
　安全でおいしい水を供給す
るために、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　10月25日㈰23時～
26日㈪6時

洗管作業区域　

○白子地区　東旭が丘六丁
目の一部、江島町の一部、
江島台一丁目、江島台二丁
目、中江島町、東江島町の
一部、北江島町の一部、岸
岡町の一部
○玉垣地区　岸岡町の一部
※対象のお宅には、個別にお知ら
せ文を配布します。

◆濁り水に注意してください

　作業中や作業後に管内の
水流の変化などで濁り水が発
生する場合があります。あらか
じめ飲料水は汲み置きしてい
ただき、洗濯などの際には数
分程度水道水を流し、確認し
てから使用してください。
　区域外でも、作業の影響で
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
には注意してください。

　第5次鈴鹿市総合計画が
平成27年度で終了することか
ら、新たな総合計画の策定に
取り組んでいます。この総合計
画の基本計画（素案）がまとま
りましたので、市民の皆さんの

意見をいただくため、意見交換
会を開催します。
と　き　10月28日㈬　19時
から、11月7日㈯　14時から

ところ　市役所本館 12階
1203会議室

申込み　不要

　鈴鹿市まち・ひと・しごと創生
総合戦略の策定や取り組みの
推進などについて、各委員か
ら意見をいただく会議です。
と　き　11月16日㈪　14時
～16時　　

ところ　市役所本館 6階庁
議室

定　員　5人程度（先着順）
申込み　当日13時30分から
13時50分まで、会場で受け
付け

第2回鈴鹿市地方創生会議を
傍聴できます

企画課　 382-9038　 382-9040

鈴鹿市総合計画2023
基本計画(素案)に関する
｢まちづくり意見交換会｣を

開催します
企画課　 382-9038　 382-9040

夜間断水･洗管作業を
行います

工務課　 368-1676　 368-1688

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙
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27年10月1日現在20歳以
上の方
・行政機関の職員や本市の
市議会議員でない方
・市政に対して公平・公正な
発言のできる方
・平日に開催する会議に出
席できる方

定　員　1人
※同協議会は、公募委員のほか、市
長、学識経験者などで構成します。

申込み　10月20日㈫から11月2
日㈪までに所定の応募用紙
に氏名、性別、住所、生年月
日、職業、連絡先、応募の動
機を記入し、郵送・ファクス・電
子メールまたは直接住宅課
（〒513-8701（住所不要））へ
※応募用紙は、住宅課窓口や市
ホームページで入手できます。

※個別面接による選考を11月10
日(火)に実施します。時間は、応
募者に直接連絡します。

※選考結果は、2週間以内に郵送
で通知します。

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

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

　鈴鹿川河川敷の築堤護岸
工事に伴い、鈴鹿川サイクリン
グロードの一部区間が通行で
きません。
と　き　平成28年1月28日㈭
まで（予定）

ところ　鈴鹿川サイクリング
ロード（木田橋から定五郎
橋までの区間）

問合せ　国土交通省中部地方
整備局 三重河川国道事務
所鈴鹿出張所（　345-5593）

鈴鹿市都市マスタープランの
見直し(案)を展示します

都市計画課　 382-9063　 384-3938

　緊急地震速報の訓練放
送、消防分団車庫などのモー
ターサイレンを鳴らす訓練、い
のちの鐘（お寺の鐘）を打ち
鳴らす訓練を行います。
と　き　11月5日㈭　10時か
ら（計5分間程度）

◆緊急地震速報

対象設備　市内93カ所の防
災スピーカー、地区市民セン
ター、公民館、小中学校など
の館内放送、鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz）

放送内容　｢緊急地震速報。
大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。」×3
回繰り返し

※放送内容確認サービス(　
383-8007) 防災スピーカー
の放送が聞き取りにくい場合
は、電話で放送内容を聞くこと
ができます。

◆モーターサイレン

対象設備　一ノ宮、箕田、若
松、白子（寺家を除く）、稲生、
天名の消防分団車庫、玉垣
地区市民センター

◆いのちの鐘(お寺の鐘)

対象の鐘　津波浸水予測区
域およびその隣接区域で
協力をいただくお寺

　現在、まちづくりの基本的な
考え方となる｢都市計画の基本
方針（鈴鹿市都市マスタープラ

ン）｣を見直しています。この見
直し（案）を展示しますので、ア
ンケート調査にご協力ください。
と　き　10月31日㈯　10時
～17時

ところ　鈴鹿ハンター　1階
センターコート

※回答者に先着順で粗品進呈

　空家等対策計画の策定を
予定しています。この計画を
策定するための組織として、
鈴鹿市空家等対策協議会を
発足させるのに伴い、市民公
募委員を募集します。委員に
は、平成29年3月までに5回程
度（平日昼間2時間程度）開
催予定の会議で、意見を述べ
ていただきます。
対　象　次の全てに該当する方
・市内に居住している、平成

年金保険料を納付された
方・・・平成28年2月上旬

※国民年金保険料は、所得税や
住民税の申告において全額が
社会保険料控除の対象になり
ます。

※再発行は、年金事務所か次の控
除証明書専用ダイヤルまでお願
いします。市役所では再発行で
きません。

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）、控除証明
書専用ダイヤル（　0570-
　070-117、IP電話などは　
03-6700-1130）

緊急地震速報の
訓練放送などを行います

防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

鈴鹿市空家等対策協議会の
市民公募委員を募集します

住宅課　 382-7616　 382-7615

　jutaku@city.suzuka.lg.jp

環境負荷が小さいと軽自動車税の
グリーン化特例が適用されます

市民税課　　382-9006　 382-7604

　平成27年4月1日から平成28年3月31日までに取得した軽四輪
など(新車の三輪以上の軽自動車)で、排出ガス性能と燃費性能
の優れた環境負荷の小さいものは、次のとおり平成28年度分の
軽自動車税が軽減されます。

※乗用車と貨物車については、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、窒
素酸化物などの排出量が平成17年排出ガス基準値より75％以上少な
いことが条件です。

※平成28年度分の軽自動車税のみ適用となります。

車　種

電気・天然ガス
軽自動車

平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガ
ス基準値より10％以上窒素酸化物の排出量が少ないもの 75%

乗用車
(ガソリン車)

平成32年度燃費基準値より20％以上燃費性能の良いもの 50%
平成32年度燃費基準を満たすもの 25%

貨物車
(ガソリン車)

平成27年度燃費基準値より35％以上燃費性能の良いもの 50%
平成27年度燃費基準値より15％以上燃費性能の良いもの 25%

適用基準 軽減率

くらしの情報くらしの情報

2 2015・10・20



27年10月1日現在20歳以
上の方
・行政機関の職員や本市の
市議会議員でない方
・市政に対して公平・公正な
発言のできる方
・平日に開催する会議に出
席できる方

定　員　1人
※同協議会は、公募委員のほか、市
長、学識経験者などで構成します。

申込み　10月20日㈫から11月2
日㈪までに所定の応募用紙
に氏名、性別、住所、生年月
日、職業、連絡先、応募の動
機を記入し、郵送・ファクス・電
子メールまたは直接住宅課
（〒513-8701（住所不要））へ
※応募用紙は、住宅課窓口や市
ホームページで入手できます。

※個別面接による選考を11月10
日(火)に実施します。時間は、応
募者に直接連絡します。

※選考結果は、2週間以内に郵送
で通知します。

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

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

　鈴鹿川河川敷の築堤護岸
工事に伴い、鈴鹿川サイクリン
グロードの一部区間が通行で
きません。
と　き　平成28年1月28日㈭
まで（予定）

ところ　鈴鹿川サイクリング
ロード（木田橋から定五郎
橋までの区間）

問合せ　国土交通省中部地方
整備局 三重河川国道事務
所鈴鹿出張所（　345-5593）

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書が発行されます
保険年金課　 382-9401　 382-9455

　緊急地震速報の訓練放
送、消防分団車庫などのモー
ターサイレンを鳴らす訓練、い
のちの鐘（お寺の鐘）を打ち
鳴らす訓練を行います。
と　き　11月5日㈭　10時か
ら（計5分間程度）

◆緊急地震速報

対象設備　市内93カ所の防
災スピーカー、地区市民セン
ター、公民館、小中学校など
の館内放送、鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz）

放送内容　｢緊急地震速報。
大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。」×3
回繰り返し

※放送内容確認サービス(　
383-8007) 防災スピーカー
の放送が聞き取りにくい場合
は、電話で放送内容を聞くこと
ができます。

◆モーターサイレン

対象設備　一ノ宮、箕田、若
松、白子（寺家を除く）、稲生、
天名の消防分団車庫、玉垣
地区市民センター

◆いのちの鐘(お寺の鐘)

対象の鐘　津波浸水予測区
域およびその隣接区域で
協力をいただくお寺

　現在、まちづくりの基本的な
考え方となる｢都市計画の基本
方針（鈴鹿市都市マスタープラ

ン）｣を見直しています。この見
直し（案）を展示しますので、ア
ンケート調査にご協力ください。
と　き　10月31日㈯　10時
～17時

ところ　鈴鹿ハンター　1階
センターコート

※回答者に先着順で粗品進呈

　空家等対策計画の策定を
予定しています。この計画を
策定するための組織として、
鈴鹿市空家等対策協議会を
発足させるのに伴い、市民公
募委員を募集します。委員に
は、平成29年3月までに5回程
度（平日昼間2時間程度）開
催予定の会議で、意見を述べ
ていただきます。
対　象　次の全てに該当する方
・市内に居住している、平成

年金保険料を納付された
方・・・平成28年2月上旬

※国民年金保険料は、所得税や
住民税の申告において全額が
社会保険料控除の対象になり
ます。

※再発行は、年金事務所か次の控
除証明書専用ダイヤルまでお願
いします。市役所では再発行で
きません。

問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）、控除証明
書専用ダイヤル（　0570-
　070-117、IP電話などは　
03-6700-1130）

公用車(消防車)を解体処分するための売却および
売却車両積載可搬ポンプの売却について一般競争入札を行います 消防課　 382-9154　 383-1447

◆入札

と　き　12月1日㈫　13時30分から順次
※受付は一度に行います。13時20分までにお集まりく
ださい。

ところ　消防本部　4階消防学習室
申込み　11月2日㈪から27日㈮まで（土・日曜日、
祝日を除く）の9時から17時までに直接消防本
部3階消防課へ

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

※申込書と｢公用車(消防車両)売却(解体処分)説明
書」は、消防課で配布するほか、市ホームページから
入手できます。

◆車両の公開

とき・ところ　11月9日㈪～11日㈬
○物件（1）（2）（3）（5）（6）　消防本部敷地内 
9時～12時
○物件（4）　中央消防署鈴峰分署敷地内 9時
30分～11時

※現地での説明、試乗、試運転は行いません。
※入札に参加される方は、売却車両を実際にご覧に
なってお確かめください。

鈴鹿川サイクリングロードの
一部が通行できません

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

車　名

救助工作車
（日野 MT）

予定価格
（最低売却価格）

80万円

初年度登録

平成11年3月

備　考

（Nox.PM）不適合

（Nox.PM）不適合

走行距離
（８月３１日時点）

約4万1,000km(1)

消防団車両
（日産 MT)(2)

消防団車両
（日産 MT)(3)

物件

6人

25万円平成12年3月 約1万km6人

25万円平成12年3月 約1万9,000km6人

乗車
定員

平成27年
3月22日
平成28年
3月16日
平成28年
3月16日

（Nox.PM）不適合消防団車両
（いすゞ MT)(4) 30万円平成11年2月 約8,000km6人平成27年

2月24日

車検有効
期限 

（Nox.PM）不適合
速度抑制装置装備義務付け対象外

メーカー

シバウラ消防ポンプ

予定価格
(最低売却価格)

3,000円

備　考

(5)

物件

TF-35

型　式

B-3

級　別

約18年

使用年数

部品供給については打ち切り

シバウラ消防ポンプ 3,000円(6) TF-640 B-3 約15年

車両

ポンプ
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※南玄関からお越しください。

　地域防災力の要である市
内23地区の消防分団が、栄誉
と誇りを懸け2年に1回開催し
ています。消防操法とは、礼節
行動を重んじながらホースを延
長し、標的に放水するまでの時
間と、各行動の安全性や確実
性を競うもので、小型ポンプ操
法の部とポンプ車操法の部に
分かれて実施します。会場で
消防団員に熱い声援を送って
ください。
と　き　11月8日㈰　8時～11
時30分（警報発表時は中止）

ところ　県消防学校

ところ　いずれも市民会館
◆中学校の部　
と　き　11月6日㈮　10時30
分～14時30分 

内　容　合唱発表
◆小学校の部

と　き

○11月19日㈭　9時30分～
11時40分（第1部）、13時
30分～15時30分（第2部）
○11月20日㈮　9時30分～
11時40分（第3部）、13時
30分～15時30分（第4部）

内　容　合唱、合奏発表

　文豪・井上靖によって描か

　合川小学校で実施してい
る小規模特認校制度の来年
度の入学・転入生を募集しま
す。合川小学校は、文部科学
大臣指定の教育課程特例校
として全学年で英語教育に
取り組むほか、ICT教育推進
のモデル校としてタブレット型
パソコンなどを効果的に活用
した授業づくりに取り組んでい
ます。
※｢小規模特認校｣とは、特色ある
教育活動を行う小規模な学校
であり、市内全域を通学区域と
して認める学校です。

就学の条件

①就学希望の児童が市内に
在住または平成28年4月1
日までに市内に転入見込み
であること
②保護者の負担と責任で、児
童を通学させることが可能
なこと
③児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中学
校へ入学することについて
承諾していること
④教育活動に賛同し、協力す
ること

定　員　新1年生、新3～6年
生の各学年10人程度

※新2年生は募集しません。
申込み　11月2日㈪から30日
㈪まで（土・日曜日、祝日は
除く）の8時30分から17時ま
でに合川小学校へ

転入学の決定　12月中
※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。

◆オープンスクール(学校見学会)

　参加希望者は、事前に合川
小学校へ連絡してください。
と　き　11月9日㈪～13日㈮
10時30分～12時30分

問合せ

○制度に関すること
　学校教育課（　382-7618）
○学校見学会などに関すること
合川小学校（　372-0014）

　市立幼稚園の保育料、役
割などについて、各委員から
意見をいただく会議です。
と　き　10月29日㈭　15時
～17時

ところ　市役所本館 11階　
教育委員会室

定　員　5人（申込多数の場
合は抽選）

申込み　当日14時30分から
14時45分まで、会場で受け
付け

　鈴鹿市子ども・子育て会議
の専門部会である就学前教
育・保育施設部会を設置・開
催します。
と　き　11月2日㈪　10時～
12時

ところ　市役所本館 12階
1203会議室

定　員　10人（申込多数の
場合は抽選）

申込み　当日、会議開始5分
前まで会場で整理券を配布

対　象　発達に課題のある子
ども（0歳～18歳）の保護者

と　き　10月26日㈪、11月30
日㈪、平成28年1月25日㈪、
2月29日㈪　 10時～12時

ところ　勤労青少年ホーム2階
ほ～むベース

内　容　保護者の話し合いと
グループ相談

参加料　無料
申込み　直接または電話で子
ども家庭支援課へ

　鈴鹿市学校給食協会では、学
校給食物資を共同購入するた
め、平成28・29年度の学校給食
物資の納入業者を募集します。
対　象　鈴鹿市入札参加資
格者名簿の｢1701食料品｣
において市内登録がある事
業者（登録申請中も可）

内　容　
①小学校・幼稚園
　1日約1万3,200食分の乾物
（常温保存できるもの）、冷
凍・冷蔵食品を指定した期
間に小学校、学校給食セン
ターなどへ納入
②中学校
　1日約6,500食分の乾物、冷
凍・冷蔵食品、鶏卵、練り製
品・こんにゃく、味噌・醤油、
豆腐・あげ、麺類を指定した
期間に第二学校給食セン
ターなどへ納入

申込み　10月21日㈬から30日
㈮までに学校教育課へ

※条件、申込方法など詳しくは、市

教育委員会ホームページをご覧
ください。

　歯科医院への来院が困難
な方のところ（病院、介護施設、
自宅など）へ鈴鹿歯科医師会
の会員が往診し、歯科治療や
口腔ケアを行います。診察費用
は医療保険や介護保険が適
用されます。歯や入れ歯などお
口の中のことでお困りの方は、
お問い合わせください。
問合せ　口腔ケアステーション
鈴鹿（鈴鹿歯科医師会内
（西条五丁目11 8 - 5）、　
382-9431（平日9時～16時））

　10月下旬から11月上旬に
国民健康保険税の納め忘れ
について、電話でお知らせす
る事業を行います。
　なお、この電話でATMなどに
振り込みを誘導することは一切
ありません。電話は、次の業務委
託先の事業者がかけます。
事業者名　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト
　0120-968-703）

と　き　10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

れた、大黒屋光太夫が主人
公の長編歴史小説｢おろしや
国酔夢譚｣は第一回日本文
学大賞を受賞し、後に映画化
もされました。遺された原稿や
取材ノートなどから物語の世
界を紹介します。
と　き　10月24日㈯～12月
13日㈰　10時～16時

※10月26日㈪、11月2日㈪・9日
㈪・16日㈪・30日㈪、12月7日㈪
は休館

ところ　大黒屋光太夫記念館 
展示室（若松中一丁目1-8）

観覧料　無料 
◆展示説明会

と　き　10月28日㈬、11月14
日㈯　10時30分から

と　き　11月7日㈯　8時～
10時（荒天中止）

ところ　千代崎港山中公園
（メイン会場）、千代崎観光案
内所前、原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化ボ
ランティア推進委員会

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

と　き　11月8日㈰　9時30
分～15時

ところ　文化会館 茶室（珠
光流）、和室（表千家）、美
術工芸室（裏千家）

参加料　1席500円（前売券3
席1,000円）

主　催　鈴鹿市芸術文化協会
問合せ　鈴木恵美子（茶道
むつみ会）（　383-1173）

小規模特認校の児童を
募集します

学校教育課　 382-7618　 382-9054

学校給食物資納入業者を
募集します

学校教育課　 382-7618　 382-9054

子育てトーク(発達)の
参加者を募集します

子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

くらしの情報くらしの情報

第1回鈴鹿市立幼稚園の
今後の在り方検討会議を

傍聴できます
学校教育課　 382-7618　 382-9054

第1回
鈴鹿市子ども・子育て会議
就学前教育・保育施設部会を

傍聴できます
児童保育課　 382-7606　 382-7607
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※南玄関からお越しください。

　地域防災力の要である市
内23地区の消防分団が、栄誉
と誇りを懸け2年に1回開催し
ています。消防操法とは、礼節
行動を重んじながらホースを延
長し、標的に放水するまでの時
間と、各行動の安全性や確実
性を競うもので、小型ポンプ操
法の部とポンプ車操法の部に
分かれて実施します。会場で
消防団員に熱い声援を送って
ください。
と　き　11月8日㈰　8時～11
時30分（警報発表時は中止）

ところ　県消防学校

ところ　いずれも市民会館
◆中学校の部　
と　き　11月6日㈮　10時30
分～14時30分 

内　容　合唱発表
◆小学校の部

と　き

○11月19日㈭　9時30分～
11時40分（第1部）、13時
30分～15時30分（第2部）
○11月20日㈮　9時30分～
11時40分（第3部）、13時
30分～15時30分（第4部）

内　容　合唱、合奏発表

　文豪・井上靖によって描か

　合川小学校で実施してい
る小規模特認校制度の来年
度の入学・転入生を募集しま
す。合川小学校は、文部科学
大臣指定の教育課程特例校
として全学年で英語教育に
取り組むほか、ICT教育推進
のモデル校としてタブレット型
パソコンなどを効果的に活用
した授業づくりに取り組んでい
ます。
※｢小規模特認校｣とは、特色ある
教育活動を行う小規模な学校
であり、市内全域を通学区域と
して認める学校です。

就学の条件

①就学希望の児童が市内に
在住または平成28年4月1
日までに市内に転入見込み
であること
②保護者の負担と責任で、児
童を通学させることが可能
なこと
③児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中学
校へ入学することについて
承諾していること
④教育活動に賛同し、協力す
ること

定　員　新1年生、新3～6年
生の各学年10人程度

※新2年生は募集しません。
申込み　11月2日㈪から30日
㈪まで（土・日曜日、祝日は
除く）の8時30分から17時ま
でに合川小学校へ

転入学の決定　12月中
※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。

◆オープンスクール(学校見学会)

　参加希望者は、事前に合川
小学校へ連絡してください。
と　き　11月9日㈪～13日㈮
10時30分～12時30分

問合せ

○制度に関すること
　学校教育課（　382-7618）
○学校見学会などに関すること
合川小学校（　372-0014）

　市立幼稚園の保育料、役
割などについて、各委員から
意見をいただく会議です。
と　き　10月29日㈭　15時
～17時

ところ　市役所本館 11階　
教育委員会室

定　員　5人（申込多数の場
合は抽選）

申込み　当日14時30分から
14時45分まで、会場で受け
付け

　鈴鹿市子ども・子育て会議
の専門部会である就学前教
育・保育施設部会を設置・開
催します。
と　き　11月2日㈪　10時～
12時

ところ　市役所本館 12階
1203会議室

定　員　10人（申込多数の
場合は抽選）

申込み　当日、会議開始5分
前まで会場で整理券を配布

対　象　発達に課題のある子
ども（0歳～18歳）の保護者

と　き　10月26日㈪、11月30
日㈪、平成28年1月25日㈪、
2月29日㈪　 10時～12時

ところ　勤労青少年ホーム2階
ほ～むベース

内　容　保護者の話し合いと
グループ相談

参加料　無料
申込み　直接または電話で子
ども家庭支援課へ

　鈴鹿市学校給食協会では、学
校給食物資を共同購入するた
め、平成28・29年度の学校給食
物資の納入業者を募集します。
対　象　鈴鹿市入札参加資
格者名簿の｢1701食料品｣
において市内登録がある事
業者（登録申請中も可）

内　容　
①小学校・幼稚園
　1日約1万3,200食分の乾物
（常温保存できるもの）、冷
凍・冷蔵食品を指定した期
間に小学校、学校給食セン
ターなどへ納入
②中学校
　1日約6,500食分の乾物、冷
凍・冷蔵食品、鶏卵、練り製
品・こんにゃく、味噌・醤油、
豆腐・あげ、麺類を指定した
期間に第二学校給食セン
ターなどへ納入

申込み　10月21日㈬から30日
㈮までに学校教育課へ

※条件、申込方法など詳しくは、市

教育委員会ホームページをご覧
ください。

　歯科医院への来院が困難
な方のところ（病院、介護施設、
自宅など）へ鈴鹿歯科医師会
の会員が往診し、歯科治療や
口腔ケアを行います。診察費用
は医療保険や介護保険が適
用されます。歯や入れ歯などお
口の中のことでお困りの方は、
お問い合わせください。
問合せ　口腔ケアステーション
鈴鹿（鈴鹿歯科医師会内
（西条五丁目11 8 - 5）、　
382-9431（平日9時～16時））

　10月下旬から11月上旬に
国民健康保険税の納め忘れ
について、電話でお知らせす
る事業を行います。
　なお、この電話でATMなどに
振り込みを誘導することは一切
ありません。電話は、次の業務委
託先の事業者がかけます。
事業者名　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト
　0120-968-703）

と　き　10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

れた、大黒屋光太夫が主人
公の長編歴史小説｢おろしや
国酔夢譚｣は第一回日本文
学大賞を受賞し、後に映画化
もされました。遺された原稿や
取材ノートなどから物語の世
界を紹介します。
と　き　10月24日㈯～12月
13日㈰　10時～16時

※10月26日㈪、11月2日㈪・9日
㈪・16日㈪・30日㈪、12月7日㈪
は休館

ところ　大黒屋光太夫記念館 
展示室（若松中一丁目1-8）

観覧料　無料 
◆展示説明会

と　き　10月28日㈬、11月14
日㈯　10時30分から

と　き　11月7日㈯　8時～
10時（荒天中止）

ところ　千代崎港山中公園
（メイン会場）、千代崎観光案
内所前、原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化ボ
ランティア推進委員会

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

と　き　11月8日㈰　9時30
分～15時

ところ　文化会館 茶室（珠
光流）、和室（表千家）、美
術工芸室（裏千家）

参加料　1席500円（前売券3
席1,000円）

主　催　鈴鹿市芸術文化協会
問合せ　鈴木恵美子（茶道
むつみ会）（　383-1173）

催 し 物

鈴鹿市消防団
消防操法大会

中央消防署　 382-9133　 382-3905

大黒屋光太夫 記念館特別展
｢井上靖『おろしや国酔夢譚』

の世界｣

文化課 　382-9031 　382-9071

小中学校音楽会
教育指導課　 382-9028　 383-7878

市民茶会
文化課　 382-9031　 382-9071

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

　385-0200　 385-4752

口腔ケアステーション鈴鹿を
開設しました

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

国民健康保険税収納
コールセンター事業を

行います
保険年金課　 382-7605　 382-9455

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
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食販売会を開催します。
と　き　11月8日㈰　10時～
17時（予定）

ところ　鈴鹿ハンター 1階
　センターコート
問合せ　鈴鹿商工会議所 
（　382-3222）

　この資格を取得すると、自身
が所属する組織の方々へ、普
通救命講習の指導ができます。
対　象　市内に在住か在勤
で、この資格をお持ちでない方

と　き　11月20日㈮～22日
㈰の3日間　9時～18時

※3日間全ての受講が必要
ところ　中央消防署 4階
内　容　｢応急手当指導者標
準テキスト ガイドライン2010対
応｣に沿って講習を行います。

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

定　員　30人（先着順）
申込み　10月26日㈪から11月
13日㈮までに、電話か直接
中央消防署へ

　図書館では、新たに三重県
産木材を使った書架や家具を
設置しました。利用者の皆さん
に木の良さを感じ、森の大切さ
について理解を深めていただ
ける楽しい講座を開催します。
対　象　小学生～一般（小学
3年生以下は保護者同伴）

と　き　11月1日㈰　13時30

催 し 物

匠の里･伊勢型紙フェスタ

産業政策課　 382-9045　 382-0304

みえ森林フェスタ
鈴鹿・まるごと自然体験
フェスティバル

農林水産課　 382-9017　 382-7610

三重県植木まつり

農林水産課　 382-9017　 382-7610

鈴鹿ブランド味くらべ

商業観光課　 382-9016　 382-0304

と　き　11月7日㈯9時～16
時、8日㈰9時～15時30分

ところ　伝統産業会館、伊
勢型紙資料館 ほか

内　容　
・ウオークラリー（スタンプ7つ
集めて記念品と交換）
・匠の仕事場拝見（彫刻実演）
・伊勢型紙の彫刻体験
・｢匠の里｣フォトコンテスト
・鈴鹿グルメ弁当・型紙お菓
子の販売
・着物姿で街歩き（着物姿の
方には記念品贈呈）
・茶室でお茶席（有料）
・名古屋友禅の実演
・鈴鹿墨 書道パフォーマンス
（7日11時から、8日14時から）
・サキソフォンとバイオリン演奏
（両日とも10時30分から）
・クイズラリーと伊勢型紙のハ
ンカチ染め（お子さん限定）
・来場者にくじ引き景品進呈
主　催　伊勢形紙協同組合
共　催　伊勢型紙産地協議
会・白子まちかど博物館

問合せ　伝統産業会館（　・
　386-7511）

と　き　10月24日㈯・25日㈰
9時～16時　

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　
○寄せ植え作り体験　各日
13時から（受付11時）、各日
先着30人、参加料500円
○植木オークション　各日14
時から

○キッズECOハンギングバスケ
ット作り　小学生以下対象　
各日11時から（受付9時）、各
日先着30人、参加無料
○苗木購入券プレゼント　中
学生以上対象（1人につき1
枚）、各日2回配布（時間は
お楽しみ）、各回先着100人
○鈴鹿の特産物の販売　
○青空教室「土づくり」24日
1 3時から、「柑橘類の管
理」25日13時から

※各イベントは、天候の都合で変更ま
たは中止となる場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。
問合せ　三重県花植木振興
会事務局（県農産園芸課内
　059 - 224 - 2808　059 -
　223-1120）

　木工教室やきのこの植菌な
どの体験プログラム、チェーン
ソー大会、みえジビエをはじめ
とした自然の恵みを体感でき
る飲食・物販を行います。
と　き　10月24日㈯　10～
16時（雨天中止、小雨決行）

ところ　鈴鹿青少年の森、
鈴鹿青少年センター

問合せ　県みどり共生推進
課（　059-224-2627 当日
は　080-3708-1767）

　鈴鹿商工会議所と（一社）
鈴鹿市観光協会は「鈴鹿ブ
ランド」を認定推奨していま
す。このブランドは、鈴鹿らしい
と評価された商品に与えられ
る称号です。これら商品の試

分～16時
ところ　図書館 2階視聴覚室
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で図書館へ

対　象　事業を営んでいる方
と　き　11月13日㈮　14時
～16時

ところ　鈴鹿商工会議所 2階
特別会議室

内　容

・｢ブランド｣って何でしょう
・｢魅力｣の見せ方・伝え方
・｢選ばれる商品｣になるポイ
ント　など

講　師　丸川竜也（㈱イスト
グラフ代表）　　

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所

申込み　11月10日㈫までに電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222）へ

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話でお問い合わせの上、鈴
鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　12月2日㈬～4日㈮
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆玉掛け技能講習

と　き　
○学科　12月7日㈪・8日㈫　
8時45分～17時　
○実技　12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）

◆ガス溶接技能講習

と　き　12月16日㈬・17日㈭
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

申込み　10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 
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　11月11日㈬　10時
30分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆卓球と温泉でまったり（ラ

ンチ付）

対　象　一般成人
と　き　11月12日㈭　10時
～12時

定　員　20組（先着順）
参加料　1,500円

中央消防署　 382-9165　 382-3905

応急手当普及員講習

講座・教室

やさしい環境講座と
すてきなリース作り

図書館　 382-0347　 382-4000

くらしの情報くらしの情報
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食販売会を開催します。
と　き　11月8日㈰　10時～
17時（予定）

ところ　鈴鹿ハンター 1階
　センターコート
問合せ　鈴鹿商工会議所 
（　382-3222）

　この資格を取得すると、自身
が所属する組織の方々へ、普
通救命講習の指導ができます。
対　象　市内に在住か在勤
で、この資格をお持ちでない方

と　き　11月20日㈮～22日
㈰の3日間　9時～18時

※3日間全ての受講が必要
ところ　中央消防署 4階
内　容　｢応急手当指導者標
準テキスト ガイドライン2010対
応｣に沿って講習を行います。

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

定　員　30人（先着順）
申込み　10月26日㈪から11月
13日㈮までに、電話か直接
中央消防署へ

　図書館では、新たに三重県
産木材を使った書架や家具を
設置しました。利用者の皆さん
に木の良さを感じ、森の大切さ
について理解を深めていただ
ける楽しい講座を開催します。
対　象　小学生～一般（小学
3年生以下は保護者同伴）

と　き　11月1日㈰　13時30

と　き　11月7日㈯9時～16
時、8日㈰9時～15時30分

ところ　伝統産業会館、伊
勢型紙資料館 ほか

内　容　
・ウオークラリー（スタンプ7つ
集めて記念品と交換）
・匠の仕事場拝見（彫刻実演）
・伊勢型紙の彫刻体験
・｢匠の里｣フォトコンテスト
・鈴鹿グルメ弁当・型紙お菓
子の販売
・着物姿で街歩き（着物姿の
方には記念品贈呈）
・茶室でお茶席（有料）
・名古屋友禅の実演
・鈴鹿墨 書道パフォーマンス
（7日11時から、8日14時から）
・サキソフォンとバイオリン演奏
（両日とも10時30分から）
・クイズラリーと伊勢型紙のハ
ンカチ染め（お子さん限定）
・来場者にくじ引き景品進呈
主　催　伊勢形紙協同組合
共　催　伊勢型紙産地協議
会・白子まちかど博物館

問合せ　伝統産業会館（　・
　386-7511）

と　き　10月24日㈯・25日㈰
9時～16時　

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　
○寄せ植え作り体験　各日
13時から（受付11時）、各日
先着30人、参加料500円
○植木オークション　各日14
時から

○キッズECOハンギングバスケ
ット作り　小学生以下対象　
各日11時から（受付9時）、各
日先着30人、参加無料
○苗木購入券プレゼント　中
学生以上対象（1人につき1
枚）、各日2回配布（時間は
お楽しみ）、各回先着100人
○鈴鹿の特産物の販売　
○青空教室「土づくり」24日
1 3時から、「柑橘類の管
理」25日13時から

※各イベントは、天候の都合で変更ま
たは中止となる場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。
問合せ　三重県花植木振興
会事務局（県農産園芸課内
　059 - 224 - 2808　059 -
　223-1120）

　木工教室やきのこの植菌な
どの体験プログラム、チェーン
ソー大会、みえジビエをはじめ
とした自然の恵みを体感でき
る飲食・物販を行います。
と　き　10月24日㈯　10～
16時（雨天中止、小雨決行）

ところ　鈴鹿青少年の森、
鈴鹿青少年センター

問合せ　県みどり共生推進
課（　059-224-2627 当日
は　080-3708-1767）

　鈴鹿商工会議所と（一社）
鈴鹿市観光協会は「鈴鹿ブ
ランド」を認定推奨していま
す。このブランドは、鈴鹿らしい
と評価された商品に与えられ
る称号です。これら商品の試

分～16時
ところ　図書館 2階視聴覚室
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で図書館へ

対　象　事業を営んでいる方
と　き　11月13日㈮　14時
～16時

ところ　鈴鹿商工会議所 2階
特別会議室

内　容

・｢ブランド｣って何でしょう
・｢魅力｣の見せ方・伝え方
・｢選ばれる商品｣になるポイ
ント　など

講　師　丸川竜也（㈱イスト
グラフ代表）　　

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所

申込み　11月10日㈫までに電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222）へ

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話でお問い合わせの上、鈴
鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

◆アーク溶接特別教育

と　き　12月2日㈬～4日㈮
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆玉掛け技能講習

と　き　
○学科　12月7日㈪・8日㈫　
8時45分～17時　
○実技　12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）

◆ガス溶接技能講習

と　き　12月16日㈬・17日㈭
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

申込み　10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 
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　11月11日㈬　10時
30分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆卓球と温泉でまったり（ラ

ンチ付）

対　象　一般成人
と　き　11月12日㈭　10時
～12時

定　員　20組（先着順）
参加料　1,500円

鈴鹿地域職業訓練
センター12月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

消費税転嫁対策セミナー　
｢厳しい時代に打ち勝つ！
デザインを活用した

「魅力」の伝え方～見せ方・
ブランド化～｣

商業観光課　 382-9016　 382-0304

の取り組みを行っています。また、携帯電話やパ
ソコンから市政メールモニター（メルモニあんし
んメールの「防犯」）に登録していただいている
方に、不審者情報を配信しています。
　行政や学校だけではなく、鈴鹿市民安全パト
ロール代表者連絡会のパトロール隊の皆さんや
自治会、企業や事業所など、多くの地域の皆さ
まの協力をいただきながら、地域ぐるみの安全
安心対策を進めていきます。
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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

最近、全国で子どもを狙った犯罪が続い
ており、子どもを持つ親としてはとても心

配です。鈴鹿市では、子どもの安全確保のた
めにどのような取り組みをしているのですか。

子どもの健全育成や安全安心対策に
取り組むため、関係団体などと共に鈴鹿

市青少年対策推進本部を設置しています。推
進本部では、青色回転灯パトロールカーによる
パトロール活動、鈴鹿警察署と連携した子ども
自身に危険予知・回避能力を身に付けさせる
ための防犯教室、地域安全マップの作成など

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。

子どもの安全対策について

教育支援課　 382-9055　 382-9053

　kyoikushien@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
た検診日が申込み多数などの場合は、11月下旬ごろにはがきで別日を案内します（11月9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。ただし検診部位について治療中（医師の指示により、定期的に検診
または投薬を受けている）の方は除きます。また、同じ種類の検診は、年度内に1回しか受けることはできません。
○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、10月20日㈫から30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（集団検診専用ダイヤル　327-5030、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11月２7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

11月19日㈭
13時～14時

市民健康講座
（医師による講演会と
質疑応答、個別相談）

甲斐基一医師（内科）
「よくわかる！ 膠原病 最近事情」

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

12月6日㈰　午前・午後
11月24日㈫・26日㈭、12月9日㈬・16日㈬・

20日㈰　午後
保健センター

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

12月13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 ※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。

11月9日㈪、12月13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。　※前日から洗浄と接触は避けてください。　
※性経験がない方は、集団検診は受診できません。受診を希望される方は医療機関へご相
談ください。
※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

12月6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

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。

※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。

※午前は9時～11時、午後は13時～15時が受付時間です。

12月9日㈬・16日㈬　午前・午後
11月26日㈭、12月20日㈰　午後
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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

※個別相談は14時から14時30分まで。先着2人で、申込みは、10月23日（金）から11月12日㈭まで。



無料
11月8日㈰

9時30分～11時45分または
13時30分～15時45分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

午前・
午後
各15組

保健
センター  10月26日㈪から

※動きやすい服装でお越しください。

予防接種予防接種
■ＭＲ（麻しん・風しん混合）

対　象／生後１２～２４カ月未満（MR１期）と、平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生まれ（MR２期）の方
※２期の方の無料接種期間は平成２８年３月３１日まで

ところ／市内実施医療機関　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・予診票
※予診票がない方は、健康づくり課または地区市民センターでお渡しします。母子健康手帳を持ってお越しくだ

さい。

※ＭＲ２期対象者のうち、平成27年5月末時点で未完了の方には、7月初旬にはがきを送付しました。早めに接種

を受けましょう。

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。■すくすくファミリー教室

教　室教　室

保健センター地図

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター

月 献 血11 日 程の

　１歳６カ月、３歳６カ月児の
健診を行います。対象の方に
個別に通知します。受診日の
変更希望は、健康づくり課へ

とき・ところ　11月22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

　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

　　　健診費用の助成を受けるためには、母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果票）が必要です。
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す。申請期間は受診した日から１年です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

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

300円
（材料費）

保健
センター

箕田
公民館

栄養についての講話と
簡単な調理実習

健康運動指導士による
体操やスクエアステップ

など

健康ひろば
（栄養編）
65歳以上の方

20人

20人

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込みと 　 　 き

11月30日㈪
10時～12時

10月28日㈬から
（先着順）

10月28日㈬から
（先着順）

■介護予防教室

無料保健
センター

11月9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27年5月～7月生まれ

の乳児をもつ方
30組 10月27日㈫から

（先着順）

無料
りんりんころばん教室
65歳以上で医師からの
運動制限を受けてない方

12月14日㈪・21日㈪
10時～11時30分
（2回シリーズ）
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環境政策課　　382-7954　　382-2214　  kankyose 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

