
　12月1日の世界エイズデーに
合わせて、臨時の夜間即日エ
イズ検査を行います。予約は不
要で、匿名で受けられます。
と　き　12月1日㈫　17時30
分～19時　　　　

ところ　鈴鹿保健所（西条
5-117）

内　容　採血後30分程度で、
結果を本人に口頭で伝えま
す。

※希望者数によっては、待ち時間
が発生することがあります。

検査料　無料
問合せ　鈴鹿保健所健康増
進 課（ 　 3 8 2 - 8 6 7 2 　   
http://www.pref.mie.lg.jp

/zhoken/hp/）
※鈴鹿保健所では、毎週火曜日の
13時から15時まで、通常検査も
行っています。予約は不要で、検
査結果は1週間後に再度来所し

ていただいて口頭で伝えます。

健康に関する川柳の入賞作品が決まりました

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　9月5日号で募集しました｢健康に関する川柳｣にたくさんのご応
募ありがとうございました。健康づくり課で155作品の中から優秀
作品を選定しましたので、紹介します。

夜間即日エイズ検査を行います

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙
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お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

きれいなごみ集積所を維持しましょう　

スポーツ・図書館・相談 7

8

市民の声

女性のための相談

健康館

検診・教室・相談・予防接種
まちかど博物館

能面博物館
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優秀賞 特別賞
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ママ友と ランチお茶会

がん検診

（ペンネーム 鈴鹿さつきさん）

健康へ 一歩踏み出せ 

ウォーキング

（稲葉吉彦さん）

自慢する 美人・健康・

鈴鹿人

（大井深雪さん）

けんこうは ただしくたべよ

だいじだよ

（是枝あおいさん）



分から
ところ　市役所本館 12階
1202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
に応じて抽選で決定）

申込み　当日13時から13時25
分まで、会場で傍聴証を配布

　今年度三重大学と共同で、
白子地区の将来像について
考える講座を5回にわたって開
催しました。その成果を学生が
発表します。
と　き　12月8日㈫　18時30
分～21時

加資格者名簿登録業者
受付期間　12月1日㈫～25日㈮
※期間内に納税に係る証明書な
どの提出をお願いします。

問合せ　三重県市町総合事
務組合（　059-221 -3701
　 ht tp : // sh i chosogo -
　m i e . j p / buppin.html）

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格など、詳しくはお
問い合わせください。
と　き　12月2日㈬　10時～
11時

ところ　県津庁舎 6階大会
議室

ところ　市役所本館 12階
1202会議室

定　員　30人程度（先着順）
申込み・問合せ　詳しくは白
子公民館へ

 三重県市町総合事務組合
では、平成26年度以降の物
品と業務委託に係る入札参
加資格者名簿登録業者に対
し、平成26年度から平成29年
度有効期限の中間時期にあ
たる今年度、納税状況の確認
を実施します。
対　象　6月30日現在入札参

｢海・街道・史跡を活かした
まちづくり講座in白子｣発表会を

開催します
白子公民館　 　388-1920

　12月定例会の本会議をケ
ーブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　11月24日㈫・12月3日
㈭・4日㈮・7日㈪～9日㈬・22
日㈫ 全日程とも10時から当
日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派代
表者会議、広報広聴会議は傍
聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。
ただし、日時が変更になる場合が
ありますので、傍聴する場合は事
前に議事課へご確認ください。

変更案件　鈴鹿都市計画下
水道の変更（鈴鹿市決定）
※郡山町および道伯町の一部（市
街化区域）について排水区域
を拡大します。

縦覧期間　11月24日㈫～12
月8日㈫（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）

縦覧場所　都市計画課（市
役所本館9階）

意見書の提出　12月8日㈫ま
でに都市計画課へ

※詳しくはお問い合わせください。

と　き　12月2日㈬　13時30

問合せ　三重地方税管理回
収機構徴収第一課（　
059-213-7355　http://
　www.zei -kikou. jp/）

◆休日窓口

と　き　11月29日㈰ 9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月27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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

