
行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

2015年7月20日号
No.1440

1 14

15

16

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

深夜の花火や草木の繁茂

スポーツ・図書館・相談 11

12

市民の声

休日や夜間の医療機関の探し方

健康館

検診・相談・教室・予防接種

7.20

電話 電子メール ホームページ ファクス 

　今年10月から通知が始まるマ
イナンバー制度では、税や健康
保険、厚生年金の手続きなどで、
事業者もマイナンバーを利用す
ることになります。制度の概要や
準備していただくことなどを説明
しますので、ぜひご参加ください。
と　き　8月4日㈫　14時～

16時（開場13時30分）
ところ　文化会館けやきホール
定　員　500人（先着順）
参加料　無料
申込み　県ホームページ（　

https://www.shinsei.pref.
mie.lg.jp/uketsuke2/dform.

do?acs=mynumber2）で必
要事項を入力してください。

※参加できる場合は連絡しません
ので、当日ご来場ください。

　鈴鹿8時間耐久ロードレース前
夜祭として、交通安全啓発車両
を配備し、全国各地から集まった
バイクが、鈴鹿サーキットの8耐前
夜祭会場に向けて日本最大級
の交通安全パレードを行います。
　パレードコースや周辺道路
は、18時30分から交通規制に
より渋滞が予想されます。会場

周辺の皆さんには、大変ご迷
惑をお掛けしますが、ご協力を
お願いします。
と　き　7月25日㈯　13時～

19時30分
※パレードは18時30分出発予定
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンター
駐車場から鈴鹿サーキットまで
（下記の地図参照）

問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222　担当：
川口・高橋）

第17回バイクで
あいたいパレード2015が

行われます
商業観光課　 382-9020　 382-0304

まちかど博物館

古き道具の館 生活工房かめだや

事業者向けマイナンバー制度
説明会を開催します

企画課　 382-9038　 382-9040

コンフェット
鈴鹿平安閣

2015・7・20 1

くらしの情報くらしの情報



　サイバーダイン社が開発し
た福祉ロボットを平成28年3
月31日までの3～5カ月間試
行導入する施設、医療機関
を募集します。試行期間中の
ロボットリース代は市が負担
します。
対　象　以下の①～④の全

てを満たしていて、ア～カの
いずれかに該当する施設、
医療機関

①市内に本部または事業所
を有していること（本部が市
内にない場合は、市内事業
所が契約締結の権限を委
任されていること）

②市税の滞納がないこと
③福祉ロボット推進事業の趣

旨を理解し、当該事業に協
力できること

④試行期間終了後、本格導
入を検討できること

ア.市内の二次救急医療施設
イ.市内の救急告示医療機関
ウ.市内の一次救急輪番病院
エ.三重県が指定する市内の

障害福祉サービス事業所
のうち、施設入所支援、生
活介護または療養介護を
実施している施設

オ.市内の特別養護老人ホーム
カ.その他施設（リハビリ・介護

などを行う各種施設）
申込み　8月14日㈮（必着）ま

でに申請用紙に必要事項
を記入して、障害福祉課へ

※申請用紙は市ホームページト
ピックスで入手できます。

※福祉ロボット推進事業は、福祉
ロボットの普及、介護・医療現場
での円滑な導入、職場環境の
改善を図って、市民福祉の推進
や雇用機会の創出、地域活力
の再生を目指すもので、今回の
試行導入はこの事業の一環と
して行います。

※締め切り後に選考を行い、選考
を通過した施設などは、鈴鹿ロ
ボケアセンター㈱と個別に契
約していただきます。

対　象　下記のいずれにも該
当する方

○市内の小学校で外国語活
動（5、6年生）の授業を支
援できる方（児童と積極的
に関わり、児童が英語を用
いてコミュニケーションを図
る楽しさを体験できるように
担任を支援できる方）

○英語を母語とする方
勤務先　市内の小学校
定　員　若干名
※詳しくはお問い合わせくださ
い。

小学校外国語活動の
英語アシスタントを
募集します

教育指導課　 382-9028　 383-7878福祉ロボットを
試行導入する施設や
医療機関を募集します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

就労系福祉事業所販売促進
プレミアム付ジョブくん商品券を販売します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　市内の障がい者就労継続支援事業所などで生産された物品
などを購入できる、30％のプレミアムが付いた商品券です。1冊
1,300円分の商品券（100円券の13枚綴り）を1,000円で販売し
ます。使用有効期限は12月22日㈫です。
販売冊数　1,900冊　※1人10冊まで
購入方法　7月21日㈫から下記の取扱事業所で販売します。
※売り切れ次第販売を終了します。
※8月28日㈮・29日㈯に市立体育館で開催する「就労マルシェ」でも、購
入や利用ができます。

事業所名 所在地 問合せ

コスモス 国府町2261-3 370-3313

さくらさくら商会鈴鹿 阿古曽町19-11 378-7805

ステップワーク 白子三丁目5-5 ＴＨビル2Ａ 392-7007

みどりの家　算所 算所二丁目5-1 379-3515

なごみ 深溝町3641 0595-98-5507

すずわ 寺家三丁目11-16 386-0729

八野就労支援センター 八野町２２－１ 378-6622

きれいサポートステーション 中江島町7-21 388-0864

夢らいふ 八野町462-28 379-6771

アクティブ鈴鹿 若松中1-20-1 385-7878

取扱事業所　下記の取扱事業所で商品券の購入と利用ができます（7月1日現在）

※取扱事業所に追加がある場合は、市ホームページに掲載します。
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嘱託職員（面接相談員）を
募集します

