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　住民基本台帳カード（住基
カード）に、コンビニ交付の利
用者登録をすると、全国のコン
ビニエンスストアにある多機能
端末（マルチコピー機）で住民
票の写し、印鑑登録証明書、
所得課税証明書が取得できま
す。住基カードをお持ちの方
は、ぜひコンビニ交付利用者

登録をしてください。
◆コンビニ交付利用者登録

対　象　15歳以上の方（成年被
後見人の方は登録できません）

受付時間　平日8時 3 0分～
16時30分 

ところ　市民課
必要なもの  認印、住基カード
（顔写真付きの住基カードを
お持ちでない方は、免許証
など顔写真付きの官公署発
行の本人確認書類も併せ
てお持ちください）

※代理人による申請はできません。
※住基カードをお持ちでない方は、
住基カードの申請時にコンビニ交
付利用者登録を行ってください。

◆住基カードの申請方法

　市民課へお問い合わせい
ただくか、市ホームページをご
覧ください。

住基カードを使って
コンビニで証明書が

取得できます
市民課　 382-9013　 382-7608
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地域づくりの団体紹介
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マルチコピー機の操作
方法を、約2分の動画で
やさしく説明しています。
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　市制記念日である12月1日
に、市役所本館15階展望ロビ
ーの夜間開放を行います。美
しい夜景をお楽しみください。
と　き　12月1日㈪  17時15
分～20時

　12月4日㈭から10日㈬は｢第
66回人権週間｣です。近所や
家庭内のもめごと、いじめや体
罰、職場でのセクハラ、DVなど

と　き　12月20日㈯　9時30
分～12時（最終受付は11
時30分）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）

相談内容　遺言･遺産分割
協議など相続登記に関す
る相談、売買・贈与・担保権
抹消など不動産登記に関
する相談、会社・法人登記
に関する相談、金銭トラブ
ルなど身近な法律問題に関
する相談、成年後見に関す
る相談など

定　員　50人（先着順）
申込み　予約不要
問合せ　三重県司法書士会 
鈴亀支部（　0595-97-3620）

　12月1日の世界エイズデー
に伴い、通常検査（毎週火曜
日13時～15時）に加え、臨時
の夜間即日エイズ検査を行い
ます。予約は不要で、匿名で
受けられます。
と　き　12月9日㈫　17時30
分～19時

ところ　県鈴鹿庁舎1階 鈴
鹿保健所（西条5-117）

検査料　無料
問合せ　鈴鹿保健所健康増
進課（　382-8672）

◆即日エイズ検査とは

　採血後30分程度で、採血
結果を本人に口頭で伝えま
す。ただし、確認検査が必要

となった場合は、約1週間後に
再度来所していただきます。

◆売却物件

所在地　一ノ宮町字鍋端333
番35

地　目　宅地
地　積　245.83㎡
用途地域　第一種住居地域
売却最低価格　553万1,000円
◆入札

と　き　12月19日㈮　10時
ところ　市役所本館　10階
1004入札室

申込み　12月1日㈪から15日
㈪（土･日曜日を除く9時か
ら17時）までに、人権政策

課へ
※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　12月1日㈪　10時から
ところ　売却物件所在地

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格など、詳しくはお
問い合わせください。
と　き　12月3日㈬　10時
から

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/）

12月1日に
展望ロビーの

夜間開放を行います

管財営繕課　 382-9009　 382-8188

人権擁護委員に気軽に
ご相談ください

人権政策課　 382-9011　 382-2214

司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課　 382-9004　 382-7660

申込み資格（次の要件すべてに該当する方）
　1.市内に在住または勤務している方
　2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
　3.現に住宅に困っている方
　4.市税の滞納がない方
　5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方
　6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件をすべて満たし、60歳以上
の方がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1と3～6をすべて満
たし、1級～4級までの身体障がい者がいる世帯が対
象です。

申込み　11月20日㈭から12月12日㈮（土･日曜
日、祝日を除く8時30分～17時15分）に、所定
の申込書類に必要書類を添えて、直接住宅
課へ

※申込書類は11月20日㈭から住宅課窓口で配布します。
※応募者多数の場合は、平成27年1月9日㈮(予定)に
公開抽選会で決定します。

入居時期　平成27年2月下旬
※障がい者世帯、母子･父子世帯など優先措置を受けられ
る世帯がありますので、申込みの際に申し出てください。

※募集戸数、内容については、状況により変更する場合
があります。

住宅課　 382-7616　 382-7615市営住宅の入居者を募集します

団　　地
一ノ宮団地

募集戸数
6戸

所　在　地
一ノ宮町1177番地の3

家　賃
12,400円～27,500円

構　造
中層耐火造4階

高岡山杜の郷 5戸高岡台四丁目 20,800円～42,900円中層耐火造3階

一ノ宮団地 4戸一ノ宮町1177番地の3 12,600円～27,500円中層耐火造4階

くらしの情報くらしの情報

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）

◆高齢者世帯

高岡山杜の郷 5戸高岡台四丁目 20,800円～41,900円中層耐火造3階

◆高齢者・身体障がい者世帯

でお悩みの方は、人権擁護委
員または特設相談へ気軽にご
相談ください。相談は無料で、
秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　12月4日㈭　10時～
15時　

ところ　鈴鹿ハンター
◆人権擁護委員(敬称略)

山尾教雄（江島町）、髙野栄子
（小岐須町）、松永紀美子（稲
生西三丁目)、嶋かをり（柳町）、
岸勝驥（八野町）、益川博光
（五祝町）、中尾征郎（小田町）、
小川由美子（中瀬古町）、神﨑
佳代子（若松北一丁目）、濵野
勇夫（加佐登四丁目）、林義智
（高岡町）、山本陽子（池田町）、
熊沢美知子（自由ヶ丘二丁目）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）
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と　き　12月20日㈯　9時30
分～12時（最終受付は11
時30分）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）

相談内容　遺言･遺産分割
協議など相続登記に関す
る相談、売買・贈与・担保権
抹消など不動産登記に関
する相談、会社・法人登記
に関する相談、金銭トラブ
ルなど身近な法律問題に関
する相談、成年後見に関す
る相談など

定　員　50人（先着順）
申込み　予約不要
問合せ　三重県司法書士会 
鈴亀支部（　0595-97-3620）

　12月1日の世界エイズデー
に伴い、通常検査（毎週火曜
日13時～15時）に加え、臨時
の夜間即日エイズ検査を行い
ます。予約は不要で、匿名で
受けられます。
と　き　12月9日㈫　17時30
分～19時

ところ　県鈴鹿庁舎1階 鈴
鹿保健所（西条5-117）

検査料　無料
問合せ　鈴鹿保健所健康増
進課（　382-8672）

◆即日エイズ検査とは

　採血後30分程度で、採血
結果を本人に口頭で伝えま
す。ただし、確認検査が必要

となった場合は、約1週間後に
再度来所していただきます。

◆売却物件

所在地　一ノ宮町字鍋端333
番35

地　目　宅地
地　積　245.83㎡
用途地域　第一種住居地域
売却最低価格　553万1,000円
◆入札

と　き　12月19日㈮　10時
ところ　市役所本館　10階
1004入札室

申込み　12月1日㈪から15日
㈪（土･日曜日を除く9時か
ら17時）までに、人権政策

課へ
※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　12月1日㈪　10時から
ところ　売却物件所在地

