
行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

2014年10月20日号
No.1422

と　き　11月20日㈭　10時
～16時

ところ　市役所本館　1階市
民ロビー

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

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

　「津波防災の日（11月5日）」
にＪアラート（全国瞬時警報シ
ステム）を利用した緊急地震
速報の訓練放送を行います。
　また、この放送に続き、沿岸
部を管内に持つ消防分団車
庫に取り付けてあるモーターサ
イレンを鳴らす訓練とお寺の鐘
（※いのちの鐘）を乱打する訓
練を行います。
※いのちの鐘とは、災害時におい
て、住民に切迫した危険を知ら
せるため、消防団員や自主防災
組織に加え、本旨を理解いただ
いた方が、協力をいただく寺院
の｢鐘｣を乱打し、速やかな避難
を呼びかけるものです。

と　き　いずれも11月5日㈬
10時から（各1分程度）

◆緊急地震速報

対象設備　市内90カ所の防災
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、および鈴鹿ヴォ
イスＦＭ（78.3MHz）

放送内容

　｢緊急地震速報。大地震で
す。大地震です。これは訓練
放送です。｣×3回繰り返し
※放送内容確認サービス　383-8007
　防災スピーカーが聞き取りにくい
場合は、電話で放送内容を聞くこと
ができます。ご利用ください。
◆モーターサイレン

対象設備　一ノ宮、箕田、若松、
玉垣、白子、稲生、天名の消防
分団車庫

◆お寺の鐘（いのちの鐘）

対象の鐘　津波浸水予測区
域内のお寺

住宅なんでも相談会を
行います

防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

「津波防災の日」に「緊急地震速報」「モーターサイレン」
「お寺の鐘」を鳴らす訓練を行います

防災危機管理課　 382-9968 　382-7603
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市民の声

外国人向け日本語教室について

健康館

教室・相談・検診・予防接種
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地域づくりの団体紹介

庄野地区まちづくり実行委員会
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　合川小学校を小規模特認
校として指定し、入学・転入生
を募集します。合川小学校
は、文部科学大臣指定の教
育課程特例校として全学年
で英語教育に取り組むほか、
今後はＩＣＴ教育推進のモデ
ル校としてタブレット型パソコン
等を効果的に活用した授業
づくりに取り組みます。
※「小規模特認校」とは、特色あ
る教育活動を行う小規模な学
校であり、市内全域を通学区
域として認める学校です。

就学の条件

①就学希望の児童が市内に
在住または平成27年4月1日

までに市内に転入見込み
②保護者の負担と責任で、児
童を通学させること
③教育活動に賛同し、協力す
ること
④児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中学
校へ入学させること

定　員　各学年1 0人以内
（平成27年度）
申込み　11月4日㈫から12月
24日㈬（土・日曜日、祝日は除
く）までの8時30分から17時
までに合川小学校へ

転入学の決定　平成27年1月
中

※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。

◆オープンスクール（学校

見学会）

 参加希望者は、事前に合川
小学校へ連絡してください。
と　き　11月17日㈪～21日

㈮10時30分～12時30分
問合せ

○制度に関すること　学校教
育課 　382-7618
○学校見学会等に関すること
合川小学校 　372-0014

と　き　10月30日㈭、31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。

　｢社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書｣が送付され
ますので、大切に保管してくださ
い。年末調整や確定申告の際
には必ずこの証明書（または領
収証書）を添付してください。
送付時期

○平成26年1月1日から9月30
日までの間に国民年金保
険料を納付された方･･･11
月上旬
○平成26年10月1日から12月
31日までの間に初めて国民
年金保険料を納付された
方･･･平成27年2月上旬

※国民年金保険料は、所得税と住
民税の申告において、全額が社
会保険料控除の対象となりま
す。平成26年1月から12月まで
に納付した保険料が対象です。

※｢控除証明書｣の再発行は、年
金事務所か下記の控除証明書
専用ダイヤルまでお願いしま
す。市役所では再発行できませ
んので、ご注意ください。

問合せ

○津年金事務所（　059-228-
　9188）
○控除証明書専用ダイヤル
（　0570-070-117、IP電話
などは　03-6700-1130）

　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
開催します。傍聴できますの
で、ぜひお越しください。

とき･ところ

○第2回
　11月4日㈫　14時から
　市役所本館　12階1202
会議室
○第3回
　11月14日㈮　9時から
　市役所本館　5階503会議室
議　題　ヒアリングによる外部
評価の実施について

定　員　各回5人（定員を超
えた場合は抽選）

申込み　開催の30分前から
10分前まで会場で受け付け

　平成26年4月から、三重県農
地中間管理機構が農家（出し
手）から農地を借受け、農業経
営の効率化や規模拡大を考え
ている担い手農家等（受け手）
に対し、一定の貸付ルールに基
づき貸し付ける農地中間管理
事業を開始しました。農地の借り
受けを希望される方は、受け手
の公募に応募してください。
申込み　11月14日㈮までに、「農
地等借受申込書」を、市農林
水産課、JA鈴鹿、機構へ

