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考えよう障害者差別解消法

肢体不自由者へのサポート

※イメージ図です。
実際のものとは一部異なります。
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　広報すずか2016年5月20日
号分から、スマートフォン閲覧用
の広報すずかを市ホームペー
ジ上に掲載しています。画面の
小さいスマートフォンでも見や
すくなるよう、可能な範囲で再
編集したものです。
　次の二次元コードから市ホー
ムページにアクセスし、ＰＤＦフ
ァイルをダウンロードしてご覧く
ださい。

　総合教育会議は、市長と教
育委員会が十分に意思の疎通
を図り、本市の教育、学術およ
び文化に関する課題ならびに
それらの目指す姿を共有しなが
ら、同じ方向性のもとに連携し
て効果的な教育行政を推進す
るために設置されたものです。
会議では教育を行うための諸
条件の整備、その他の地域の
実情に応じた教育、学術、文化
の振興を図るために重点的に
講ずべき措置などを議題とし、
意見の交換が行われます。
と　き　7月19日㈫　15時から
ところ　市役所本館6階庁議室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日14時30分から14
時50分まで、会場で受け付け

スマートフォン用の
広報すずかを
始めました

情報政策課　 382-9036　 382-2219

総合教育会議を
傍聴できます

総合政策課　 382-9038　 382-9040



対　象　次の全てに該当する方
○昭和17年4月3日から昭和
51年4月2日生まれの方（平
成28年4月1日において40
歳以上74歳未満の方）

○平成27年4月1日から平成
28年3月31日の1年間を通
じて鈴鹿市国民健康保険に
加入し、その期間の国民健
康保険税の滞納がない方

○平成28年4月1日において、
鈴鹿市国民健康保険に加
入しており、脳ドック受診時
も継続して加入している方

※本事業で平成25～27年度の
過去3年間に当選された方は
応募できません。

※脳疾患で治療中の方は応募で
きません。
受診期間　8月1日㈪～平成
29年3月31日㈮

ところ・定員　鈴鹿中央総合病
院（280人）、鈴鹿回生病院
（120人）、塩川病院（300人）
※応募多数の場合は抽選
内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査
（MRI）・磁気共鳴血管撮影
（MRA）・頸動脈超音波検
査を含む脳ドック

※閉所恐怖症の方は検査できな
い場合があります。また、体内
に電子機器(心臓ペースメーカ
ーなど)や金属類(外科用クリッ
プ、ステント、コイル、人工関節
など)がある場合は検査できな
い場合がありますので、治療さ
れた医療機関でご相談ください。

受診補助額　2万570円
自己負担額　1万4,400円

申込み　6月20日㈪から7月8
日㈮まで（当日必着）に、｢脳
ドック受診希望｣と明記し、
保険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、希望する受診医
療機関名（第3希望まで記
入可）を記入の上、はがき（1
人1枚）または封書で、保険
年金課（〒513-8701　神
戸1-18-18）へ

※保険年金課、地区市民センター
窓口でも受け付けます。

※電話、ファクス、電子メールでの
申込みはできません。

※当選者には7月下旬に受診券
などを発送します。

　介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護老人保健
施設、介護療養型医療施設、
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、短期入所サ
ービス（ショートステイ）利用時
の自己負担費用のうち、食費と
居住費（滞在費）について、申
請により負担が軽減されます。
対　象　次のいずれにも該当
する方