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格など、詳しくはお
問い合わせください。
と　き　12月3日㈬　10時
から

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/）

夜間即日エイズ検査を
行います

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

市有地を一般競争入札に
より売却します

人権政策課　 382-9011　 382-2214

不動産公売が行われます

納税課　 382-9205　 382-7660

　一般競争入札を行ったのち、随時売却してい
る物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望され
る方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事
　務局）へ

※先着順での申込み受付となりますので、売却済みの
場合はご容赦ください。

※郵送による申込みはできません。

管財営繕課　 382-9675　 382-8188

市有地と鈴鹿市土地開発公社所有地を先着順で売却しています

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 売却価格所　在　地
(A1) 宅　地 257.51㎡ 準工業地域 679万円磯山二丁目1979番1
(A2) 公衆用道路 96.23㎡ 準工業地域 392万2,000円北玉垣町字細田1667番1
(A3) 宅　地 57.78㎡ 準工業地域 209万6,000円矢橋町字大日645番9
(A4) 雑種地 755.20㎡ 市街化調整区域 1,252万6,000円東江島町2862番7
(A5) 宅　地 74.80㎡ 準工業地域 190万円白子本町6307番5
(A6) 雑種地 99.85㎡ 第一種住居地域 260万円寺家四丁目2957番2
(A7) 宅　地 131.41㎡ 第一種住居地域 385万4,000円寺家四丁目2961番1
(A8) 宅　地 540.01㎡ 第一種住居地域 937万4,000円寺家五丁目1675番1
(A9) 雑種地 85㎡ 第一種住居地域 314万円矢橋一丁目823番
(A10) 宅　地 420.23㎡ 第一種低層住居専用地域 1,604万5,000円野町西二丁目808番

でお悩みの方は、人権擁護委
員または特設相談へ気軽にご
相談ください。相談は無料で、
秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　12月4日㈭　10時～
15時　

ところ　鈴鹿ハンター
◆人権擁護委員(敬称略)

山尾教雄（江島町）、髙野栄子
（小岐須町）、松永紀美子（稲
生西三丁目)、嶋かをり（柳町）、
岸勝驥（八野町）、益川博光
（五祝町）、中尾征郎（小田町）、
小川由美子（中瀬古町）、神﨑
佳代子（若松北一丁目）、濵野
勇夫（加佐登四丁目）、林義智
（高岡町）、山本陽子（池田町）、
熊沢美知子（自由ヶ丘二丁目）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

2014・11・20 3

電　話 電子メール ホームページファクス



　固定資産税は、1月1日現
在、市内に土地や建物を所有
している方に課税されます。建
物を壊したり、建物の所有者を
変更するときは、次の申告書･
届を年内に提出してください。
※法務局に登記（登録）されてい
る建物は、法務局へ申請してく
ださい。

◆建物を壊したとき

必要書類　滅失家屋申告書
提出先　資産税課、地区市
民センター

◆建物の所有者名義を変更

するとき

必要書類

○売買や贈与の場合　名義
人変更届、旧所有者の印
鑑登録証明書
○相続の場合　名義人変更
届、相続人が分かる書類
（戸籍など）、遺産分割協
議書、印鑑登録証明書など

提出先　資産税課
※申告書と届は、資産税課と地区
市民センターのほか、市ホーム
ページ(｢未登記建物の名義を
変更するときは｣｢家屋を取り壊
したときは｣のページ)から入手
できます。

　海外渡航中にやむを得ず
医療機関で治療を受けた場
合、申請により支払った医療
費の一部が、海外療養費とし
て支給されます。
　この場合、支給の対象とな
る医療費は、国内で保険診療
として認められている医療行
為に限ります。また治療目的の
渡航は対象になりません。
　最近、この制度を悪用した
不正受給が発生しています。
海外療養費の不正受給を防
止するため、支給申請に対す
る審査を強化しています。

　高校、大学、専修学校など
に在学または進学しようとする
子をもつ母子・父子家庭を対
象に、就学資金の貸付相談を
行っています。
対　象　母子家庭の母また
は父子家庭の父

※今年10月から父子家庭の父を
対象とする父子福祉資金の貸
付が始まりました。

貸付限度額(月額)

○国公立　高等学校1万8,000
円、高等専門学校2万1,000
円、短期大学4万5,000円、大
学4万5,000円、専修学校（高

等課程1万8,000円、専門課
程4万5,000円、一般課程3万
1,000円）
○私立　高等学校3万円、高
等専門学校3万2 ,000円、
短期大学5万3 ,000円、大
学5万4 ,000円、専修学校
（高等課程3万円、専門課
程5万3,000円、一般課程3
万1,000円）

貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据
え置き、その後1 0年以内
（専修学校一般課程は5年
以内）　

申込み　個別に相談に応じま
すので、必ず事前に来庁日
時を児童保育課へ電話で

予約してください。

　12月定例会の本会議をケ
ーブルネット鈴鹿122chで生
放送します。
と　き　11月25日㈫、12月4
日㈭･5日㈮･8日㈪･9日㈫･
10日㈬･22日㈪　10時から
当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、特別委員会、全員協議
会、各派代表者会議、広報広聴会
議は傍聴できます。日程は、市役
所の掲示板と市議会ホームペー
ジに掲載します。ただし、日時が変
更になる場合がありますので、事
前に議事課へご確認ください。

建物を壊したり
名義を変更したときは

忘れずに申告を

資産税課　 382-9007　 382-7604

国民健康保険海外療養費
支給申請に対する審査を

強化しています
保険年金課　 382-7605　 382-9455

◆業務の概況

　給水戸数は9月30日現在8万2,219戸です。ま
た、上半期の総配水量は1,247万5,004㎥、一日
平均配水量は6万8,169㎥、昨年度の上半期に
比べると2.12％減少しています。

◆工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　6,695万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など
　1億5,228万円

水道総務課　 368-1674　 368-1688

水道事業の業務状況をお知らせします

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

営業費用

●平成26年度予算の執行状況(平成26年9月30日現在） ●平成25年度水道事業損益計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

46億3,300万円

41億4,186万円

18億8,601万円

資本的支出 47億9,512万円

23億8,645万円

18億4,387万円

1億1,064万円

8億1,008万円

30億9,702万円 営業収益
貸　方
35億6,208万円

営業外費用 4億1,246万円 営業外収益 8,784万円
特別利益 424万円特別損失 702万円

当年度純利益 1億3,766万円
計 計36億5,416万円 36億5,416万円

固定資産

●平成25年度水道事業貸借対照表（平成26年3月31日現在）

借　方
432億4,102万円 固定負債

貸　方
7億9,012万円

流動資産 43億1,687万円 流動負債
資本金
剰余金

5億7,639万円
230億2,853万円
231億6,285万円

計 計475億5,789万円 475億5,789万円

予算現額 執行額

●平成25年度決算状況（平成26年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

37億6,700万円

37億4,500万円

11億2,796万円

資本的支出 35億4,854万円

38億3,454万円

36億5,687万円

8億6,373万円

24億8,343万円

予算額 決算額

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



◆建物の所有者名義を変更

するとき

必要書類

○売買や贈与の場合　名義
人変更届、旧所有者の印
鑑登録証明書
○相続の場合　名義人変更
届、相続人が分かる書類
（戸籍など）、遺産分割協
議書、印鑑登録証明書など