※｢農地等借受申込書｣は、農林水産
課窓口、JA鈴鹿窓口に設置する
ほか、三重県農地中間管理機構
ホームページから入手できます。

問合せ　（公財）三重県農林
水産支援センター農地中
間管理課（ 0598-48-1228
･1229）または農林水産課へ

　厚生労働省では9月1日か

ら、労働条件に関して、誰でも
無料で相談できる電話相談
窓口を開設しています。労働
条件でお悩みの方は、お気軽
にご相談ください。
【フリーダイヤル】

　0120-811-610
受付時間

○平日（月･火･木･金曜日）の
17時～22時
○土･日曜日の10時～17時
期　間　平成27年3月31日㈫
まで
※年末年始（12月29日～1月3
日）を除く。

問合せ　三重労働局労働基
準部監督課（　059-226-

　2106）

　法律とこころについて、外
国語通訳がつく専門家への
相談会を行います。予約が必
要です。
対　象　母国語の通訳が必
要な外国人住民

と　き　11月30日㈰　13時
～17時30分

ところ　市役所本館　12階
会議室

ことば　ポルトガル語、スペイ
ン語、フィリピノ語、英語、中
国語、タイ語、インドネシア
語、ベトナム語ほか

相談員　弁護士、行政書士、社
会保険労務士、臨床心理士

定　員　15人
申込み･問合せ　10月27日㈪
から、電話で三重県国際交
流財団　（M I E F）（　
059-223-5006 　059-223-
　5007）へ

平成27年度から「小規模
特認校」制度を実施します

学校教育課　 382-7618　 382-9054

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

◆入札

と　き　11月11日㈫　13時30分から順次
※受付は一度に行います。13時20分までにお集まりく
ださい。

ところ　消防本部 4階 消防学習室（飯野寺家
町217番地の1)

※入札当日は、内容説明を行いませんので、｢公用車(消
防車両)売却(解体処分)説明書｣を熟読の上、不明
な点は事前にお問い合わせください。

申込み　10月20日㈪から11月7日㈮（土･日曜
日、祝日を除く）までの9時から17時までに、直

接、消防本部3階消防課へ
※郵送またはファクスでの受付は行いません。
※申込書と｢公用車(消防車両)売却(解体処分)説明
書｣は、消防本部消防課で配布するほか、市ホーム
ページから入手できます。

◆車両の公開

と　き　10月27日㈪～29日㈬　9時～12時
ところ　消防本部敷地内
※現地での説明、試乗は行いません。
※入札に参加される方は、売却車両を実際にご覧に
なってお確かめください。

消防課　 382-9154　 383-1447

公用車(消防車)を解体処分のため一般競争入札により売却します

車　名

5トン水槽車
(三菱　MT)

排気量

8.20L

予定価格
(最低売却価格)

40万円

車検有効期限 

平成26年3月29日

備　考

(NOx.PM)不適合

(NOx.PM)不適合

走行距離
(8月末時点)

約23,000km(1)

消防団車両
(ニッサン　MT)(2)

消防団車両
(ニッサン　MT)(3)

売却
車両

3人

2.49L 10万円平成27年3月11日 約20,000km6人

2.49L 10万円平成27年3月11日 約16,000km6人

乗車
定員

平成10年
3月

平成11年
3月

平成11年
3月

初年度
登録

くらしの情報くらしの情報

(NOx.PM)不適合、
速度抑制装置装備義務付け対象外
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までに市内に転入見込み
②保護者の負担と責任で、児
童を通学させること
③教育活動に賛同し、協力す
ること
④児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中学
校へ入学させること

定　員　各学年1 0人以内
（平成27年度）
申込み　11月4日㈫から12月
24日㈬（土・日曜日、祝日は除
く）までの8時30分から17時
までに合川小学校へ

転入学の決定　平成27年1月
中

※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。

◆オープンスクール（学校

見学会）

 参加希望者は、事前に合川
小学校へ連絡してください。
と　き　11月17日㈪～21日

㈮10時30分～12時30分
問合せ

○制度に関すること　学校教
育課 　382-7618
○学校見学会等に関すること
合川小学校 　372-0014

と　き　10月30日㈭、31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。

　｢社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書｣が送付され
ますので、大切に保管してくださ
い。年末調整や確定申告の際
には必ずこの証明書（または領
収証書）を添付してください。
送付時期

○平成26年1月1日から9月30
日までの間に国民年金保
険料を納付された方･･･11
月上旬
○平成26年10月1日から12月
31日までの間に初めて国民
年金保険料を納付された
方･･･平成27年2月上旬

