　10月11日㈯　10時
～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100年記念ホール
（岸岡町1001-1）
内　容

○午前の部　10時～12時
　講演　｢夏の疲れを取るツ
ボ、養生、秋の薬膳｣
○午後の部　13時～15時30
分（参加自由）
　｢東洋医学でほっとするひと
とき！｣　①美顔コーナー、②
リラックスコーナー、③疲労
改善コーナー、④体調チェ
ックと体質にあわせた薬膳
茶コーナー

定　員　200人（先着順）
※①～③は先着各25人
参加料　午前の部：無料､午
後の部：①～③は各500円
（実費のみ）　
※希望者には、薬膳弁当(900
円予定･100食限定)を用意
します。ご希望の方は、鈴鹿医
療科学大学へ電話予約してく
ださい。

申込み･問合せ　鈴鹿医療科
学大学　（　383-8991）

催 し 物

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト2014第三弾

｢収穫祭り｣
農林水産課　 382-9017　 382-7610

三重断酒新生会
｢北勢ブロック結成
41周年記念大会｣

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

くらしの情報くらしの情報

国際理解セミナー
｢ワイン越しに見るイタリア・
主婦の目線で見る
イタリアンライフ｣

(公財)鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

  sifa@mecha.ne.jp

講演会
｢デートDV予防教育とは｣

男女共同参画課

 381-3113 　381-3119

  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
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名、年齢、電話番号を、電話･
ファクス･電子メールのいずれ
かで鈴鹿国際交流協会へ

　｢椿の農業と地域を考える
会｣では、皆さんとの交流とご
縁づくりを行うイベントの参加
者を募集します。
と　き　10月12日㈰　9時～
14時頃　（雨天決行）

ところ　矢田しいたけ園（大
久保町376)、サファリファー
ム（大久保町地内）

内　容

○枝豆、マコモタケ、原木しい
たけの収穫体験と試食
○きのこご飯、焼きたてマイピ
ザなどで昼食交流会
○軽トラ市でお買い物
定　員　50人程度（先着順）
参加料　中学生以上2 ,500
円、小学生以下1,200円

申込み　10月5日㈰までに、
参加者の氏名、年齢、性
別、代表者連絡先（住所、
電話番号）などを矢田会長
（　090-2680-3536、
　　371-0237）へ
※グループ参加の場合、大人1人
に小人は3人以内です。

※天候などの理由で内容は変更
となる場合がありますが、雨で
も実施します。

※『椿縁結びプロジェクト』フェイス
ブックページもご覧ください。

　アルコール依存症は、お酒

を飲める人なら誰でもなりうる
病気です。また、回復が可能な
病気です。アルコールで困って
いる本人および家族の皆さん
の参加をお待ちしています。
と　き　10月19日㈰　12時
30分～15時30分

ところ　四日市市楠福祉会
館（近鉄楠駅下車、徒歩5
分）

内　容　アルコール依存症に
関する講演､会員や家族の
体験発表

講　師　猪野亜朗さん（かす
みがうらクリニック副院長）

定　員　200人程度
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　三重断酒新生会　
宮﨑（　397-3572）

　若い人たちがDVの被害者
や加害者にならないよう、身近
に起きているデートDVとは何
かを知り、私たちができること
を考えます。
対　象　中高生の保護者など
と　き　10月25日㈯　13時30
分～15時30分（開場13時）

ところ　男女共同参画セン
ター　ホール

講　師　川西寿美子さん（大阪
私立学校人権教育研究会）

定　員　100人（先着順）
申込み　氏名、住所、電話番
号を、来館または電話･ファク
ス･電子メールで男女共同参
画課へ（予約優先）

※鈴鹿市男女共同参画団体｢男女
共同参画すずかネット｣に委託し

て実施します。

と　き　10月13日（月･祝）　
10時～16時

ところ　鈴鹿スポーツガーデン
内　容

　○施設無料開放
　○無料体験（クライミング・
　アーチェリー・水球など）
　○体力測定（鈴鹿医療科
　学大学協力）
　○フリーマーケット
　○クイズラリー
　などイベント盛りだくさん
※詳しくは、ガーデンのホームペ
ージをご覧ください。