提出先　資産税課
※申告書と届は、資産税課と地区
市民センターのほか、市ホーム
ページ(｢未登記建物の名義を
変更するときは｣｢家屋を取り壊
したときは｣のページ)から入手
できます。

　海外渡航中にやむを得ず
医療機関で治療を受けた場
合、申請により支払った医療
費の一部が、海外療養費とし
て支給されます。
　この場合、支給の対象とな
る医療費は、国内で保険診療
として認められている医療行
為に限ります。また治療目的の
渡航は対象になりません。
　最近、この制度を悪用した
不正受給が発生しています。
海外療養費の不正受給を防
止するため、支給申請に対す
る審査を強化しています。

　高校、大学、専修学校など
に在学または進学しようとする
子をもつ母子・父子家庭を対
象に、就学資金の貸付相談を
行っています。
対　象　母子家庭の母また
は父子家庭の父

※今年10月から父子家庭の父を
対象とする父子福祉資金の貸
付が始まりました。

貸付限度額(月額)

○国公立　高等学校1万8,000
円、高等専門学校2万1,000
円、短期大学4万5,000円、大
学4万5,000円、専修学校（高

等課程1万8,000円、専門課
程4万5,000円、一般課程3万
1,000円）
○私立　高等学校3万円、高
等専門学校3万2 ,000円、
短期大学5万3 ,000円、大
学5万4 ,000円、専修学校
（高等課程3万円、専門課
程5万3,000円、一般課程3
万1,000円）

貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据
え置き、その後1 0年以内
（専修学校一般課程は5年
以内）　

申込み　個別に相談に応じま
すので、必ず事前に来庁日
時を児童保育課へ電話で

予約してください。

　12月定例会の本会議をケ
ーブルネット鈴鹿122chで生
放送します。
と　き　11月25日㈫、12月4
日㈭･5日㈮･8日㈪･9日㈫･
10日㈬･22日㈪　10時から
当日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、特別委員会、全員協議
会、各派代表者会議、広報広聴会
議は傍聴できます。日程は、市役
所の掲示板と市議会ホームペー
ジに掲載します。ただし、日時が変
更になる場合がありますので、事
前に議事課へご確認ください。

母子・父子家庭の
福祉資金貸付相談を
受け付けています

児童保育課　 382-7661　 382-7607

市議会をテレビ中継します

議会事務局　 382-7600　 382-4876

◆業務の概況

①公共下水道事業

　上半期の総処理水量は500万6,486㎥、一日

平均汚水処理水量は2万7,358㎥で、昨年度の

上半期に比べると2.93％増加しています。

②農業集落排水事業

　上半期の総処理水量は72万9,687㎥、一日平

均汚水処理水量は3,987㎥で、昨年度の上半期

に比べると0.72％減少しています。

◆工事請負費の執行状況

○汚水処理普及促進事業に伴う工事（公共下
水道事業）　1億5,909万円 
○浸水対策事業に伴う工事　8,474万円
○三宅・徳居地区施設整備に伴う工事（農業集
落排水事業）　6,230万円

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

下水総務課　 382-7641　 384-3938　河川雨水対策課　 382-7614　 382-7612

下水道事業の業務状況をお知らせします
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営業費用

●平成26年度予算の執行状況(平成26年9月30日現在） ●平成25年度下水道事業損益計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

59億2,642万円

53億4,984万円

49億8,475万円

資本的支出 67億2800万円

29億9,799万円

22億8,399万円

6億7,964万円

16億3,732万円

29億3,802万円 営業収益
貸　方
18億2,432万円

営業外費用 11億5,116万円 営業外収益 21億6,245万円
当年度純損失 1億559万円特別損失 318万円

計 計40億9,236万円 40億9,236万円

固定資産

●平成25年度下水道事業貸借対照表（平成26年3月31日現在）

借　方
928億1,792万円 流動負債

貸　方
9億4,929万円

流動資産 13億6,383万円 資本金
剰余金

480億7,301万円
451億5,945万円

計 計941億8,175万円 941億8,175万円

予算現額 執行額

●平成25年度決算状況（平成26年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

43億3,540万円

44億16万円

38億6,001万円

資本的支出 57億4,293万円

40億6,405万円

41億3,331万円

28億9,883万円

46億783万円

予算額 決算額

※収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出 ※下水道事業とは、公共下水道事業および農業集落排水事業をいいます。



　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時の
避難路を確保するため、ブロ
ック塀の除却に対して助成を
行っています。
対　象　公道（セットバックが
必要な道路を除く）に面し、
高さが1ｍを超えるブロック
塀など

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算基
準により算出した除却費用
の2分の1（限度額あり）

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

　公園内での犬･猫などのマ
ナーについて、苦情が寄せら
れています。公園利用者や近
隣住人の迷惑やトラブルにな
らないよう、以下の点に注意し
ましょう。
○公園内で犬の首輪のリード
を外して、犬を放さないでく
ださい。他の利用者に大変
迷惑となり、危険となる場合
があります。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、公園に
よっては犬の散歩を禁止し
ている所があります。注意
看板を確認してください。
○公園にいる猫に対して、安
易に餌を与えないでくださ

い。餌を与えることにより猫
が公園に居つき、ふんや餌
の食べ残しにより、他の利
用者の迷惑になります。ま
た、公園に居つく猫が近隣
住宅への侵入などにより、
住環境に悪影響を及ぼす
ことにもなります。無責任な
餌やりはやめましょう。

　三重県防災航空隊が航空
支援制度研修を行います。当
日は三重県・愛知県のヘリコ
プター2機が市内上空を飛行
し、騒音などが生じますが、ご
理解・ご協力をお願いします。
と　き　12月3日㈬　13時～
16時10分（予備日平成27
年1月19日㈪）

ところ　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）

研修の目的　大規模災害等
発生時における、航空応援
部隊の受入れ体制の確保

対　象　平成27年4月1日現
在、15歳以上17歳未満の
男子で、中学校卒業者また
は中等教育学校の前期課
程修了者（見込み含む）

受付期間　推薦：12月5日㈮ま
で、一般：平成27年1月9日
㈮まで

試験日　推薦：平成27年1月
10日㈯～12日（月・祝）の間
の指定する1日、一般（ 1
次）：平成27年1月24日㈯

試験会場　推薦：高等工科大
学校（神奈川県）、一般：四
日市市（予定）

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
（ 351-1723）、自衛官募集
コールセンター（ 01 2 0 -
063-792　12時～20時（年
中無休））