市議会をテレビ中継します

議事課　 382-7600　 382-4876

鈴鹿都市計画の変更案が
縦覧できます

都市計画課　 382-9063　 384-3938

第9回鈴鹿市地域福祉計画
策定委員会を傍聴できます

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

くらしの情報くらしの情報

◆業務の概況    

　給水戸数は9月30日現在8万2,803戸です。ま
た、上半期の総配水量は1,222万4,727㎥、一日
平均配水量は6万6,802㎥で、昨年度の上半期
に比べると2.01％減少しています。

◆工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　1億1,482万円 
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など
　1億6,837万円   
○配水管布設替工事など　86万円

水道総務課　 368-1674　 368-1688

水道事業の業務状況をお知らせします

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

営業費用

●平成27年度予算の執行状況(平成27年9月30日現在）　　　　　　　　　   ●平成26年度水道事業損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

42億9,000万円

38億7,700万円

29億5,635万円

59億7,775万円資本的支出

21億4,761万円

16億5,164万円

1億1,407万円

8億8,465万円

32億7,765万円
3億7,374万円
1億8,432万円
5億581万円

43億4,152万円

営業収益
貸　方
34億4,307万円
6億1,822万円
2億8,023万円

43億4,152万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

固定資産

●平成26年度水道事業貸借対照表（平成27年3月31日現在）

借　方
413億874万円
38億7,701万円

451億8,575万円

固定負債
貸　方
133億7,434万円
17億5,049万円
132億7,543万円
83億6,387万円
84億2,162万円
451億8,575万円

流動資産 流動負債

資本金
繰延収益

剰余金
計 計

予算現額 執行額

●平成26年度決算状況（平成27年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

46億3,300万円

41億4,186万円

18億8,601万円

47億9,512万円資本的支出

46億457万円

40億1,137万円

4億5,883万円

25億302万円

予算額 決算額

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



分から
ところ　市役所本館 12階
1202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
に応じて抽選で決定）

申込み　当日13時から13時25
分まで、会場で傍聴証を配布

　今年度三重大学と共同で、
白子地区の将来像について
考える講座を5回にわたって開
催しました。その成果を学生が
発表します。
と　き　12月8日㈫　18時30
分～21時

加資格者名簿登録業者
受付期間　12月1日㈫～25日㈮
※期間内に納税に係る証明書な
どの提出をお願いします。

問合せ　三重県市町総合事
務組合（　059-221 -3701
　 ht tp : // sh i chosogo -
　m i e . j p / buppin.html）

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格など、詳しくはお
問い合わせください。
と　き　12月2日㈬　10時～
11時

ところ　県津庁舎 6階大会
議室

ところ　市役所本館 12階
1202会議室

定　員　30人程度（先着順）
申込み・問合せ　詳しくは白
子公民館へ

 三重県市町総合事務組合
では、平成26年度以降の物
品と業務委託に係る入札参
加資格者名簿登録業者に対
し、平成26年度から平成29年
度有効期限の中間時期にあ
たる今年度、納税状況の確認
を実施します。
対　象　6月30日現在入札参

入札参加資格者名簿
登録事業者に納税状況の

確認をします
契約調達課　 382-9039　 382-9050

　12月定例会の本会議をケ
ーブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　11月24日㈫・12月3日
㈭・4日㈮・7日㈪～9日㈬・22
日㈫ 全日程とも10時から当
日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派代
表者会議、広報広聴会議は傍
聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。
ただし、日時が変更になる場合が
ありますので、傍聴する場合は事
前に議事課へご確認ください。

変更案件　鈴鹿都市計画下
水道の変更（鈴鹿市決定）
※郡山町および道伯町の一部（市
街化区域）について排水区域
を拡大します。

縦覧期間　11月24日㈫～12
月8日㈫（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）

縦覧場所　都市計画課（市
役所本館9階）

意見書の提出　12月8日㈫ま
でに都市計画課へ

※詳しくはお問い合わせください。

と　き　12月2日㈬　13時30

問合せ　三重地方税管理回
収機構徴収第一課（　
059-213-7355　http://
　www.zei -kikou. jp/）

◆休日窓口

と　き　11月29日㈰ 9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月27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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

