
　鈴鹿市耐震改修促進計画
（素案）がまとまりましたので、
ご意見をお寄せください。
意見を提出できる方

・市内に在住・在勤・在学の方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　3月25日㈮～4月25
日㈪（当日消印有効）

閲覧場所　防災危機管理
課、建築指導課、市政情報

課（4月以降は総務課）、地
区市民センター、市ホーム
ページ

提出方法　件名｢鈴鹿市耐震
改修促進計画（素案）への
意見｣、住所、氏名、意見を
記入の上、郵便・ファクス・電
子メールで防災危機管理課
（〒513-8701（住所不要））
へ。または直接防災危機管
理課、建築指導課、地区市
民センター窓口へ

※寄せられた意見は個人が特定で
きないように類型化してまとめ、
回答とともに市ホームページで
公表します。個別には回答しま
せん。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

　平成28年４月から「県政だ
より みえ」は、政策情報をこれ
までのA4判からタブロイド判
（新聞の半分の大きさ）にサイ
ズを変え、毎月第1日曜日の新
聞に折り込んでお届けします。
イベント情報やお知らせなどは
三重テレビのデータ放送で配
信します。タブロイド判は施設
などにも配置します。
　これらの変更に伴い、自治
会回覧は3月号で終了します。
問合せ　県広聴広報課（
059-224-2788　059-224-
　2032）

鈴鹿市耐震改修
促進計画(素案)への
意見を募集します

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

県政だよりの自治会回覧は
3月号で終了します

秘書広報課　 382-9036 382-9040
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　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
タクシー事業制度について、
平成28年4月分から対象者、
交付内容、手続きを次のとおり
変更します。
対　象　障がい者本人また
は家族が、軽自動車税また
は自動車税の減免を受け
ていない方で、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、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

※内部障がいとは、心臓・じん臓・肝
臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸・
免疫の各機能障がいの総称で
す。

助成額　申請月に応じて一カ
月あたり500円券2枚を、平
成29年3月分までまとめて
交付します。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。た
だし、釣り銭を受け取ること
はできません。

※使用できるのは4月1日以降で
す。

※5月以降の申請は、合計交付枚
数が順次減りますのでご注意く
ださい。

手続き　身体障害者手帳な
どの該当する手帳（原本）、
本人の印鑑、代理人による
申請の場合は、代理人の方

の本人確認できるもの（免
許証、保険証など）をお持ち
の上、3月25日㈮から障害
福祉課へ

※地区市民センターでも申し込
んで受け取れますが、一定の日
数がかかります。

対　象　次の要件を全て満
たしている方
○保健師免許または看護師
免許と普通自動車運転免
許を取得している方、または
平成28年3月末日までに取
得見込の方
○パソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方
○昭和31年4月2日以降の生
まれの方

業務内容　心身の健康に関
する相談・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　3月22日㈫から4月4
日㈪まで（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、申
込書などに必要事項を記
入の上、直接または郵送で
健康づくり課（〒513-0809
西条五丁目118-3）へ

※申込書は、直接または郵送で健
康づくり課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、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(宛先を明記
し 、8 2 円 切 手 を 貼 っ た
12cm×23cm程度のもの)を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　4月12日㈫　9時30
分から

ところ　保健センター
内　容　面接

　平成28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が
縦覧できます。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㈮～5月2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、個人
番号カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　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。新たに口座振替
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）

◆休日窓口

と　き　3月27日㈰　8時30分
～17時15分

◆夜間窓口 

と　き　3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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

土地・家屋価格等縦覧帳簿が
縦覧できます

資産税課　 382-9007　 382-7604

保健センターの嘱託職員を
募集します

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

障害福祉課 　382-7626 　382-7607

ストマ用装具・紙オムツの支給決定方法が変わります

　障がい福祉制度に基づく、ストマ用装具・紙オムツの支給決定
方法が、平成28年度から次のとおり変更になります。

※年末年始など例外があります。
※新規の方、申請当月分の給付を受けていない方は、当月の25日受付分までを
翌日以降に随時決定しますが、26日以降は翌月の初日以降に決定します。

※申請方法は今までどおり(申請書と対象月分の見積書)です。

継続申請受付日 支給決定日
前月20日まで
前月21日～前月末日 対象月の3日以降に随時決定

対象月の初日～3日

福祉タクシー事業制度を
変更します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
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の本人確認できるもの（免
許証、保険証など）をお持ち
の上、3月25日㈮から障害
福祉課へ

※地区市民センターでも申し込
んで受け取れますが、一定の日
数がかかります。

対　象　次の要件を全て満
たしている方
○保健師免許または看護師
免許と普通自動車運転免
許を取得している方、または
平成28年3月末日までに取
得見込の方
○パソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方
○昭和31年4月2日以降の生
まれの方

業務内容　心身の健康に関
する相談・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　3月22日㈫から4月4
日㈪まで（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、申
込書などに必要事項を記
入の上、直接または郵送で
健康づくり課（〒513-0809
西条五丁目118-3）へ

※申込書は、直接または郵送で健
康づくり課へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、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(宛先を明記
し 、8 2 円 切 手 を 貼 っ た
12cm×23cm程度のもの)を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　4月12日㈫　9時30
分から

ところ　保健センター
内　容　面接

　平成28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が
縦覧できます。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㈮～5月2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、個人
番号カードなど）

※代理人の場合は委任状が必要
です。

　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。新たに口座振替
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）

◆休日窓口

と　き　3月27日㈰　8時30分
～17時15分

◆夜間窓口 

と　き　3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

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

市民税課　 382-9006　 382-7604

軽自動車税の税率(年税額)を改正します

　平成28年度から、次のとおり改正します。
◆原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二

輪の小型自動車

◆三輪以上の軽自動車

※①は、③に該当するまで税率(年税額)を据え置きます。  
※③は、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽
自動車、被けん引自動車を除きます。

※最初の新規検査の年月は、自動車検査証の｢初度検査年月｣欄に記載さ
れています。初度検査年月の｢月｣の表記がない場合は、その年の12月
とします。

◆廃車・名義変更をお忘れなく

　軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃
車、名義変更、住所を変更したときは、必ず手続きをしてください。
手続きをしないと、いつまでも課税されます。
※月割制度はありませんので、年度の途中で廃車や名義変更をしても、払
い戻しはありません。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　 382-9008　 382-7660

納税の夜間窓口・休日窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

原動機付
自転車

小型特殊
自動車 

車　種 税率（年税額）

第一種 2，000円50cc以下または0.6kw以下  

ミニカ－ 3，700円

2，400円農耕作業用   

5，900円その他（特殊作業用）   

二輪の
軽自動車

125cc超250cc以下   

第二種（乙） 2，000円
二輪のもので、50cc超90cc以下
または0.6kw超0.8kw以下  

軽
自
動
車

車　種

税率（年税額）

三輪（660cc以下）

乗用
自家用

営業用

自家用

営業用
貨物

四輪以上
（660cc以下）

①平成27年3月
31日以前に最初
の新規検査を受
けた車両

②平成27年4月
1日以降に最初
の新規検査を受
けた車両

③最初の新規検
査から13年を経
過した車両

第二種（甲） 2，400円

3，600円

二輪の
小型自動車 250ｃｃ超   6，000円

7，200円

3，100円

10，800円 12，900円

5，500円 6，900円 8，200円

4，000円 5，000円 6，000円

3，000円 3，800円 4，500円

3，900円 4，600円

二輪のもので、90cc超125cc以下
または0.8kw超1.0kw以下  
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　茶業界最大のイベント「全
国お茶まつり」が、今年は本
市で開催されます。第70回
を迎えるこの大会では、全国
の茶産地が茶の品質を競う
「全国茶品評会」などが行
われます。本市では全国1位
を目指して、平成26年に「す
ずか茶ポーター」を結成し、
現在20 0人を超える方に登
録していただき、4月下旬か
ら5月初旬に市内の茶園で
新茶の摘み取りなどを行っ
ていただいています。
　現在、新規登録者を募集
していますので、ぜひお申し
込みください。
参加料　無料
申込み　氏名、住所、電話番
号を電話または電子メール
で農林水産課へ

※日程は個別に連絡します。

　働きながら子育てをする労
働者が育児休業を取得した
場合に｢育児休業給付金｣が
支給されます。
対　象　次の要件を全て満た

している方
○1歳に満たない子を養育
するために、育児休業を
取得する雇用保険一般被
保険者

※1歳6カ月まで適用される場合
があります。
○育児休業開始日前2年間
に、賃金支払基礎日数が11
日以上ある完全月が12カ月
以上ある方

※過去に基本手当の受給資格の
決定を受けた方は、その決定を
受けた後の分に限ります。

※詳しくはお問い合わせいただく
か、三重労働局ホームページを
ご覧ください。

問合せ　鈴鹿公共職業安定
所管理課適用係（　382-
　8609）

　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4日㈯～5日㈰　
1泊2日

募集数　18家族（応募多数
の場合は抽選）

申込み　4月20日㈬までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（池田 　
370 - 0511　370 - 0505　
http://www.iatssforum
.jp/）へ

　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。開発途上国
で現地の人々と同じ生活をし
ながら、共に働き、国づくりに
貢献する活動を行います。
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
申込み　4月1日㈮～5月9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
験談や募集に関する説明会
を開催します。
と　き　4月16日㈯15時から
（開場14時30分）
ところ　アスト津3階（津市）
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 . j i c a . g o . j p /
　volunteer/index.html）

受験資格

○昭和61年4月2日～平成7
年4月1日生まれの方
○平成7年4月2日以降生まれ
で、次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成29年3月までに卒業する
見込みの方
・上記に掲げる方と同等の
資格があると人事院が認
める方

申込み　インターネット：4月1日
㈮9時～13日㈬、郵送・持

参：4月1日㈮～4日㈪（郵送
は当日消印有効、持参は4
日17時まで）

※詳しくは国税庁名古屋国税局
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係 （　052 -
　951-3511（内線3450））
◆試験日  第1次：5月29日㈰、
第2次：7月12日㈫～20日㈬の
うち指定する日

　4月1日から、「市立体育館」
と「石垣池公園陸上競技場」
について、それぞれ「AGF鈴
鹿体育館」、「AGF鈴鹿陸上
競技場」の愛称を使用するこ
とを記念して、オープニングイ
ベントを開催します。
と　き　4月9日㈯　10時30
分～11時（第1回鈴鹿市記
録会と同時開催）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（AGF鈴鹿陸上競技
場）

内　容　関係者あいさつ、テ
ープカット

※当日は、ネーミングライツ・パート
ナーであるAGF鈴鹿株式会社
によりカフェオレなどが無料で
楽しめるコーナーが設けられま
す。時間は9時から17時までで、
なくなり次第終了します。

※ネーミングライツとは、施設の名
称に企業名や商品名を冠する
権利をパートナー企業に付与し、
その対価として得た収入を財源
とするものです。収入は、該当施

設のサービスの向上などに役立
てます。

　平成27年に市内で行われ
た発掘調査の成果をいち早く
紹介します。
と　き　3月26日㈯～6月19
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16日㈯　13時30
分から

ところ　考古博物館 特別展
示室

聴講料　無料

　昨年度県が調査した西毛
谷A（津市河芸町）の成果を
紹介します。
と　き　4月10日㈰　14時～
15時30分

ところ　考古博物館 講堂
講　師　原田恵理子さん （県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料　
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

と　き　5月8日㈰　9時～
13時

ところ　三重県薬剤師会館
（津市島崎町311）
内　容　
○講演会　9時～11時
・「お薬の正しい使い方」
講師：松浦惠子さん（三重
県薬剤師会副会長）
・「温泉による健康づくり」
講師：森康則さん（県保健
環境研究所）（予定）
○健康管理・薬の相談会　
11時～13時（スタンプラリー
形式で、全て集めた方に粗
品進呈）
・手洗いの効果確認
・薬物乱用防止について
・バスボム（入浴剤）作り
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　代表者の氏名、住
所、電話番号、参加人数を
記入の上、電話・ファクス・は
がき・電子メールで三重県
薬剤師会（〒514-0002 津
市島崎町311 　059-228-
　5995（平日9時～17時）、　
059-225-4728　 jimu4@
　mieyaku.or.jp）へ

育児休業給付が
利用できます

産業政策課　 382-8698　 382-0304

国税専門官(大学卒業程度)を
募集します

市民税課　 382-9446　 382-7604

IATSSフォーラムの
ホストファミリーを募集します

イアッツ

市民対話課　 382-9058　 382-7660

すすか茶ポーターを
募集しています

農林水産課 　382-9017 　382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報 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

　8609）
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している方
○1歳に満たない子を養育
するために、育児休業を
取得する雇用保険一般被
保険者

※1歳6カ月まで適用される場合
があります。
○育児休業開始日前2年間
に、賃金支払基礎日数が11
日以上ある完全月が12カ月
以上ある方

※過去に基本手当の受給資格の
決定を受けた方は、その決定を
受けた後の分に限ります。

※詳しくはお問い合わせいただく
か、三重労働局ホームページを
ご覧ください。

問合せ　鈴鹿公共職業安定
所管理課適用係（　382-
　8609）

　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4日㈯～5日㈰　
1泊2日

募集数　18家族（応募多数
の場合は抽選）

申込み　4月20日㈬までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（池田 　
370 - 0511　370 - 0505　
http://www.iatssforum
.jp/）へ

　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。開発途上国
で現地の人々と同じ生活をし
ながら、共に働き、国づくりに
貢献する活動を行います。
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
申込み　4月1日㈮～5月9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
験談や募集に関する説明会
を開催します。
と　き　4月16日㈯15時から
（開場14時30分）
ところ　アスト津3階（津市）
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 . j i c a . g o . j p /
　volunteer/index.html）

受験資格

○昭和61年4月2日～平成7
年4月1日生まれの方
○平成7年4月2日以降生まれ
で、次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成29年3月までに卒業する
見込みの方
・上記に掲げる方と同等の
資格があると人事院が認
める方

申込み　インターネット：4月1日
㈮9時～13日㈬、郵送・持

参：4月1日㈮～4日㈪（郵送
は当日消印有効、持参は4
日17時まで）

※詳しくは国税庁名古屋国税局
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係 （　052 -
　951-3511（内線3450））
◆試験日  第1次：5月29日㈰、
第2次：7月12日㈫～20日㈬の
うち指定する日

　4月1日から、「市立体育館」
と「石垣池公園陸上競技場」
について、それぞれ「AGF鈴
鹿体育館」、「AGF鈴鹿陸上
競技場」の愛称を使用するこ
とを記念して、オープニングイ
ベントを開催します。
と　き　4月9日㈯　10時30
分～11時（第1回鈴鹿市記
録会と同時開催）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（AGF鈴鹿陸上競技
場）

内　容　関係者あいさつ、テ
ープカット

※当日は、ネーミングライツ・パート
ナーであるAGF鈴鹿株式会社
によりカフェオレなどが無料で
楽しめるコーナーが設けられま
す。時間は9時から17時までで、
なくなり次第終了します。

※ネーミングライツとは、施設の名
称に企業名や商品名を冠する
権利をパートナー企業に付与し、
その対価として得た収入を財源
とするものです。収入は、該当施

設のサービスの向上などに役立
てます。

　平成27年に市内で行われ
た発掘調査の成果をいち早く
紹介します。
と　き　3月26日㈯～6月19
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16日㈯　13時30
分から

ところ　考古博物館 特別展
示室

聴講料　無料

　昨年度県が調査した西毛
谷A（津市河芸町）の成果を
紹介します。
と　き　4月10日㈰　14時～
15時30分

ところ　考古博物館 講堂
講　師　原田恵理子さん （県
埋蔵文化財センター）

聴講料　無料　
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

と　き　5月8日㈰　9時～
13時

ところ　三重県薬剤師会館
（津市島崎町311）
内　容　
○講演会　9時～11時
・「お薬の正しい使い方」
講師：松浦惠子さん（三重
県薬剤師会副会長）
・「温泉による健康づくり」
講師：森康則さん（県保健
環境研究所）（予定）
○健康管理・薬の相談会　
11時～13時（スタンプラリー
形式で、全て集めた方に粗
品進呈）
・手洗いの効果確認
・薬物乱用防止について
・バスボム（入浴剤）作り
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　代表者の氏名、住
所、電話番号、参加人数を
記入の上、電話・ファクス・は
がき・電子メールで三重県
薬剤師会（〒514-0002 津
市島崎町311 　059-228-
　5995（平日9時～17時）、　
059-225-4728　 jimu4@
　mieyaku.or.jp）へ

講座・教室

三重県薬剤師会
「県民講座」

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

催 し 物
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電　話 電子メール ホームページファクス

速報展
｢発掘された鈴鹿2015｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986

｢市立体育館｣
｢石垣池公園陸上競技場｣
ネーミングライツ記念イベント
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

文化財講演会
「西毛谷A遺跡の発掘調査－
カマド塚発見について」

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　3月5日号15ページの「子
育て応援館を設置します」
の記事で、月曜日～金曜日
の利用時間を「9時～12時、
13時～16時」と記載しました
が、正しくは「9時～17時」で
す。訂正しておわびします。

訂正とおわび



◆危険物取扱者試験(鈴鹿

会場)

と　き

○乙種第4類　6月4日㈯・5日
㈰
○丙種　6月4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

○書面による申請の場合
　4月7日㈭から18日㈪まで
（当日消印有効）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（〒
5 1 4 - 0 0 0 2  津市島崎町
314）へ郵送してください。
○電子申請の場合
　4月4日㈪9時から15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
（　https://www.shoubo-
　shiken.or.jp/）で
◆予備講習会(乙種第4類)

と　き　5月13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11日㈪から鈴鹿
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22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

◆こども水泳教室～夏までに

泳ぎ隊～ 

　プールの授業が始まる前に
泳げるようになりましょう。
対　象　年長～小学生
と　き

○水曜日コース：4月13日～6月
22日（5月4日を除く）
○金曜日コース：4月15日～6月
24日（4月29日を除く）
①16時～17時　②17時～18
時

定　員　各30人（先着順）
参加料　1万6,200円（10回
分） 

◆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　4月15日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆はじめてみよう水泳(夜編)

　クロール25ｍ完泳を目指し
て、水泳を始めてみませんか。
対　象　一般成人（10m泳げ
ない方）

と　き　4月18日・25日、5月2
日・16日・23日・30日の各月曜
日20時～21時

定　員　15人（先着順）
参加料　5,700円（6回分）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（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（保険料と血
液検査代を含む）

申込み　3月22日㈫から4月3
日㈰までの9時～17時に、
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

※市立体育館については、休館
日の3月28日㈪を除きます。

◆ウォーキング教室

と　き　4月～7月の火曜日
（全14回）9時30分～11時
30分

◆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

※4月1日から、市立体育館は
「AGF鈴鹿体育館」、石垣池
公園陸上競技場は「AGF鈴
鹿陸上競技場」の愛称を使用
します。

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、鈴鹿地域職業訓
練センター窓口へ

◆Excel2013初級

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。
と　き　4月18日㈪・20日㈬・

21日㈭・22日㈮　9時～12時
受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆職長・安全衛生責任者能力

向上教育

対　象　職長・安全衛生責任
者教育受講後、概ね5年経
過した方

と　き　4月26日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　7,560円（別途教材
費1,230円）

◆ガス溶接技能講習

　ガス溶接・溶断・加熱に関
する学科と、機器の取り扱い・
溶接法などの実技を学びま
す。
と　き　4月27日㈬・28日㈭　
8時45分～17時　

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト

ン未満）を操作する資格で
す。
と　き　5月9日㈪・10日㈫　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆Excel2013中級

　Excelの活用、グラフ機能、
ワークシートの活用、データベ
ースの活用、ピボットテ－ブル、
マクロの作成を学習します。
と　き　5月9日㈪・11日㈬・12
日㈭・13日㈮　9時～12時

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆高所作業車運転技能講習

　作業床の高さが10ｍ以上
上昇する高所作業車の運転
に必要な資格を取得します。
と　き　学科：5月20日㈮8時
～18時10分、実技：5月21日
㈯または22日㈰ 8時～17時
30分

受講料　3万4,500円（教材費
込）

※小型移動式クレーン運転技能
講習修了者は3万2,500円　

申込み　3月22日㈫から
◆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10日㈫ 8時
～17時10分、実技：Ⅰコース5
月11日㈬～13日㈮　8時～
17時15分、Ⅱコース5月17日
㈫～19日㈭ 8時～17時15
分

受講料　2万8,000円（教材費
込）

申込み　4月1日㈮から

講座・教室

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447

スポーツの杜 短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

鈴鹿市体育協会
前期スポーツ教室

鈴鹿市体育協会

　387-6006　 387-6008

職業訓練講座

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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申込み　3月22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

◆こども水泳教室～夏までに

泳ぎ隊～ 

　プールの授業が始まる前に
泳げるようになりましょう。
対　象　年長～小学生
と　き

○水曜日コース：4月13日～6月
22日（5月4日を除く）
○金曜日コース：4月15日～6月
24日（4月29日を除く）
①16時～17時　②17時～18
時

定　員　各30人（先着順）
参加料　1万6,200円（10回
分） 

◆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　4月15日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円（材料費込）
◆はじめてみよう水泳(夜編)

　クロール25ｍ完泳を目指し
て、水泳を始めてみませんか。
対　象　一般成人（10m泳げ
ない方）

と　き　4月18日・25日、5月2
日・16日・23日・30日の各月曜
日20時～21時

定　員　15人（先着順）
参加料　5,700円（6回分）

ところ　石垣池公園陸上競
技場（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（保険料と血
液検査代を含む）

申込み　3月22日㈫から4月3
日㈰までの9時～17時に、
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

※市立体育館については、休館
日の3月28日㈪を除きます。

◆ウォーキング教室

と　き　4月～7月の火曜日
（全14回）9時30分～11時
30分

◆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

※4月1日から、市立体育館は
「AGF鈴鹿体育館」、石垣池
公園陸上競技場は「AGF鈴
鹿陸上競技場」の愛称を使用
します。

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、鈴鹿地域職業訓
練センター窓口へ

◆Excel2013初級

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。
と　き　4月18日㈪・20日㈬・

21日㈭・22日㈮　9時～12時
受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆職長・安全衛生責任者能力

向上教育

対　象　職長・安全衛生責任
者教育受講後、概ね5年経
過した方

と　き　4月26日㈫　8時40
分～16時20分

受講料　7,560円（別途教材
費1,230円）

◆ガス溶接技能講習

　ガス溶接・溶断・加熱に関
する学科と、機器の取り扱い・
溶接法などの実技を学びま
す。
と　き　4月27日㈬・28日㈭　
8時45分～17時　

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト

ン未満）を操作する資格で
す。
と　き　5月9日㈪・10日㈫　8
時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆Excel2013中級

　Excelの活用、グラフ機能、
ワークシートの活用、データベ
ースの活用、ピボットテ－ブル、
マクロの作成を学習します。
と　き　5月9日㈪・11日㈬・12
日㈭・13日㈮　9時～12時

受講料　5,616円（別途教材
費2,160円）

◆高所作業車運転技能講習

　作業床の高さが10ｍ以上
上昇する高所作業車の運転
に必要な資格を取得します。
と　き　学科：5月20日㈮8時
～18時10分、実技：5月21日
㈯または22日㈰ 8時～17時
30分

受講料　3万4,500円（教材費
込）

※小型移動式クレーン運転技能
講習修了者は3万2,500円　

申込み　3月22日㈫から
◆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10日㈫ 8時
～17時10分、実技：Ⅰコース5
月11日㈬～13日㈮　8時～
17時15分、Ⅱコース5月17日
㈫～19日㈭ 8時～17時15
分

受講料　2万8,000円（教材費
込）

申込み　4月1日㈮から
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電　話 電子メール ホームページファクス

失証明書が必要ですが、任意継続の期間満
了により社会保険を喪失される方は、資格喪
失日が記載された保険証（加入する方全員
分）でも手続きできます。来庁の際には運転
免許証などの本人確認書類とマイナンバー
の確認ができるものもお持ちください。
　国民健康保険の加入手続きは資格喪失
日から14日以内でお願いしていることもあり、
月初は月末退職などの方で大変混雑します。
任意継続満了予定の方は、ぜひ事前受付を
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

会社の健康保険の任意継続が切れる
のですが、事前に国民健康保険の加入

手続きはできますか。

事前に加入手続きを行うことができま
す。

　通常、国民健康保険は社会保険の「資
格喪失日」より前には手続きできませんが、
任意継続の期間満了による資格喪失の場
合に限り、事前受付を行っています。事前受
付は資格喪失日の1カ月前から開始し、保険
証は資格喪失日1週間前からお渡し、または
発送します。　　
　本来、加入の手続きには健康保険資格喪

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。

国民健康保険の加入手続き

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp



＜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
た検診日が申し込み多数などの場合は4月下旬ごろにはがきで別日を案内します。

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。相　談

保健
センター 不要４月22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。

と　　き と こ ろ 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

市役所本館 12階
1203会議室 不要4月21日㈭

13時～14時15分

市民健康講座
（医師による講演会と

質疑応答）

蛭薙典子医師（神経内科）
「認知症を予防するために」

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

と　　き ところ 費　　　　用検 診／ 対 象

5月29日㈰　午前 保健センター レントゲン撮影・たんの検査 各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。

5月29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、喫煙はしないでください（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9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30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

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。

5月20日㈮・30日㈪　午前・午後

5月20日㈮・30日㈪
午前・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

申し込みは3月22日㈫から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（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



妊婦健康診査妊婦健康診査
　健 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。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、申請期間は県外で受診
した日から１年以内です。

健康診査健康診査

　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

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27年10月～平成27年
12月生まれの乳児をもつ方

30組

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

3月24日㈭から
（先着順）

虫歯予防の話、
ふれあい遊び

無料保健
センター

4月28日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース（乳児）
平成２７年７～８月生まれの
乳児とその保護者の方

3月28日㈪から
（先着順）

30組

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

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18日㈪
10時～11時30分

3月29日㈫から
（先着順）

■介護予防教室

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）

　麻しんまたは風しんの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。風しんは春
先に流行しやすいため、接種がまだの方は早めに接種を受けましょう。
対　象／生後12～24カ月未満（1期）と平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生まれ（2期)の方
ところ／実施医療機関
費　用／無料（対象期間内で１回限り）
※２期の方の接種無料期間は平成２８年３月３１日㈭までです。
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。

※平成2年4月2日～平成21年4月1日生まれの方で、ＭＲ予防接種が2回終わっていない方は、健康づくり課
までお問い合わせください。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

　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。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育
て情報紙の提供などで、費用は無料です。

予防接種予防接種
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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

廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

ごみ減量に取り組む販売店を紹介します

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

「ごみ減量推進店等制度」とは

＜平成28年3月現在、認定を受けている販売店＞ 認定を受けてみませんか？

株式会社鈴鹿ハンター

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ加佐登店

イオンリテール株式会社 イオン白子店

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿住吉店

イオンリテール株式会社 イオン鈴鹿店

マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 ザ・ビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店

イオンモール株式会社 イオンモール鈴鹿

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ岡田店

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ長太の浦店

ユニー株式会社 アピタ鈴鹿店

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ若松店

株式会社オークワ　オークワ鈴鹿木田店

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿中央店

株式会社マルヤス 西条店

マックスバリュ マックスバリュマックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿店

　ごみ減量推進店等制度の趣旨に賛同し、ごみ減量に取り組む販売店を紹介し

ます。

　ごみの発生抑制と減量の推進を目的に実施してい
る制度です。一定基準を満たす取り組みを行っている
販売店などを、ごみ減量推進店として認定しています。
　認定の有効期間は2年間です。また、5年間更新
を継続した販売店には表彰を行います。

　認定を受けると、認定証とエコショップマ
ークを店頭に掲げることができ、ごみ減量に
取り組んでいることをアピールできます。

●レジ袋を有料化している
●量り売りや無包装販売をしている
●詰め替え商品を販売している
●再生トレイを10％以上使用している
●資源回収ボックスを常設している
●環境美化に関する活動を年1回以上している
※店舗の規模により基準は異なります。

事業所や市民グループに対する認定制度もあり
ます。詳しくは 市ホームページをご覧ください。

対　象／主に食料品を
扱う市内小売店
認定基準／ごみ減量、
資源回収、簡易包装
などで一定以上の取り
組みを行っていること

＜基準例＞

かん びん PET トレイ
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バスケットボール

　　　9：00～21：00
18：00～21：00

 9：00～21：00

　18：00～21：00

1・2・4～9・11～16・18～23・25～30日
3・10・17日
2・4～7・9・11～14・16・18～21・
23・25～28・30日
3・10・17日

9：00～21：00

18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～21：00

1・2・4・5・9・11・12・16・18・
19・23・25・26・30日
3・10・17日
８・15・22・29日
1・6～8・13～15・20～22・27～29日

卓　　　球
バドミントン

バレーボール

●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・
ファミリーバドミントン

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

1・6・8・20・27日
7日
9・15・24日
21・28日
22日
3日
4・5・19・26日
6日
18日
2・8・14・15日
4・18日
12・13日
7・9・17・20・23・27日
22日
1・5・6・12・19・26日
4・13・18・21・24・28日
7・13日
20・27日
1・8日
7・17日
12・13日

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

1・6・8・13・15・22・27
2・3・7・17日
4・5・12・18・19・26日
9・14・16・21・23・28・30日
10・24日

9：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00

1・4～8・12～22・26～28日
2・9・23・24・29・30日
3・10日

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

1・3・4・8・15・18・22・24日
2・9・16・23・30日
5・7・12・14・19・21・26・28日
6・13・20・27日
10・17・29日

9：00～21：001～10・12～24・26～30日

●休館日　月曜日、5日㈫、19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

 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 11日㈪●

◎交通事故相談（弁護士）26日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 8・22・28日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 5日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 18日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

子ども教育相談

月～金曜日
女性相談
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 13・27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）

市役所西館1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

1・5・7・8・12・14・15・
21・26・28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、不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士が予約制となっています。

※4月1日から市立体育館は「AGF鈴鹿体育館」の愛称を使用します

◎総合相談 15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

6日㈬
20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

15日㈮
26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

7日㈭
21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

8日㈮
22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

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

金

土

休館日　11日㈪・25日㈪ 休館日　11日㈪・25日㈪

13日㈬
27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）2日・10日・16日14時30分～15時、14日10時30分～10時50分、23日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）7日10時30分～11時（2階ギャラリー）、9日11時～11時45分

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
不動産鑑定士、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

14日㈭
28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

昔使われていた和菓子の型

和の雰囲気を感じる外観

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［2月29日現在］

2
広 報すず か 　2 0 1 6 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

鈴鹿市公式
フェイスブック
「さぁ、きっともっと鈴鹿」

件　数/3件、うち建物1件（7件、1件増） 出動数/729件（1,540件、98件増）

人口/200,548人（3人減） 男性/100,096人（11人増） 女性/100,452人（14人減） 世帯数/83,061世帯（24世帯増）

事故数/518件、うち人身事故64件（1,146件、98件増） 死者数/1人（1人、増減なし） 傷者数/88人（175人、28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

職人職人うまい
もん

○4月 1日㈮～15日㈮…「市長の施政方針」
○4月16日㈯～30日㈯…施設紹介「鈴鹿国際交流協会」

月・水・金・日曜日・・・9時50分、20時（10分間）
火・木・土曜日・・・12時50分、20時（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。

小原木本舗 大徳屋長久

〒513-0243 白子一丁目6-26 　　　
386-0048
9時～17時
水曜日
不要
無料

婚礼用の和菓子作りに使われた型です

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　竹口 久嗣さん

　父の後ろ姿に憧れて4年前に16代目を受け
継ぎました。和菓子は日本の伝統的スイーツ
で、四季折々の表現ができるのが魅力です。店
内には今では珍しい木型や焼印など、和菓子な
らではの道具を展示していますので、歴史を感
じていただけると思います。
　和菓子は敷居が高いと思われがちですが、お
やつ感覚で食べていただけるものです。享保元
年（1716）創業の伝統を大切にしながら、視野
を広げるために新しい取り組みにもチャレンジ
していきます。

お は ら ぎ ほ ん ぽ だ い と く や ち ょ う き ゅ う

白
子
駅

近
鉄
名
古
屋
線
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第三銀行

郵便局

伊勢型紙
資料館

白子
小学校
白子
小学校

白子
小学校北