・本人、配偶者および世帯全
員が市民税非課税の方

・預貯金などの金額が、配偶
者のいない方は1,000万円
以下、配偶者のいる方は合
計で2,000万円以下の方

対象となる預貯金などの資産
状況の具体的な例
　現金、預貯金（普通、定期）、
有価証券（株式、国債、地方
債、社債など）、投資信託、

金や銀など購入先の口座残
高によって時価評価額が容
易に把握できる貴金属

※負債（借入金、住宅ローンなど）
は預貯金などから差し引いて
計算します。

※生命保険、自動車などは対象と
しません。

※虚偽の申告をして不正に支給
を受けた場合は、支給された額
の返還と加算金を求めること
があります。

認定有効期間　申請月の1日～
平成29年7月31日

内　容　次の区分に応じて軽
減段階が分かれます。

①生活保護受給者
②老齢福祉年金受給者
③本人の合計所得金額と課税
年金収入額および非課税年
金収入額の合計金額が80
万円以下の方

※平成28年8月からは非課税年
金（遺族年金と障害年金など)
の収入も含めて軽減段階を判
定します。

④上記の①～③に該当しない方
申込み　7月1日㈮から、申請
書、認定を受ける本人の印
鑑、預貯金通帳などの写し
（直近の残高が確認できる
もの。配偶者がいる場合は
その方の通帳と印鑑も。生
活保護受給者は通帳不要）
を持って、鈴鹿亀山地区広
域連合（市役所西館3階）へ

◆更新手続はお早めに
　現在交付されている「介護
保険負担限度額認定証」の有
効期限は、7月31日㈰までで
す。8月1日㈪以降も継続して
認定を受けようとする方は、8
月31日㈬までに手続きしてくだ
さい。
◆市民税課税層における食費・

居住費の特例減額措置
　負担限度額認定に該当しな
い方で、施設に入所したことに
より、残された世帯員の生計が
困難になる場合には、特例減
額措置制度があります。
認定を受ける主な条件
・属する世帯の構成員の数が
2人以上であること

・世帯の年間収入から施設の
利用者負担の見込額を除い
た額が80万円以下であること
・世帯全員の合計預貯金など
が450万円以下であること
など

案　件　鈴鹿市公共下水道
事業（雨水）の変更計画（鈴
鹿市決定）

縦覧期間　6月20日㈪～7月7
日㈭ 8時30分～17時15分

※土・日曜日を除く
縦覧場所　河川雨水対策課
（市役所本館8階）
※縦覧期間内に、市へ意見書を
提出することができます。

◆休日窓口
と　き　6月26日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　6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。

国民健康保険脳ドック
受診希望者を募集します
保険年金課　 382-9401　 382-9455

平成28年度介護保険
負担限度額認定申請を

受け付けます
鈴鹿亀山地区広域連合
　369-3201　 369-3202
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申込み　6月20日㈪から7月8
日㈮まで（当日必着）に、｢脳
ドック受診希望｣と明記し、
保険証の記号番号、郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、希望する受診医
療機関名（第3希望まで記
入可）を記入の上、はがき（1
人1枚）または封書で、保険
年金課（〒513-8701　神
戸1-18-18）へ

※保険年金課、地区市民センター
窓口でも受け付けます。

※電話、ファクス、電子メールでの
申込みはできません。

※当選者には7月下旬に受診券
などを発送します。

　介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護老人保健
施設、介護療養型医療施設、
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護、短期入所サ
ービス（ショートステイ）利用時
の自己負担費用のうち、食費と
居住費（滞在費）について、申
請により負担が軽減されます。
対　象　次のいずれにも該当
する方

・本人、配偶者および世帯全
員が市民税非課税の方

・預貯金などの金額が、配偶
者のいない方は1,000万円
以下、配偶者のいる方は合
計で2,000万円以下の方

対象となる預貯金などの資産
状況の具体的な例
　現金、預貯金（普通、定期）、
有価証券（株式、国債、地方
債、社債など）、投資信託、

金や銀など購入先の口座残
高によって時価評価額が容
易に把握できる貴金属

※負債（借入金、住宅ローンなど）
は預貯金などから差し引いて
計算します。

※生命保険、自動車などは対象と
しません。

※虚偽の申告をして不正に支給
を受けた場合は、支給された額
の返還と加算金を求めること
があります。

認定有効期間　申請月の1日～
平成29年7月31日

内　容　次の区分に応じて軽
減段階が分かれます。

①生活保護受給者
②老齢福祉年金受給者
③本人の合計所得金額と課税
年金収入額および非課税年
金収入額の合計金額が80
万円以下の方

※平成28年8月からは非課税年
金（遺族年金と障害年金など)
の収入も含めて軽減段階を判
定します。

④上記の①～③に該当しない方
申込み　7月1日㈮から、申請
書、認定を受ける本人の印
鑑、預貯金通帳などの写し
（直近の残高が確認できる
もの。配偶者がいる場合は
その方の通帳と印鑑も。生
活保護受給者は通帳不要）
を持って、鈴鹿亀山地区広
域連合（市役所西館3階）へ