※国民年金保険料は、所得税と住
民税の申告において、全額が社
会保険料控除の対象となりま
す。平成26年1月から12月まで
に納付した保険料が対象です。

※｢控除証明書｣の再発行は、年
金事務所か下記の控除証明書
専用ダイヤルまでお願いしま
す。市役所では再発行できませ
んので、ご注意ください。

問合せ

○津年金事務所（　059-228-
　9188）
○控除証明書専用ダイヤル
（　0570-070-117、IP電話
などは　03-6700-1130）

　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
開催します。傍聴できますの
で、ぜひお越しください。

とき･ところ

○第2回
　11月4日㈫　14時から
　市役所本館　12階1202
会議室
○第3回
　11月14日㈮　9時から
　市役所本館　5階503会議室
議　題　ヒアリングによる外部
評価の実施について

定　員　各回5人（定員を超
えた場合は抽選）

申込み　開催の30分前から
10分前まで会場で受け付け

　平成26年4月から、三重県農
地中間管理機構が農家（出し
手）から農地を借受け、農業経
営の効率化や規模拡大を考え
ている担い手農家等（受け手）
に対し、一定の貸付ルールに基
づき貸し付ける農地中間管理
事業を開始しました。農地の借り
受けを希望される方は、受け手
の公募に応募してください。
申込み　11月14日㈮までに、「農
地等借受申込書」を、市農林
水産課、JA鈴鹿、機構へ

※｢農地等借受申込書｣は、農林水産
課窓口、JA鈴鹿窓口に設置する
ほか、三重県農地中間管理機構
ホームページから入手できます。

問合せ　（公財）三重県農林
水産支援センター農地中
間管理課（ 0598-48-1228
･1229）または農林水産課へ

　厚生労働省では9月1日か

ら、労働条件に関して、誰でも
無料で相談できる電話相談
窓口を開設しています。労働
条件でお悩みの方は、お気軽
にご相談ください。
【フリーダイヤル】

　0120-811-610
受付時間

○平日（月･火･木･金曜日）の
17時～22時
○土･日曜日の10時～17時
期　間　平成27年3月31日㈫
まで
※年末年始（12月29日～1月3
日）を除く。

問合せ　三重労働局労働基
準部監督課（　059-226-
　2106）

　法律とこころについて、外
国語通訳がつく専門家への
相談会を行います。予約が必
要です。
対　象　母国語の通訳が必
要な外国人住民

と　き　11月30日㈰　13時
～17時30分

ところ　市役所本館　12階
会議室

ことば　ポルトガル語、スペイ
ン語、フィリピノ語、英語、中
国語、タイ語、インドネシア
語、ベトナム語ほか

相談員　弁護士、行政書士、社
会保険労務士、臨床心理士

定　員　15人
申込み･問合せ　10月27日㈪
から、電話で三重県国際交
流財団　（M I E F）（　
059-223-5006 　059-223-
　5007）へ

社会保険料(国民年金
保険料)控除証明書が
発行されます

保険年金課　 382-9401　 382-9455

行財政経営計画検証
委員会を傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

労働条件相談ほっとライン
をご利用ください

産業政策課　 382-8698　 382-0304

農地中間管理事業に係る
農地の借り受け者を
募集しています

農林水産課　 382-9017　 382-7610

外国人住民のための
通訳がつく

相談会を行います
市民対話課　 382-9058　 382-7660

は  い！ ろうどう
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　昨年9月にフランスで行っ
た、本市、ル･マン市（フラン
ス）、ユースダール市（スウェー
デン）の三都市による共同宣
言を記念して、講演会や演劇
などを催します。
◆地域共生から世界平和を

考えるつどい

と　き　11月1日㈯　13時30
分から（開場13時）

ところ　文化会館
内　容

○記念講演　｢国際感覚を
そなえた人づくり｣　森川徹
さん（外務省職員）
○劇団｢花さつき｣による演劇
「うたは世界をつなぐかけ橋」
○フィナーレ｢共生と平和のう
た｣の発表