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

里山ボランティアを募集しています

10 2015・10・20

野草の試食会の様子

県の準絶滅危惧種「ササユリ」（深谷公園）

　里山保全活動とは、里山林を維持する活動を体験する
ことで、人と自然が共存できるようにすることの大切さを体
感していただくことを目的とする活動です。
　里山ボランティアの方々には、年3～5回程度深谷公園
の里山林の間伐や下草刈り、シイタケの菌打ちなどの活動
をしていただいています。
　また、特別企画として地域の方々と協力した特定外来
生物の駆除活動や、野草の天ぷら・七草粥など、食べられ
る野草の試食会も行っています。
　興味のある方は環境政策課へご連絡ください。
※年に1回の参加も可能です。

　本市では平成22年度から里山保全活動を実施しています。この活動に参加

していただける里山ボランティアを募集します。

6月27日㈯ 浪瀬川における特定外来生物の駆除(実施済み)
12月5日㈯ 間伐とシイタケの菌打ち用の木作り
平成28年1月23日㈯ 間伐と食べられる野草の試食会
平成28年2月20日㈯ 間伐とシイタケの菌打ち

これまでの活動内容と成果
　里山保全活動において、地面まで光が差し込むように木
の間伐を行いました。その結果、三重県の準絶滅危惧種に
指定されているササユリを多数確認することができました。
　また、ササユリの保護のため、ササユリの横に竹を立て、
ビニール紐で結び、誤って持ち帰られないように活動を行
っています。

本年度の活動

里山保全活動を行っています



●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

●市立体育館 387-6006 388-0622●市武道館

November

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

インディアカ・
ソフトバレー

バスケットボール

卓　　　球

バレーボール

バスケットボール

バドミントン

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

6日
15・16・30日
25日
17日
18日
2・8・16日
4・6・7・11・13・15・18・20・27日
10・21日
12日
26日
3・5・12・16・19・23・30日
4・6・11・20日
8・25日
17日
18・27日
30日
19日
20日
23日

27日

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

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

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

4・11～13・18～20・25・26日
5・6・27日
1・3・7・8・14・22・23・29日
2・9・10・15～17・21・24・28・30日
6・13・20・27日
14日

卓　　　球
バレーボール

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

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　2日㈪（水泳場は11月27日(金)までプールタイル補修行事のため休業）

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

1・3日
2・10・16・17・21・23・30日
4～6・11～14・19・20・25～28日
7日
8・22・29日

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

1・7・8日
2・3・5・6・10・12・13・15～17・19・20・22・23・26～28・30日
4・11・18・25日
14・21・29日

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

1・22・23日
2・6・8・13・15・16・20・27・29・30日
3・7・14・21・28日
4・11・18・25日
5・10・12・17・19・26日

9：00～21：001～8・10～23・25～30日

●休館日　月曜日、3日㈫、17日㈫
●開館時間　本館9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時　　　　　　　江島分館　9時～17時
●おはなし会
（絵本などの読み聞かせ）

382-0347

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

387-0665

相
　
談

◎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 6・13・27日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 10日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 16日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 12日 10：00～12：00

神戸コミュニティセンター

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 11・25日

5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

5・6・10・12・13・
19・20・24・26日女性のための電話相談

人権相談 13：00～16：00

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、土地家屋調査士が予約制となっています。

人権政策課 382-9011　　382-2214

◎こころの健康相談 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 20日 10：00～15：00

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

4日㈬
18日㈬

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

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

13日㈮
27日㈮

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

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

5日㈭
19日㈭

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

6日㈮
20日㈮

文化の日

勤労感謝の日

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

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

１111月

11月

11月

休館日　9日㈪・24日㈫ 休館日　9日㈪・24日㈫

11日㈬
25日㈬

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

石薬師公民館
牧田公民館
愛宕公民館
白子公民館
若松公民館

本館(1階親子コーナー)7日・8日・21日14時30分～15時、12日10時30分～10時50分、　28日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）5日10時30分～11時、（2階ギャラリー）14日11時～11時45分

※19日㈭の旭が丘公民館は２４日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

17日

※相談希望の方は、事前にお問合せください。
※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

12日㈭
26日㈭

椿 公 民 館
深伊沢公民館
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

（※）
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動画が見られま
す。詳しくは二次
元コードから

コースター作りなど体験もできます

おはじきなども取りつけたタペストリー

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［9月30日現在］

9
広 報すず か 　2 0 1 5 年 1 0 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

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

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

件　数/5件、うち建物2件（24件、26件減） 出動数/623件（6,323件、20件減）

人口/200,562人（48人減） 男性/100,122人（5人減） 女性/100,440人（43人減） 世帯数/82,923世帯（50世帯増）

事故数/571件、うち人身事故66件（4,674件、173件増） 死者数/0人（5人、増減なし） 傷者数/88人（770人、14人増）

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

工芸 芸術

○11月1日㈰～15日㈰…「地域包括ケアシステム」
○11月16日㈪～30日㈫…施設紹介「新しくなった消防指令システム」

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）
※データ放送「市役所情報」もご覧ください（「ｄ」ボタン）。

『ベルディ便り』

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。

※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

　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。

裂き織り工房 さっこり

〒519-0321　深溝町3176
374-2630
10時～15時
水・日曜日・祝日
必要
無料

かばんなどいろいろ作れます。

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

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

館長　野村 さつ子さん

　裂き織りとは、古着や着物、使わなくなった布切
れなどを1cm程に裂いて、横糸代わりに用いる伝
統的な織り方です。約15年前に裂き織りの帯を
見て、作ってみたいと思ったのをきっかけに始めま
した。捨てられるような布切れから実用的な物を
作りだせる魅力を若い人たちにも伝えていきたい
と思っています。年に一度は展示会を開き、売り上
げの一部を社会福祉事業に寄付しています。
　コースター作りなどの短時間でできる体験や、
じっくり時間をかけてかばんなどの製作もできま
す。ぜひ一度ご連絡ください。

寺井池

鈴西
小学校西

鈴西
小学校南方

鈴西
小学校東方

鈴西
小学校

深伊沢
保育所

407

115