　三重県最低賃金は、10月1
日から16円引き上げられて、
「時間額753円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用
形態（パート・アルバイトなど）
を問わず、県内で働く全ての
労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当す
る事業場で働く労働者には、
三重県最低賃金とは別に、産
業別最低賃金が定められて
います。
　また、最低賃金の引き上げ
に対応してさまざまな課題に
取り組む中小企業事業主の
ために、三重労働局では無料
相談窓口を設置していますの
で、ご活用ください。
無料相談窓口　専門家派遣･
相談等支援事業･三重県
最低賃金総合相談支援セ
ンター（津市丸之内養正町
4-1　森永三重ビル3階 三
重県経営者協会内）

問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

　昭和19年12月7日に発生し
た昭和東南海地震から、今年
で70年の節目を迎えます。み
え防災・減災センターでは、当
時の写真や体験談を募集し
ています。
募集内容

○県内で昭和東南海地震を
体験された方で、地震の際
の状況やその時取った行
動、次世代に伝えていきた
い教訓など
○昭和東南海地震に関連す
る写真や資料など

申込み　11月28日㈮までに、
電話･ファクス･電子メールで
みえ防災･減災センターへ

※体験談を直接話していただける
方は、センター職員が自宅など
へお伺いします。

問合せ　三重県･三重大学
　みえ防災・減災センター
（　059-231-5694　059-
231-9954　 bosai@crc.
　mie-u.ac.jp）

　来年4月に開催する国際交

流フェスタ｢わいわい春まつり｣の
特設ステージに外国人の仲間と
チームを組んで出演しませんか。
歌･ダンス･芝居･･･何でもＯＫで
す。国籍を超えた仲間との練習
の成果を披露してください。
と　き　4月19日㈰　10時～
16時（予定）　

ところ　鈴鹿ハンター 屋外
特設ステージ

募集数　3グループ以内
申込み　12月26日㈮までに、
グループ名、メンバー氏名、
年齢、代表者の電話番号、
パフォーマンスの内容を記
入の上、ファクス･電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ

※結果は、実行委員会で選考の
上、直接連絡します。

公道に面したブロック塀
などの除却工事の一部を

助成します

建築指導課　 382-9048　 384-3938

防災航空隊による
航空支援制度研修が

行われます

中央消防署　 382-9165　 382-3905

三重県最低賃金が
時間額753円に
改定されました 

産業政策課　 382-8698　 382-0304

公園内でのペットのマナー
を守りましょう

市街地整備課 　382-9047 　382-7615

陸上自衛隊高等工科学校
生徒を募集しています

市民課　 382-9013　 382-7608

くらしの情報くらしの情報
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特別賞(3点)

い。餌を与えることにより猫
が公園に居つき、ふんや餌
の食べ残しにより、他の利
用者の迷惑になります。ま
た、公園に居つく猫が近隣
住宅への侵入などにより、
住環境に悪影響を及ぼす
ことにもなります。無責任な
餌やりはやめましょう。

　三重県防災航空隊が航空
支援制度研修を行います。当
日は三重県・愛知県のヘリコ
プター2機が市内上空を飛行
し、騒音などが生じますが、ご
理解・ご協力をお願いします。
と　き　12月3日㈬　13時～
16時10分（予備日平成27
年1月19日㈪）

ところ　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）

研修の目的　大規模災害等
発生時における、航空応援
部隊の受入れ体制の確保

対　象　平成27年4月1日現
在、15歳以上17歳未満の
男子で、中学校卒業者また
は中等教育学校の前期課
程修了者（見込み含む）

受付期間　推薦：12月5日㈮ま
で、一般：平成27年1月9日
㈮まで

試験日　推薦：平成27年1月
10日㈯～12日（月・祝）の間
の指定する1日、一般（ 1
次）：平成27年1月24日㈯

試験会場　推薦：高等工科大
学校（神奈川県）、一般：四
日市市（予定）

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
（ 351-1723）、自衛官募集
コールセンター（ 01 2 0 -
063-792　12時～20時（年
中無休））

　三重県最低賃金は、10月1
日から16円引き上げられて、
「時間額753円」になりました。
この最低賃金は、年齢・雇用
形態（パート・アルバイトなど）
を問わず、県内で働く全ての
労働者に適用されます。
　なお、特定の産業に該当す
る事業場で働く労働者には、
三重県最低賃金とは別に、産
業別最低賃金が定められて
います。
　また、最低賃金の引き上げ
に対応してさまざまな課題に
取り組む中小企業事業主の
ために、三重労働局では無料
相談窓口を設置していますの
で、ご活用ください。
無料相談窓口　専門家派遣･
相談等支援事業･三重県
最低賃金総合相談支援セ
ンター（津市丸之内養正町
4-1　森永三重ビル3階 三
重県経営者協会内）

問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）

　昭和19年12月7日に発生し
た昭和東南海地震から、今年
で70年の節目を迎えます。み
え防災・減災センターでは、当
時の写真や体験談を募集し
ています。
募集内容

○県内で昭和東南海地震を
体験された方で、地震の際
の状況やその時取った行
動、次世代に伝えていきた
い教訓など
○昭和東南海地震に関連す
る写真や資料など

申込み　11月28日㈮までに、
電話･ファクス･電子メールで
みえ防災･減災センターへ

※体験談を直接話していただける
方は、センター職員が自宅など
へお伺いします。

問合せ　三重県･三重大学
　みえ防災・減災センター
（　059-231-5694　059-
231-9954　 bosai@crc.
　mie-u.ac.jp）

　来年4月に開催する国際交

流フェスタ｢わいわい春まつり｣の
特設ステージに外国人の仲間と
チームを組んで出演しませんか。
歌･ダンス･芝居･･･何でもＯＫで
す。国籍を超えた仲間との練習
の成果を披露してください。
と　き　4月19日㈰　10時～
16時（予定）　

ところ　鈴鹿ハンター 屋外
特設ステージ

募集数　3グループ以内
申込み　12月26日㈮までに、
グループ名、メンバー氏名、
年齢、代表者の電話番号、
パフォーマンスの内容を記
入の上、ファクス･電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ

※結果は、実行委員会で選考の
上、直接連絡します。

みえ防災･減災センターが
｢昭和東南海地震体験談｣

を募集しています

防災危機管理課

382-9968　 382-7603

国際交流フェスタ2015
｢わいわい春まつり｣の
出演者を募集します

(公財)鈴鹿国際交流協会

 383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　今年8月から9月末にかけて募集していたペ
ットボトル飲料｢鈴鹿茶｣のラベルデザインに、
全国各地から371作品の応募をいただき、あり
がとうございました。
　最優秀賞に選ばれた作品を原案として、
「鈴鹿茶」が来年4月にJA鈴鹿から新発売さ
れる予定です。楽しみにお待ちください。

農林水産課　 382-9017　 382-7610

｢鈴鹿茶｣ペットボトルラベルデザインの審査結果を発表します

2014・11・20 7

電　話 電子メール ホームページファクス

早川葉子さん（菰野町）
竹内茜さん（鈴鹿市） 藤野奈保美さん（鈴鹿市）

関口大樹さん・知子さん
（大阪市）

谷口怜さん（伊勢市）

最優秀賞最優秀賞

優秀賞（4点）

吉田吉文さん（鈴鹿市）、大矢伊織さん（四日市市）、万谷美沙希さん（鈴鹿市）



◆休日窓口

と　き　11月30日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月27日㈭･28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。

　広報すずかの表紙写真を
募集しています。行事や風景
など、生活感･季節感あふれ
る作品をお待ちしています。
規　定　市内で撮影されたカ
ラー写真（横判）で、未発表
のもの（サイズは問いませ
ん）

申込み　随時受付をしていま
す。写真（一人1点）の裏面
に、郵便番号、住所、氏名、
電話番号、作品のタイトル、
撮影場所、撮影日時、撮影
に関するエピソード（80字
程度）を記入の上、直接ま
たは郵送で〒513-8701　
秘書広報課へ

※写真はお返しできません。
※撮影した人物や対象物の肖像
権に関する責任は、すべて応募
者に属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、市
に譲渡をお願いします。

※提出作品の表紙写真への採用
の有無については、応募者へ個
別には回答しません。

※同じ年度内で、同一応募者から
の表紙写真への採用は1回で
す。

　今年は家族、社会、あなた
自身にとってどんな一年でした
か。この一年を象徴する漢字
1字を募集し、考古博物館で
展示します。また、併せて文化
講演会を開催します。
応募方法　11月20日㈭から
12月12日㈮までに、漢字1
字を毛筆で半紙（習字紙）
に書いたものを考古博物館
（〒5 1 3 - 0 0 1 3　国分町
224）へ

※応募作品は返却しません。
◆応募作品の展示

と　き　12月14日㈰～25日
㈭

※15日･16日･22日･24日は休館日
ところ　考古博物館
◆サポート会主催文化講演会

「鈴鹿の文化財について」

と　き　12月21日㈰　14時
から　

ところ　考古博物館 講堂
講　師　衣斐弘行さん
問合せ　サポート会代表　中
森（　383-1995）

　環境への関心と環境保全
についての理解を深めるため、

市内小中学校の児童･生徒
から募集した｢鈴鹿市の環境
を考えるポスター｣展を開催し
ます。
と　き　11月25日㈫～30日㈰
　25日　10時30分～17時15分
　26日～28日
　　　　8時30分～17時15分
　29日　10時～17時
　30日　9時～16時
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　特別投映｢星の一生、地球
の一生｣に続いて、プラネタリ
ウムに広がる冬の星座を眺め
ながら、ライブで音楽会を楽し
みましょう。
※事前に配布する整理券が必要
整理券の配布　11月29日㈯
10時から、文化会館で希望
時間の整理券を配布します
（無くなり次第終了）。
とき･内容(各1時間)

◆12月21日(日)

○第1部：10時30分から
　ゴスペル フレンズ Jr.さん
○第2部：13時30分から
　村瀬泰宏さん（エレクトリッ
クベース）
○第3部：15時30分から
　MAKKさん（マンドリン･ギ
ター）

◆12月23日（火･祝）

○第1部：10時30分から
　Life Is Musicさん（ギター

･パーカッション）
○第2部：13時30分から
　オカリナ ハートフル カルテッ
トさん
○第3部：15時30分から
　落合義視さん（アコースティ
ックギター）

ところ　文化会館 プラネタリ
ウム

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

※都合により演奏内容を変更また
は中止する場合があります。

　公民館で座学の後、海岸を
散策し野鳥を観察します。
と　き　12月14日㈰　10時
～12時（雨天決行）

集　合　鼓ヶ浦公民館（寺家
1-11-15）　

講　師　内田信也さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
申込み　12月5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･電子メールで
環境政策課へ

　一人で悩まず、同じ病気の
方の話を聞いたり、お互いの
悩みを話し合いましょう。
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方

と　き　11月27日㈭　13時
30分～15時30分

ところ　保健センター　2階
健康教育室

参加料　無料
申込み　不要（当日会場へお
越しください）

問合せ　三重県がん支援セ
ンター（　059-253-3550）

　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、こだわり
の観葉植物の品評会を行い、
入賞作品を展示･販売しま
す。併せて生産者による園芸
体験とミニ園芸講座を開催し
ます。
と　き　11月29日㈯･30日㈰
　11時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
北コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
　組合長 廣瀬俊夫（　
090-7431-4833）

◆園芸体験教室

○29日㈯　フラワーアレンジメ
ント　①11時から、②13時
から、③15時から、④16時
から　
○30日㈰　迎春寄せ植え教
室　①11時から、②13時
から
○30日㈰　フラワーアレンジを
通した性格診断　15時か
ら（予定）

参加料　各2,000円（予定）
定　員　各回5人
申込み　両日とも当日10時か
ら会場レジで整理券を配布

◆ミニ園芸講座｢生産者から

聞いてみよう！植物の上

手な管理方法｣

○29日㈯：シクラメン

○30日㈰：コチョウラン　各日
14時から　

参加料　無料
定　員　各20人　
申込み　不要。直接会場にお
越しください。

　徳島県南部にある旧海部
町は、自殺率が飛び抜けて低
い｢自殺希少地域｣です。そこ
で古くから育まれてきた｢自殺
予防因子｣とは何でしょうか。
　この街のほかと違うところ
や、そこで起きる不思議な現
象、そして人間の｢生きやす
さ」とは何かなど、興味深い内
容を話していただきます。
と　き　12月6日㈯　14時～
16時

ところ　牧田コミュニティセン
ター

講　師　岡　檀さん（和歌山
県立医科大学講師）

定　員　100人
参加料　500円（当日）
主　催　いのちと心を守る鈴
鹿市民の会

申込み･問合せ　いのちと心を
守る鈴鹿市民の会代表　
杉本（　090-1620-5087）、
鈴鹿保健所健康増進課（　
382-8672）、健康づくり課（　
382-2252）

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

催 し 物

クリスマス
音楽プラネタリウム

文化会館　 382-8111　 382-8580

今年の漢字｢1字｣の募集･
文化講演会

考古博物館 　374-1994 　374-0986

鈴鹿市の環境を考える
ポスター展

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

環境政策課　 382-7954　 382-2214

くらしの情報くらしの情報
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※提出作品の表紙写真への採用
の有無については、応募者へ個
別には回答しません。

※同じ年度内で、同一応募者から
の表紙写真への採用は1回で
す。

　今年は家族、社会、あなた
自身にとってどんな一年でした
か。この一年を象徴する漢字
1字を募集し、考古博物館で
展示します。また、併せて文化
講演会を開催します。
応募方法　11月20日㈭から
12月12日㈮までに、漢字1
字を毛筆で半紙（習字紙）
に書いたものを考古博物館
（〒5 1 3 - 0 0 1 3　国分町
224）へ