※手話通訳あり
申込み　不要
◆パネル展｢国際協力･国際貢

献・多文化共生を知ろう｣

と　き　10月27日㈪～11月4
日㈫　市役所開庁時間内

ところ　市役所本館　1階
市民ロビー

◆多文化共生のつどい｢お隣

さんは外国人｣　
　牧田地区地域づくり協議会
が実施。一般の方の参加を歓
迎します。
と　き　11月2日㈰　13時30
分～15時

ところ　牧田コミュニティセン
ター

内　容

○多文化共生の活動紹介
○フィリピン人バンドによる演
奏会･情報交換会　

定　員　20人（先着順）
申込み･問合せ　電話･ファクス
･電子メールで市民対話課へ

　江戸時代に異国へ漂流し
た日本人、日本へ漂着した異
国人について紹介します。
と　き　10月25日㈯～12月
14日㈰（ただし祝日を除く月
曜日は休館日）

開館時間　10時～16時
ところ　大黒屋光太夫記念館
（若松中一丁目1-8）
◆展示説明会

と　き　10月25日㈯、11月13
日㈭･30日㈰　いずれも10
時30分から

ところ　大黒屋光太夫記念館
申込み　不要
◆ワークショップ「海岸で漂着

物を探して標本箱を作ろう」

対　象　原則 小学生
と　き　11月3日（月･祝）　
10時から　

ところ　伝統産業会館ほか
講　師　船橋憲治さん（鈴鹿
子ども環境ネット）

申込み　電話か電子メール
で文化課へ

◆ワークショップ「探した漂着物

でフォトフレームを作ろう」

対　象　原則 小学生
と　き　11月29日㈯　10時
から　

ところ　若松公民館
講　師　坂崎由佳さん（ナチ
ュラル工房にわとり屋）

申込み　電話かメールで文
化課へ

と　き　11月5日㈬～12月14
日㈰　9時～16時30分

※月･第3火曜日（休日の場合は翌
日）は休館日

ところ　佐佐木信綱記念館 
展示室（石薬師町1707－3）

内　容　｢信綱の交遊録―
『明治大正昭和の人々』を
中心に―｣をテーマに、交
遊のあった学者の新村出
や小説家の芥川龍之介、
歌舞伎役者の中村歌右衛
門らの手紙や関係資料を
展示します。

入館料　無料
◆講演会

と　き　11月9日㈰　13時30
分～16時

ところ　佐佐木信綱記念館
内　容　
○「佐佐木信綱記念館特別
展（信綱の交遊録）の解説」
　磯上知里（学芸員）
○｢信綱と一葉・緑雨｣　衣斐
弘行さん（花園大学講師、
鈴鹿市文化財調査会会長）

定　員　70人
主　催　鈴鹿市、佐佐木信
綱顕彰会

問合せ　佐佐木信綱記念館
（　･　374-3140）

と　き　11月2日㈰　9時40
分～12時　（開場9時15分）

ところ　労働福祉会館大会
議室（神戸地子町）

内　容

○講演　｢認知症地域包括
ケアのためのまちづくり｣　
玉井顯さん（敦賀温泉病院
理事長）　
○寸劇　～松尾芭蕉に学ぶ
認知症予防術～｢芭蕉は
認知症専門医だった？｣

定　員　120人
参加料　無料
申込み･問合せ　鈴鹿西部地
域包括支援センター（　
370-3751）

と　き　11月2日㈰　9時～
15時（雨天時は3日（月・祝））

ところ　西条中央公園（文
化会館隣り芝生公園）

内　容　フリーマーケット、模
擬店（やきそば、からあげ、
子ども縁日など多数）

◆フリーマーケット参加者募集

出店料　1ブース2 , 0 0 0 円
（2m×2m）
募集数　120ブース
申込み　 電 子 メー ル（　
genk i_ f ree@yahoo . co
　.jp）で
問合せ　西条発展会事務局
（　 ･ 　 3 8 4 - 2 1 2 2 、　
nisijyo-b@sky.plala.or.jp）

と　き　11月3日（月･祝）　
　9時30分～15時

ところ　文化会館　茶室
（庸軒流）、和室（珠光流）、
美術工芸室（表千家）

参加料　1席500円
問合せ　鈴木恵美子（茶道
むつみ会）（　383-1173）

対　象　子育て支援団体等
関係者（乳幼児等の保護
者を含む）

と　き　11月8日㈯10時～12時
ところ　男女共同参画センター
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）

と　き　11月8日㈯　8時～10時
ところ　山中公園（メイン会
場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

問合せ　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会　
代表者　長太正雄（　
385-2046）

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

と　き　11月8日㈯　13時30
分から

ところ　文化会館 第1研修室
テーマ　図書館学から見た
鈴鹿の文人たち

講　師　清水信さん（文芸評
論家）

入場料　無料
※当日定員になり次第、締め切ります。
問合せ　鈴鹿土曜会　衣斐
弘行（　382-6722）

※清水さんの書籍プレゼントもあります。

と　き　11月15日㈯　14時
～16時

ところ　鈴鹿短期大学　B
棟 1 0 1 講義室（郡山町
663-222）

内　容　講演の他、｢放課後
児童指導員｣科目を担当し
ている教員のコメントとフロ
アを含んだディスカッション

講　師　栗生千佳さん（和歌
山県学童保育連絡協議会
事務局長、和歌山県学童保
育しいのみクラブ指導員）

参加料　無料
申込み　不要　
問合せ　鈴鹿短期大学生活コ
ミュニケーション学研究所（川
又俊則研究室）（　372-3900 
　372-3903　kawamatat@
　suzuka-jc.ac.jp）

と　き　11月15日㈯　13時
30分～16時（受付13時）

ところ　ふれあいホール
内　容　
○第一部　市内小中学生
　作文コンクール表彰式、
　最優秀作品2篇の朗読
○第二部　講演会｢いじめにつ
いて｣　講師 大河内祥晴さん

定　員　200人
参加料　無料
申込み･問合せ　鈴鹿市青少
年育成市民会議事務局
（　･　382 - 0713　平日
10時～15時）

催 し 物

｢地域共生と世界平和に
関する日仏瑞三都市
共同宣言｣の記念事業

市民対話課　 382-9058　 382-7660

  shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp 大黒屋光太夫記念館
特別展｢漂流･漂着ものがたり
－海へ往く者 海から来る者－｣