問合せ　NPO法人鈴鹿市体
育協会　担当：倉田
　（　387-6006　387-6008 
　　npotaiky@mecha.ne.jp）
◆親子野球スクール

　Honda鈴鹿硬式野球部の現
役およびOB選手の指導でティ
ーボールなどを使い、親子で野
球の基本を楽しく学びます。子ど
もたちの技術の向上に合わせ
て、運動能力を伸ばしスポーツを
楽しむ心を育てます。
対　象　小学1･2年生の男
女と保護者

と　き　10月12日～12月7日の
日曜日　計8回　10時～12時

ところ　ホンダアクティブラン
ド野球場

定　員　50組（先着順）　　

参加料　5,000円（保険料を
含む）

申込み　9月20日㈯から10月
5日㈰までに鈴鹿市体育協
会（市立体育館窓口）へ

※市立体育館は9月22日(月)が
休館日です。

◆後期バドミントン教室

対　象　一般男女
と　き　10月～12月の水曜日
　計10回　19時～20時30分

ところ　西部体育館
定　員　30人（先着順）
参加料　5,000円（保険料を
含む）

申込み　9月20日㈯から10月3
日㈮までに、参加料を添えて
体育館または西部体育館へ

※市立体育館は9月22日(月)が
休館日です。

　元ALT（外国語指導助
手）の英国人女性と愛娘マヤ
（2歳）による英語教室です。
幼児期にネイティブの発音を
聴き、英語のコミュニケーショ
ンの楽しさを体験できます。
対　象　1～3歳児と保護者
と　き　9月27日～平成27年
1月31日の土曜日　全12回
　9時30分～10時20分
ところ　鈴鹿国際大学　
講　師　アビゲイル･ロイドさ
んとマヤちゃん

定　員　5組（先着順）
参加料　1万5,000円（全12
回分）

申込み　9月25日㈭までに､フ
ァクスまたは電子メールで鈴
鹿国際大学へ（ 372-3903

　koukai@suzuka-jc.ac.jp）
問合せ　鈴鹿国際大学 親子
でイングリッシュ担当（　
372-3900）

※詳しくは､大学ホームページを
ご覧ください。

　東洋医学でほっとするぜい
たくな秋のひとときを過ごしま
せんか。
と　き　10月11日㈯　10時
～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100年記念ホール
（岸岡町1001-1）
内　容

○午前の部　10時～12時
　講演　｢夏の疲れを取るツ
ボ、養生、秋の薬膳｣
○午後の部　13時～15時30
分（参加自由）
　｢東洋医学でほっとするひと
とき！｣　①美顔コーナー、②
リラックスコーナー、③疲労
改善コーナー、④体調チェ
ックと体質にあわせた薬膳
茶コーナー

定　員　200人（先着順）
※①～③は先着各25人
参加料　午前の部：無料､午
後の部：①～③は各500円
（実費のみ）　
※希望者には、薬膳弁当(900
円予定･100食限定)を用意
します。ご希望の方は、鈴鹿医
療科学大学へ電話予約してく
ださい。

申込み･問合せ　鈴鹿医療科
学大学　（　383-8991）

鈴鹿スポーツガーデン
ガーデンフェスタ'14
県営鈴鹿スポーツガーデン

 372-2250 　372-2260

講座・教室

親子野球スクール
後期バドミントン教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

鈴鹿医療科学大学鍼灸学科
健康講座

｢東洋医学で1日リフレッシュ！｣
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

親子でイングリッシュ
～ネイティブによる
乳幼児とママ・パパの
ための楽しい英語教室～
企画課　 382-9038　 382-9040
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対　象　おおむね60歳以上
で市内在住の方