◆更新手続はお早めに
　現在交付されている「介護
保険負担限度額認定証」の有
効期限は、7月31日㈰までで
す。8月1日㈪以降も継続して
認定を受けようとする方は、8
月31日㈬までに手続きしてくだ
さい。
◆市民税課税層における食費・

居住費の特例減額措置
　負担限度額認定に該当しな
い方で、施設に入所したことに
より、残された世帯員の生計が
困難になる場合には、特例減
額措置制度があります。
認定を受ける主な条件
・属する世帯の構成員の数が
2人以上であること

・世帯の年間収入から施設の
利用者負担の見込額を除い
た額が80万円以下であること
・世帯全員の合計預貯金など
が450万円以下であること
など

案　件　鈴鹿市公共下水道
事業（雨水）の変更計画（鈴
鹿市決定）

縦覧期間　6月20日㈪～7月7
日㈭ 8時30分～17時15分

※土・日曜日を除く
縦覧場所　河川雨水対策課
（市役所本館8階）
※縦覧期間内に、市へ意見書を
提出することができます。

◆休日窓口
と　き　6月26日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　6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。

下水道事業計画を
縦覧します
河川雨水対策課

 382-7614　 382-7612

電　話 電子メール ホームページファクス

経理課　 368-1664　 368-1688

平成27年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします

業務の概況
　　給水戸数は、平成28年3月31日現在8万3,081戸です。ま
た、総配水量は1,219万3 ,024㎥、一日平均配水量は6万
6,629㎥で、昨年同時期に比べると0.248％増加しています。

工事請負費の執行状況
○配水管布設・移設工事など　1億3,992万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　13億7,568万円
○配水管布設替工事など　4,634万円
◆予算の執行状況

※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

経理課 　368-1664 　368-1688 　河川雨水対策課 　382-7614 　382-7612

平成27年度下半期下水道事業の業務状況をお知らせします

業務の概況
①公共下水道事業　下半期の総処理水量は489万3,078㎥、一
日平均汚水処理水量は2万6,738㎥で、昨年度の下半期に比
べると0.52％増加しています。

②農業集落排水事業　下半期の総処理水量は70万1,236㎥、
一日平均汚水処理水量は3,832㎥で、昨年度の下半期に比べ
ると2.99％減少しています。
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）
　11億6,596万円
○浸水対策事業に伴う工事　2億933万円
○三宅・徳居地区施設整備に伴う工事（農業集落排水事業）
　4億3,444万円
◆予算の執行状況

※下水道事業：公共下水道事業および農業集落排水事業をいいます。
※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

区　　分

予 算 現 額

年間執行額

下半期執行額

収益的収入

42億9,000万円 

43億2,486万円 

21億7,724万円 

収益的支出

38億7,700万円 

37億9,029万円 

21億3,865万円 

資本的収入

29億5,635万円 

15億5,857万円 

14億4,450万円 

資本的支出

59億7,775万円 

31億1,010万円 

22億2,545万円 

区　　分 収益的収入

59億7,879万円

57億9,776万円

25億6,567万円

収益的支出

54億6,531万円

52億6,588万円

30億2,320万円

資本的収入

66億9,146万円

46億5,280万円

38億7,971万円

資本的支出

86億8,316万円

63億5,514万円

46億2,181万円

予 算 現 額

年間執行額

下半期執行額

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660
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　5月24日に鈴鹿市自治会連
合会の総会が文化会館けやき
ホールで行われ、事業計画な
どの各議案が承認されました。
また次の方々が役員として就
任されました。
平成28年度役員の主な方々
○会長
　麻生洋一郎さん（中冨田町
の山）