文化課　 382-9031　 382-9071

  bunka@city.suzuka.lg.jp

佐佐木信綱記念館特別展

文化課　 382-9031　 382-9071

｢認知症｣をテーマとした
市民公開講座

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

くらしの情報くらしの情報
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○多文化共生の活動紹介
○フィリピン人バンドによる演
奏会･情報交換会　

定　員　20人（先着順）
申込み･問合せ　電話･ファクス
･電子メールで市民対話課へ

　江戸時代に異国へ漂流し
た日本人、日本へ漂着した異
国人について紹介します。
と　き　10月25日㈯～12月
14日㈰（ただし祝日を除く月
曜日は休館日）

開館時間　10時～16時
ところ　大黒屋光太夫記念館
（若松中一丁目1-8）
◆展示説明会

と　き　10月25日㈯、11月13
日㈭･30日㈰　いずれも10
時30分から

ところ　大黒屋光太夫記念館
申込み　不要
◆ワークショップ「海岸で漂着

物を探して標本箱を作ろう」

対　象　原則 小学生
と　き　11月3日（月･祝）　
10時から　

ところ　伝統産業会館ほか
講　師　船橋憲治さん（鈴鹿
子ども環境ネット）

申込み　電話か電子メール
で文化課へ

◆ワークショップ「探した漂着物

でフォトフレームを作ろう」

対　象　原則 小学生
と　き　11月29日㈯　10時
から　

ところ　若松公民館
講　師　坂崎由佳さん（ナチ
ュラル工房にわとり屋）

申込み　電話かメールで文
化課へ

と　き　11月5日㈬～12月14
日㈰　9時～16時30分

※月･第3火曜日（休日の場合は翌
日）は休館日

ところ　佐佐木信綱記念館 
展示室（石薬師町1707－3）

内　容　｢信綱の交遊録―
『明治大正昭和の人々』を
中心に―｣をテーマに、交
遊のあった学者の新村出
や小説家の芥川龍之介、
歌舞伎役者の中村歌右衛
門らの手紙や関係資料を
展示します。

入館料　無料
◆講演会

と　き　11月9日㈰　13時30
分～16時

ところ　佐佐木信綱記念館
内　容　
○「佐佐木信綱記念館特別
展（信綱の交遊録）の解説」
　磯上知里（学芸員）
○｢信綱と一葉・緑雨｣　衣斐
弘行さん（花園大学講師、
鈴鹿市文化財調査会会長）

定　員　70人
主　催　鈴鹿市、佐佐木信
綱顕彰会

問合せ　佐佐木信綱記念館
（　･　374-3140）

と　き　11月2日㈰　9時40
分～12時　（開場9時15分）

ところ　労働福祉会館大会
議室（神戸地子町）

内　容

○講演　｢認知症地域包括
ケアのためのまちづくり｣　
玉井顯さん（敦賀温泉病院
理事長）　
○寸劇　～松尾芭蕉に学ぶ
認知症予防術～｢芭蕉は
認知症専門医だった？｣

定　員　120人
参加料　無料
申込み･問合せ　鈴鹿西部地
域包括支援センター（　
370-3751）

と　き　11月2日㈰　9時～
15時（雨天時は3日（月・祝））

ところ　西条中央公園（文
化会館隣り芝生公園）

内　容　フリーマーケット、模
擬店（やきそば、からあげ、
子ども縁日など多数）

◆フリーマーケット参加者募集

出店料　1ブース2 , 0 0 0 円
（2m×2m）
募集数　120ブース
申込み　 電 子 メー ル（　
genk i_ f ree@yahoo . co
　.jp）で
問合せ　西条発展会事務局
（　 ･ 　 3 8 4 - 2 1 2 2 、　
nisijyo-b@sky.plala.or.jp）

と　き　11月3日（月･祝）　
　9時30分～15時

ところ　文化会館　茶室
（庸軒流）、和室（珠光流）、
美術工芸室（表千家）

参加料　1席500円
問合せ　鈴木恵美子（茶道
むつみ会）（　383-1173）

対　象　子育て支援団体等
関係者（乳幼児等の保護
者を含む）

と　き　11月8日㈯10時～12時
ところ　男女共同参画センター
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）

と　き　11月8日㈯　8時～10時
ところ　山中公園（メイン会
場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

