
　市民課では平日に市役所
へ来られない方のために毎週
日曜日の9時から12時まで日曜
窓口を開設していますが、10月
4日はマイナンバー制度施行準
備のため日曜窓口をお休みし
ます。ご不便をお掛けしますが
ご了承ください。
※住基カードによるコンビニでの
証明書自動交付サービスは、通
常通り利用できます。

　国勢調査は10月1日㈭を基

準日として、日本に住んでいる
全ての人・世帯を対象に行わ
れる大切な調査です。調査員
が各世帯を訪問しますので、
回答にご協力ください。なお、
調査員が国勢調査業務を行う
際は、顔写真付き｢調査員証｣
を携帯しています。

　市内の交通死亡事故が7月
16日からの１カ月間で4件発生
しています。例年、本市では秋
口から年明けにかけて死亡事
故が増加する傾向にあります。
交通死亡事故は、今までの生
活を一変させ家族までも不幸に
します。交通事故のほとんどは、
注意していれば発生しないもの
です。交通事故を起こさない、
巻き込まれないために次の点に

注意してください。
○10分前行動を心掛ける
○ルールとマナーを守り、思い
やり運転を

　10月から、㈱三重銀行が市
の指定金融機関として今後2
年間、市の税金などの収納と
支払の事務を行います。
　なお、税金などを市に納めて
いただくときは、これまでどおり次
の金融機関でも取り扱います。
金融機関　㈱百五銀行、㈱第
三銀行、北伊勢上野信用金
庫、東海労働金庫、㈱中京
銀行、㈱三菱東京UFJ銀行、
鈴鹿農業協同組合、三重県
信用漁業協同組合連合会、
㈱ゆうちょ銀行（一部取り扱
いできない納付書があります）

指定金融機関が
10月から代わります

会計課　 382-9002　 382-8222

交通死亡事故が
多発しています

地域課　 382-9022　 382-2214

10月4日は市民課
日曜窓口を休みます

市民課　 382-9013　 382-7608

国勢調査にご協力を
企画課　 382-7676　 382-9040

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

2015年9月20日号
No.1444

1 10

11

12

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

ごみの品質検査の結果

スポーツ・図書館・相談 7

8

市民の声

子育てに関する情報

健康館

検診・相談・教室・予防接種

9.20

まちかど博物館

お話と懐かし紙しばいのお寺

2015・9・20 1

電話 電子メール ホームページ ファクス 

くらしの情報くらしの情報



備について
※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連
合ホームページをご覧ください。

　（一財）自治総合センターでは
社会貢献広報事業として、宝
くじの受託収入を財源とした
コミュニティ助成事業を実施
しています。住民が自主的に
行うコミュニティ活動の活性
化を図ることを目的に、この宝
くじの助成金を利用して、天
名まちづくり協議会の備品が
整備されました。

シティプラザ（伊勢市）
参加料　無料
申込み　不要
※名古屋などでも開催しますので、
お問い合わせいただくか、ホー
ムページでご確認ください。

問合せ　（公社）青年海外
協力協会中部支部（　
052-459-7229　　chubu-
　bosetu@joca.or.jp 　http:
　//www.jica.go.jp/volunteer
　/index.html）

と　き　10月21日㈬　13時
30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所 2階
第一応接室

相談内容　特許、実用新案、
商標、意匠などに関する手
続き書類の書き方、権利取
得までの流れ、事前調査の
方法など

※一相談45分程度
申込み・問合せ　鈴鹿商工
会議所 中小企業相談所
（　 382-3222）

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

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

募集期間　10月1日㈭～11月
2日㈪

※申込方法など詳しくはお問い合
わせください。

◆体験談＆説明会

　帰国したボランティアの体
験談も聞ける説明会を開催し
ます。
とき・ところ

○10月10日㈯　14時から
　アスト津 3階おしごと広場
（津市）
○10月17日㈯　14時から
　いせ市民活動センターいせ 

コミュニティ助成事業で
備品が整備されました
地域課　 382-8695　 382-2214　平成28年4月から旭が丘小

学校と白子中学校で通学区
域の弾力化を実施します。通
学区域の弾力化とは、将来推
計に基づき過大規模校やそ
れに準じる大規模校として対
応が必要な学校について、指
定校以外の学校への就学を
認めるものです。
対　象　旭が丘小学校、白
子中学校の通学区域に居
住し、平成28年度以降の4
月1日に小学1年生、中学1
年生になる方