保護課　 382-7640　 382-7607

インターネット
不動産公売を実施します

納税課　 382-9008　 382-7660

対　象　下記のいずれにも該
当する方

○社会福祉士資格を取得し
ている方

○昭和30年4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第16条
の欠格条項に該当しない方

○パソコン操作（入力、検索
など）ができる方

業務内容　生活困窮者から
の各種生活相談業務、生
活保護申請相談に対する
適正な助言、指導業務

定　員　1人
勤務条件　給与は18万800

円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険に
も加入します。
※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

申込み　7月21日㈫から8月5
日㈬（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）までに、嘱
託職員採用試験申込書と
受験票に必要事項を記入
の上、直接または郵送で、
保護課（〒513-8701（住所
不要））へ

※嘱託職員採用試験申込書と受
験票は、直接または郵送で保護
課へ請求してください。郵送の
場合は、封筒の表に朱書きで
「嘱託職員採用試験申込書希
望」と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、92円切手を
貼った12cm×23cm程度）を
同封してください。

◆採用試験　　

と　き　8月22日㈯　9時30
分から

ところ　市役所本館　1階

106ミーティングルーム
内　容　個別面接試験

　市内で建物を新築、増築し
た際は、翌年度の固定資産
税額を算出するために家屋調
査を行っています。調査は、資
産税課職員が訪問し、建築図
面から間取りを確認し、屋根・
外壁・各部屋の内装などに使
われている資材や設備状況を
確認することにより行います。
訪問調査にかかる時間は、一
般の新築住宅で20分から30
分くらいです。
※訪問調査を希望されない場合
は、図面による調査も可能です
のでご相談ください。

　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の
で、年内に名義変更や滅失
の手続きがされないと来年度
も課税となる場合があります。
ご注意ください。
※登記されている建物については、
法務局への手続きが必要です

◆所有者を変更したとき

　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に下記の必要書
類を添付して資産税課へ
○相続の場合　相続関係が

分かる戸籍、遺産分割協
議書、印鑑登録証明書など

○相続以外（売買や贈与等）
の場合　旧所有者の印鑑
登録証明書

◆建物を取り壊したとき

　滅失家屋申告書を資産税
課または地区市民センターへ
※各種様式は、市ホームページ
（生活ガイド＞生活便利帳＞税
金＞未登記家屋の名義を変更
するときは・家屋を取り壊したと
きは）からも入手できます。

　市税の滞納処分として差押
えた不動産を、ヤフー㈱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｣を必ずお読みに
なり、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の｢行
政ガイド＞公売・公有地売却＞
インターネット公売｣をご覧くだ
さい。

◆物件

公売地（地目・地積）　神戸七
丁目55番（田・194㎡）、同
所410番1（畑・11㎡）

※2筆一体画地での公売
用途地域　第一種住居地域
見積価額　210万円（公売保

証金　21万円）
公売参加申込期間　8月17日

㈪13時～9月1日㈫23時
入札参加資格　9月3日㈭まで

に、市農業委員会が交付
する買受適格証明書の提
出と公売保証金の納付を
納税課で済ませていること

入札期間　9月8日㈫13時～
17日㈭13時

売却決定日　9月24日㈭
買受代金納付期限　9月24日㈭

家屋調査にご協力ください

資産税課　 382-9007　 382-7604

未登記の建物の所有者を
変更した場合や取り壊した
場合は年内に次の手続きを

資産税課　 382-9007　 382-7604
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自動体外式除細動器
（AED）を貸し出します

中央消防署　 382-9165　 382-9166

　市では現在、今後のまちづ
くりの方向性を示す新たな総
合計画である「鈴鹿市総合
計画20 2 3」を作成していま
す。この計画は、｢自分たちの
まちがこれからどうなってほし
いか｣という市民の皆さんの思
いをできる限り反映できるよう、
さまざまな意見を聴きながら、
とりまとめを進めています。
　そこで、将来のまちづくりを
担う小・中学生の皆さんから、
｢夢や希望を持ち、幸せだと
感じて暮らしている未来の鈴
鹿市｣の様子を表現した作文
や絵画を募集します。
申込み

・市内小中学校に通学して
いる児童・生徒は、学校へ

・市内在住で市外の小中学
校に通学している児童・生
徒は、9月7日㈪までに個人
申込票に必要事項を記入
の上、作品とともに直接また
は 郵 送 で 企 画 課（ 〒
513-8701（住所不要））へ

※応募点数は、1人につき作文・絵
画、各1点まで

※個人申込票は、市ホームページ
トピックスから入手できます。
※作品は、自作・未発表のものに
限ります。

※作品の版権・著作権は市に帰属
します。作品はお返ししません。

◆作文

対　象　市内在住・在学の小
学4～6年生と中学生

テーマ　わたしが思う幸せな

まち　未来のすずか
規　格　800字以内（400字

詰め原稿用紙2枚以内）
※テーマに沿ったものであれば、
作文の題名は自由です。

◆絵画

対　象　市内在住・在学の小
学生と中学生

テーマ　幸せいっぱい未来
のすずか

規　格　画用紙は四つ切（縦
横自由）で、画材や色数は
自由

※テーマに沿ったものであれば、
絵画の題名、絵画中の標語は
自由です。

　消防署では、市内で開催さ
れる多数の人が集まるイベント
やスポーツ大会などの会場
で、参加者が突然の心肺停
止状態に陥った時の応急処
置に備えるために、AEDの貸
し出しをしています。
対　象　イベントなどを行う団

体に属する、20歳以上の方
※運転免許証など本人が証明で
きる書類をお持ちください。

貸出条件　原則としてAEDが
設置されていない会場で、
主催者側に心肺蘇生法講
習を受講した人がいること

貸出期間　7日以内
貸出場所

　中央消防署（　382-9165）
　南消防署（　386-0630）
　北分署（　378-0330）
　西分署（　370-2119）
　東分署（　384-0119）
　鈴峰分署（　371-0119）
申込み　｢AED借用申請書｣
を借りようとする署所に提出