問合せ　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会　
代表者　長太正雄（　
385-2046）

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

と　き　11月8日㈯　13時30
分から

ところ　文化会館 第1研修室
テーマ　図書館学から見た
鈴鹿の文人たち

講　師　清水信さん（文芸評
論家）

入場料　無料
※当日定員になり次第、締め切ります。
問合せ　鈴鹿土曜会　衣斐
弘行（　382-6722）

※清水さんの書籍プレゼントもあります。

と　き　11月15日㈯　14時
～16時

ところ　鈴鹿短期大学　B
棟 1 0 1 講義室（郡山町
663-222）

内　容　講演の他、｢放課後
児童指導員｣科目を担当し
ている教員のコメントとフロ
アを含んだディスカッション

講　師　栗生千佳さん（和歌
山県学童保育連絡協議会
事務局長、和歌山県学童保
育しいのみクラブ指導員）

参加料　無料
申込み　不要　
問合せ　鈴鹿短期大学生活コ
ミュニケーション学研究所（川
又俊則研究室）（　372-3900 
　372-3903　kawamatat@
　suzuka-jc.ac.jp）

と　き　11月15日㈯　13時
30分～16時（受付13時）

ところ　ふれあいホール
内　容　
○第一部　市内小中学生
　作文コンクール表彰式、
　最優秀作品2篇の朗読
○第二部　講演会｢いじめにつ
いて｣　講師 大河内祥晴さん

定　員　200人
参加料　無料
申込み･問合せ　鈴鹿市青少
年育成市民会議事務局
（　･　382 - 0713　平日
10時～15時）

鈴鹿短大ミニシンポジウム
｢放課後の小さな神様たち
―現代の子どもたちが
背負っているものの理解

のために―｣
企画課　 382-9038　 382-9040

西条発展会2014
元気フリーマーケット

商業観光課　 382-9016　 382-0304

芸術文化協会
市民茶会

文化課　 382-9031　 382-9071

次世代育成支援について
考える円卓会議

児童保育課　 382-7606　 382-7607

県民文化祭
清水信文学講演会

図書館　 382-0347　 382-4000

青少年育成市民会議
公開講座｢つなぐ｣

生涯学習課　 382-7619　 382-9071

若松海岸の
清掃ボランティア

若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752
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くらしの情報くらしの情報
講座・教室

応急手当普及員講習

中央消防署　 382-9165　 382-9166

鈴鹿地域職業訓練センター
12月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

 387-1900　 387-1905

スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

(県営鈴鹿スポーツガーデン)

 372-2250 　372-2260

　この資格を取得すると、自
身が所属する組織の方々など
を対象に、普通救命講習の指
導ができます。
対　象　市内に在住か在勤で、
この資格をお持ちでない方

と　き　11月21日㈮～23日
㈰の3日間　9時～18時

※3日間全ての受講が必要
ところ　中央消防署 4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

内　容　｢応急手当指導者標
準テキスト ガイドライン2010対
応｣に沿って講習を行います。

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

定　員　30人（先着順）
申込み　10月27日㈪から11

月14日㈮までに、電話か直
接、中央消防署へ

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
問い合わせの上、鈴鹿地域
職業訓練センターの窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　12月2日㈫～4日㈭
　8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：12月8日㈪･9日㈫
　8時45分～17時、実技：12月
10日㈬･11日㈭･12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）

◆クレーン運転業務特別教育

と　き　12月16日㈫･17日㈬

8時45分～17時
受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

申込み　10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

◆姿勢美人になろう！ポスチ

ュアウォーキング体験教室

対　象　一般女性
と　き　10月31日㈮　11時
～12時

定　員　15人（先着順）
参加料　800円
◆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　11月12日㈬　10時
30分～11時30分

定　員　20人（先着順）
参加料　1,250円
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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

外国人向け日本語教室について

近所に日本語を勉強したがっている
外国人が住んでいます。日本語を教

えてくれる教室はありますか。

市内には、外国人を対象に日本語を教
えているボランティア教室が3つあり、教

材費程度の負担で学習することができます。
○鈴鹿日本語会AIUEO（河曲公民館）
　毎週土曜日　18時～19時30分
○桜島日本語教室（桜島集会所）
　毎週水曜日　19時30分～21時
○牧田いろは教室（牧田コミュニティセンター）
　第1～第4土曜日　10時30分～12時

　日本語初心者から日本語能力試験のた
めに通っている人まで、さまざまな方が学ん
でいます。
　詳しくは、市民対話課、または鈴鹿国際
交流協会（SIFA）へお問い合わせくださ
い。または、SIFAが毎月発行する『マンスリ
ーすずか』に、教室の開催日など詳細を掲
載していますのでご確認ください。『マンスリ
ーすずか』は、市民対話課窓口やSIFA窓
口などで入手できます。

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。

市民対話課　　382-9058　 382-7660 　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

(公財)鈴鹿国際交流協会（SIFA） 　383-0724　 383-0639

　　sifa@mecha.ne.jp　  http://www.sifa.suzuka.mie.jp

ア イ ウ エ オ

シ ー フ ァ
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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

無料保健
センター

11月11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5月～7月生まれの

乳児をもつ方

10月27日㈪から
（先着順）30組

無料保健
センター

12月4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

10月28日㈫から
（先着順）

20組

無料保健
センター

11月17日㈪
10時～11時30分

認知症予防のための
頭と体の体操

10月24日㈮から
（先着順）

30人

無料鈴峰
公民館

12月8日㈪・15日㈪・22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

10月24日㈮から
（先着順）

20人

無料保健
センター

11月9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

10月23日㈭から
（先着順）

各
15組

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
（スクエアステップ編）
65歳以上の方

12月18日㈭
13時～14時15分

相　談

保健
センター 不要11月28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（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

川村慶三医師(外科)
「誰にも言えない痔の悩み」

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10月24日㈮から12月3日㈬まで。

　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

※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

　　　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



集団検診集団検診
申し込みは、10月22日㈬から11月6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（個別検診も含む）。
○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）。

12月14日㈰、1月15日㈭
午前・午後

12月11日㈭・21日㈰、
1月22日㈭・25日㈰　午後

1月7日㈬・8日㈭　午後

1,500円

12月5日㈮・14日㈰午前・午後
保健センター

稲生地区市民
センター

1,000円
（70歳以上は500円）

子宮頸がん
（細胞診）
20歳以上の女性

保健センター

12月7日㈰、1月22日㈭・25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、または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）。

12月7日㈰　午前 保健センター レントゲン撮影 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。
※追加してHPV検査を20～39歳の希望される方に同時に実施します。
20～29歳（昭和60年4月2日～平成7年4月1日生まれの方）は500円追加
30～39歳（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）は1,500円追加

※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。

12月5日㈮、11日㈭・21日㈰、
1月22日㈭・25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

1月7日㈬・8日㈭
午前・午後

稲生地区市民
センター

※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
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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



＜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し込み多数の場合は、11月下旬ごろにはがきで別日を案内します。

がん検診川柳受賞作品が決まりました

　市民の皆さんのがん検診受診推奨のため、「がん検診川柳」

を募集しました。たくさんのご応募ありがとうございました。

　健康づくり課にて91作品の中から、優秀作品を選定しまし

たのでご紹介します。

＜がん集団検診はインターネットで予約

できます＞

　今年度から、がん集団検診の予約がイ

ンターネットでもできるようになりました。

はがきが手元にない方や、平日の昼間に

電話予約をするのが難しい方も、申込期

間中であれば24時間いつでもパソコンや

スマートフォンから予約可能です。市ホー

ムページから簡単に予約できますので、ぜ

ひご利用ください。

予防接種予防接種
■ＭＲ(麻しん・風しん混合)予防接種について

　平成18年以前は、麻しん・風しんの予防接種は、生涯で1回接種とされていましたが、発病を確実に防ぐため
に、現在では2回の接種が必要とされています。
　これからの季節は、インフルエンザ、ノロウイルスなど冬の感染症が流行します。接種者本人やその周囲の
方が感染症にかかると、予約した日に予防接種を受けられない場合がありますので、早めに受けましょう。
定期接種対象者／1期(生後12～24月未満)、2期(平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ)
ところ／実施医療機関
回　数／対象年齢内で1回
費　用／無料(対象年齢内に限る)
持ち物／母子健康手帳・健康保険証・予防接種予診票
※予診票がお手元にない方は、健康づくり課または地区市民センターでお渡ししますので、母子健康手帳を持
ってお越しください。

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11 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　11月23日㈰・30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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環境政策課　　382-7954　　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

　自然と触れ合いながら里山保全活動を行う里山ボランティアを募集します。またこ

の活動の一環として、どんぐりの観察会を行います。観察会はボランティアでなくて

も参加できますので、奮ってご応募ください。

深谷公園で自然に触れてみませんか

　里山保全活動とは、里山林を維持する営みを体験することで、人と
自然が共存できるようにすることの大切さを体感していただくための活
動です。
　里山ボランティアの方々には、年3～5回程度、深谷公園の里山林
の間伐や下草刈り、シイタケの菌打ちなどの活動をしていただいてい
ます。
　この活動に興味がある方は、年に1回でも結構ですので、ぜひご参
加ください。参加していただける方は環境政策課へご連絡ください。

　公園内を散策しながら、木の実や草の実を観察します。
と　き　11月8日（土）　10時～12時
　　　　 ※9時50分深谷公園管理事務所前集合（雨天決行）
講　師　桐生定巳さん（三重自然誌の会）
参加料　無料
申込み　10月31日（金）12時までに、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、環境政策課にご連絡ください。
※集合場所など詳しい内容は、後日参加申込者に連絡します。

里山保全活動の成果
　この活動によって林床まで光
が差し込むようになり、同公園で
はこれまで見られなかったササ
ユリ（三重県の準絶滅危惧種）
がたくさん開花するなど、成果が
表れています。

○12月13日㈯　シイタケの菌打ち用原木作り、間伐
○ 1月25日㈰　七草粥を味わう会、間伐
○ 2月21日㈯ 　シイタケの菌打ち、間伐

里山ボランティアを募集します里山ボランティアを募集します

深谷公園でどんぐりの観察会を行います深谷公園でどんぐりの観察会を行います

本年度の予定 里山保全活動の成果

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　10日㈪・25日㈫ 休館日　10日㈪・25日㈫●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622 １1
November