内　容

※就学を希望する学校までの距離
が、小学校の場合概ね直線で
2km以内、中学校の場合概ね直
線で6km以内であることなどの
条件があります。また、受入校ごと
に定員を決めますので、希望して
も認められないこともあります。

申込み　10月1日㈭から30日
㈮まで（土・日曜日、祝日を除
く）の8時30分から17時15
分までに学校教育課へ

受入者の決定　11月中
※詳しい案内を、旭が丘小学校1年
生になる方へは就学時健康診断

の案内と同時に送付し、白子中学
校1年生になる方へは在学する小
学校を通じて配布しています。ま
た、市教育委員会のホームページ
に掲載しています。

対　象　鈴鹿・亀山市内で地
域密着型サービス事業を
計画している法人

と　き　10月14日㈬　13時
30分から

ところ　市役所本館 5階
502会議室

内　容　定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業、小
規模多機能型居宅介護事
業、特定施設入居者生活
介護事業に関する施設整

と　き　10月17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　相続・贈与・売買
などの登記、担保権の設
定・抹消の登記、会社・組合
などの法人の登記、簡易裁
判所の訴訟・民事調停手
続、お金の貸し借りに関す
る問題、その他裁判所への
提出書類作成、自己破産・
調停・個人再生手続、法律
扶助の方法、判断能力の
不十分な高齢者などの財
産管理・処分（成年後見）、
検察庁へ提出する告訴状
の作成など

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（　 380-0743）

平成28年度から通学区域の
弾力化制度を実施します
学校教育課　 382-7618　 382-9054

地域密着型サービス事業者
施設整備説明会を
開催します

鈴鹿亀山地区広域連合　介護保険課

　 369-3201　 369-3202

居住している校区

旭が丘小学校 愛宕小学校
玉垣小学校

白子小学校
鼓ケ浦中学校
千代崎中学校
天栄中学校
鼓ケ浦中学校
創徳中学校
千代崎中学校
創徳中学校

白子中学校
(旭が丘小学区)

白子中学校
(稲生小学区)

白子中学校
(桜島小学区)

就学が認め
られる学校

地籍調査に伴う境界立会いが始まります

土木総務課　 382-1260　 382-7612

　9月29日㈫から約1カ月間、寺家一丁目で地籍調査に伴う境界
立会いを行います。この調査は地籍調査の中心的作業で、地籍
の明確化を図るため一筆ごとの所有者、地番、地目とともに筆界
（境界）の位置を確認する調査です。調査へのご理解とご協力
をお願いします。
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備について
※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連
合ホームページをご覧ください。

　（一財）自治総合センターでは
社会貢献広報事業として、宝
くじの受託収入を財源とした
コミュニティ助成事業を実施
しています。住民が自主的に
行うコミュニティ活動の活性
化を図ることを目的に、この宝
くじの助成金を利用して、天
名まちづくり協議会の備品が
整備されました。

シティプラザ（伊勢市）
参加料　無料
申込み　不要
※名古屋などでも開催しますので、
お問い合わせいただくか、ホー
ムページでご確認ください。

問合せ　（公社）青年海外
協力協会中部支部（　
052-459-7229　　chubu-
　bosetu@joca.or.jp 　http:
　//www.jica.go.jp/volunteer
　/index.html）

と　き　10月21日㈬　13時
30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所 2階
第一応接室

相談内容　特許、実用新案、
商標、意匠などに関する手
続き書類の書き方、権利取
得までの流れ、事前調査の
方法など

※一相談45分程度
申込み・問合せ　鈴鹿商工
会議所 中小企業相談所
（　 382-3222）

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

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

募集期間　10月1日㈭～11月
2日㈪

※申込方法など詳しくはお問い合
わせください。

◆体験談＆説明会

　帰国したボランティアの体
験談も聞ける説明会を開催し
ます。
とき・ところ

○10月10日㈯　14時から
　アスト津 3階おしごと広場
（津市）
○10月17日㈯　14時から
　いせ市民活動センターいせ 

　平成28年4月から旭が丘小
学校と白子中学校で通学区
域の弾力化を実施します。通
学区域の弾力化とは、将来推
計に基づき過大規模校やそ
れに準じる大規模校として対
応が必要な学校について、指
定校以外の学校への就学を
認めるものです。
対　象　旭が丘小学校、白
子中学校の通学区域に居
住し、平成28年度以降の4
月1日に小学1年生、中学1
年生になる方

内　容

※就学を希望する学校までの距離
が、小学校の場合概ね直線で
2km以内、中学校の場合概ね直
線で6km以内であることなどの
条件があります。また、受入校ごと
に定員を決めますので、希望して
も認められないこともあります。