ところ　シルバー人材セン
ター（市役所別館第3）

定　員　各講座とも15人（先
着順）

受講料　各講座とも3,000円
（別途テキスト代1,000円）
申込み　9月25日㈭から10月
24日㈮までに､鈴鹿市シル
バー人材センターへ

※パソコンは主催者側で準備し
ます。

※各講座5人以下の場合は、中止
することがあります。

◆ワード初級講座

対　象　パソコンで文字入力
できる方

と　き　11月11日㈫～14日
㈮　9時30分～12時

内　容　ウィンドウズ8.1のパ
ソコンでワード2013の操作
を習得します。

◆デジタルカメラ･パソコン

初級講座

対　象　パソコン初級程度の
操作技術を習得している方

と　き　11月11日㈫～14日
㈮　13時30分～16時

内　容　デジタルカメラの操
作、パソコンへの取り込み
･保存、フリーソフトを使っ
ての画像加工（レタッチ）
を習得します。

※フォトショップエレメンツ12を
使用

◆エクセル初級講座

対　象　パソコンで文字入力

できる方
と　き　11月25日㈫～28日
㈮　9時30分～12時

内　容　ウィンドウズ8.1のパ
ソコンでエクセル2013の操
作を習得します。

申込み　9月23日（火・祝）か
ら先着順受け付け。水泳
場窓口またはホームペー
ジで

◆親子でボール遊び教室 
　いろいろなボールを使っ
た遊びの中で五感を刺激し
ます。
対　象　歩けるお子さんから
未就園児までの親子

と　き　10月16日･30日、11
月6日の各木曜日　10時15
分～11時

定　員　20組（先着順）
参加料　2,700円（全3回）
◆バレトン教室

　バレエ･ヨガ･フィットネスを
組み合わせた運動で痩せや
すい体へ
対　象　一般女性
※お子さんを連れて参加できま
す。

と　き　10月10日･24日、11月
14日･28日、12月12日･26日
の各金曜日　10時～11時

定　員　15人 （先着順）
参加料　4,800円（全6回）

　懐かしい学生時代を思い
出しながら、学校の授業のよう
にさまざまなジャンルの先生を

お招きして活動をする楽しい
教室です。青春時代の思い
出がよみがえること間違いな
し。一緒に和気あいあいと楽
しみませんか。
対　象　成人
定　員　2 0人～3 0人程度
（各講座による）
※応募者多数の場合は抽選
申込み　9月20日㈯から10月
9日㈭17時まで（必着）に､
希望講座名、氏名、住所、
電話番号、年齢を、はがき
またはファクスで青少年セ
ンター（〒513-0825　住吉
町南谷口）へ

※様式は問いません
◆美術の授業編｢大人の陶芸

講座｣　
　形作りから釉薬かけまで、
世界で一つのオリジナル作品
を作ります。
と　き　11月5日㈬･26日㈬
13時30分～15時30分　

参加料　1,500円（全2回）
◆家庭の授業編｢大人のみか

ん狩りとお菓子作り講座」

　1回目でみかん狩りに出か
け、2回目でそのみかんを使っ
たお菓子作りを楽しみます。
と　き　11月12日㈬･19日㈬
13時30分～15時30分

参加料　1,500円（全2回）
◆技術の授業編　｢大人のパ

ソコン･年賀状講座｣

　パソコンを使って年賀状を
作成します。
と　き　12月3日㈬･10日㈬
13時30分～15時30分

参加料　1,000円（全2回）

申込み　フォークリフト運転技
能講習以外は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、センター窓口へ

◆有機溶剤取扱業務安全衛生

教育

　労働安全衛生法｢有機溶
剤取扱業務安全衛生教育修
了証｣取得講座
と　き　10月21日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

(5トン未満)

　工場などで使うクレーン（5ト
ン未満）を操作する資格です
と　き　10月28日㈫･29日㈬
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法｢ガス溶
接技能講習修了証｣取得講
座
と　き　11月5日㈬･6日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座、
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。
と　き　学科　11月10日㈪･

11日㈫
実　技　11月12日㈬･13日㈭
･14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）

◆11月のフォークリフト運転

技能講習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：11月18日㈫　
8時～17時10分、実技　Ⅰ
コース：11月23日㈰･2 9日
㈯・30日㈰、Ⅱコース：11月19
日㈬～21日㈮、Ⅲコース：11
月25日㈫～27日㈭　8時～
17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　上記3コースを10月1
日㈬から受け付け

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

高齢者の雇用･就業を
支援するための技能講習

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

 382-6092 　382-6093

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

大人の学校シリーズⅠ

県立鈴鹿青少年センター

 378-9811 　378-9809
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できる方
と　き　11月25日㈫～28日
㈮　9時30分～12時

内　容　ウィンドウズ8.1のパ
ソコンでエクセル2013の操
作を習得します。

申込み　9月23日（火・祝）か
ら先着順受け付け。水泳
場窓口またはホームペー
ジで

◆親子でボール遊び教室 
　いろいろなボールを使っ
た遊びの中で五感を刺激し
ます。
対　象　歩けるお子さんから
未就園児までの親子

と　き　10月16日･30日、11
月6日の各木曜日　10時15
分～11時

定　員　20組（先着順）
参加料　2,700円（全3回）
◆バレトン教室

　バレエ･ヨガ･フィットネスを
組み合わせた運動で痩せや
すい体へ
対　象　一般女性
※お子さんを連れて参加できま
す。

と　き　10月10日･24日、11月
14日･28日、12月12日･26日
の各金曜日　10時～11時

定　員　15人 （先着順）
参加料　4,800円（全6回）

　懐かしい学生時代を思い
出しながら、学校の授業のよう
にさまざまなジャンルの先生を

お招きして活動をする楽しい
教室です。青春時代の思い
出がよみがえること間違いな
し。一緒に和気あいあいと楽
しみませんか。
対　象　成人
定　員　2 0人～3 0人程度
（各講座による）
※応募者多数の場合は抽選
申込み　9月20日㈯から10月
9日㈭17時まで（必着）に､
希望講座名、氏名、住所、
電話番号、年齢を、はがき
またはファクスで青少年セ
ンター（〒513-0825　住吉
町南谷口）へ

※様式は問いません
◆美術の授業編｢大人の陶芸

講座｣　
　形作りから釉薬かけまで、
世界で一つのオリジナル作品
を作ります。
と　き　11月5日㈬･26日㈬
13時30分～15時30分　

参加料　1,500円（全2回）
◆家庭の授業編｢大人のみか

ん狩りとお菓子作り講座」

　1回目でみかん狩りに出か
け、2回目でそのみかんを使っ
たお菓子作りを楽しみます。
と　き　11月12日㈬･19日㈬
13時30分～15時30分

参加料　1,500円（全2回）
◆技術の授業編　｢大人のパ

ソコン･年賀状講座｣

　パソコンを使って年賀状を
作成します。
と　き　12月3日㈬･10日㈬
13時30分～15時30分

参加料　1,000円（全2回）

申込み　フォークリフト運転技
能講習以外は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、センター窓口へ

◆有機溶剤取扱業務安全衛生

教育

　労働安全衛生法｢有機溶
剤取扱業務安全衛生教育修
了証｣取得講座
と　き　10月21日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

(5トン未満)

　工場などで使うクレーン（5ト
ン未満）を操作する資格です
と　き　10月28日㈫･29日㈬
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法｢ガス溶
接技能講習修了証｣取得講
座
と　き　11月5日㈬･6日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座、
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。
と　き　学科　11月10日㈪･