してください。申請書は市ホ
ームページでも入手できま
す。貸し出しを受けようとす
る日の2カ月前から受け付け
ます。
※貸出中は常に良好な状態で管
理・使用してください。故意また
は過失により破損などが生じた
場合は、原状回復を行っていた
だきます。

　井戸水を飲用として利用し
ている場合は、設置者の方
に、飲用井戸の衛生管理を行
う責任があります。以下の点に
注意し、適正な管理に努めま
しょう。
◆衛生管理の注意点

・飲用井戸の周辺に、みだり
に人や動物が立ち入らない
ように適切な措置をしましょ
う。

・飲用井戸の構造（井筒、ポ
ンプ、井戸のふた、水槽な
ど）や周辺の点検を定期的
に行い、清潔な状態の保持
に努めましょう。

・水道法に基づく登録検査
機関に依頼して、定期的

（年1回以上）に水質検査
を受けましょう。

・飲用井戸を新たに設置す
る場合は、汚染防止のた
め、設置場所や設備などに
十分配慮しましょう。

飲用井戸の衛生管理に
努めましょう

環境政策課　 382-9014　 382-2214

「わたしたちが暮らす
未来のすずか」の

作文・絵画を募集します
企画課　 382-9038　 382-9040
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国民年金保険料の
お支払いは

便利な口座振替を
ご利用ください

保険年金課　 382-9401　 382-9455

中小企業へ助成金を
支給します

産業政策課　 382-8698　 382-0304

中小企業退職金
共済制度のご案内

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　国民年金保険料の口座振
替納付での当月末納付（当月
末振替の早割）は、毎月納付

（翌月末振替）･毎月現金納
付の保険料より50円割安とな
ります。また、2年･1年･6カ月
（上半期4月～9月･下半期10
月～翌年3月）前納も、口座振
替で納めると安くなります。ぜ
ひご利用ください。
手続き　年金手帳（基礎年

金番号が分かるもの）、預
金通帳、通帳届出印を持っ
て、金融機関または年金事
務所へ

※下半期6カ月前納（10月分～翌
年3月分）の手続きは8月末まで
にお申し込みください。

問合せ　津年金事務所　国
民年金課（　059-228-9112）

　妊娠・出産・産休の取得な
どを理由に、解雇すること、退
職を強要すること、契約を更
新しないことなどは、男女雇用
機会均等法などで禁止されて
います。
　妊娠などを理由に不利益
な取り扱いを受けたり、困った
ことがあったら、三重労働局
雇用均等室へご相談くださ
い。相談は無料で、匿名でも
できます。
問合せ　三重労働局雇用均

等室（　059-226-2318）

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員

（パートも含む）のための外部
積立型の国の退職金制度
で、下記のメリットがあります。
○新規に加入する事業主に

対して1年間掛金の一部を
国と市が助成します。

○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円を
超える法人の法人事業税には、
外形標準課税が適用されます。

○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況
や退職金試算額を事業主
にお知らせします。

問合せ　中小企業退職金共済
事業本部（　03-6907-1234）、
中退共名古屋コーナー

　（　052-856-8151）

　働き続けながら子育てをす
る労働者の雇用の継続を図
るため、労働者の職業生活と
家庭生活の両立を支援する
制度を導入し、利用を促進し
た中小企業事業主に対して
中小企業両立支援助成金が
支給されます。
対　象　育児休業取得者の

代替要員を確保するととも
に、3カ月以上育児休業を
取得した労働者を原職復
帰させ、復帰後6カ月以上
雇用した中小企業事業主

内　容　育児休業取得者1
人当たり30万円（期間雇用
者の場合は10万円加算）

※支給要件など詳しくは、三重労
働局にお問い合わせいただく
か、同局ホームページ（　http://

　mie-roudoukyoku.jsite.
　m h l w . g o . j p / ）をご覧く
ださい。

問合せ　三重労働局雇用均
等室（　059-226-2318）

　夏季における連続休暇の取
得は、暑さによる疲労の回復、
子どもたちの夏休み期間中に
おける家族との触れ合いを深
めるなど、心身リフレッシュに非
常によい機会です。土・日曜日、
祝日、夏季休暇に年次有給休
暇を組み合わせ、ゆとりのある
連続休暇を実現する「プラスワ
ン休暇」に取り組みましょう。
　三重労働局では、連続休
暇の取得をはじめとした労働
時間などの見直しに関する相
談や助言を行うため、専門的
な知識と豊富な経験を有する
「働き方・休み方改善コンサル
タント」を配置しています。資
料提供、事業場への個別訪
問、研修会の講師などを無料
でさせていただきますので、気
軽にご利用ください。
問合せ　三 重労 働局労働

基準部監督課　働き方・
休み方改善コンサルタント

　（　059-226-2106）

｢妊娠したから解雇｣は
違法です

雇用均等室にご相談ください
産業政策課　 382-8698　 382-0304

この夏「プラスワン休暇」で
連続休暇を

産業政策課　 382-8698　 382-0304
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国際交流などを行う
団体の活動を支援します

（公財）鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

　消費者ホットラインは、お近
くの消費生活相談窓口を案
内するサービスです。この電
話番号が、7月から3桁の電話
番号｢　188｣（いやや！）になり
ました。
　土・日曜日や祝日など市区
町村や都道府県の消費生活
センターなどが開所していな
い場合には、国民生活センタ
ーで相談の補完をするなど、
年末年始（12月29日～1月3
日）を除いて原則毎日利用で
きます。
　契約、悪質商法、製品・食
品・サービスによる事故などに
ついて、どこに相談してよいか
分からない場合には、一人で
悩まずに消費者ホットライン
188番を利用してください。
※これまでの　0570-064-370
も引き続き使えます。