○副会長　　
　上條好三さん（岸岡団地）
　成田守弘さん（大池町第二）
　益川勝さん（五祝町木鎌）
　中西尚さん（神戸地子町）
　光永強さん（南市場）
※(　)内は自治会名
　なお、当日は、永年在職自治
会長への表彰が行われ、在職
20年以上の岸勝驥さん（八野
町）をはじめ、15年以上・10年
以上・連続5年の自治会長の
方々総勢23人へ、市長から感
謝状の贈呈を行いました。

　7月から8月にかけて、地域
の農業委員が農地を巡回し、
農地の利用状況（耕作放棄
地）調査を実施します。農地の
草刈などの維持管理をしてい
ただくようお願いします。

　生産者・消費者などの皆さ
んから、農政に関する相談、事
業や制度への質問などを受け
付けています。
問合せ　東海農政局三重支
局地方参事官室（　059-

　228-3151土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15分 
　http://www.maff.go.

　jp/tokai/area/mie/index.
　html）

　平成27年中における法務
省の人権擁護機関が救済手
続を開始した人権侵犯事件数
は、2万999件で対前年比3.3

％の減少となりました。教育職
員による体罰に関する人権侵
犯事件数についても13.9％減
少した一方、学校における「い
じめ」に関する人権侵犯事件
数は3.2％増加し、全体件数の
18.5％を占めています。
　このような問題の解決を図る
ために、今年度も全国一斉「子
どもの人権110番」強化週間を
実施し、平日の電話受付終了
時間を延長するとともに、土・日
曜日も相談に応じます。
と　き　6月27日㈪～7月3日
㈰　8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　 0120-007-110
※強化週間以外は、平日の8時
30分から17時15分まで、同じ
電話番号で受け付けています。

問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193）

　クールシェアとは、夏の暑い
日に1人1台のエアコンを使わ
ずに、涼しい場所をみんなで共
有する取り組みです。身近な例
では、エアコンが効いている図
書館などの公共施設で過ごす
といったことが挙げられます。
このクールシェアの趣旨に賛

同していただける施設や店舗
を募集します。参加施設や店
舗の情報は、市ホームページ
や環境省関連サイト「シェアマ
ップ」に掲載します。 
クールシェア実施期間　7月1
日㈮～9月30日㈮　13時～
16時を中心とする時間帯

申込み　申込書に必要事項を
記入の上、ファクスまたは電
子メールで環境政策課へ

※申込書は、環境政策課窓口また
は市ホームページで入手でき
ます。

※実施期間途中からでも参加で
きます。

　｢クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）｣にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を
一斉消灯します。節電への取り
組みにご理解ご協力をお願い
します。
と　き　6月22日㈬、7月6日
㈬、8月3日㈬、9月7日㈬、
10月5日㈬ 19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署は実施しません。

　経年劣化に伴う人工芝を改
修するため、D・E・F面の人工
芝張替工事を実施します。工
事期間中はこの3面が使用で
きなくなりご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願い
します。
と　き　9月1日㈭～10月7日
㈮ （予定）

問合せ　鼓ケ浦サン・スポーツ
ランド（　386-3745）

　戦没者の死亡当時のご遺族
の方で、平成27年4月1日現在
公務扶助料や遺族年金などを
受ける方がいない場合に、先
順位の遺族お一人に支給され
ます。支給対象者で、まだ請求
手続きをしていない方は、期間
内に請求してください。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

請求期限　平成30年4月2日
申込み　印鑑、本人確認がで
きるもの、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）または

通知カードを持って、健康福
祉政策課（市役所本館1階
16番窓口）へ

　低所得の高齢者向けの年
金生活者等支援臨時福祉給
付金を支給しています。支給対
象になると思われる方には4月
末に申請書を発送しました。受
け付けから支給までは2カ月程
度かかりますので、早めに申請
をしてください。なお、期限を過
ぎると受け付けできません。
受付期限　8月1日㈪まで