不動産公売が行われます
納税課　 382-9205　 382-7660

◆業務の概況    

公共下水道事業　上半期の総処理水量は516
万7 , 0 2 0㎥、一日平均汚水処理水量は2万
8,235㎥で、昨年度の上半期に比べると3.21
％増加しています。

農業集落排水事業　上半期の総処理水量は74
万2,999㎥、一日平均汚水処理水量は4,060
㎥で、昨年度の上半期に比べると1.82％増加
しています。

◆工事請負費の執行状況

○汚水処理普及促進事業に伴う工事（公共下
水道事業）　1億8,557万円
○浸水対策事業に伴う工事　3,222万円
○三宅・徳居地区施設整備に伴う工事（農業集
落排水事業）　1,237万円

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

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

下水道事業の業務状況をお知らせします

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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電　話 電子メール ホームページファクス

営業費用

●平成27年度予算の執行状況(平成27年9月30日現在） ●平成26年度下水道事業損益計算書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

59億7,879万円

54億6,531万円

66億9,146万円

86億8,316万円資本的支出

32億3,209万円

22億4,268万円

7億7,309万円

17億3,333万円

38億7,796万円
11億7,525万円

5,976万円
4億1,759万円
55億3,056万円

営業収益
貸　方
18億3,709万円
36億9,347万円

55億3,056万円

営業外費用 営業外収益
特別損失
当年度純利益
計 計

固定資産

●平成26年度下水道事業貸借対照表（平成27年3月31日現在）

借　方
911億9,687万円
14億7,854万円

926億7,541万円

固定負債
貸　方
442億3,439万円
34億4,631万円
384億9,143万円
6億7,050万円
58億3,278万円
926億7,541万円

流動資産 流動負債
繰延収益
資本金

計 計

予算現額 執行額

●平成26年度決算状況（平成27年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

59億2,642万円

53億4,984万円

49億8,475万円

67億2,800万円資本的支出

56億4,910万円

51億7,722万円

34億7,028万円

50億6,851万円

予算額 決算額

※下水道事業：公共下水道事業と農業集落排水事業
※収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

剰余金



と　き　12月24日㈭　13時
30分～15時

ところ　県津庁舎 6階大会
議室（津市桜橋3-446-34）

内　容　ひきこもりの回復をめ
ざして～かたくなに閉ざされ
たこころをもう一度開いてい
く～
※講演会終了後(15時15分～16
時)、ひきこもり者の家族を対象
に、講師との交流会を開催

講　師　鈴木美登里さん
（NPO法人オレンジの会理
事）

定　員　100人
参加料　無料
申込み　12月15日㈫までに、
氏名、電話番号を、電話で
県こころの健康センター（　
059-223-5243）へ

問合せ　県こころの健康セン
ター

対　象　小学4年生以上
と　き　12月6日㈰　10時～
16時（最終受付15時）

ところ　伝統産業会館
内　容　干支のミニ色紙作り、
干支のカレンダー作り

定　員　各100人（当日先着
順）

参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
（坂　382-3441）

　花と緑の魅力を満喫できる
イベントです。
と　き　11月28日㈯・29日㈰
　10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿 中

　1 2月4日㈮から1 0日㈭ま
では第 6 7 回 人 権 週 間で
す。近所や家庭内のもめご
と、いじめや体罰、職場での
セクハラ・パワハラ、DVなど
でお悩みの方は、人権擁護
委員または特設人権相談
へ気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は守ら
れます。
◆特設人権相談

と　き　12月4日㈮　10時～
15時　

ところ　鈴鹿ハンター
◆人権擁護委員(敬称略)

山尾教雄（江島町）、髙野栄
子（小岐須町）、中尾征郎（小
田町）、益川博光（五祝町）、
嶋かをり（柳町）、神﨑佳代子
（若松北一丁目）、濵野勇夫
（加佐登四丁目）、林義智（高
岡町）、山本陽子（池田町）、
熊沢美知子（自由ヶ丘二丁
目）、浅野正士（下箕田三丁
目）、西村則子（木田町）、藤
田秀昭（御薗町）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

と　き　12月7日㈪（予定）

ところ　〒510-0074四日市
市鵜の森1-3-15 リックスビ
ル3階

問合せ　四日市公証人合同
役場（　353-3394）

※電話番号に変更はありません。

　平成27年1月から相続税の
基礎控除が引き下げられまし
た。詳しくは鈴鹿税務署（　 
382-0351）にお問い合わせい
ただくか、国税庁ホームページ
「相続税・贈与税特集」（　
ht tp : / /www .n t a . g o . j p /
souzoku-tokushu/index.
htm）をご覧ください

　50mプールと25mプール
について、補修工事のため
一般開放を中止していました
が、工事終了に伴い開放を
再開します。
と　き　11月28日㈯から
※11月30日㈪から12月4日㈮ま
での50mプールは、短水路
(25m)仕様となります。

※12月1日㈫から平成28年3月
31日㈭までは、冬期営業時間
(9時～21時)となります。

と　き　12月5日㈯・6日㈰　
10時～16時

ところ　文化会館　
入場料　無料

問合せ　整理券、託児など詳
しくは人権政策課へ

◆講演会

と　き　5日㈯13時30分～
15時20分（開場13時）

内　容　
・旭が丘小学校リコーダーク
ラブ演奏　
・講演｢出会いこそ 生きる力
｣～戦場から女優へ～（講
師 サヘル・ローズさん）

定　員　500人（整理券が必
要）

※手話通訳・パソコン要約筆記、
託児あり

◆おやこあそび

対　象　小学生以下の親子
と　き　5日㈯10時～10時
45分（開場9時45分）、11
時15分～12時（開場11時）

出　演　あそびうたユニット☆
ザ・ふんころがし　

定　員　各120人（整理券が
必要）

◆人権ふれあい劇場｢一休さ

ん｣

対　象　小学生以上（目安）
と　き　6日㈰13時30分～
14時50分（開場13時）　

定　員　500人（整理券が必
要）

※託児あり。
◆じんけんひろば

と　き　5日㈯・6日㈰10時～
16時

内　容

・小中学生人権ポスター代

表作品展示　
・人権に関する各種展示
※このほか、5日㈯にコーヒーの振
る舞いなどもあります。

　鈴鹿市母子寡婦福祉会
の存在、活動を知っていただ
き、ひとり親家庭の健全な育
成と自立促進を目的に開催し
ます。
対　象　ひとり親家庭の方
（母子・父子・寡婦）
と　き　12月13日㈰　10時
30分～14時30分

ところ　男女共同参画セン
ター

内　容　クリスマスパーティと
お茶会（軽食あり）

定　員　50人（小学生以下
は保護者同伴）

持ち物　参加者は1人につき
100円程度のプレゼントを用
意してください。お子さんは
エプロン、三角巾、手拭を持
参してください。

参加料　無料
申込み　12月5日㈯までに、鈴
鹿市母子寡婦福祉会（北
野　385 - 4 8 3 2、　090 -
　4855-2261）へ

対　象　ひきこもりの当事者
やその家族、支援機関・団
体の職員、関心のある方

央コート
内　容

○生産者による園芸ワークシ
ョップ
・壁掛けフレームの多肉寄せ
植え（28日㈯、参加料700
円）
・季節のオリジナル寄せ鉢づ
くり（29日㈰、参加料1,000
円）

※当日10時から会場レジで受け
付け。材料がなくなり次第終了

○地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた
洋ランやシクラメン、こだわり
の観葉植物の品評会と、入
賞作品を展示・販売　など

問合せ　鈴鹿花き温室組合
（廣瀬　090-7431-4833）

　｢みえから始めるエコの環｣
をテーマに、楽しみながら環境
問題に関心を深められる体験
ブースの設置や、風力・太陽
光発電パネルなどの模型展
示、水素で走る燃料電池車の
展示などを行います。
と　き　12月6日㈰　10時～
15時