11日㈫
実　技　11月12日㈬･13日㈭
･14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）

◆11月のフォークリフト運転

技能講習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：11月18日㈫　
8時～17時10分、実技　Ⅰ
コース：11月23日㈰･2 9日
㈯・30日㈰、Ⅱコース：11月19
日㈬～21日㈮、Ⅲコース：11
月25日㈫～27日㈭　8時～
17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　上記3コースを10月1
日㈬から受け付け

鈴鹿地域職業訓練センター
10・11月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

 387-1900 　387-1905
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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

高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）予防接種について

10月から、高齢者を対象とした肺炎
球菌ワクチン接種の対象年齢が65

歳をはじめとした5歳刻みになると聞きまし
たが、対象年齢になるまで待たないと受け
られないのでしょうか。

平成26年10月から、高齢者用肺炎
球菌ワクチン（23価）が過去に接種

歴のない方に限り、定期接種となります。
定期接種の対象者　今年度（平成26年4
月1日から平成27年3月31日）は、65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳以上となる方

※今後5年間は、毎年5歳刻みの年齢の方が対象
です。

自己負担額　接種費用8,000円の内、自己負

担額は5,000円（生活保護受給者を除く）
　ご質問への答えですが、対象ではない年
齢の方でも接種を希望される場合は、平成

24年4月から本市で独自に設けている費用

助成制度（10月以降も継続します）を利用

できます。

　この場合の接種費用は各医療機関によっ

て異なりますが、市の助成額は3,000円で

す。3,000円を超える接種費用は自己負担

となります。

　詳しくはかかりつけ医、または健康づく

り課（保健センター）へお問い合わせくだ

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。

健康づくり課　 382-2252　 382-4187 

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp



＜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、10月中旬ごろにはがきで別日を案内します。

集団検診集団検診
○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）。

　　　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

11月20日㈭
13時～14時15分

申し込みは、9月22日㈪から30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

相　談

保健
センター 不要10月24日㈮

9時30分～11時
すくすく広場

（育児相談・栄養相談・
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

菅谷亜弓医師(産婦人科)
「あきらめないで　その冷え症」

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分から14時45分まで。先着2人で、申込みは9月25日㈭から11月5日㈬まで。

11月15日㈯・22日㈯、12月1日㈪
　午前・午後

11月22日㈯　午後

2,000円

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

乳がん
（視触診とマンモグラフィ）

40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歳以上の方は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。

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。　※前日から洗浄と接触は避けてください。
※HPV検査は20～39歳の希望者に実施。20～29歳は昭和60年4月2日～平成7年4月1日生
まれの方、30～39歳は昭和60年4月1日以前に生まれた方から40歳の誕生日前日までの方。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

※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。
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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



※後日、参加者のうち希望者を対象に、地域で介護予防のための運動支援ボランティアとして活躍できる
「スクエアステップリーダー養成講座」を開催します。詳しくは、講演＆講習会終了時に案内します。

300円
(材料費)

保健
センター

栄養についての講話と
簡単な調理実習

健康ひろば（栄養編）
65歳以上の方 20人

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

10月22日㈬
10時～11時30分

9月24日㈬から
（先着順）

無料市立
体育館

スクエアステップの体験スクエアステップ
講演＆講習会

概ね65歳以上の方

50人10月7日㈫
10時～12時

受付中
（先着順）

予防接種予防接種

■定期接種

対象者／生後12～36カ月未満の方　接種回数／3カ月以上の間隔をおいて2回　費用／無料（対象者に限る）
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（一部自己負担金2,000円）
※以前に水痘ワクチンを接種した方または水痘にかかったことがある方は対象外です。
■費用助成

対象者／生後36カ月から小学校就学始期の前日までの方　助成金額／接種費用のうち3,000円を助成
※以前は生涯1回のみの助成でしたが、10月以降は2回目の接種も費用助成の対象となる場合があります。
　詳しくはホームページをご覧いただくか、健康づくり課またはかかりつけ医にお問い合わせください。