　8月末日から約3カ月間、プ
ールタイル貼り替え工事のた
め、水泳場を臨時閉鎖しま
す。工事は、プール底面のタ
イルの付着が弱くなっており
剥離の恐れがあることから、
プールの漏水防止や、利用
者の安全のために行います。
迷惑をお掛けしますが、ご協

力ください。
と　き　8月31日㈪～11月

27日㈮
閉鎖施設　水泳場内の50ｍ

プール、25ｍプール、飛込プ
ール、トレーニングルーム

※水泳場会議室は利用できま
す。また、トレーニングルーム
は体育館内のものをご利用く
ださい。

問合せ  三重県国体準備課
（　0 5 9 - 2 2 4 - 2 9 8 5

　　 0 5 9 - 2 2 4 - 3 0 2 2 　
　　kokutai@pref.mie.jp）

　協会賛助会員などが、国
際交流・国際親善・多文化共
生などを目的とする活動に、1
団体10万円を上限に支援し
ます。
※賛助会員にはいつでも加入で
きます。賛助会費は企業・団体1
万円、個人2,000円です。

対　象　団体・企業賛助会
員、個人の賛助会員5人
以上で構成する団体、協
会にボランティア登録して
いる人数5人以上で構成
する団体

対象事業　今年度に実施予
定の事業で、参加の機会
が市民に開かれているこ
と。詳細は、事業支援補助
金交付要綱に基づきます。

募集数　2団体以内
申込み　8月21日㈮までに事

業計画書と収支予算書を
直接（公財）鈴鹿国際交流
協会へ

　8月は北方領土問題に対す
る国民の理解をさらに深め、全
国的な北方領土返還要求運
動の一層の推進を図ることを
目的とした全国強調月間です。
　内閣府では、若い世代へ
の啓発活動として、SNS（ソー
シャル・ネットワーキング・サービ
ス）を活用しての広報・啓発活
動の周知や、北方領土問題を
啓発するキャラクター｢エリカ
ちゃん｣の動画や学習コンテン
ツの配信などを行っています。
フェイスブック

　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.erika
ツイッター

　https://twitter.com/
　hoppou_erika
※詳しくは、内閣府のホームペー
ジをご覧ください。

　三重県青年司法書士協議
会と全国青年司法書士協議
会が、養育費に関する面談と
電話による相談会を開催しま
す。相談は無料で、秘密は厳
守されます。
と　き　8月2日㈰ 10時～16時
ところ　三重県司法書士会

館（ 津 市 丸 之 内 養 正 町
17-17）

電話相談専用番号　 0120-
　567-301（フリーダイヤル）
申込み　不要
問合せ　三重県青年司法書

士協議会　日々野
　（　387-5667）

8月は北方領土返還運動
全国強調月間です

企画課　 382-9038　 382-9040

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）
水泳場を臨時閉鎖します
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

　 372-2250　 372-2260

消費者ホットラインが
3桁の電話番号｢188｣に

なりました
鈴鹿亀山消費生活センター

　 375-7611　 370-2900

司法書士による
全国一斉養育費相談会が

開催されます
市民対話課　 382-9004　 382-7660
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こども絵画コンクールの
作品を募集します

企画課　 382-9038　 382-9040

納税の休日・夜間窓口
を開設します

納税課 　382-9008　 382-7660

　未来の学校を自由で楽し
く描いた作品を募集します。
　応募作品は、10月24日㈯・
25日㈰に開催される鈴鹿大
学・鈴鹿大学短期大学部の大
学祭で展示、表彰されます。
対　象　市内在住の未就学

児～小学6年生　
テーマ　わたしのがっこう、ゆ

めのがっこう
申込み　8月3日㈪から9月18
日㈮までに鈴鹿大学・鈴鹿
大学短期大学部こども絵
画コンクール事務局（　372-

　3898　 372-3935）へ
※応募用紙と応募要項は鈴鹿大
学短期大学部ホームページか
ら入手できます。

◆休日窓口

と　き　7月26日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　7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。

　楽しくアイデアを深めなが
ら、一人でなくチームで考えな

がら、防災知識の向上を図り
ます。
対　象　子育て中（小学4年

生くらいまで）のママやこれ
から子育てをする女性

※第1回・第2回に参加された方、
またはこれから参加する意志の
ある方（5人程度追加募集）。

と　き　8月4日㈫　12時15
分～15時30分

ところ　男女共同参画センター
内　容

○Ⅰ部　市で備蓄している非
常食の試食（アルファ米と
各種ジュ－スの組み合わ
せ体験）

○Ⅱ部　アイデアをカタチにす
る意見交換

○Ⅲ部　防災アプリに関する
講演と意見交換

講　師　田中美咲さん（（一
社）防災ガ－ル代表理事）、
Code for Nagoya（IT技術
者集団）のメンバ－（予定）

参加料　無料
託　児　対象は0歳～未就

学児、無料
※託児を希望される方は、男女共
同参画課へご相談ください。

申込み　7月28日㈫までに、電
話または直接男女共同参
画課（　381-3113）へ

　東海3県各消防本部の救
助のスペシャリストが鈴鹿市
に集まり、人命救助技術を競
う大会が開催されます。上位
優秀チームは8月に兵庫県で
開催される全国大会への出
場権が得られます。
と　き　7月2 9日㈬ 　 9 時

1 5 分～1 5 時（ 荒 天 順 延

30日㈭）
ところ　三重県消防学校
（石薬師町452番地）
入場料　無料
◆シャトルバスをご利用く

ださい

会場周辺の駐車場は混雑が
予想されます。河川防災セン
ター（庄野町981-1、駐車場あ
り）、ＪＲ河曲駅、近鉄鈴鹿市
駅から随時運行（8時30分～
16時）されるシャトルバスをご
利用ください。