申込み　10月1日㈭から30日
㈮まで（土・日曜日、祝日を除
く）の8時30分から17時15
分までに学校教育課へ

受入者の決定　11月中
※詳しい案内を、旭が丘小学校1年
生になる方へは就学時健康診断

の案内と同時に送付し、白子中学
校1年生になる方へは在学する小
学校を通じて配布しています。ま
た、市教育委員会のホームページ
に掲載しています。

対　象　鈴鹿・亀山市内で地
域密着型サービス事業を
計画している法人

と　き　10月14日㈬　13時
30分から

ところ　市役所本館 5階
502会議室

内　容　定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業、小
規模多機能型居宅介護事
業、特定施設入居者生活
介護事業に関する施設整

と　き　10月17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　相続・贈与・売買
などの登記、担保権の設
定・抹消の登記、会社・組合
などの法人の登記、簡易裁
判所の訴訟・民事調停手
続、お金の貸し借りに関す
る問題、その他裁判所への
提出書類作成、自己破産・
調停・個人再生手続、法律
扶助の方法、判断能力の
不十分な高齢者などの財
産管理・処分（成年後見）、
検察庁へ提出する告訴状
の作成など

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（　 380-0743）

健全化判断比率などを公表します　 財政課　 382-9041　 382-9040

　平成26年度決算に基づいて算定した健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実
質公債費比率、将来負担比率）と公営企業を対象とした資金不足比率を公表します。
※算定の詳しい内容は市ホームページに掲載しています。
　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index5.html

知的財産に関する
無料相談会が開催されます

産業政策課　 382-9045　 382-0304

司法書士無料相談会が
開催されます

市民対話課　 382-9004　 382-7660

比率区分

実質赤字比率 - 11.54 20

-

-

- 20

-

16.54 30

6.4 25 35

21.7 350

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

水道事業会計

下水道事業会計
（ 公共下水道事業）
下水道事業会計

（ 農業集落排水事業）

算定結果 早期健全化
基準

財政再生
基準 会計名 資金不足

比率
経営健全化
基準

（単位：%）（単位：%）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。
※各特別会計とも資金不足額がないため「－」で表示
　しています。

JICAボランティアを
募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660

ジャイカ
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野鳥観察会
in 海のみえる岸岡山緑地

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

（　 090-6468-2012　15時
30分～18時ごろ）

※当日、今年のバルーンフェスティ
バルを手伝っていただくボラン
ティアの募集も行います。

と　き　11月21日㈯・22日㈰　
8時～16時

ところ　鈴鹿川河川緑地（バ
ルーンフェスティバル会場内）

募集数　70ブース（1ブース当
たり2ｍ×2ｍ）

参加料　1ブース1日当たり
2,000円

申込み　電子メールで
　　 nokishita@bz04.plala.
　or.jp へ
問合せ　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会 武内
（　 399-7131）

と　き　10月1日㈭～4日㈰　9
時30分～17時（最終日は15
時まで）

ところ　県総合文化センター 
文化会館第2ギャラリー

内　容　紙を彫る、突く、切るな
どの伊勢型紙の技術を活用
した創作絵画の展覧会です。
期間中、無料体験を実施しま
す（最終日は12時まで）。

入場料　無料
主催・問合せ　彫型画会 大
杉華水（　 386-1462）

と　き　10月12日（月・祝）　11
時～15時30分

ところ　文化会館周辺

　テニスコート（西側6面）の人
工芝張替工事を行いますの
で、その期間一部使用できな
いコートがあります。不便をお
掛けしますがご協力ください。
工事期間　11月2日㈪～平成
28年1月5日㈫（予定）

問 合 せ　市立体育館管理
　事務所（　 387-6006）

　9月18日㈮から30日㈬まで、
蔵書点検および館内配置換
えなどのため、図書館（本館と
江島分館）を休館します。
※期間中の本の返却は、本館の
夜間返却口をご利用ください。

◆休日窓口

と　き　9月27日㈰ 　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　9月29日㈫・30日㈬
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※南玄関からお越しください。

◆秋の音楽プラネタリウム

　プラネタリウムに広がる秋の
星座を眺めながら、ライブで音
楽会を楽しんでいただきます。
また、秋の特別投映として、｢土
星の謎に迫る｣を投映します。
と　き　10月17日㈯
ところ　文化会館　プラネタリ
ウム

出演者

○第1部　10時30分～11時30
分（10時開場）　みえ雅楽会
（雅楽）　
○第2部　13時30分～14時30
分（13時開場）　MEK.クイー
ンズ（バイオリン）
○第3部　16時～17時（15時
30分開場）　サザンクロス（ゴ
スペル）

定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。9月23日
（水・祝）10時から、文化会館で
希望時間の整理券を配布しま
す（先着順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮
ください。

※演奏内容が変更になる場合が
あります。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

◆プラネタリウム秋の新番組

と　き　12月6日㈰まで　10時
30分から、13時30分から、15
時から

内　容　
○秋の星座解説（ペガスス座
ほか）
○日本昔話「童歌の和星～不
思議な頭巾～」　
○｢オーロラウォッチャー｣
　太陽と地球が起こした自然の
芸術オーロラ。その発生メカ
ニズムの解説を聞きながら、ド

ーム空間に広がる映像を体
感してオーロラウォッチャーに
なってください。

定　員　各回180人
※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。

　緑地内を散策して野鳥を
観察します。
と　き　10月18日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山
緑地

講　師　藤井英紀さん（日本野
鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　10月7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

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

　秋の一日を、石垣池公園で
家族や友人と遊びませんか。
公園内を散策したり、手軽な
スポーツを親子・家族・友人同
士で一緒に楽しみましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　10月18日㈰　9時～
15時（予備日　11月1日㈰）

ところ　石垣池公園全域
申込み　9月25日㈮から10月4
日㈰までの9時から20時まで
に、参加料を添えて石垣池
公園管理事務所（桜島町
7-1-1）へ

◆午前の部 ロゲイニング

大会

　ロゲイニングとは、設置され
たチェックポイントを制限時間
内にできるだけ多く回って写
真撮影を行い、その得点を競
うスポーツです。
対　象　小学生以下を含む2
～5人の家族または友人で編
成したチーム

定　員　30チーム
参加料　1チーム　500円（保
険代含む）

持ち物　デジタルカメラ、または
カメラ機能付き携帯電話

◆午後の部　

○ボールであ・そ・ぼ ！
○わくわくニュースポーツ体験
※詳しくは石垣池公園管理事務所
（　383-9010）にお問い合わ
せいただくか、鈴鹿市体育協会
のホームページをご覧ください。

　鈴鹿バルーンフェスティバ
ル実行委員会による、熱気球
の仕組みを知ることができる
熱気球教室や熱気球の搭乗
体験を行います。
と　き　10月3日㈯　16時～
18時

ところ　弁天山公園（鈴鹿ハ
ンター横）

定　員　100人程度（先着順）
※当日15時30分から整理券配布
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）

※天候・風などにより中止する場
合があります。

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会

内　容　手作りのオリジナルカー
トが、坂を下って走行タイムとパ
フォーマンスを競うレースです。
図書館西駐車場ではグルメブ
ース、文化会館ではお子さん
が楽しめるエリアもあります。

問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部 高橋・川口（　 382-3222）

　「椿の農業と地域を考える
会」では、皆さんとの交流とご
縁づくりを行うイベントの参加
者を募集します。
と　き　10月11日㈰　9時～
14時ごろ

ところ　矢田しいたけ園（大久
保町376）、サファリファーム
（大久保町）
内　容　
○枝豆、マコモタケ、原木しいた
け収穫体験と試食
○ツバキ油で揚げ物調理体験
と試食
○焼きたてマイピザなどで昼食
交流会
○軽トラ市でお買い物
定　員　40人程度（先着順）
参加料　大人（中学生以上）
2,500円、小人（小学生以下）
1,000円

申込み　10月4日㈰までに、参
加者の氏名、年齢、性別、代
表者連絡先（住所、電話・ファ
クス番号）などを、椿の農業と
地域を考える会 矢田（　 090-
　2680-3536　 371-0237）へ
※グループ参加の場合、大人1人
につき小人は2人以内です。

※天候などにより内容を変更する
場合がありますが、雨でも実施
します。

図書館（本館・江島分館）
を休館します

図書館　 382-0347　 382-4000

催 し 物

音楽プラネタリウムと
秋の新番組

文化会館　 382-8111　 382-8580

石垣池公園
スポーツフェスタ

鈴鹿市体育協会　 387-6006　 387-6008

市立テニスコートの
一部工事を行います

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

くらしの情報くらしの情報

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
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（　 090-6468-2012　15時
30分～18時ごろ）

※当日、今年のバルーンフェスティ
バルを手伝っていただくボラン
ティアの募集も行います。

と　き　11月21日㈯・22日㈰　
8時～16時

ところ　鈴鹿川河川緑地（バ
ルーンフェスティバル会場内）

募集数　70ブース（1ブース当
たり2ｍ×2ｍ）

参加料　1ブース1日当たり
2,000円

申込み　電子メールで
　　 nokishita@bz04.plala.
　or.jp へ
問合せ　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会 武内
（　 399-7131）

と　き　10月1日㈭～4日㈰　9
時30分～17時（最終日は15
時まで）

ところ　県総合文化センター 
文化会館第2ギャラリー

内　容　紙を彫る、突く、切るな
どの伊勢型紙の技術を活用
した創作絵画の展覧会です。
期間中、無料体験を実施しま
す（最終日は12時まで）。

入場料　無料
主催・問合せ　彫型画会 大
杉華水（　 386-1462）

と　き　10月12日（月・祝）　11
時～15時30分

ところ　文化会館周辺

　テニスコート（西側6面）の人
工芝張替工事を行いますの
で、その期間一部使用できな
いコートがあります。不便をお
掛けしますがご協力ください。
工事期間　11月2日㈪～平成
28年1月5日㈫（予定）

問 合 せ　市立体育館管理
　事務所（　 387-6006）

　9月18日㈮から30日㈬まで、
蔵書点検および館内配置換
えなどのため、図書館（本館と
江島分館）を休館します。
※期間中の本の返却は、本館の
夜間返却口をご利用ください。

◆休日窓口

と　き　9月27日㈰ 　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　9月29日㈫・30日㈬
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※南玄関からお越しください。

◆秋の音楽プラネタリウム

　プラネタリウムに広がる秋の
星座を眺めながら、ライブで音
楽会を楽しんでいただきます。
また、秋の特別投映として、｢土
星の謎に迫る｣を投映します。
と　き　10月17日㈯
ところ　文化会館　プラネタリ
ウム

出演者

○第1部　10時30分～11時30
分（10時開場）　みえ雅楽会
（雅楽）　
○第2部　13時30分～14時30
分（13時開場）　MEK.クイー
ンズ（バイオリン）
○第3部　16時～17時（15時
30分開場）　サザンクロス（ゴ
スペル）

定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。9月23日
（水・祝）10時から、文化会館で
希望時間の整理券を配布しま
す（先着順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮
ください。

※演奏内容が変更になる場合が
あります。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

◆プラネタリウム秋の新番組

と　き　12月6日㈰まで　10時
30分から、13時30分から、15
時から

内　容　
○秋の星座解説（ペガスス座
ほか）
○日本昔話「童歌の和星～不
思議な頭巾～」　
○｢オーロラウォッチャー｣
　太陽と地球が起こした自然の
芸術オーロラ。その発生メカ
ニズムの解説を聞きながら、ド

ーム空間に広がる映像を体
感してオーロラウォッチャーに
なってください。

定　員　各回180人
※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。

　緑地内を散策して野鳥を
観察します。
と　き　10月18日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山
緑地

講　師　藤井英紀さん（日本野
鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　10月7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

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

　秋の一日を、石垣池公園で
家族や友人と遊びませんか。
公園内を散策したり、手軽な
スポーツを親子・家族・友人同
士で一緒に楽しみましょう。
対　象　市内在住の方
と　き　10月18日㈰　9時～
15時（予備日　11月1日㈰）

ところ　石垣池公園全域
申込み　9月25日㈮から10月4
日㈰までの9時から20時まで
に、参加料を添えて石垣池
公園管理事務所（桜島町
7-1-1）へ

◆午前の部 ロゲイニング

大会

　ロゲイニングとは、設置され
たチェックポイントを制限時間
内にできるだけ多く回って写
真撮影を行い、その得点を競
うスポーツです。
対　象　小学生以下を含む2
～5人の家族または友人で編
成したチーム

定　員　30チーム
参加料　1チーム　500円（保
険代含む）

持ち物　デジタルカメラ、または
カメラ機能付き携帯電話

◆午後の部　

○ボールであ・そ・ぼ ！
○わくわくニュースポーツ体験
※詳しくは石垣池公園管理事務所
（　383-9010）にお問い合わ
せいただくか、鈴鹿市体育協会
のホームページをご覧ください。

　鈴鹿バルーンフェスティバ
ル実行委員会による、熱気球
の仕組みを知ることができる
熱気球教室や熱気球の搭乗
体験を行います。
と　き　10月3日㈯　16時～
18時

ところ　弁天山公園（鈴鹿ハ
ンター横）

定　員　100人程度（先着順）
※当日15時30分から整理券配布
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）

※天候・風などにより中止する場
合があります。

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会

内　容　手作りのオリジナルカー
トが、坂を下って走行タイムとパ
フォーマンスを競うレースです。
図書館西駐車場ではグルメブ
ース、文化会館ではお子さん
が楽しめるエリアもあります。

問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部 高橋・川口（　 382-3222）

　「椿の農業と地域を考える
会」では、皆さんとの交流とご
縁づくりを行うイベントの参加
者を募集します。
と　き　10月11日㈰　9時～
14時ごろ

ところ　矢田しいたけ園（大久
保町376）、サファリファーム
（大久保町）
内　容　
○枝豆、マコモタケ、原木しいた
け収穫体験と試食
○ツバキ油で揚げ物調理体験
と試食
○焼きたてマイピザなどで昼食
交流会
○軽トラ市でお買い物
定　員　40人程度（先着順）
参加料　大人（中学生以上）
2,500円、小人（小学生以下）
1,000円

申込み　10月4日㈰までに、参
加者の氏名、年齢、性別、代
表者連絡先（住所、電話・ファ
クス番号）などを、椿の農業と
地域を考える会 矢田（　 090-

　2680-3536　 371-0237）へ
※グループ参加の場合、大人1人
につき小人は2人以内です。

※天候などにより内容を変更する
場合がありますが、雨でも実施
します。

バルーンフェスティバル
フリーマーケット参加者募集

商業観光課　 382-9020　 382-0304

鈴鹿･椿の縁結びプロジェクト
枝豆・マコモタケ・

原木しいたけ収穫体験
農林水産課　 382-9017　 382-7610

鈴鹿BOXカートグランプリ

商業観光課　 382-9020　 382-0304

彫型画展

産業政策課　 382-9045　 382-0304

バルーンキャラバン
in 弁天山公園

商業観光課　 382-9020　 382-0304
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内　容　Honda鈴鹿硬式野
球部の現役選手とOBに指
導していただき、親子で野
球の基本を楽しく学びます。

定　員　親子50組（先着順）
参加料　5,000円（保険料を含む）
申込み　9月25日㈮から10月
5日㈪まで（9月28日㈪を除
く）の9時から20時までに、
参加料を添えて市立体育
館窓口（江島台1-1-1）へ

　懐かしい学生時代を思い出し
ながら、学校の授業のようにさま
ざまなジャンルの先生をお招きし
て活動をする楽しい教室です。
対　象　成人
申込み　9月20日㈰から10月
13日㈫17時まで（必着）に、
参加希望講座名、氏名、電
話番号、住所、年齢を記入
の上、はがきまたはファクス
で、鈴鹿青少年センター（〒
51 3 - 0 8 2 5住吉町南谷口 
　 378-9809）へ

※応募者多数の場合は抽選
◆国語の授業編｢篆刻と作品

作り講座｣　　
と　き　11月12日㈭・19日㈭
9時30分～11時30分

定　員　20人
参加料　2,000円（全2回）
◆技術の授業編｢大人のパソ

コン・年賀状講座｣

と　き　11月18日㈬・25日㈬
9時30分～11時30分

※未経験者を対象
定　員　20人
参加料　1,000円（全2回）
◆家庭の授業編｢みかん狩り

とジャム作り講座｣

と　き　①11月27日㈮、②12月

鈴鹿地域職業訓練センター
10･11月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　創業に興味のある方、また、
市内で創業・起業をお考えの
方を対象に創業支援セミナー
を開催します。第1部では、元
ドトールコーヒー常務取締役を
講師に迎え、カフェ・サービス
業の｢成功事例に見る事業成
功の秘訣｣を講演していただ
きます。第2部では、第1部の
講演を基に、実際の事業コン
セプトづくりの手法を説明しま
す。
と　き　10月4日㈰　13時開場
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

内容・講師

○第1部（13時30分～15時）
講演会
　永嶋万州彦さん（永嶋事務
所代表取締役）
○第2部（15時15分～16時15
分）創業に関するガイダンス
　玉井正則さん（㈱日本能率
協会コンサルティング）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

申込み　フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1
カ月前から受け付け。事前
に電話でお問い合わせの
上、鈴鹿地域職業訓練セン
ターの窓口へ

◆陶芸講座

　ロクロで花器・茶器を創作

（2点作製）
と　き　10月27日㈫ 10時～15時
受講料　4,320円
◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

と　き　10月28日㈬・29日㈭
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆ガス溶接技能講習

と　き　11月4日㈬・5日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛け技能講習

と　き　
○学科　11月9日㈪・10日㈫
○実技　11月11日㈬・12日㈭・
13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　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　
○学　科　11月17日㈫　8
時～17時10分
○実　技　Ⅰコース：11月22日
㈰・28日㈯・29日㈰、Ⅱコース：
11月18日㈬～20日㈮、Ⅲコ
ース：11月25日㈬～27日㈮　
3コースとも8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　10月1日㈭から

対　象  小学1・2年生と保護者
と　き　10月11日から12月6
日までの日曜日　全8回　
10時～12時

ところ  ホンダアクティブランド
室内野球練習場

3日㈭　9時30分～11時30分
※どちらか1回の受講。希望日を
明記してください。

定　員　各30人
参加料　1,000円（全1回）

　マス目のあるマットの上で決
められたパターンに沿ってステ
ップを踏む運動です。高齢者
の転倒予防や、認知機能の
若返り、体力の向上などに効
果があると言われています。初
心者の方でも楽しく参加できま
す。男性も大歓迎です。
対　象　65歳以上の市内在
住の方

と　き　10月23日㈮ 14時
　～16時
ところ　市立体育館（副体育
館）

内　容　スクエアステップの

講話と体験
講　師　NPO法人大学拠点ヘ
ルシーライフ研究機構の職員

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装、飲
み物、上靴

申込み　9月25日㈮から電話
で健康づくり課へ

※この講習会の受講者のうち、ボ
ランティアでスクエアステップ
を地域に広めたい方は、後日ス
クエアステップリーダー養成講
座（3回講座、定員あり）を受講
できます。詳しくは健康づくり
課へお問い合わせください。

申込み　9月24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

◆ウオーキング＆ランチ・温

泉コース 

　ストレッチや歩き方のレッス
ン後、施設周辺のウオーキン
グコースをみんなで歩きます。
その後、ランチと温泉で疲れ
た体を癒やします。
対　象　一般成人
と　き　10月16日㈮　10時
～12時

定　員　20人（先着順）
参加料　1,600円（食事と温
泉付き）

◆ボールでチャレンジin体育館

　いろいろなボール運動をし
ます。
対　象　①年中・年長　②小
学生

と　き　10月13日・20日・27
日、11月10日・17日・24日、12
日1日・15日の各火曜日
　①16時～16時45分、②16
時50分～17時50分

定　員　各20人（先着順）
参加料　6,000円（全8回）

産業政策課　 382-8698　 382-0304

創業支援セミナー

講座・教室

親子野球スクール
鈴鹿市体育協会　 387-6006　 387-6008

大人の学校シリーズⅠ
県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

くらしの情報くらしの情報
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内　容　Honda鈴鹿硬式野
球部の現役選手とOBに指
導していただき、親子で野
球の基本を楽しく学びます。

定　員　親子50組（先着順）
参加料　5,000円（保険料を含む）
申込み　9月25日㈮から10月
5日㈪まで（9月28日㈪を除
く）の9時から20時までに、
参加料を添えて市立体育
館窓口（江島台1-1-1）へ

　懐かしい学生時代を思い出し
ながら、学校の授業のようにさま
ざまなジャンルの先生をお招きし
て活動をする楽しい教室です。
対　象　成人
申込み　9月20日㈰から10月
13日㈫17時まで（必着）に、
参加希望講座名、氏名、電
話番号、住所、年齢を記入
の上、はがきまたはファクス
で、鈴鹿青少年センター（〒
51 3 - 0 8 2 5住吉町南谷口 
　 378-9809）へ

※応募者多数の場合は抽選
◆国語の授業編｢篆刻と作品

作り講座｣　　
と　き　11月12日㈭・19日㈭
　9時30分～11時30分

定　員　20人
参加料　2,000円（全2回）
◆技術の授業編｢大人のパソ

コン・年賀状講座｣

と　き　11月18日㈬・25日㈬
9時30分～11時30分

※未経験者を対象
定　員　20人
参加料　1,000円（全2回）
◆家庭の授業編｢みかん狩り

とジャム作り講座｣

と　き　①11月27日㈮、②12月

　創業に興味のある方、また、
市内で創業・起業をお考えの
方を対象に創業支援セミナー
を開催します。第1部では、元
ドトールコーヒー常務取締役を
講師に迎え、カフェ・サービス
業の｢成功事例に見る事業成
功の秘訣｣を講演していただ
きます。第2部では、第1部の
講演を基に、実際の事業コン
セプトづくりの手法を説明しま
す。
と　き　10月4日㈰　13時開場
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

内容・講師

○第1部（13時30分～15時）
講演会
　永嶋万州彦さん（永嶋事務
所代表取締役）
○第2部（15時15分～16時15
分）創業に関するガイダンス
　玉井正則さん（㈱日本能率
協会コンサルティング）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

申込み　フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1
カ月前から受け付け。事前
に電話でお問い合わせの
上、鈴鹿地域職業訓練セン
ターの窓口へ

◆陶芸講座

　ロクロで花器・茶器を創作

（2点作製）
と　き　10月27日㈫ 10時～15時
受講料　4,320円
◆クレーン運転業務特別教育

（5t未満）

と　き　10月28日㈬・29日㈭
　8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆ガス溶接技能講習

と　き　11月4日㈬・5日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛け技能講習

と　き　
○学科　11月9日㈪・10日㈫
○実技　11月11日㈬・12日㈭・
13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　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　
○学　科　11月17日㈫　8
時～17時10分
○実　技　Ⅰコース：11月22日
㈰・28日㈯・29日㈰、Ⅱコース：
11月18日㈬～20日㈮、Ⅲコ
ース：11月25日㈬～27日㈮　
3コースとも8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　10月1日㈭から

対　象  小学1・2年生と保護者
と　き　10月11日から12月6
日までの日曜日　全8回　
10時～12時

ところ  ホンダアクティブランド
室内野球練習場

3日㈭　9時30分～11時30分
※どちらか1回の受講。希望日を
明記してください。

定　員　各30人
参加料　1,000円（全1回）

　マス目のあるマットの上で決
められたパターンに沿ってステ
ップを踏む運動です。高齢者
の転倒予防や、認知機能の
若返り、体力の向上などに効
果があると言われています。初
心者の方でも楽しく参加できま
す。男性も大歓迎です。
対　象　65歳以上の市内在
住の方

と　き　10月23日㈮ 14時
　～16時
ところ　市立体育館（副体育
館）

内　容　スクエアステップの

講話と体験
講　師　NPO法人大学拠点ヘ
ルシーライフ研究機構の職員

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装、飲
み物、上靴

申込み　9月25日㈮から電話
で健康づくり課へ

※この講習会の受講者のうち、ボ
ランティアでスクエアステップ
を地域に広めたい方は、後日ス
クエアステップリーダー養成講
座（3回講座、定員あり）を受講
できます。詳しくは健康づくり
課へお問い合わせください。

申込み　9月24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

◆ウオーキング＆ランチ・温

泉コース 

　ストレッチや歩き方のレッス
ン後、施設周辺のウオーキン
グコースをみんなで歩きます。
その後、ランチと温泉で疲れ
た体を癒やします。
対　象　一般成人
と　き　10月16日㈮　10時
～12時

定　員　20人（先着順）
参加料　1,600円（食事と温
泉付き）

◆ボールでチャレンジin体育館

　いろいろなボール運動をし
ます。
対　象　①年中・年長　②小
学生

と　き　10月13日・20日・27
日、11月10日・17日・24日、12
日1日・15日の各火曜日
　①16時～16時45分、②16
時50分～17時50分

定　員　各20人（先着順）
参加料　6,000円（全8回）

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

スクエアステップ
講演＆講習会

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

沐浴教室など男性向けの育児に関する情報、
子育て世代が出掛けたくなる市内のスポット紹
介、市内で開催される婚活情報などを掲載し
ています。
　たくさんの方に｢子育て応援サイト きら鈴｣を
利用していただき、子育て家庭の育児不安を
解消し、子育ての負担感を軽減していただけ
るよう、必要とされる情報を迅速に分かりやすく
発信していきます。
　
○「子育て応援サイト きら鈴」　
　https://kira-rin.appspot.com/

2015・9・20 7

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

子育てに関するいろいろな情報がほし
いのですが、どのようにしたら情報収集

できますか？

本市では、子育てに関する情報配信とし
て、｢りんりんだより｣や｢バンビーキッズ｣を

それぞれ毎月1回発行しています。子育て支援
センターりんりんや児童保育課でお渡ししてい
る他、市ホームページでもご覧いただけます。
　また、子育て世代の方はスマートフォンやパ
ソコンなどを使用する方も多く、インターネットに
よる情報提供が効果的であると考えられること
から、｢子育て応援サイト きら鈴｣の運用を今
年開始し、市内の保育所や幼稚園などのイ
ベント情報や、お父さんのための料理教室や

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。

子育てに関する情報

児童保育課　 382-7661　 382-7607

　 jidohoiku@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス