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

■すくすくファミリー教室

■介護予防教室

教　室教　室

無料保健
センター

10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）、

栄養相談

虫歯予防の話、
個別相談

離乳食コース
平成26年4月～6月生まれの
乳児をもつ初参加の方

30組 9月29日㈪から
（先着順）

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

20人 受付中
（先着順）

無料保健
センター

10月23日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
平成26年1月～2月生まれ
の乳児とその保護者の方

9月30日㈫から
（先着順）30組

　生後2～3カ月ごろ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

　10月から水痘（みずぼうそう）ワクチンが定期接種になります。これに伴い、現在実施している費用助成の内
容を、10月以降一部変更します。また、助成は平成27年3月31日（火）で終了します。

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10 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　10月5日㈰、12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
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廃棄物対策課　　382-7609　　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

　現在、ごみ集積所は市内に約3,500カ所あり、主に自治会が管理している集積所と、

管理会社や所有者で管理している共同住宅などの集積所の2つに分かれています。

　きれいな集積所を維持していくためには、集積所を利用する皆さん一人一人のご

協力が何よりも大切です。

きれいなごみ集積所を維持しましょう

○ごみがきちんと分別されている。
○ごみを出す曜日・時間（収集日当日の朝8時まで）が
　守られている。
○鈴鹿市認定ごみ袋に入れ、袋の口が縛ってある。
○一度に大量のごみを出していない（草など一度に大
　量に出すと、集積所からごみが溢れるため）。
○収集後は清掃をしている。

きれいな集積所とは？きれいな集積所とは？

　普段からごみの出し方に気を付けるだけで、ネコやカラスなどの動物に集積所を
荒らされないようにできます。

　生ごみを減らす
　動物たちの餌となる生ごみを出さないのが
第一です。
　買い過ぎ、作り過ぎをできるだけ控え、食品
の無駄や食べ残しを少なくしましょう。

動物に集積所を荒らされないために！動物に集積所を荒らされないために！

1 　収集日と時間を守る
　前日の夜間にごみを出すと、ネコやカラスな
どがごみを荒らします。ごみの散乱を防ぐため
にも収集日の当日（朝8時まで）に出しましょう。

3

　ネットで覆う
　ネットを掛けると、簡単かつ低コストでごみ
の散乱を防げます。ネットの網目は、できるだけ
細かいものにし、ごみ袋がはみ出さないように
全体を覆いましょう。重りを付けると、隙間から
の進入を防げます。

4
　生ごみは水気を切る
　水気を切って、ごみの臭い
を抑え、できるだけ動物を呼
び寄せないようにしましょう。

2

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

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
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　14日㈫・27日㈪ 休館日　14日㈫・27日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 １０
October

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

インディアカ・
ソフトバレー

バレーボール

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

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

1・2・9日
8・15・16・22・23・29日
10・25日
20・30日
4・5日
3・17日

4・6・20日

5・9・24日
10・12日
11・25・30・31日
21日
1日
2・22・26日
7・15・29日
8日

16日

23・28日
3・31日
17・24日

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

1～3・8・9・15・16・22～24・29・30日
10・31日
17日
3・10日
4・6・7・13・14・18・20・21・24・27・28・31日
5・11・12・19・26日
17日

9：00～21：00
18：00～21：00
13：00～21：00

9：00～21：00

18：00～21：00
9：00～17：00

1～4・6～10・13～16・18・20～24・27～31日
5・11・12・19・26日
17日
1・2・4・6・7・9・13・14・16・
18・20・21・23・27・28・30日
5・11・12・19・26日
8・15・22・29          

卓　　　球

バスケットボールバドミントン

10月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

体育の日

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

2～4・8～10・16・17・22～25・30・31日
5・12・19・26日
6・7・13・20・21・28日
18日
26日

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

1・3・8・10・15・17・22・24・28・29・31日
2・6・7・9・13・16・19～21・23・30日
4・11・18日
5・12・25・26日

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

1・8・15・19・22・26・29日
2・6・9・16・20・23・30日
3・5・7・10・12・13・17・21・24・28・31日
4・11・18・25日

