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　4月1日㈬6時にオープンしま
す。利用料は有料です。自転
車273台と、原動機付自転車
11台の合計284台まで駐車で
きます。
　屋上は、津波から避難する
際の一時避難場所になってい
ます。また、1階には公衆トイレ
を設けています。
平成27年度の利用時間

　6時～翌日0時30分(1月1日
～3日は休場日)

4月1日からの問合せ　白子駅西
自転車駐車場（　387-9550）

◆事前受け付け

　4月1日からの自転車駐車
場利用に当たり、事前に整理
券や申込書などを配布しま
す。
※電話での受け付けは行いません。
事前受付期間　3月29日㈰～
31日㈫の3日間　10時～16時

ところ　白子駅西自転車駐
車場（白子駅前16番16号）

事前受付に関する問合せ　指
定管理者　蔦井株式会社 
（　0120-924-396　24時間）

4月1日に
白子駅西自転車駐車場が

オープンします

地域課　 382-9022　 382-2214

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

原動機付
自転車等自転車

定期利用

1月

3月

6月

1年

一般 学生 －－－

－－－

－－－

2,830円

7,860円

13,380円

25,740円

2,090円

5,760円

10,800円

20,580円

3,670円

9,960円

一時利用 150円 210円

利用料金

N
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　生活困窮者自立支援法に
基づき、失業などにより経済的
に困窮されている方への相談
や就職へのサポートを行う相
談窓口を、4月1日から保護課
（市役所本館1階⑱番窓口）
内に開設します。

　安全でおいしい水を供給す
るため、水道管内の洗管作業
とそれに伴う断水を下記のと
おり実施します。
と　き　3月22日㈰23時～翌
日23日㈪6時

洗管作業区域

○白子地区　東旭が丘三丁
目の一部、東旭が丘四丁
目、東旭が丘六丁目の一
部、中旭が丘三丁目の一
部、中旭が丘四丁目、南旭
が丘三丁目、白子町の一部

※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

　作業中や作業後に濁り水が
発生する場合があります。区
域外でも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。

　重度障がいのある方がタク
シーを利用する場合に、その
料金の一部を助成する福祉

タクシー事業を行っています。
現在交付している乗車券の
有効期限は3月31日までで、4
月1日以降に利用する場合は
新たに交付申請が必要です。
対　象

○身体障害者手帳の下肢ま
たは体幹機能障がいの1・2
級、視覚障がいの1・2級、
内部障がいの1級の方

※内部障がいとは、心臓・じん臓・
肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう、ま
たは直腸・免疫の各機能障がい
の総称です。

○療育手帳のA1（最重度）･
A2（重度）
○精神障害者保健福祉手帳
の1級に該当する方

助成額　 6 3 0円券 1 5枚と
1,000円券5枚を年間1冊。
1回の乗車につき複数枚の
利用または額面未満の利
用が可能です。

※釣り銭は受け取れません。
手続き　3月24日㈫から障害
福祉課へ。身体障害者手
帳などの該当する手帳をお
持ちください。地区市民セン
ターでも申込み･受け取りで
きますが、一定の日数がか
かります。

※今回交付する乗車券が使用で
きるのは4月1日以降です。

　平成27年度の自分の土地
や家屋の価格を、他の土地や
家屋の価格と比較できる土
地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します。ただし、鈴鹿市に
土地または家屋の固定資産
税を納税されている方に限り
ます。

と　き　4月1日㈬～30日㈭
（土･日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　中･長期的なまちづくりのた
めのビジョンなどを示す新たな
計画を策定するに当たり、第2
回の審議会を開催します。傍
聴できますので、ぜひお越しく
ださい。
と　き　3月27日㈮　13時～
15時

ところ　市役所本館　6階
庁議室

内　容　基本構想について
　ほか

定　員　5人程度（先着順）
申込み　12時30分から12時
50分まで、会場で受け付け

と　き　3月23日㈪　13時30
分から

ところ　市役所本館　5階
503会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏ま
えて定員を決定し、必要と認
める場合は抽選により決定）

申込み　13時から13時25分
まで、会場で傍聴証を配布

　市が発注する土木･建築･
ほ装工事の、入札に係る格付
けを希望する業者は申込用
紙と必要書類を提出してくだ
さい。提出がない場合は、格
付けできませんのでご注意く
ださい。
対　象　鈴鹿市入札参加資
格者名簿の土木･建築･ほ
装業種に登録されている
業者で、市内に本支店な
どを有し、格付けを希望す
る業者

申込み　4月6日㈪から17日㈮
までに、所定の申込用紙に
必要書類を添えて、契約調
達課へ提出。郵送可。

※申込用紙は市ホームページか
ら入手できます。

（行政ガイド＞申請様式＞入札・契
約情報＞お知らせ（工事））

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。研
修期間中、研修生（会話は英
語）を受け入れ、日本の生活
を体験させていただけるご家
庭を募集します。
と　き　6月13日㈯･14日㈰
1泊2日

募集数　18家族（応募者多
数の場合は抽選）

申込み　4月17日㈮までに、
（公財）国際交通安全学
会 IATSSフォーラム（担

当：早川　 3 7 0 - 0 5 1 1 　
370-0505　http://www.
　iatssforum.jp/）へ

◆休日窓口

と　き　3月29日㈰　8時30
分～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月30日㈪･31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。

受験資格

①昭和60年4月2日～平成6
年4月1日生まれの方
②平成6年4月2日以降生まれ
の方で次に掲げる方
・大学を卒業した方および平
成28年3月までに卒業する
見込みの方
・人事院が上記に掲げる方
と同等の資格があると認め
る方

職　種　国税専門官
申込み

○インターネット　4月1日㈬～
13日㈪

申込専用アドレス
　　ht t p : / /www . j i n j i -
shiken.go.jp/juken.html
○郵送・持参　4月1日㈬・2日
㈭　

※郵送の場合は、4月2日㈭の消

印まで有効、持参は9時から17
時まで受け付け

試験日　第1次：6月7日㈰、第
2次：7月14日㈫から22日㈬
までのうち、いずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係　（　052-
951-3511（内線3450））
　国税庁ホームページ｢名古
屋国税局コーナー｣

対　象　高校生以上（未成
年者は保護者の同意が必
要）

※プラネタリウムドームの大きさ
の都合上、演奏者は5人程度

ところ　文化会館プラネタリ
ウム

内　容　7月の｢七夕さま｣と
12月の｢クリスマス｣の各特
別投映で、星座解説や番
組投映に合わせて演奏し
ていただきます。

申込み　4月30日㈭（必着）ま
でに、演奏希望曲のうち1
曲を録音したCD（1枚）と
結果連絡用の通常はが
き、応募用紙に必要事項を
記入の上、文化会館へ持
参。応募用紙は文化会館
にあります。

※申込書･CDは返却しません。応
募多数の場合は、書類とCDの
内容で選考します。

鈴鹿市地域福祉計画
策定委員会（第5回）が
傍聴できます

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

福祉タクシー乗車券の
交付申請を受け付けます
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

鈴鹿市総合計画審議会
（第2回）が傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

土地･家屋価格等縦覧
帳簿を縦覧します

資産税課　 382-9007　 382-7604

生活困窮者の
相談窓口を開設します

保護課　 382-7640　 382-7607

夜間断水･洗管作業の
お知らせ

工務課　 368-1676　 368-1688
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タクシー事業を行っています。
現在交付している乗車券の
有効期限は3月31日までで、4
月1日以降に利用する場合は
新たに交付申請が必要です。
対　象

○身体障害者手帳の下肢ま
たは体幹機能障がいの1・2
級、視覚障がいの1・2級、
内部障がいの1級の方

※内部障がいとは、心臓・じん臓・
肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう、ま
たは直腸・免疫の各機能障がい
の総称です。

○療育手帳のA1（最重度）･
A2（重度）
○精神障害者保健福祉手帳
の1級に該当する方

助成額　 6 3 0円券 1 5枚と
1,000円券5枚を年間1冊。
1回の乗車につき複数枚の
利用または額面未満の利
用が可能です。

※釣り銭は受け取れません。
手続き　3月24日㈫から障害
福祉課へ。身体障害者手
帳などの該当する手帳をお
持ちください。地区市民セン
ターでも申込み･受け取りで
きますが、一定の日数がか
かります。

※今回交付する乗車券が使用で
きるのは4月1日以降です。

　平成27年度の自分の土地
や家屋の価格を、他の土地や
家屋の価格と比較できる土
地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します。ただし、鈴鹿市に
土地または家屋の固定資産
税を納税されている方に限り
ます。

と　き　4月1日㈬～30日㈭
（土･日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）

ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの（運
転免許証、パスポート、顔写
真入りの住基カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　中･長期的なまちづくりのた
めのビジョンなどを示す新たな
計画を策定するに当たり、第2
回の審議会を開催します。傍
聴できますので、ぜひお越しく
ださい。
と　き　3月27日㈮　13時～
15時

ところ　市役所本館　6階
庁議室

内　容　基本構想について
　ほか

定　員　5人程度（先着順）
申込み　12時30分から12時
50分まで、会場で受け付け

と　き　3月23日㈪　13時30
分から

ところ　市役所本館　5階
503会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏ま
えて定員を決定し、必要と認
める場合は抽選により決定）

申込み　13時から13時25分
まで、会場で傍聴証を配布

　市が発注する土木･建築･
ほ装工事の、入札に係る格付
けを希望する業者は申込用
紙と必要書類を提出してくだ
さい。提出がない場合は、格
付けできませんのでご注意く
ださい。
対　象　鈴鹿市入札参加資
格者名簿の土木･建築･ほ
装業種に登録されている
業者で、市内に本支店な
どを有し、格付けを希望す
る業者

申込み　4月6日㈪から17日㈮
までに、所定の申込用紙に
必要書類を添えて、契約調
達課へ提出。郵送可。

※申込用紙は市ホームページか
ら入手できます。

（行政ガイド＞申請様式＞入札・契
約情報＞お知らせ（工事））

　IATSSフォーラムは東南ア
ジアの将来を担う若者の人材
育成を行う研修機関です。研
修期間中、研修生（会話は英
語）を受け入れ、日本の生活
を体験させていただけるご家
庭を募集します。
と　き　6月13日㈯･14日㈰
1泊2日

募集数　18家族（応募者多
数の場合は抽選）

申込み　4月17日㈮までに、
（公財）国際交通安全学
会 IATSSフォーラム（担

当：早川　 3 7 0 - 0 5 1 1 　
370-0505　http://www.
　iatssforum.jp/）へ

◆休日窓口

と　き　3月29日㈰　8時30
分～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月30日㈪･31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。

受験資格

①昭和60年4月2日～平成6
年4月1日生まれの方
②平成6年4月2日以降生まれ
の方で次に掲げる方
・大学を卒業した方および平
成28年3月までに卒業する
見込みの方
・人事院が上記に掲げる方
と同等の資格があると認め
る方

職　種　国税専門官
申込み

○インターネット　4月1日㈬～
13日㈪

申込専用アドレス
　　ht t p : / /www . j i n j i -
shiken.go.jp/juken.html
○郵送・持参　4月1日㈬・2日
㈭　

※郵送の場合は、4月2日㈭の消

印まで有効、持参は9時から17
時まで受け付け

試験日　第1次：6月7日㈰、第
2次：7月14日㈫から22日㈬
までのうち、いずれか指定
する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係　（　052-
951-3511（内線3450））
　国税庁ホームページ｢名古
屋国税局コーナー｣

対　象　高校生以上（未成
年者は保護者の同意が必
要）

※プラネタリウムドームの大きさ
の都合上、演奏者は5人程度

ところ　文化会館プラネタリ
ウム

内　容　7月の｢七夕さま｣と
12月の｢クリスマス｣の各特
別投映で、星座解説や番
組投映に合わせて演奏し
ていただきます。

申込み　4月30日㈭（必着）ま
でに、演奏希望曲のうち1
曲を録音したCD（1枚）と
結果連絡用の通常はが
き、応募用紙に必要事項を
記入の上、文化会館へ持
参。応募用紙は文化会館
にあります。

※申込書･CDは返却しません。応
募多数の場合は、書類とCDの
内容で選考します。

国税局税務職員
（大学卒業程度）を

募集します
市民税課　 382-9446　 382-7604

平成27年度格付･入札
参加資格確認用
技術者調書の

受け付けを行います
契約調達課　 382-9039　 382-9050 納税の休日･夜間窓口を

開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

音楽プラネタリウムの
演奏者を募集します

文化会館　 382-8111　 382-8580

IATSSフォーラムの
ホストファミリーを
募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660

イアッツ
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　刻 と々進行する皆既月食を
屋上で観測します。木星など
も観察できます。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　4月4日㈯　19時～
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 

定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　18時30分から文化
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。

◆今年度の天体観望会日程

第2回　 5月2 3日㈯　春の
星座と土星･木星の解説
と観望

第3回　 6月2 7日㈯　初夏
の星座と土星･木星の解
説と観望

第4回　 7月2 5日㈯　夏の
星座と土星･金星の解説
と観望

第5回　 8月2 2日㈯　夏の
星座と土星の解説と観望

第6回　 9月1 9日㈯　秋の
星座と土星の解説と観望

　昨年市内で発掘調査を行
った6つの遺跡について、どん
なものが見つかり何が分かっ
たのかを紹介します。
と　き　3月28日㈯～6月21日
㈰

ところ　考古博物館　特別
展示室　

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。

◆発掘担当者による展示解説

と　き　4月18日㈯　①9時
30分から、②13時30分から

ところ　考古博物館　特別
展示室

◆発掘担当者によるスライ

ド説明会

と　き　5月9日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂

　市内在住の声楽家と白子
ウインドシンフォニカの華やか
な演奏をお楽しみください。
と　き　4月12日㈰　13時30
分から（開場13時）

ところ　文化会館　けやき
ホール

入場料　無料
問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会音楽部門
　田辺（　386-0830）

◆危険物取扱者試験（鈴鹿会

場）

と　き　

○乙種第4類　6月7日㈰・14
日㈰　
○丙種　6月7日㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み　

○書面の場合　4月9日㈭か
ら20日㈪（消印有効）まで
に、消防本部、中央消防
署、南消防署、各分署に備
え付けの受験願書に必要
事項を記入の上、（一財）
消防試験研究センター三
重県支部（〒514 -0002津
市島崎町314番地）へ郵送
してください。
○電子申請の場合　4月6日
㈪9時から17日㈮17時まで
に、（一財）消防試験研究
センターのホームページ（　
http://www.shoubo-shi
ken.or.jp/）で

◆予備講習会（乙種第四類）

と　き　5月15日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月8日㈬から定員に
なるまで、直接、鈴鹿市防
火協会事務局（消防本部
予防課）（土･日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15
分）へ

申込み　3月24日㈫から4月5
日㈰の9時から17時に、ウオ
ーキング教室とスロージョギ
ング教室は、参加料を添え
て市立体育館または石垣
池公園管理事務所へ。弓
道教室は参加料･保険料
を添えて市武道館へ

◆ウオーキング教室

と　き　4月～8月の火曜日　
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（1回目
と14回目は鈴鹿回生病院）

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

◆スロージョギング教室

と　き　4月～7月の金曜日　
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（1回目
と14回目は鈴鹿回生病院）

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

◆弓道教室

と　き　4月～7月の火曜日　
全12回　19時～21時

ところ　武道館
定　員　30人（先着順）
参加料　3 ,000円（別途保険
料800円）

天体観望会（第1回）
～皆既月食の赤い月を

見よう～
文化会館　 382-8111　 382-8580

くらしの情報くらしの情報

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいな
い、小学校に就学している児童を、授業の終了後から18時ごろま
でお預かりする場です。現在、下記◎印の児童クラブで、指導員
と児童を募集しています。
※掲載時点で募集を締め切っている場合もありますので、希望者は、直接
施設へお問い合わせください。

　市税の口座振替を開始するためには、手続きに約1カ月かかり
ます。来年度の口座振替を希望される方は、お早めに手続きをお
願いします。申込手続きは金融機関、地区市民センター、納税課
の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出印、納税通知書（納付書）

放課後児童クラブの指導員と児童を募集します
児童保育課　 382-7661　 382-7607

名　称 学校区 住　所 電話番号 指導員
募集

児童
募集

かんたろう
学童保育所 神戸

郡山町729-1

　383-1519 ◎

たんぽぽ 白子

三宅町3694-2

　388-2774 ◎

つくし 牧田

北江島町43-8

　367-3606 ◎
サンキッズ・
サンキッズⅡ 郡山

住吉1-4-29

　372-2084 ◎

あおぞら第1・第2 愛宕

山本町1255-4

　368-1223 ◎

みらくる 明生 　367-1711 ◎

箕田学童保育所 箕田

白子町2006-1

　395-1003 ◎

栄っ子 栄 秋永町445 　388-1187 ◎

ひまわり 椿

国府町3519-1

　371-2300 ◎

ゆいまぁる 国府

十宮町719-2

　370-0605 ◎

かわたろう

一ノ宮 高岡町2665-2

　383-3070 ◎

スマイル

南堀江1-14-19

　369-2780 ◎

◎

アサヒッ子

加佐登 高塚町1205-3

　386-2611

◎なかよしキッズ

岡田町699

　370-8184

◎

◎合川

旭が丘

河曲

白子2-7-38

ハーモニー

桜島町3-10-1

　372-1139

◎ももたろう 1組 桜島

神戸8-9-15

　387-0371

市税の口座振替手続きはお早めに
納税課　 382-7831　 382-7660

催 し 物
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　刻 と々進行する皆既月食を
屋上で観測します。木星など
も観察できます。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　4月4日㈯　19時～
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 

定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　18時30分から文化
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。

◆今年度の天体観望会日程

第2回　 5月2 3日㈯　春の
星座と土星･木星の解説
と観望

第3回　 6月2 7日㈯　初夏
の星座と土星･木星の解
説と観望

第4回　 7月2 5日㈯　夏の
星座と土星･金星の解説
と観望

第5回　 8月2 2日㈯　夏の
星座と土星の解説と観望

第6回　 9月1 9日㈯　秋の
星座と土星の解説と観望

　昨年市内で発掘調査を行
った6つの遺跡について、どん
なものが見つかり何が分かっ
たのかを紹介します。
と　き　3月28日㈯～6月21日
㈰

ところ　考古博物館　特別
展示室　

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。

◆発掘担当者による展示解説

と　き　4月18日㈯　①9時
30分から、②13時30分から

ところ　考古博物館　特別
展示室

◆発掘担当者によるスライ

ド説明会

と　き　5月9日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂

　市内在住の声楽家と白子
ウインドシンフォニカの華やか
な演奏をお楽しみください。
と　き　4月12日㈰　13時30
分から（開場13時）

ところ　文化会館　けやき
ホール

入場料　無料
問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会音楽部門
　田辺（　386-0830）

◆危険物取扱者試験（鈴鹿会

場）

と　き　

○乙種第4類　6月7日㈰・14
日㈰　
○丙種　6月7日㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み　

○書面の場合　4月9日㈭か
ら20日㈪（消印有効）まで
に、消防本部、中央消防
署、南消防署、各分署に備
え付けの受験願書に必要
事項を記入の上、（一財）
消防試験研究センター三
重県支部（〒514 -0002津
市島崎町314番地）へ郵送
してください。
○電子申請の場合　4月6日
㈪9時から17日㈮17時まで
に、（一財）消防試験研究
センターのホームページ（　
http://www.shoubo-shi
ken.or.jp/）で

◆予備講習会（乙種第四類）

と　き　5月15日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月8日㈬から定員に
なるまで、直接、鈴鹿市防
火協会事務局（消防本部
予防課）（土･日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15
分）へ

申込み　3月24日㈫から4月5
日㈰の9時から17時に、ウオ
ーキング教室とスロージョギ
ング教室は、参加料を添え
て市立体育館または石垣
池公園管理事務所へ。弓
道教室は参加料･保険料
を添えて市武道館へ

◆ウオーキング教室

と　き　4月～8月の火曜日　
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（1回目
と14回目は鈴鹿回生病院）

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

◆スロージョギング教室

と　き　4月～7月の金曜日　
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（1回目
と14回目は鈴鹿回生病院）

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

◆弓道教室

と　き　4月～7月の火曜日　
全12回　19時～21時

ところ　武道館
定　員　30人（先着順）
参加料　3 ,000円（別途保険
料800円）

速報展
｢発掘された鈴鹿2014｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986

芸文協音楽祭
｢春風によせて｣

文化課　 382-9031　 382-9071

講座・教室

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9157　 383-1447

鈴鹿市体育協会
前期スポーツ教室

市立体育館　 387-6006　 387-6008

2015・3・20 5

電　話 電子メール ホームページファクス



　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、主に初
心者を対象にパソコン講習を
実施しています。個別対応で
すので、いつからでも参加でき
ます。見学もできます。
と　き　土･日曜日を除く平日
および祝日
○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　パソコン基礎（ワード、
エクセル、インターネットなど）

※所有するノートパソコンをお持
ち込みください。

受講料　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）

申込み　3月25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

◆楽しいフラメンコ教室(体

験コース)

対　象　一般女性
と　き

○水曜日コース　4月8日･15
日･22日　13時～14時
○金曜日コース　4月10日･17
日・24日　20時10分～21時
10分

定　員　各15人（先着順）
参加料　各2,400円（全3回）
◆はじめてのパワーヨガ 

対　象　一般成人
と　き　4月10日･24日、5月8
日･22日、6月5日･19日　各
金曜日　10時～11時

定　員　15人（先着順）
参加料　4,500円（全6回）
◆バレトン教室 

対　象　①一般女性、②マ
マクラス（お子さん連れＯ
Ｋ）

と　き　4月17日、5月1日･15
日･29日、6月12日･26日　
各金曜日　①9時45分～
10時45分　②11時～12時

定　員　各10人（先着順）
参加料　各4,800円（全6回）
◆夏までに泳ぎ隊～こども水

泳教室～ 

対　象　年長～小学生
と　き

○水曜日コース　4月15日～6
月24日（4月29日を除く）
○金曜日コース　4月17日～6
月26日（5月1日を除く）
①16時～17時　②17時～18時
定　員　各30人（先着順）
参加料　各1万5 ,450円（全
10回）

申込み　記載のないものは受
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、訓練センター
の窓口へ

◆Excel初級(エクセル2010)

と　き　4月21日㈫～24日㈮
　9時～12時　
受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆玉掛け技能講習

と　き　学科：5月11日㈪･12
日㈫　8時45分～17時、実

技：5月13日㈬～15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）

◆Excel中級(エクセル2010)

と　き　5月12日㈫～15日㈮
　9時～12時　　

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆小型移動式クレーン運転技

能講習

と　き　学科：5月12日㈫･13
日㈬　8時45分～17時15
分、実技：5月14日㈭または15
日㈮の中で選択受講　8時
30分～18時

ところ　日本クレーン協会
（津市あのつ台4-3-5）
受講料　2万3 ,145円（教材
費込）　

申込み　受付中　
◆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　5月12日㈫　
2コース共通　8時～17時10
分、実科　Ⅰコース　5月13日
㈬～15日㈮　8時～17時15
分、Ⅱコース　5月19日㈫～
21日㈭　8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースとも4月
1日㈬から

◆高所作業車運転技能講習

と　き　学科：5月22日㈮　8
時～18時10分、実技：5月
23日㈯または24日㈰　8時
～17時30分

受講料　3万4 ,500円（教材
費込）

申込み　3月23日㈪から

講座・教室

すずかのぶどう
｢パソコン講習｣

市政情報課　 382-9003　 382-2214

スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

  392-7071 　372-2260 鈴鹿地域職業訓練センター

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

くらしの情報くらしの情報
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と　き　各回とも13時30分～15時30分
ところ　文化会館　さつきプラザ
定　員　100人（先着順）
受講料

　全6回通し：5,000円（初回に支払）
　各回個別：1,000円（当日支払）

申込み　全6回通しは4月24日㈮まで、各回は開催
日の前日までに、受講希望日、住所、氏名、電話
番号を、はがき･ファクス･電子メールで、｢文芸学
科希望｣と記入の上、（公財）鈴鹿市文化振興
事業団（〒513-0802　飯野寺家町810）へ

鈴鹿市民大学文芸学科
｢戦後70年記念～戦後ルネッサンスの主役たち～｣(6回シリーズ)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団　　384-7000　 384-7755　 since-97@s-bunka.net

回

1

テーマ 講 師 (敬称略)
片岡義男と映画

小林秀雄と宣長

福嶋 礼子 エッセイスト、ケーブルテレビディレクター

津坂 治男 日本現代詩人会会員、みえ現代詩の会代表

と　き

5月13日㈬

2
向田邦子とドラマ

花田清輝と「新日文」

河原 徳子 朗読文学サークルパティオ主宰 ・三重県生涯学習センター講師

清水    信 文芸評論家、三重文学協会会長
6月10日㈬

3
佐藤愛子とエッセイ

山田風太郎と日記

加藤 恵子 詩誌「水馬」代表、日本現代詩人会会員

藤田 充伯 朝日カルチャーセンター講師
7月 8日㈬

4
「天狼」と鈴鹿

水上勉と自伝文学

山中 悦子 鈴鹿市俳句連盟理事、俳人協会会員

衣斐 弘行 文芸同人誌「火涼」主宰、大学講師
9月 9日㈬

5
村上春樹と「短編小説」

戦後の短歌―川口常孝と山中智恵子

松嶋    節 元県立高校教諭

橋本 俊明 現代歌人協会員、歌誌「覇王樹三重」編集発行人
10月14日㈬

6
岸本水府と「番傘」

坂口安吾と戦後派

青砥たかこ 鈴鹿川柳会会長    

名村 和泰 中部ペンクラブ副会長、栄中日文化センター講師
11月11日㈬
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市政に対するご意見などは、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

会社の健康保険(健康保険の扶養)に
入ったのですが、これまでの国民健康

保険に関する手続きは必要ですか。

会社などの健康保険に加入した場合
には、必ず本人(または同世帯の家族)

による脱退手続きが必要です。会社が手続
きを代行したり、自動で切り替わることはあり
ません。新しい健康保険証と国民健康保険
証を持って、保険年金課または地区市民セ
ンターで脱退の手続きをしてください。
　来庁が困難な方には、郵送での手続きを
ご案内しますので、保険年金課までご連絡く
ださい。

　国民健康保険の資格は新しい保険の加
入日で喪失しますので、その日以降に国民健
康保険証を使用した場合は、保険証が変わ
ったことを病院(薬局)に至急連絡してくださ
い。場合によっては、鈴鹿市が医療機関へ支
払った医療費を返還していただきます。
　会社などによっては健康保険証の発行に
時間がかかる場合がありますが、会社などの
健康保険に加入した日からは、国民健康保
険証は使用しないようご注意ください。

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と、それに対する市

の回答を紹介します。

国民健康保険の脱退手続きについて

保険年金課 　382-7605 　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス



＜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（申込み期間

内必着） ※申し込み後に健康づくり課からの通知はありません。申し込まれた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、4月下旬ごろにはがきで別日を案内します。

対象／20歳以上の市民（平成25・26年度に保健センターで測定された方、骨粗鬆症の治療中の方を除く）
とき／4月14日㈫・15日㈬9時30分～11時、13時30分～15時　内容／骨密度測定、ミニ講話、栄養相談（希望者）
ところ／保健センター　申込み／不要　※測定はかかとで行いますので、はだしになれる服装でお越しください。

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。　○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、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）。

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。

申し込みは、3月23日㈪から3月31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4月24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。 

市役所本館 12階
1203会議室

講演会は
不要

5月21日㈭
13時～14時

市民健康講座
（医師による講演会と

個別相談）

別府徹也医師(内科)
｢本当は怖い脂肪肝～生活習慣病から肝がんへ～｣

と　　き と こ ろ 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

1,000円
（70歳以上の方は500円）子宮頸がん

（細胞診）
20歳以上の女性

5月18日㈪・19日㈫　午前・午後
5月24日㈰・25日㈪・27日㈬　午後 保健センター

5月24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
と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

肺がん
40歳以上

※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。
※問診の結果、受診できない場合があります。

5月24日㈰・27日㈬　午前 保健センター 1,000円（70歳以上の方は500円）
胃がん

（バリウム）
40歳以上

※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・喫煙をしないでください（内服が必要な方は、主
治医にご確認ください）。

※生理中の方は受診できません。 ※性経験がない方は医療機関にご相談ください。
※前日から洗浄と接触は避けてください。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成8年4月1日以
前で、40歳の誕生日前日までの方）には、同時に実施します。

1,500円乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

5月19日㈫・25日㈪　午前・午後 保健センター
※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。

2,000円乳がん
（視触診と

マンモグラフィ）
40歳以上の女性

5月18日㈪・27日㈬　午前・午後
5月24日㈰　午後 保健センター

※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。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

※個別相談は14時から14時30分まで。先着2人で、申込みは3月25日㈬から5月14日㈭まで

■骨密度チェック（簡易骨密度測定）
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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



虫歯予防の話、
ふれあい遊び

無料保健
センター

4月23日㈭ 
10時～11時30分

むし歯予防コース
平成26年7月～8月生まれ
の乳児とその保護者の方

3月26日㈭から
（先着順）

30組

予防接種予防接種

■水痘（水ぼうそう）ワクチンの接種費用の一部助成について

　3歳以上就学前の方に実施している水痘（水ぼうそう）ワクチンの接種費用の助成は、3月31日㈫までです。

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）予防接種について

　麻しん・風しんは、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。今年度の公費接種対
象者は、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)です。なお、MR2期対象
者が無料で接種できる期間は3月31日㈫までです。
ところ／実施医療機関　費用／無料（対象期間内で1回限り）　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。

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

認知症予防のための
頭と体の体操

健康ひろば
（スクエアステップ編）
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

4月20日㈪
10時～11時30分

3月24日㈫から
（先着順）

■介護予防教室

■その他の教室

教　室教　室

無料保健
センター

4月13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10月～12月生まれ

の乳児をもつ方
30組 3月25日㈬から

（先着順）

　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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

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

無料保健
センター

生活習慣病予防の講話
と運動（バレトン）健康セミナー

やせるスイッチ！
（バレトン編）
20～64歳までの方

各
20人

4月22日㈬
①9時30分～11時、
②10時30分～12時

3月26日㈭～4月
3日㈮（先着順)

※持病があり受診中の方はかかりつけ医に確認の上お申し込みください。　※市が実施するバレ
トン運動教室に初めて参加される方を優先します。　※バレトンは、バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた新感覚エクササイズです。　※お子さんを連れて参加できます（託児はありません）。

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4 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　4月4日㈯　10時～16時　アピタ鈴鹿店
　4月5日㈰・12日㈰・19日㈰・29日（水・祝）　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

　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。

妊婦健康診査妊婦健康診査
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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」

公共施設での蛍光管・乾電池などの回収と
処理施設での資源ごみ回収のお知らせ

　公共施設での蛍光管・乾電池・使い捨てライター・あきかんの回収と、処
理施設での資源ごみの回収についてお知らせします。

告

広

料

有

※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課（　382-9036）へ
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　ごみのリサイクルや減
量化の推進およびごみ
収集の補助を目的に、公
共施設でごみの拠点回
収を行っています。回収
品目・回収場所は次のと
おりです。

　資源ごみは処理場に直接持ち込むことができます。

公共施設での拠点回収

清掃センター・不燃物リサイクルセンターでの資源ごみの回収

回収場所 乾電池 蛍光管 使い捨てライター

○ ○ ○ ー ー

○ ○ ○ ○

備　考あきかん
（アルミ缶･スチール缶別）

廃棄物対策課
（市役所本館4階）

回収場所
資源ごみＡ

清掃センター

地区市民センター
○ ○

○
不燃物リサイクルセンター ○

資源ごみB

○
○

ー
○

○ ○公民館
○ ○ ○ ○ふれあいセンター

※利用時間は、月～金曜日（祝日と年末年始を除く) の8時30分から17時15分までです。

※受付時間は、月～土曜日（年末年始を除く) の9時から12時までと、13時から16時までです。

施設によっては、職員に引
き渡していただく場合が
ありますので、職員に声を
掛けてください。

新聞・雑誌・ダンボール・紙パック（品
目ごとにひもで十文字にしばってくだ
さい）

衣類（無色透明
な袋に入れてくだ
さい）

あきかん・あきび
ん・ペットボトル

※受付時間は、月～土曜日（年末年始を除く) の9時から12時までと、13時から16時までです。



●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

●市立体育館 387-6006 388-0622●市武道館

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

バスケットボール

バドミントン

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

2・15・22日
3・5・7・8・14・21日
4・6・19・29日
17日
23・30日
1日
2日
2・4・15・17・22・23日
3・7～9・28・29日
16日
30日
1・11・14・21・25日
2日

6・20日

10・19・24日
15・22日
9日
10日
17・24日
28日

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

1・2・8～10・15・16・22～24・29・30日
3・17日
3・10・17日
4～7・13・14・18～21・24～28日
11・12日

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

1～10・13～30日
11・12日
1・2・4・6～9・13～16・18・20～23・25・27～30日
5・19・26日
11・12日

卓　　　球

バスケットボールバドミントン

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

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

1・3・8～10・16・17・22～25・30日
2・6・7・14・20・21・28日
4・19日
5・12・26日
11・18日

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

1～3・6～10・12・14～17・20～24・28・30日
4・5・11・18・26日
19・25日
29日

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

1・8・15・22日
2・9・16・21・23・28・30日
3・5～7・10・14・17・20・24日
4・11・18・25日
12・26日

19日

9:00～21:001～12・14～26・28～30日

●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　9日10時30分～10時50分 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㈬
28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

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㈮

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
●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　13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

◎印は予約制です。ただし、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、不動産鑑定士が予約制となっています。

◎総合相談 17日 10：00～15：00 市役所本館2階会議室

※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・不動産鑑定士に
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

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

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㈮

昭和の日

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

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

4
April4月

4月

4月

休館日　13日㈪・27日㈪ 休館日　13日㈪・27日㈪
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動画が見られま
す。詳しくは二次
元コードから

納車を待つ純白のレーシングカー。
オーナーの手で鮮やかに彩られる日は近い。

　1973年の開業以来、レーシングカーを1000
台以上生産してきました。モータースポーツの老
舗として、マシンの製造工程の見学や、モーター
スポーツを始めたいという方のご相談に応じてい
ます。
　最近、モータースポーツに入門される中高年の
方が増えています。適度な刺激と緊張感が良いの
でしょうか。ドンドン若さを取り戻す方が多いよう
に感じます。
　レースで忙しいときは応じられない場合があり
ますので、来館にあたっては必ず事前にお問い合
わせください。

　まちかど博物館は、コレクションや伝統の技、手仕事などを仕事
場の一角や個人のお宅などで、館長さんの語らいとともに見ること
ができる新しい形の博物館で、三重県が推進している事業です。

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［2月28日現在］

2
広 報すず か 　2 0 1 5 年 3 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/2件、うち建物1件（6件、7件減） 出動数/671件（1442件、15件減）

人口/200,870人（103人減） 男性/100,327人（66人減） 女性/100,543人（37人減） 世帯数/82,382世帯（35世帯減）

事故数/493件、うち人身事故55件（1,076件、76件増） 死者数/1人（1人、増減なし） 傷者数/68人（147人、14人減）

※4月1日から上記の時間に変更になります。

78.3MHz

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時3分
12時30分

月・火曜日

鈴鹿市役所
情報局
(5分間)

13時30分
17時30分

7時50分
16時30分

水・木曜日

7時20分
12時30分

14時30分
17時45分

金曜日

8時3分
16時15分

「ウエストレーシングカーズ」　

わせください。

〒513-0825　住吉町5769-8
379-0939
9時～17時30分
月曜日と第１・第３日曜日
必要
無料

エントランスホールでは「WEST86J」の
マシンが皆さまをお迎えします。

市内のまちかど博物館を順次ご紹介しています。

所　在

電　話

開館時間

休館日

予　約

入館料

鈴
鹿
鈴
鹿

亀
山
鈴
鹿

亀
山
ま
ちち
かか
どど
博
物
館

ま
ち
か
ど
博
物
館

コレク
ション

館長　神谷　誠二郎さん
か  み  た  に

○3月21日（土・祝）～31日㈫…保健情報、くらしの情報、図書館情報
○4月 1日㈬～15日㈬…中学校給食スタート！
○4月16日㈭～30日㈭…施設紹介「桜の森公園」
月・水・金・日曜日・・・9時、20時50分（10分間）
火・木・土曜日・・・9時、20時30分（10分間）
※3月21日～31日　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）

『ベルディ便り』

至平田

至白子

石
丸
南

住吉三丁目3

本田技研（株）
鈴鹿製作所

鈴鹿サーキット前

サ
ー
キ
ッ
ト
道
路

鈴鹿
青少年の
森
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