※応募作品は返却しません。
◆応募作品の展示

と　き　12月14日㈰～25日
㈭

※15日･16日･22日･24日は休館日
ところ　考古博物館
◆サポート会主催文化講演会

「鈴鹿の文化財について」

と　き　12月21日㈰　14時
から　

ところ　考古博物館 講堂
講　師　衣斐弘行さん
問合せ　サポート会代表　中
森（　383-1995）

　環境への関心と環境保全
についての理解を深めるため、

市内小中学校の児童･生徒
から募集した｢鈴鹿市の環境
を考えるポスター｣展を開催し
ます。
と　き　11月25日㈫～30日㈰
　25日　10時30分～17時15分
　26日～28日
　　　　8時30分～17時15分
　29日　10時～17時
　30日　9時～16時
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　特別投映｢星の一生、地球
の一生｣に続いて、プラネタリ
ウムに広がる冬の星座を眺め
ながら、ライブで音楽会を楽し
みましょう。
※事前に配布する整理券が必要
整理券の配布　11月29日㈯
10時から、文化会館で希望
時間の整理券を配布します
（無くなり次第終了）。
とき･内容(各1時間)

◆12月21日(日)

○第1部：10時30分から
　ゴスペル フレンズ Jr.さん
○第2部：13時30分から
　村瀬泰宏さん（エレクトリッ
クベース）
○第3部：15時30分から
　MAKKさん（マンドリン･ギ
ター）

◆12月23日（火･祝）

○第1部：10時30分から
　Life Is Musicさん（ギター

･パーカッション）
○第2部：13時30分から
　オカリナ ハートフル カルテッ
トさん
○第3部：15時30分から
　落合義視さん（アコースティ
ックギター）

ところ　文化会館 プラネタリ
ウム

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

※都合により演奏内容を変更また
は中止する場合があります。

　公民館で座学の後、海岸を
散策し野鳥を観察します。
と　き　12月14日㈰　10時
～12時（雨天決行）

集　合　鼓ヶ浦公民館（寺家
1-11-15）　

講　師　内田信也さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
申込み　12月5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･電子メールで
環境政策課へ

　一人で悩まず、同じ病気の
方の話を聞いたり、お互いの
悩みを話し合いましょう。
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方

と　き　11月27日㈭　13時
30分～15時30分

ところ　保健センター　2階
健康教育室

参加料　無料
申込み　不要（当日会場へお
越しください）

問合せ　三重県がん支援セ
ンター（　059-253-3550）

　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、こだわり
の観葉植物の品評会を行い、
入賞作品を展示･販売しま
す。併せて生産者による園芸
体験とミニ園芸講座を開催し
ます。
と　き　11月29日㈯･30日㈰
　11時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿　
北コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
　組合長 廣瀬俊夫（　
090-7431-4833）

◆園芸体験教室

○29日㈯　フラワーアレンジメ
ント　①11時から、②13時
から、③15時から、④16時
から　
○30日㈰　迎春寄せ植え教
室　①11時から、②13時
から
○30日㈰　フラワーアレンジを
通した性格診断　15時か
ら（予定）

参加料　各2,000円（予定）
定　員　各回5人
申込み　両日とも当日10時か
ら会場レジで整理券を配布

◆ミニ園芸講座｢生産者から

聞いてみよう！植物の上

手な管理方法｣

○29日㈯：シクラメン

○30日㈰：コチョウラン　各日
14時から　

参加料　無料
定　員　各20人　
申込み　不要。直接会場にお
越しください。

　徳島県南部にある旧海部
町は、自殺率が飛び抜けて低
い｢自殺希少地域｣です。そこ
で古くから育まれてきた｢自殺
予防因子｣とは何でしょうか。
　この街のほかと違うところ
や、そこで起きる不思議な現
象、そして人間の｢生きやす
さ」とは何かなど、興味深い内
容を話していただきます。
と　き　12月6日㈯　14時～
16時

ところ　牧田コミュニティセン
ター

講　師　岡　檀さん（和歌山
県立医科大学講師）

定　員　100人
参加料　500円（当日）
主　催　いのちと心を守る鈴
鹿市民の会

申込み･問合せ　いのちと心を
守る鈴鹿市民の会代表　
杉本（　090-1620-5087）、
鈴鹿保健所健康増進課（　
382-8672）、健康づくり課（　
382-2252）

｢がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン｣in鈴鹿

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

鈴鹿花き温室組合
品評会・園芸体験教室

農林水産課　 382-9017　 382-7610

講演会｢人が生きやすい街｣

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

野鳥観察会in鼓ヶ浦海岸

環境政策課　 382-7954　 382-2214

  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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　｢人権尊重都市宣言｣に基
づいた明るく住みよい社会の
実現を目指して開催します。
と　き　12月6日㈯･7日㈰　
10時～17時

ところ　文化会館　
入場料　無料
※人形劇は整理券が必要
◆講演会

と　き　6日㈯　14時～16
時30分

会　場　けやきホール
内　容

○和太鼓ユニット「絆」による
オープニング　
○小･中学生による｢人権に
関する作文｣代表作品の朗
読
○講演｢明日ある、今日を生き
る」　伊藤智也さん

※手話通訳・要約筆記あり
定　員　500人　　
託　児　11月28日㈮までに人
権政策課へ（先着10人）

◆公演会

と　き　7日㈰　13時30分
～16時

会　場　けやきホール
内　容　｢新ちゃんのお笑い
人権高座とゆかいな仲間
たち｣　

※手話通訳あり
出　演

　露の新治さん（落語家）
　伏見龍水さん（曲ごま）
　豊来家一輝さん（太神楽曲
芸）
　桂勢朝さん（南京玉すだれ） 
定　員　500人
託　児　11月28日㈮までに人

権政策課へ（先着10人）
◆人形劇

と　き　7日㈰　10時30分～
11時30分（開場10時15分）

会　場　さつきプラザ　
内　容　｢ぶたさんとねずみさ
ん＋手遊び･ことば遊び｣　
劇団むう

定　員　170人
※11月25日(火)から整理券を人
権政策課で配布

◆じんけん広場

と　き　6日㈯･7日㈰　10時
～17時

会　場　2階研修室
内　容　 
○小･中学生人権ポスター展示
○合川小学校人権標語
○鈴鹿市･鈴鹿市教育委員
会と鈴鹿市人権擁護委員
会によるパネル展示　など

　｢来て･見て･学んで取り組む！
地球温暖化対策｣をテーマに、
楽しみながら環境問題に関心を
深められる体験ブースの設置
や、風力･太陽光発電パネルな
どの模型展示、電気自動車など
の実車展示などを行います。
と　き　12月7日㈰　10時～
15時

ところ　メッセウイング･みえ
（津市北河路町19-1）
参加料　無料
問合せ　三重県地球温暖化
防止活動推進センター（　
059-245-7517 059-245-
7518　mccca@mec.or.jp）

　NPO法人市民ネットワークす
ずかのぶどうでは、イオン白子
店（サンズ）3階の｢B‐チャレン
ジ｣内で、パソコンに関する相
談やミニ講習、グループ活動支
援講習など、さまざまなICT推
進活動を実施しています。
と　き　毎日（土･日曜日、祝
祭日含む）
○午前　9時30分～12時30分
○午後　13時30分～16時30分
ところ　すずかのぶどう内
内　容　基礎講座、インター
ネット、メール講座など

※ノートパソコン持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円（入
会金不要）

問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（イオ
ン白子店3階  ･  387-0767）

　摩訶不思議な実験や科学工
作などの体験を通して、自然科
学を楽しく身近に感じましょう。
対　象　小学5・6年生
※全回通しての参加が望ましいが
各回の参加も可

と　き　平成27年1月17日･
24日･31日の土曜日　9時
30分～11時30分

ところ　鈴鹿青少年センター
内　容　磁石の科学や葉っ
ぱの不思議、3Dブロックを
使った講座などを予定

講　師　みえサイエンスネット
ワーク所属の㈱アーテック
ブロックや科学サークル大

黒屋のメンバー
定　員　30人程度（応募者
多数の場合は抽選）

参加料　各回80 0円（材料
費、保険代など）

※別途550円で昼食注文可
申込み　11月20日㈭から12
月18日㈭17時（必着）まで
に、センター所定の用紙に
92円切手を貼付した返信
用封筒を添えて、鈴鹿青少
年センターへ

申込み　11月22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

◆運動と英語のジーウィ教室

　教材に頼らない、遊べる･

学べる運動＆英語レッスン
対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　12月10日㈬　10時
30分～11時30分

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円
◆はじめてのパワーヨガ(朝） 

　はじめての方も安心、初級
のパワーヨガ教室
対　象　一般成人
と　き　12月5日･19日、1月9
日･23日、2月6日･20日の金
曜日　10時～11時　

定　員　20人（先着順）
参加料　4,500円（全6回）

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座　
と　き　学科：平成27年1月
19日㈪･20日㈫、実技：1月
21日㈬･22日㈭･23日㈮の
間で選択受講　8時45分
～17時　

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

申込み　12月19日㈮から
◆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：平成27年1月
27日㈫8時～17時10分、実
技：Ⅰコース　1月28日㈬～
30日㈮、Ⅱコース　2月2日
㈪～4日㈬8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　12月1日㈪から

催 し 物

じんけんフェスタinすずか

人権政策課　 382-9011　 382-2214

みえ環境フェア2014

環境政策課　 382-7954　 382-2214

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

ICT推進活動
｢パソコンミニ講習｣

市政情報課　 382-9003　 382-2214

おもしろ!?自然科学教室

県立鈴鹿青少年センター

 378-9811　 378-9809
ま　  か
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権政策課へ（先着10人）
◆人形劇

と　き　7日㈰　10時30分～
11時30分（開場10時15分）

会　場　さつきプラザ　
内　容　｢ぶたさんとねずみさ
ん＋手遊び･ことば遊び｣　
劇団むう

定　員　170人
※11月25日(火)から整理券を人
権政策課で配布

◆じんけん広場

と　き　6日㈯･7日㈰　10時
～17時

会　場　2階研修室
内　容　 
○小･中学生人権ポスター展示
○合川小学校人権標語
○鈴鹿市･鈴鹿市教育委員
会と鈴鹿市人権擁護委員
会によるパネル展示　など

　｢来て･見て･学んで取り組む！
地球温暖化対策｣をテーマに、
楽しみながら環境問題に関心を
深められる体験ブースの設置
や、風力･太陽光発電パネルな
どの模型展示、電気自動車など
の実車展示などを行います。
と　き　12月7日㈰　10時～
15時

ところ　メッセウイング･みえ
（津市北河路町19-1）
参加料　無料
問合せ　三重県地球温暖化
防止活動推進センター（　
059-245-7517 059-245-
7518　mccca@mec.or.jp）

　NPO法人市民ネットワークす
ずかのぶどうでは、イオン白子
店（サンズ）3階の｢B‐チャレン
ジ｣内で、パソコンに関する相
談やミニ講習、グループ活動支
援講習など、さまざまなICT推
進活動を実施しています。
と　き　毎日（土･日曜日、祝
祭日含む）
○午前　9時30分～12時30分
○午後　13時30分～16時30分
ところ　すずかのぶどう内
内　容　基礎講座、インター
ネット、メール講座など

※ノートパソコン持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円（入
会金不要）

問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（イオ
ン白子店3階  ･  387-0767）

　摩訶不思議な実験や科学工
作などの体験を通して、自然科
学を楽しく身近に感じましょう。
対　象　小学5・6年生
※全回通しての参加が望ましいが
各回の参加も可

と　き　平成27年1月17日･
24日･31日の土曜日　9時
30分～11時30分

ところ　鈴鹿青少年センター
内　容　磁石の科学や葉っ
ぱの不思議、3Dブロックを
使った講座などを予定

講　師　みえサイエンスネット
ワーク所属の㈱アーテック
ブロックや科学サークル大

黒屋のメンバー
定　員　30人程度（応募者
多数の場合は抽選）

参加料　各回80 0円（材料
費、保険代など）

※別途550円で昼食注文可
申込み　11月20日㈭から12
月18日㈭17時（必着）まで
に、センター所定の用紙に
92円切手を貼付した返信
用封筒を添えて、鈴鹿青少
年センターへ

申込み　11月22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

◆運動と英語のジーウィ教室

　教材に頼らない、遊べる･

学べる運動＆英語レッスン
対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　12月10日㈬　10時
30分～11時30分

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円
◆はじめてのパワーヨガ(朝） 

　はじめての方も安心、初級
のパワーヨガ教室
対　象　一般成人
と　き　12月5日･19日、1月9
日･23日、2月6日･20日の金
曜日　10時～11時　

定　員　20人（先着順）
参加料　4,500円（全6回）

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座　
と　き　学科：平成27年1月
19日㈪･20日㈫、実技：1月
21日㈬･22日㈭･23日㈮の
間で選択受講　8時45分
～17時　

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

申込み　12月19日㈮から
◆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：平成27年1月
27日㈫8時～17時10分、実
技：Ⅰコース　1月28日㈬～
30日㈮、Ⅱコース　2月2日
㈪～4日㈬8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　12月1日㈪から

鈴鹿地域職業訓練センター
1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
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電　話 電子メール ホームページファクス

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

国の行政に対する相談について

国の行政に対して意見を述べたいので
すが、どこに相談したらよいでしょうか。

国の行政などへの苦情・意見・要望を
受け付け、その解決や実現を促進

し、行政の制度や運営の改善に活用する
ために、行政相談という制度があります。
　行政相談では、国やNTTなどの特殊法
人などの手続きやサービスについて、相談
を受け付けています。例えば、国道の道路
標示の見直しや郵便ポストの設置に関す
ることなど、生活に身近な要望をお伺いし
ています。
　行政相談は、総務省が管轄する三重県

行政評価事務所（　0 5 9 - 2 2 7 - 1 1 0 0　
059 - 227 - 6662）で随時受け付けているほ
か、市では、総合相談（毎月第3金曜日）、巡
回相談（隔月第1木曜日）の開催日に、3人
の行政相談委員が交代で相談に応じてい
ます。詳しくは、広報すずか毎月20日号「相
談」のページをご覧ください。
※行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間の有
識者で、皆さんの身近な相談相手です。相談は
無料で、相談の秘密は固く守ります。

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　 382-9004　 382-7660

   shimintaiwa@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し込み多数の場合は、12月中旬ごろにはがきで別日を案内します（12月7日分は除く）。

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

平成27年1月15日㈭
13時～14時15分

申し込みは、11月21日㈮から28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12月19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

鈴木修医師(外科)｢脚のだるさ・
むくみの原因～下肢静脈瘤～｣

講演会は
予約不要

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11月26日㈬から平成27年1月6日㈫まで。

2,000円

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

乳がん
（視触診とマンモグラフィ）

40歳以上の女性

平成27年1月22日㈭・25日㈰　午前・午後

平成27年1月22日㈭・25日㈰　午後 保健センター

保健センター
平成27年1月7日㈬・8日㈭　午前・午後

平成27年1月7日㈬・8日㈭　午後

稲生地区市民センター

稲生地区市民センター

12月7日㈰、平成27年1月22日㈭・25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、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。
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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



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（すでに水痘ワクチンを2回接種した方や水痘にかかったことがある方は除く）
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、水痘ワクチンを接種したことがない生後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）
■費用助成（平成27年3月31日㈫まで）
対象者／生後36カ月から小学校就学前の方（すでに水痘ワクチンを2回接種した方や水痘にかかったことがある方は除く）
助成回数／1回（9月30日までに1回目の接種をした方は、2回目も助成できるようになりました）
助成金額／接種費用のうち3,000円を助成

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

無料保健
センター

音楽療法で生き生き元気
に認知症予防

健康ひろば（音楽編）
65歳以上の方 30人

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

12月24日㈬
10時～11時30分

11月26日㈬から
（先着順）

■介護予防教室

教　室教　室

無料保健
センター

12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

虫歯予防の話、
ふれあい遊び

離乳食コース
平成26年6月～8月生まれの

乳児をもつ方
30組 11月25日㈫から

（先着順）

材料費保健
センター

平成27年1月30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 11月26日㈬から
（先着順）

材料費
保健
センター
(調理室)

12月22日㈪・25日㈭
9時45分～12時30分

親子でクッキング体験
(軽い食事とおやつ)

親子クッキングコース
4歳以上就学前の子とその
保護者の方で初参加の方

各
15組

11月25日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

12月18日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
平成26年3月～4月生まれ
の乳児とその保護者の方

11月27日㈭から
（先着順）30組

虫歯予防の話、ブラッ
シング指導、個別相談

無料保健
センター

12月4日㈭
10時～11時30分

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

受付中
（先着順）20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

　水痘（みずぼうそう）ワクチンが定期接種になりました。なお、現在行っている水痘ワクチンの助成制度は平
成27年3月末に終了しますので、接種を検討中の方はお早めにご相談ください。

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12 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　12月21日㈰・23日(火・祝)・28㈰～
　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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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

　市では、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。

　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る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 6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、プラスチックごみ・ペットボトル共に合格点をいただき、特に
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。

　ごみのリサイクルは、市民の皆さん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、不適正なも
のが入っていると品質が悪いと見なされます。

　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

汚れているゴミの例汚れているゴミの例 マークのないものの例マークのないものの例

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
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　8㈪、22日㈪、28日㈰～1月4日㈰●市立体育館 387-6006 休館日　8㈪、22日㈪、28日㈰～1月4日㈰

休館日　28日㈰～1月4日㈰

388-0622●市武道館 １2
December
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し
く
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、
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設
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合
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い
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合
に
よ
り
変
更
に
な
る
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ま
す
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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

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

2・9・16日
3・4・10・17・18・24日
23日
11日
12・14・21・23・26・27日
13・19日
24日

1・10・15日

2・9・16日
3・17日
7日
11・26・27日

12日

19日

9：00～21：00
9：00～17：00

9：00～21：00

9：00～17：00
18：00～21：00

3・4・10・11・17・18・24～26日
5・12・19日
1・2・6・8・13・15・16・20・
22・23・26・27日
5・12・19日
7・9・14日

9：00～21：00
18：00～21：00

9：00～21：00

9：00～17：00
18：00～21：00

1～6・8・10～13・15～20・22～27日
7・9・14日
1・2・4・8・11・13・15～18・
20・22～25・27日
3・6・10日
7・9・14日

卓　　　球

バスケットボールバドミントン

12月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

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　1日㈪～3日㈬、31日㈬、1月1日（木・祝）

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

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

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

1・2・4・11・15・16・18・21・23～27日
3・5・9・10・12・17・19日
6・13日
7・20日

14日

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

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

9:00～21:001～7・9～21・23～27日

12月
●休館日 月曜日、2日㈫、16日㈫、28日㈰～1月6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）　6日、14日、20日14時30分～15時　27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

11日㈭
25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㈬
24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

12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㈮
26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㈭

◎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） 15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日女性のための電話相談

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

※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

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

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㈮

天皇誕生日

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

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

水
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神戸まちづくり協議会 （事務局　神戸コミュニティセンター）

〒513-0801　神戸九丁目24番52号 ・　 383-1332

神戸まちづくり協議会 （事務局　神戸コミュニティセンター）

〒513-0801　神戸九丁目24番52号 ・　 383-1332

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。

　昭和60年に発足したこの協議会は、現在および将来の神戸に関わる全ての人々のために、神戸をより良い

まちへと改革するために設立されました。

　設立当初は、市へハード面の要望を中心に活動していましたが、平成24年度の「市制70周年」を機に、自分

たちでソフト面の充実を目指すことにし、神戸の歴史を手作りで掘り起こす事業『昇龍の里、神戸宿めぐり』

を開始しました。1年目は城跡やお寺の文化財などを見て回り、2年目の平成25年度は、町内には隠れた多く

の桜の名所があることから、10カ所を散策する行事を行いました。今年度は、これまで以上に市内外に参加

を呼びかけ、本多忠統の再建以降、明治維新に至るまで本多氏7代にわたる神戸城の城下町として歩んだ街で

あったことを知っていただこうと考えています。

　なお、この協議会は、当初神戸自治会長会と神戸商店会とで発足しまし

たが、平成24年に「鈴鹿市まちづくり基本条例」が策定されたのをきっか

けに、町民が一体となってまちの活性化に努めようと、翌年、神戸町体育

委員会、神戸小ＰＴＡ、神戸町青少年育成町民会議などに加入を働きか

け、現在力を合わせて活動しています。

　今後も、底辺の広い地に根を張った団体として「昇龍の里、神戸宿めぐ

り」の行事を通じて神戸の活性化に努めたいと考えています。

けに、町民が一体となってまちの活性化に努めようと、翌年、神戸町体育

　今後も、底辺の広い地に根を張った団体として「昇龍の里、神戸宿めぐ

○11月21日㈮～30日㈰…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○12月 1日㈪～10日㈬…そっか！図書館行こう♪
○12月11日㈭～20日㈯…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［10月31日現在］

10
広 報すず か 　2 0 1 4 年 1 1 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

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

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

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/6件、うち建物4件（56件、22件増） 出動数/706件（7,049件、25件減）

人口/201,025人（40人増） 男性/100,417人（28人増） 女性/100,608人（12人増） 世帯数/82,403世帯（54世帯増）

事故数/558件、うち人身事故75件（5,260件、280件減） 死者数/1人（6人、1人減） 傷者数/84人（840人、187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）
※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「ｄ」ボタン） ※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

神戸宿桜十景めぐり（神戸小学校）神戸宿桜十景めぐり（神戸小学校）
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