9:00～21:001～13・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

10月
●休館日 月曜日、7日㈫、21日㈫　●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）　4日、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 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

2日㈭
16日㈭
30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

1日㈬
15日㈬
29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㈬

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

10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

3日㈮
17日㈮
31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

10日㈮
24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

9日㈭
23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　6日㈪

◎交通事故相談（弁護士）28日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・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（NPO） 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

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・3・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31日女性のための電話相談

※一日合同相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政
書士、社会保険労務士、税理士による相談です。

※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（一日合同相談については、行政相談委員、社会保険労務士は予約不要）です。

◎一日合同相談 17日 10：00～16：00 市役所本館12階会議室

人権相談 17日 13：00～16：00 久間田公民館 人権政策課 382-9011　　382-2214

（※）８日㈬の深伊沢公民館と１０日㈮の加佐登公民館は１４日㈫に、３０日㈭のふれあいセンターは２８日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

※

※
※

2014・9・20 15



郡山住みよいまちづくり協議会設立準備委員会（事務局　郡山公民館）
〒510-0263 郡山町540番地の8 問合せ 　　　372-2833

郡山住みよいまちづくり協議会設立準備委員会（事務局　郡山公民館）

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。

　平成24年12月、「できる人が、できることを、できるときに」をスローガンに発足しました。まだまだ、地域

の皆さんの認知度は低いものの、「防災イベント」「美化運動（清掃、花壇整備）」「健康、防犯ウォーキング」

「もちつき大会」などを地域団体の協力を得て実施しています。最近では、7月27日に郡山公民館で、「子供

が繋ぐ地域の防災・絆」をテーマに、親子で考え感じる防災イベントを実施し、400人の方に参加いただきま

した。

　郡山地区は、昔からの3自治会と新興住宅4自治会で組織されており、異なる生活環境が混じっています。

また、少子高齢化、幅広いニーズ・価値観の多様化、個人の尊重などの要因から、住民の交流や地域に対す

る関心は希薄になってきていると、皆さん感じていると思います。

　そのため、人と人がふれあう場を設け、地区内や世代間の交流を深め

ることによって、住民が相互に協力できるまちにし、安全・安心なまちを作

り上げたいと考えています。さらにこうして出来上がったまちが将来も続

いていくよう、次世代の育成も重視して活動しています。

　これからも、まちづくりの主役である地域の皆さん、そして関係団体・

機関とともに一歩一歩前進し、「つながりのあるまち」の実現に向けて、

活動を進めていきたいと思います。

　そのため、人と人がふれあう場を設け、地区内や世代間の交流を深め

ることによって、住民が相互に協力できるまちにし、安全・安心なまちを作

り上げたいと考えています。さらにこうして出来上がったまちが将来も続

　これからも、まちづくりの主役である地域の皆さん、そして関係団体・

機関とともに一歩一歩前進し、「つながりのあるまち」の実現に向けて、

○9月21日㈰～30日㈫…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○10月1日㈬～10日㈮…秋季火災予防運動
○10月11日㈯～20日㈪…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［8月31日現在］

8
広 報すず か 　2 0 1 4 年 9 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

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

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

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/5件、うち建物3件（45件、13件増） 出動数/741件（5,670件、100件減）

人口/200,990人（19人増） 男性/100,385（12人増） 女性/100,605人（7人増） 世帯数/82,305世帯（87世帯増）

事故数/555件、うち人身事故55件（4,196件、227件減） 死者数/0人（3人、4人減） 傷者数/65人（673人、171人減）

月・水・金・日曜日…10時20分、18時30分（10分間）
火・木・土曜日…10時20分、20時45分（10分間）
※10月1日～20日…10時20分、20時45分（10分間） ※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

『ベルディ便り』 78.3MHz

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

防災イベントの様子
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