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

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

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

3・4日
5・6・19・20・27日
26日
3・5～7・20・21・23・29・30日
4・24日
13・27・28日
14日
11・18日

17日

19・26日
1・16・23・24日
7・28日

9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00

9：00～21：00

9：00～17：00

5～7・12～14・19・20・26～28日
21日
1・3・15・16・23日
4・8・10・11・17・18・22・
24・25・28・29日
7・14・21日

18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00

9：00～21：00

9：00～17：00

1・3・15・16・23日
4～8・10～14・17～22・24～29日
1・3・15・16・23日
4・6・8・10・11・13・17・18・
20・22・24・25・27・29日
5・12・19・26日

卓　　　球

バスケットボールバドミントン

11月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

勤労感謝の日

文化の日

振替休日

庭球場 水泳場372-2285 372-2250

●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
（県営鈴鹿スポーツガーデン）

休業日　10日㈪

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

1・8・15・22日
2日
3・9・16・23・24・30日
4・6・7・11～14・17・18・20・21・26～28日

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

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

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

1・8・15・22・29日
2・5・12・19・26・28日
3・4・7・9・11・14・17・18・21・30日
6・13・20・27日
16・23・24

9:00～21:001～9・11～24・26～30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

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

土

日

11月
●休館日 月曜日、4日㈫、18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）　1日、9日、15日14時30分～15時　22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

13日㈭
27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

12日㈬
26日㈬

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

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

11月

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

14日㈮
28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

6日㈭
20日㈭

◎交通事故相談（弁護士）25日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 7・14・28日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 4日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 17日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 13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 12・26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

4・6・7・11・13・14・
20・21・25・27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 21日 10：00～15：00 市役所本館12階会議室

人権相談 11日 13：00～16：00 神戸コミュニティセンター 人権政策課 382-9011　　382-2214

6日

鼓ヶ浦公民館巡回相談 6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

※13日㈭の旭が丘公民館は11日㈫に、21日㈮の加佐登公民館は25日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

※

※5日㈬
19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

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

7日㈮
21日㈮
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庄野地区まちづくり実行委員会 （事務局　庄野公民館）

〒513-0831　庄野町17番７号 問合せ 　370-0423　 378-4902

庄野地区まちづくり実行委員会 （事務局　庄野公民館）

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。

　皆さんこんにちは、庄野地区まちづくり実行委員会です。昔から伝わる「大念佛踊り」の前に、花傘の前に

集まり、全員そろいの浴衣で決めてみました。この踊りは、およそ230年前に始まった行事で、庄野地区では

大切に伝承しています。

　私たちは、全ての地区住民が、快適で住みやすく、安全と安心がまち全体を包んでいるような、住んでいる

私たちと私たちの子どもたちが共に誇れる故郷づくりを目指して活動しています。自治会・公民館との連携

や、地区住民の交流と親睦を図る目的で、小学校グランドにおいて「庄野地区ふれあい広場」を開催したり、

獅子舞の舞う秋祭りを行っています。また、6月と9月の年2回「8時半だよ」の掛け声の下、全町民に参加を呼

び掛ける地域清掃・ごみ拾いもまちに定着しています。さらに年末年始や各イベント時における地区防犯委

員会を中心とした防犯パトロールを行うことで、安全な地域づくりにつな

げています。

　庄野は、東海道53次の宿場町であり、安藤広重の名作「庄野の白雨」は

あまりにも有名です。その面影を残す町並みと庄野宿資料館は、まちづく

りを行う上で大きな財産です。この財産を生かして、今後も地域住民と各

種団体、自治会、公民館との連携を深め、住みよい、快適な故郷づくりを

目指していきます。

び掛ける地域清掃・ごみ拾いもまちに定着しています。さらに年末年始や各イベント時における地区防犯委

員会を中心とした防犯パトロールを行うことで、安全な地域づくりにつな

　庄野は、東海道53次の宿場町であり、安藤広重の名作「庄野の白雨」は

あまりにも有名です。その面影を残す町並みと庄野宿資料館は、まちづく

りを行う上で大きな財産です。この財産を生かして、今後も地域住民と各

種団体、自治会、公民館との連携を深め、住みよい、快適な故郷づくりを

○10月21日㈫～31日㈮…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○11月 1日㈯～10日㈪…佐佐木信綱記念館特別展と講演会
○11月11日㈫～20日㈭…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［9月30日現在］

9
広 報すず か 　2 0 1 4 年 1 0 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

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

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

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/5件、うち建物2件（50件、16件増） 出動数/673件（6,343件、57件減）

人口/200,985人（5人減） 男性/100,389人（4人増） 女性/100,596人（9人減） 世帯数/82,349世帯（44世帯増）

事故数/539件、うち人身事故64件（4,720件、242件減） 死者数/2人（5人、2人減） 傷者数/80人（753人、169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21日～31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
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