と　き　7月24日㈮　14時～
16時

ところ　四日市市文化会館
第2ホール

内　容　
○第1部　基調講演｢北勢

バイパスの早期ネットワーク
化がもたらす地域の経済
発展｣

講　師　渡邉悌爾さん（三重
大学名誉教授）

○第2部　パネルディスカッ
ション｢北勢バイパスへの
期待｣

コーディネーター　渡 邉 悌
爾さん

パネリスト　国土交通省中
部地方整備局道路部長、
四日市市長、鈴鹿市長ほか

入場料　無料
主　催　北勢バイパス建設

促進期成同盟会（四日市
市、鈴鹿市、朝日町、川越
町、菰野町）

第44回消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　 382-9165　 382-3905

みんなで防災について
考えるママの会 第3回

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

国道1号北勢バイパス
（垂坂町～山之一色町）
開通記念シンポジウム

土木総務課　 382-9072　 382-7612

催 し 物
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鈴鹿川の生き物観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月9日㈰　 10時～
12時、13時～15時

ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　川遊び体験（魚捕
り、水遊び）、いかだ流し体
験、エコ工作　他

※暑さ対策をし、ぬれてもよい服
装で、また子どもは保護者同伴
で参加してください。

※タモ網・容器・浮き輪など遊び道
具は持参してください。

参加料　無料
問合せ　NPO法人すずかの

ぶどう  西田（　・　387-0767
　　budou@mecha .ne . jp

当日は　090-9176-0513）

　「 第 1 5回夏の鈴 鹿川体
験」のイベントの1つとして開
催します。
と　き　8月9日㈰　7時～9

時ごろ
※雨天や強風の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　熱気球教室、熱気

球の搭乗体験
定　員　100人程度（先着

順）

料　金　中学生以上1 ,000
円、小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料。要保護者同乗

主　催・当日の問合せ　
　鈴鹿バルーンフェスティバ

ル実 行 委員会（ 　 0 9 0 -
　6468-2012　6時30分～9

時ごろ）
※下記のホームページでも、当日
の開催の有無を確認できます。 

　　http://kokoten.com/
　u1/suzukaballoon/
※当日は今年のバルーンフェス
ティバルを手伝っていいただ
くボランティアの募集も行い
ます。

対　象　小学生以上（小学
生は保護者同伴）

と　き　8月22日㈯　10時～
12時

※雨天や増水の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿高校と鈴鹿川

河川緑地（庄野橋付近）
※集合場所など詳しくは後日申込
者にお知らせします。

内　容　鈴鹿高校自然科学
部の皆さんと一緒に鈴鹿川
に入り、タモ網を使った魚の
採集方法や観察方法を学
びます。

講　師　西飯信一郎さん（鈴
鹿高校自然科学部顧問）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月14日㈮17時15分
までに、住所・氏名・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

　今回は、サギソウをご覧い
ただく予定です
と　き　8月8日㈯　集合9

時30分、開始10時（少雨
決行）

ところ　金生水沼沢植物
群落

※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受付後、沼沢
付近の駐車案内図を配布しま
す。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所に来てくだ
さい。

定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、

帽子、虫除けスプレー、雨
具（雨天時のみ）

申込み　7月24日㈮から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申し込め
ます。

　土星のリングが観察しやす
い時期です。プラネタリウムで
解説した後、望遠鏡で土星な
どを観察します。
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　7月25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 
内　容  夏の星座・月・土星の

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30分から、

文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーへ

※曇天や雨天時は中止します。当
日の16時30分に判断しますの
で、文化会館へお問い合わせく
ださい。

　経済的な事情で塾に通うこ
とができないひとり親家庭の
児童を対象とした学習支援事
業を開始します。講師が丁寧
に指導し、児童が学習方法や
学習習慣を身に付けて、勉強
に対する苦手意識を克服する
ことを目標にしています。
対　象

　経済的な理由により学習塾
に通えない市内在住のひとり
親家庭の小学4年生～中学3
年生で、以下のいずれにも該
当する方

○児童扶養手当受給世帯で
あること。

○現在、学習塾・家庭教師・
通信教育などを利用してい
ないこと。

○三重県または鈴鹿市が実
施する他の学習支援を受
けていないこと。

と　き　8月～平成28年3月
（40回程度）
ところ　勤労青少年ホーム
（白子駅前 6-33）
定　員　小学4～6年生、中

学１・2年生、中学3年生　
各10人

受講料　無料
申込み　7月20日（月・祝）から8

月10日㈪までに、申込書に
必要事項を記入の上、児
童扶養手当の証書の写し
を同封して郵送で鈴鹿市
母子寡婦福祉会　北野

（〒5 1 3 - 0 0 5 2 　 下 箕田
3-9-18・当日消印有効）へ

※申込書は、児童保育課窓口で配
布するほか、市ホームページか
ら入手できます。

※受講者決定後、説明会を開催し
ます。

　現代の子どもたちを取り巻く
環境は大きく変動しています。
このような現状の中、子どもた
ちはどこに居場所を求め、声
にならない声を、どこでどのよう
に上げているのでしょうか。
　今回、名古屋市内で家庭や
学校を居場所としない子ども
たちへの声掛け活動を行って
いるNPO法人全国こども福祉

センターから講師をお招きし、
現場で聴いた子どもたちの声
をもとに、これからの私たちが
取るべき対応を共に考えます。
対　象　児童本人、保護者、

学校・幼稚園・保育園・児童
福祉関係者、テーマに関心
のある市民の方

と　き　8月19日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　ふれあいホール（南
玉垣町6600）

定　員　200人（先着順）　
参加費　無料　
託　児　申込みの際に子ども

家庭支援課へ
申込み　8月7日㈮までに電話

で子ども家庭支援課へ
※手話通訳あり
※駐車場に限りがありますので、
乗り合わせてお越しください。

　乳がんの闘病体験を通じ
て見えてきた社会の問題に取
り組み、がんにならない身体づ
くりや、生きる力を取り戻す活
動を進めている方による講演
会です。
と　き　7月25日㈯　14時～

16時
ところ　牧田コミュニティセン
ター（平田東町5-10）

講　師　江口友子さん（平塚
市の自殺防止条例の提案
者）

参加料　500円
申込み　いのちと心を守る鈴

鹿市民の会代表　杉本信
之（　090-1620-5087）

第15回夏の鈴鹿川体験
環境政策課　 382-7954　 382-2214

バルーンキャラバン
～熱気球教室～

商業観光課　 382-9020　 382-0304

第4回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課　 382-9031　 382-9071

催 し 物
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と　き　8月9日㈰　 10時～
12時、13時～15時

ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　川遊び体験（魚捕
り、水遊び）、いかだ流し体
験、エコ工作　他

※暑さ対策をし、ぬれてもよい服
装で、また子どもは保護者同伴
で参加してください。

※タモ網・容器・浮き輪など遊び道
具は持参してください。

参加料　無料
問合せ　NPO法人すずかの

ぶどう  西田（　・　387-0767
　　budou@mecha .ne . jp

当日は　090-9176-0513）

　「 第 1 5回夏の鈴 鹿川体
験」のイベントの1つとして開
催します。
と　き　8月9日㈰　7時～9

時ごろ
※雨天や強風の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　熱気球教室、熱気

球の搭乗体験
定　員　100人程度（先着

順）

料　金　中学生以上1 ,000
円、小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料。要保護者同乗

主　催・当日の問合せ　
　鈴鹿バルーンフェスティバ

ル実 行 委員会（ 　 0 9 0 -
　6468-2012　6時30分～9

時ごろ）
※下記のホームページでも、当日
の開催の有無を確認できます。 

　　http://kokoten.com/
　u1/suzukaballoon/
※当日は今年のバルーンフェス
ティバルを手伝っていいただ
くボランティアの募集も行い
ます。

対　象　小学生以上（小学
生は保護者同伴）

と　き　8月22日㈯　10時～
12時

※雨天や増水の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿高校と鈴鹿川

河川緑地（庄野橋付近）
※集合場所など詳しくは後日申込
者にお知らせします。

内　容　鈴鹿高校自然科学
部の皆さんと一緒に鈴鹿川
に入り、タモ網を使った魚の
採集方法や観察方法を学
びます。

講　師　西飯信一郎さん（鈴
鹿高校自然科学部顧問）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月14日㈮17時15分
までに、住所・氏名・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

　今回は、サギソウをご覧い
ただく予定です
と　き　8月8日㈯　集合9

時30分、開始10時（少雨
決行）

ところ　金生水沼沢植物
群落

※自家用車の方は、飯野地区市民
センター駐車場で受付後、沼沢
付近の駐車案内図を配布しま
す。現地付近の道路は駐車厳
禁です。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所に来てくだ
さい。

定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、

帽子、虫除けスプレー、雨
具（雨天時のみ）

申込み　7月24日㈮から電話
で文化課へ

※1グループ3人まで申し込め
ます。

　土星のリングが観察しやす
い時期です。プラネタリウムで
解説した後、望遠鏡で土星な
どを観察します。
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　7月25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 
内　容  夏の星座・月・土星の

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30分から、

文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーへ

※曇天や雨天時は中止します。当
日の16時30分に判断しますの
で、文化会館へお問い合わせく
ださい。

　経済的な事情で塾に通うこ
とができないひとり親家庭の
児童を対象とした学習支援事
業を開始します。講師が丁寧
に指導し、児童が学習方法や
学習習慣を身に付けて、勉強
に対する苦手意識を克服する
ことを目標にしています。
対　象

　経済的な理由により学習塾
に通えない市内在住のひとり
親家庭の小学4年生～中学3
年生で、以下のいずれにも該
当する方

○児童扶養手当受給世帯で
あること。

○現在、学習塾・家庭教師・
通信教育などを利用してい
ないこと。

○三重県または鈴鹿市が実
施する他の学習支援を受
けていないこと。

と　き　8月～平成28年3月
（40回程度）
ところ　勤労青少年ホーム
（白子駅前 6-33）
定　員　小学4～6年生、中

学１・2年生、中学3年生　
各10人

受講料　無料
申込み　7月20日（月・祝）から8

月10日㈪までに、申込書に
必要事項を記入の上、児
童扶養手当の証書の写し
を同封して郵送で鈴鹿市
母子寡婦福祉会　北野

（〒5 1 3 - 0 0 5 2 　 下 箕田
3-9-18・当日消印有効）へ

※申込書は、児童保育課窓口で配
布するほか、市ホームページか
ら入手できます。

※受講者決定後、説明会を開催し
ます。

　現代の子どもたちを取り巻く
環境は大きく変動しています。
このような現状の中、子どもた
ちはどこに居場所を求め、声
にならない声を、どこでどのよう
に上げているのでしょうか。
　今回、名古屋市内で家庭や
学校を居場所としない子ども
たちへの声掛け活動を行って
いるNPO法人全国こども福祉

センターから講師をお招きし、
現場で聴いた子どもたちの声
をもとに、これからの私たちが
取るべき対応を共に考えます。
対　象　児童本人、保護者、

学校・幼稚園・保育園・児童
福祉関係者、テーマに関心
のある市民の方

と　き　8月19日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　ふれあいホール（南
玉垣町6600）

定　員　200人（先着順）　
参加費　無料　
託　児　申込みの際に子ども

家庭支援課へ
申込み　8月7日㈮までに電話

で子ども家庭支援課へ
※手話通訳あり
※駐車場に限りがありますので、
乗り合わせてお越しください。

　乳がんの闘病体験を通じ
て見えてきた社会の問題に取
り組み、がんにならない身体づ
くりや、生きる力を取り戻す活
動を進めている方による講演
会です。
と　き　7月25日㈯　14時～

16時
ところ　牧田コミュニティセン
ター（平田東町5-10）

講　師　江口友子さん（平塚
市の自殺防止条例の提案
者）

参加料　500円
申込み　いのちと心を守る鈴

鹿市民の会代表　杉本信
之（　090-1620-5087）

第4回天体観望会
～君は土星の
リングを見たか～

文化会館　 382-8111　 382-8580

ひとり親家庭に育つ児童等の
学習支援｢まなびーの｣

児童保育課　 382-7661　 382-7607

講演会
｢乳がんが教えてくれた
医療・福祉の課題」

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

児童虐待防止講演会
「子ども達の声を聴く

～アウトリーチの現場から～」

子ども家庭支援課

　 382-9140　 382-9142

講座・教室
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市政情報課　 382-9003　 382-2214

高齢者のための技能講習
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　 382-6092　 382-6093

　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、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　毎週日曜日～金曜日

9時30分～12時30分、13
時30分～16時30分

※土曜日は行っていません。
ところ　イオン白子店（サン

ズ）3階 B‐チャレンジ内
内　容　インターネット・メー

ル講座など個別に対応
※ノートパソコンをお持ちください。
参加料　3時間1,500円
※入会金・年会費は必要ありませ
ん。

問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう

　（　387-0767）

◆パソコン基礎講習

　厚生労働省の委託を受け
て、シルバー派遣就業を目指
す方を支援するために（公
社）三重県シルバー人材セン
ター連合会が実施します。
対　象　60歳以上の求職者
と　き　9月30日㈬～10月6
日㈫　9時30分～16時30
分（土、日曜日を除く5日間）

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（神戸1-17-5）

内　容　Word・Excelソフト
の基礎知識などを習得し、

ホワイトカラーの派遣就業を
目指します。

定　員　20人
受講料　無料
申込み　8月5日㈬から9月2日

㈬までに鈴鹿市シルバー人
材センターへ

　消費税増税に備えての人
材確保・内部管理強化のセミ
ナーです。優秀な人材確保・
人材育成のポイントのほか、
マイナンバー制度の概要や雇
用に生かせる助成金につい
て、専門家が分かりやすく説
明します。
対　象　事業を営んでいる方
と　き　8月25日㈫　14時～

16時
ところ　鈴鹿商工会議所
　2階特別会議室
内　容　
・マイナンバー制度の概要と

企業の対応
・消費税増税に備えた人材

確保・労務管理のポイント
講　師　大地勉さん（㈱百五

経済研究所経営コンサル
ティング部長）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月20日㈭までに、

電話で鈴鹿商工会議所
　（　382-3222）へ

試験区分　社会人入試、シニ
ア入試、有職者社会人1年
制コース入試　

受験料　3万5,000円（シニア

入試出願者は免除）
※試験区分によって出願資格、提
出書類、学費等納付金が異なり
ます。

問合せ　鈴鹿大学入試広報
キャリア課（　372-3999、

　　nyushi@m.suzuka-iu.
　ac.jp
　　http :/www.suzuka -
　 iu.ac.jp/）
◆期日型入試

出願期間　Ⅰ期：10月30日㈮～
11月6日㈮、Ⅱ期：1月8日㈮
～1月22日㈮、Ⅲ期：2月19日
㈮～3月4日㈮

入試期日　Ⅰ期：11月14日㈯、
Ⅱ期：1月31日㈰、Ⅲ期：3月12
日㈯

選考方法　書類審査、面接
◆AO入試

出願期間　10月2日㈮～3月
18日㈮

入試期日　随時　
選考方法　エントリーシート提

出→事前面談→研究計画
書と願書提出→面接

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト講習を除く）。事前に電
話でお問い合わせの上、職
業訓練センター窓口へ

◆巻上げ機運転特別教育

　労働安全衛生法｢巻上げ

機運転特別教育修了証｣取
得講座
と　き　8月26日㈬・27日㈭
　8時40分～16時20分　
受講料　8,640円（別途教材

費1,080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　9月2日㈬・3日㈭　8

時45分～17時
受講料　8,640円（別途教材

費864円）
◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座
と　き　学科：9月7日㈪・8日

㈫、実技：9月9日㈬・10日㈭・
11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）

◆フォークリフト運転技能講

習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：9月15日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス9月20日㈰・26㈯・27㈰ 　
8時～17時15分、Ⅱコース9
月16日㈬～18日㈮　8時～
17時15分　

受講料　2万8,000円
申込み　上記2コースとも8月

3日㈪から受け付け

申込み　7月23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

◆very Berryアイシング教室 

　親子でクッキーにかわいく

デコレーションします。
対　象　小学生とその保護者
と　き　8月4日㈫　10時30

分～12時
定　員　8組（先着順）
参加料　2,000円（材料費込）
◆ロール巻子の飾り巻き寿司

教室

　親子でパンダの巻き寿司を
作ります。
対　象　幼児から小学生とそ

の保護者
と　き　8月20日㈭　10時
30分～12時
定　員　16組（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）

鈴鹿地域職業訓練センター
8・9月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

ICT推進活動
パソコン講習

講座・教室

鈴鹿商工会議所主催
消費税転嫁対策セミナー
商業観光課　 382-9016　 382-0304

鈴鹿大学大学院の
シニア・社会人学生募集
企画課　 382-9038　 382-9040
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　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、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　毎週日曜日～金曜日

9時30分～12時30分、13
時30分～16時30分

※土曜日は行っていません。
ところ　イオン白子店（サン

ズ）3階 B‐チャレンジ内
内　容　インターネット・メー

ル講座など個別に対応
※ノートパソコンをお持ちください。
参加料　3時間1,500円
※入会金・年会費は必要ありませ
ん。

問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう

　（　387-0767）

◆パソコン基礎講習

　厚生労働省の委託を受け
て、シルバー派遣就業を目指
す方を支援するために（公
社）三重県シルバー人材セン
ター連合会が実施します。
対　象　60歳以上の求職者
と　き　9月30日㈬～10月6
日㈫　9時30分～16時30
分（土、日曜日を除く5日間）

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（神戸1-17-5）

内　容　Word・Excelソフト
の基礎知識などを習得し、

ホワイトカラーの派遣就業を
目指します。

定　員　20人
受講料　無料
申込み　8月5日㈬から9月2日

㈬までに鈴鹿市シルバー人
材センターへ

　消費税増税に備えての人
材確保・内部管理強化のセミ
ナーです。優秀な人材確保・
人材育成のポイントのほか、
マイナンバー制度の概要や雇
用に生かせる助成金につい
て、専門家が分かりやすく説
明します。
対　象　事業を営んでいる方
と　き　8月25日㈫　14時～

16時
ところ　鈴鹿商工会議所
　2階特別会議室
内　容　
・マイナンバー制度の概要と

企業の対応
・消費税増税に備えた人材

確保・労務管理のポイント
講　師　大地勉さん（㈱百五

経済研究所経営コンサル
ティング部長）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月20日㈭までに、

電話で鈴鹿商工会議所
　（　382-3222）へ

試験区分　社会人入試、シニ
ア入試、有職者社会人1年
制コース入試　

受験料　3万5,000円（シニア

入試出願者は免除）
※試験区分によって出願資格、提
出書類、学費等納付金が異なり
ます。

問合せ　鈴鹿大学入試広報
キャリア課（　372-3999、

　　nyushi@m.suzuka-iu.
　ac.jp
　　http :/www.suzuka -
　 iu.ac.jp/）
◆期日型入試

出願期間　Ⅰ期：10月30日㈮～
11月6日㈮、Ⅱ期：1月8日㈮
～1月22日㈮、Ⅲ期：2月19日
㈮～3月4日㈮

入試期日　Ⅰ期：11月14日㈯、
Ⅱ期：1月31日㈰、Ⅲ期：3月12
日㈯

選考方法　書類審査、面接
◆AO入試

出願期間　10月2日㈮～3月
18日㈮

入試期日　随時　
選考方法　エントリーシート提

出→事前面談→研究計画
書と願書提出→面接

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト講習を除く）。事前に電
話でお問い合わせの上、職
業訓練センター窓口へ

◆巻上げ機運転特別教育

　労働安全衛生法｢巻上げ

機運転特別教育修了証｣取
得講座
と　き　8月26日㈬・27日㈭
　8時40分～16時20分　
受講料　8,640円（別途教材

費1,080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　9月2日㈬・3日㈭　8

時45分～17時
受講料　8,640円（別途教材

費864円）
◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座
と　き　学科：9月7日㈪・8日

㈫、実技：9月9日㈬・10日㈭・
11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）

◆フォークリフト運転技能講

習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：9月15日㈫　8
時～17時10分、実技：Ⅰコー
ス9月20日㈰・26㈯・27㈰ 　
8時～17時15分、Ⅱコース9
月16日㈬～18日㈮　8時～
17時15分　

受講料　2万8,000円
申込み　上記2コースとも8月

3日㈪から受け付け

申込み　7月23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

◆very Berryアイシング教室 

　親子でクッキーにかわいく

デコレーションします。
対　象　小学生とその保護者
と　き　8月4日㈫　10時30

分～12時
定　員　8組（先着順）
参加料　2,000円（材料費込）
◆ロール巻子の飾り巻き寿司

教室

　親子でパンダの巻き寿司を
作ります。
対　象　幼児から小学生とそ

の保護者
と　き　8月20日㈭　10時
30分～12時
定　員　16組（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）

夏休み親子教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260
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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

夜間に子どもの体調が急に悪くなった
ときは、どうやって医療機関を探したらよ

いでしょうか。

三重県救急医療情報センターコール
センター（　382-1199）へお電話いた

だくか、「医療ネットみえ」のホームページから
救急診療が可能な医療機関をお探しくださ
い。救急で受診される場合は、受診する医療
機関へ必ず事前にお電話ください。
　また、鈴鹿市応急診療所（　382-5066）
は、毎日19時から22時まで、さらに日曜日・祝
日・年末年始は9時から16時まで受け付けを
しています。こちらを利用する際も、必ず事前
に電話でご確認ください。

　なお、受診すべきかどうかや、病気・薬につ
いて相談したい場合は、みえ子ども医療ダイヤ
ル（　＃8000、つながらない場合は　059-232
-9955）で相談できます。
　昨年5月に全戸配布した冊子｢家庭でで
きる応急手当があります｣や市ホームペー
ジ（生活ガイド＞生活便利帳＞保健と健康
＞休日や夜間に診てもらえる医療機関の探し
方）（http://www.city.suzuka.lg.jp/life/
benri/4302.html）でも詳しく説明しています
のでご覧ください。

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。

休日や夜間に診てもらえる医療機関の探し方

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス