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

四日市公証人合同役場が
移転します

市民対話課　 382-9004　 382-7660

相続税の基礎控除が
引き下げられました

市民税課　 382-9446　 382-7604

プールの一般開放を
再開します

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 372-2250　 372-2260

催 し 物

じんけんフェスタinすずか

人権政策課　 382-9011　 382-2214

人権擁護委員に
気軽にご相談ください

人権政策課　 382-9011　 382-2214

くらしの情報くらしの情報

や ま お の り お

な か お い く お

ま す か わ ひ ろ み つ

し ま か ん ざ き か よ こ

はやし よし とも

は ま の い さ お

や ま も と よ う こ

く ま ざ わ み ち こ

あ さ の せ い じ

に し む ら の り こ ふ じ

た ひ で あ き

た か の え い

こ

擁護課（　059-228-4193）
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と　き　12月24日㈭　13時
30分～15時

ところ　県津庁舎 6階大会
議室（津市桜橋3-446-34）

内　容　ひきこもりの回復をめ
ざして～かたくなに閉ざされ
たこころをもう一度開いてい
く～
※講演会終了後(15時15分～16
時)、ひきこもり者の家族を対象
に、講師との交流会を開催

講　師　鈴木美登里さん
（NPO法人オレンジの会理
事）

定　員　100人
参加料　無料
申込み　12月15日㈫までに、
氏名、電話番号を、電話で
県こころの健康センター（　
059-223-5243）へ

問合せ　県こころの健康セン
ター

対　象　小学4年生以上
と　き　12月6日㈰　10時～
16時（最終受付15時）

ところ　伝統産業会館
内　容　干支のミニ色紙作り、
干支のカレンダー作り

定　員　各100人（当日先着
順）

参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
（坂　382-3441）

　花と緑の魅力を満喫できる
イベントです。
と　き　11月28日㈯・29日㈰
　10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿 中

　1 2月4日㈮から1 0日㈭ま
では第 6 7 回 人 権 週 間で
す。近所や家庭内のもめご
と、いじめや体罰、職場での
セクハラ・パワハラ、DVなど
でお悩みの方は、人権擁護
委員または特設人権相談
へ気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は守ら
れます。
◆特設人権相談

と　き　12月4日㈮　10時～
15時　

ところ　鈴鹿ハンター
◆人権擁護委員(敬称略)

山尾教雄（江島町）、髙野栄
子（小岐須町）、中尾征郎（小
田町）、益川博光（五祝町）、
嶋かをり（柳町）、神﨑佳代子
（若松北一丁目）、濵野勇夫
（加佐登四丁目）、林義智（高
岡町）、山本陽子（池田町）、
熊沢美知子（自由ヶ丘二丁
目）、浅野正士（下箕田三丁
目）、西村則子（木田町）、藤
田秀昭（御薗町）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

と　き　12月7日㈪（予定）

ところ　〒510-0074四日市
市鵜の森1-3-15 リックスビ
ル3階

問合せ　四日市公証人合同
役場（　353-3394）

※電話番号に変更はありません。

　平成27年1月から相続税の
基礎控除が引き下げられまし
た。詳しくは鈴鹿税務署（　 
382-0351）にお問い合わせい
ただくか、国税庁ホームページ
「相続税・贈与税特集」（　
ht tp : / /www .n t a . g o . j p /
souzoku-tokushu/index.
htm）をご覧ください

　50mプールと25mプール
について、補修工事のため
一般開放を中止していました
が、工事終了に伴い開放を
再開します。
と　き　11月28日㈯から
※11月30日㈪から12月4日㈮ま
での50mプールは、短水路
(25m)仕様となります。

※12月1日㈫から平成28年3月
31日㈭までは、冬期営業時間
(9時～21時)となります。

と　き　12月5日㈯・6日㈰　
10時～16時

ところ　文化会館　
入場料　無料

問合せ　整理券、託児など詳
しくは人権政策課へ

◆講演会

と　き　5日㈯13時30分～
15時20分（開場13時）

内　容　
・旭が丘小学校リコーダーク
ラブ演奏　
・講演｢出会いこそ 生きる力
｣～戦場から女優へ～（講
師 サヘル・ローズさん）

定　員　500人（整理券が必
要）

※手話通訳・パソコン要約筆記、
託児あり

◆おやこあそび

対　象　小学生以下の親子
と　き　5日㈯10時～10時
45分（開場9時45分）、11
時15分～12時（開場11時）

出　演　あそびうたユニット☆
ザ・ふんころがし　

定　員　各120人（整理券が
必要）

◆人権ふれあい劇場｢一休さ

ん｣

対　象　小学生以上（目安）
と　き　6日㈰13時30分～
14時50分（開場13時）　

定　員　500人（整理券が必
要）

※託児あり。
◆じんけんひろば

と　き　5日㈯・6日㈰10時～
16時

内　容

・小中学生人権ポスター代

表作品展示　
・人権に関する各種展示
※このほか、5日㈯にコーヒーの振
る舞いなどもあります。

　鈴鹿市母子寡婦福祉会
の存在、活動を知っていただ
き、ひとり親家庭の健全な育
成と自立促進を目的に開催し
ます。
対　象　ひとり親家庭の方
（母子・父子・寡婦）
と　き　12月13日㈰　10時
30分～14時30分

ところ　男女共同参画セン
ター

内　容　クリスマスパーティと
お茶会（軽食あり）

定　員　50人（小学生以下
は保護者同伴）

持ち物　参加者は1人につき
100円程度のプレゼントを用
意してください。お子さんは
エプロン、三角巾、手拭を持
参してください。

参加料　無料
申込み　12月5日㈯までに、鈴
鹿市母子寡婦福祉会（北
野　385 - 4 8 3 2、　090 -
　4855-2261）へ

対　象　ひきこもりの当事者
やその家族、支援機関・団
体の職員、関心のある方

央コート
内　容

○生産者による園芸ワークシ
ョップ
・壁掛けフレームの多肉寄せ
植え（28日㈯、参加料700
円）
・季節のオリジナル寄せ鉢づ
くり（29日㈰、参加料1,000
円）

※当日10時から会場レジで受け
付け。材料がなくなり次第終了

○地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた
洋ランやシクラメン、こだわり
の観葉植物の品評会と、入
賞作品を展示・販売　など

問合せ　鈴鹿花き温室組合
（廣瀬　090-7431-4833）

　｢みえから始めるエコの環｣
をテーマに、楽しみながら環境
問題に関心を深められる体験
ブースの設置や、風力・太陽
光発電パネルなどの模型展
示、水素で走る燃料電池車の
展示などを行います。
と　き　12月6日㈰　10時～
15時

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

品評会・即売会・ワークショップ

農林水産課　 382-9017　 382-7610

ひとり親家庭交流会
(クリスマス会・ゲーム大会) 
児童保育課　 382-7661　 382-7607

ひきこもり講演会

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

伊勢型紙彫刻体験

産業政策課　 382-9045　 382-0304

みえ環境フェア

環境政策課　 382-7954　 382-2214
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や紙芝居などを使わず、語り
手が物語を覚えて言葉だけ
で聞き手に語る｢耳からの読
書｣です。
対　象　興味のある方
※初心者向けの講座です。
※お子さんを連れての参加はご
遠慮ください。

と　き　12月17日㈭　10時
～11時30分

ところ　図書館 2階視聴覚
室

講　師　下澤いづみさん（名
古屋ストーリーテリングの会
「まほうのおなべ」主宰）

定　員　30人（先着順）
受講料　無料
申込み　11月20日㈮から、電
話か、図書館1階ロビーに
ある申込書に記入の上、フ
ァクス、電子メールまたは直
接図書館窓口へ

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－の窓口へ

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶
接特別教育修了証｣取得講
座。この資格がないとアーク溶
接の業務に従事できません。
と　き　1月13日㈬～15日㈮
　8時30分～17時
受講料　8,640円（別途教材
費1,080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。この

講座・教室

　特別投映に続いて、プラネ
タリウムに広がる満天の星空
を眺めながら、ライブで音楽会
を楽しみましょう。
とき・内容　12月23日（水・
祝）
○第1部　10時30分から
　Pollyanna（オカリナ）
○第2部　13時30分から
　リコーダーアンサンブル レ・
ピポー （リコーダー）
○第3部　15時30分から
　落合義視さん（アコースティ
ックギター）
※特別投映を合わせて各1時間
程度、開場は各30分前

○特別投映「こまねこのクリス
マス～迷子になったプレゼ
ント」　人形をひとこまひとこ
ま撮影する“こま撮り”アニメ
ーションです。クリスマスを舞
台に、子猫のこまちゃんと家
族の絆を温かく描きます。

ところ　文化会館　プラネタ
リウム

定　員　各回150人（先着
順）

参加料　無料（整理券が必
要）

整理券の配布　11月25日㈬9

時から、文化会館で希望時
間の整理券を配布します。

※中学生以下は保護者同伴で。2
歳以下はご遠慮ください。

※都合により演奏内容を変更する
場合があります。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

　認知症について正しく理
解し、認知症の方やその家
族を見守り応援する認知症
サポーター養成講座を開催
します。講座では、認知症の
基本的な知識・対応と支援
方法について学ぶことができ
ます。講座を修了された方に
は、認知症サポーターの印で
ある｢オレンジリング｣をお渡し
します。
対　象　市内在住の方
と　き　12月8日㈫　19時～
20時30分、1月9日㈯　13
時～14時30分

ところ　市役所本館 12階
大会議室

定　員　各50人（先着順）
申込み　11月20日㈮から、氏
名、電話番号、受講希望日
を電話・ファクス・電子メール
または直接長寿社会課地
域包括ケア推進グループ
（市役所本館5階）へ
※ボランティアを養成する講座で
はありません。

　ストーリーテリングは、絵本

資格がないと玉掛の業務に
従事できません。
と　き　学科：1月18日㈪・19
日㈫、実技：1月20日㈬・21日
㈭・22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：1月26日㈫8時
～17時15分、実技：Ⅰコース
1月27日㈬～29日㈮、Ⅱコー
ス2月2日㈫～4日㈭8時～
17時10分

受講料　2万8,000円
申込み　12月1日㈫から

◆very Berry アイシング

教室 

　クッキーにアイシングでかわ
いくデコレーションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　12月9日㈬　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1 , 5 0 0円（材料費
込）

申込み　11月24日㈫から、水
泳場窓口またはホームペー
ジで

◆テニスアカデミー無料体験

レッスン

　このレッスンをきっかけにテ

ニスにチャレンジしてみません
か。 
対　象　①年中～小学2年
生、②③小･中学生

※いずれもテニス未経験の方
と　き　12月26日㈯・28日㈪
①14時～14時50分、②15
時～16時、③16時30分～
17時30分

申込み　専用ダイヤル（　
080-9733-6629）へ

※ラケットの無料貸出あり。認知症サポーター養成講座
長寿社会課　 382-9277　 382-7607

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿地域職業訓練センター
1月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

ストーリーテリング入門講座
図書館　 382-0347　 382-4000

  toshokan@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
催 し 物

クリスマス音楽プラネタリウム

文化会館　 382-8111　 382-8580

ポ リ ア ン ナ
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や紙芝居などを使わず、語り
手が物語を覚えて言葉だけ
で聞き手に語る｢耳からの読
書｣です。
対　象　興味のある方
※初心者向けの講座です。
※お子さんを連れての参加はご
遠慮ください。

と　き　12月17日㈭　10時
～11時30分

ところ　図書館 2階視聴覚
室

講　師　下澤いづみさん（名
古屋ストーリーテリングの会
「まほうのおなべ」主宰）

定　員　30人（先着順）
受講料　無料
申込み　11月20日㈮から、電
話か、図書館1階ロビーに
ある申込書に記入の上、フ
ァクス、電子メールまたは直
接図書館窓口へ

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－の窓口へ

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶
接特別教育修了証｣取得講
座。この資格がないとアーク溶
接の業務に従事できません。
と　き　1月13日㈬～15日㈮
　8時30分～17時
受講料　8,640円（別途教材
費1,080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。この

　特別投映に続いて、プラネ
タリウムに広がる満天の星空
を眺めながら、ライブで音楽会
を楽しみましょう。
とき・内容　12月23日（水・
祝）
○第1部　10時30分から
　Pollyanna（オカリナ）
○第2部　13時30分から
　リコーダーアンサンブル レ・
ピポー （リコーダー）
○第3部　15時30分から
　落合義視さん（アコースティ
ックギター）
※特別投映を合わせて各1時間
程度、開場は各30分前

○特別投映「こまねこのクリス
マス～迷子になったプレゼ
ント」　人形をひとこまひとこ
ま撮影する“こま撮り”アニメ
ーションです。クリスマスを舞
台に、子猫のこまちゃんと家
族の絆を温かく描きます。

ところ　文化会館　プラネタ
リウム

定　員　各回150人（先着
順）

参加料　無料（整理券が必
要）

整理券の配布　11月25日㈬9

時から、文化会館で希望時
間の整理券を配布します。

※中学生以下は保護者同伴で。2
歳以下はご遠慮ください。

※都合により演奏内容を変更する
場合があります。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

　認知症について正しく理
解し、認知症の方やその家
族を見守り応援する認知症
サポーター養成講座を開催
します。講座では、認知症の
基本的な知識・対応と支援
方法について学ぶことができ
ます。講座を修了された方に
は、認知症サポーターの印で
ある｢オレンジリング｣をお渡し
します。
対　象　市内在住の方
と　き　12月8日㈫　19時～
20時30分、1月9日㈯　13
時～14時30分

ところ　市役所本館 12階
大会議室

定　員　各50人（先着順）
申込み　11月20日㈮から、氏
名、電話番号、受講希望日
を電話・ファクス・電子メール
または直接長寿社会課地
域包括ケア推進グループ
（市役所本館5階）へ
※ボランティアを養成する講座で
はありません。

　ストーリーテリングは、絵本

資格がないと玉掛の業務に
従事できません。
と　き　学科：1月18日㈪・19
日㈫、実技：1月20日㈬・21日
㈭・22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：1月26日㈫8時
～17時15分、実技：Ⅰコース
1月27日㈬～29日㈮、Ⅱコー
ス2月2日㈫～4日㈭8時～
17時10分

受講料　2万8,000円
申込み　12月1日㈫から

◆very Berry アイシング

教室 

　クッキーにアイシングでかわ
いくデコレーションします。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　12月9日㈬　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1 , 5 0 0円（材料費
込）

申込み　11月24日㈫から、水
泳場窓口またはホームペー
ジで

◆テニスアカデミー無料体験

レッスン

　このレッスンをきっかけにテ

ニスにチャレンジしてみません
か。 
対　象　①年中～小学2年
生、②③小･中学生

※いずれもテニス未経験の方
と　き　12月26日㈯・28日㈪
①14時～14時50分、②15
時～16時、③16時30分～
17時30分

申込み　専用ダイヤル（　
080-9733-6629）へ

※ラケットの無料貸出あり。

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
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電話相談　

女性のための電話相談専用　　381-3118

受付時間　火・木・金曜日10時～12時、13時
～16時（第4金曜日と休館日（月曜日・第3
火曜日・祝日・年末年始）を除く）

※話中の場合は、しばらくしてからお掛け直しくだ
さい。

弁護士相談

と　き　12月9日㈬、2月17日㈬（予約制）
※電話相談の後、希望や必要に応じて案内します
ので、まずは電話相談をご利用ください。

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

女性専用の相談を行っているところはあ
りますか。

男女共同参画センター（ジェフリーす
ずか）では、定期的に女性のための電

話相談を行っています。家庭や地域での人
間関係、夫婦間の問題、生き方など心の悩
みについて、女性の相談員が相談をお受け
します。相談することによって問題が整理で
き、解決の糸口が見つかるかもしれません。
困ったなと思ったら、一人で悩まず、まずは
電話で相談してください。
　また、電話相談の後、希望や必要に応じ
て、面接相談や弁護士相談を案内します。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けら

れた皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

女性のための相談

男女共同参画課 　381-3113 　381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp