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要で
す。対象者には6月上旬に郵送
で案内していますので、6月末
日までに提出してください。こ
の届出をしないと、6月分以降
の手当の支給が停止されます
のでご注意ください。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で6月分からの児童
手当を申請した方は、現況届を
提出する必要はありません。

鈴鹿市自治会連合会総会が
開催されました

地域協働課　 382-8695　 382-2214

農地の利用状況調査を
実施します
農業委員会事務局

 382-9018　 382-7610

現場と農政を結ぶ
｢地方参事官ホットライン｣が

開設されています
農林水産課　 382-9017　 382-7610

クールシェアへの参加施設・
店舗を募集します

環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

全国一斉
「子どもの人権110番」
強化週間を実施します
人権政策課　 382-9011　 382-2214
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　7月から8月にかけて、地域
の農業委員が農地を巡回し、
農地の利用状況（耕作放棄
地）調査を実施します。農地の
草刈などの維持管理をしてい
ただくようお願いします。

　生産者・消費者などの皆さ
んから、農政に関する相談、事
業や制度への質問などを受け
付けています。
問合せ　東海農政局三重支
局地方参事官室（　059-

　228-3151土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15分 
　http://www.maff.go.

　jp/tokai/area/mie/index.
　html）

　平成27年中における法務
省の人権擁護機関が救済手
続を開始した人権侵犯事件数
は、2万999件で対前年比3.3

％の減少となりました。教育職
員による体罰に関する人権侵
犯事件数についても13.9％減
少した一方、学校における「い
じめ」に関する人権侵犯事件
数は3.2％増加し、全体件数の
18.5％を占めています。
　このような問題の解決を図る
ために、今年度も全国一斉「子
どもの人権110番」強化週間を
実施し、平日の電話受付終了
時間を延長するとともに、土・日
曜日も相談に応じます。
と　き　6月27日㈪～7月3日
㈰　8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　 0120-007-110
※強化週間以外は、平日の8時
30分から17時15分まで、同じ
電話番号で受け付けています。

問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193）

　クールシェアとは、夏の暑い
日に1人1台のエアコンを使わ
ずに、涼しい場所をみんなで共
有する取り組みです。身近な例
では、エアコンが効いている図
書館などの公共施設で過ごす
といったことが挙げられます。
このクールシェアの趣旨に賛

同していただける施設や店舗
を募集します。参加施設や店
舗の情報は、市ホームページ
や環境省関連サイト「シェアマ
ップ」に掲載します。 
クールシェア実施期間　7月1
日㈮～9月30日㈮　13時～
16時を中心とする時間帯

申込み　申込書に必要事項を
記入の上、ファクスまたは電
子メールで環境政策課へ

※申込書は、環境政策課窓口また
は市ホームページで入手でき
ます。

※実施期間途中からでも参加で
きます。

　｢クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）｣にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を
一斉消灯します。節電への取り
組みにご理解ご協力をお願い
します。
と　き　6月22日㈬、7月6日
㈬、8月3日㈬、9月7日㈬、
10月5日㈬ 19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署は実施しません。

　経年劣化に伴う人工芝を改
修するため、D・E・F面の人工
芝張替工事を実施します。工
事期間中はこの3面が使用で
きなくなりご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願い
します。
と　き　9月1日㈭～10月7日
㈮ （予定）

問合せ　鼓ケ浦サン・スポーツ
ランド（　386-3745）

　戦没者の死亡当時のご遺族
の方で、平成27年4月1日現在
公務扶助料や遺族年金などを
受ける方がいない場合に、先
順位の遺族お一人に支給され
ます。支給対象者で、まだ請求
手続きをしていない方は、期間
内に請求してください。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

請求期限　平成30年4月2日
申込み　印鑑、本人確認がで
きるもの、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）または

通知カードを持って、健康福
祉政策課（市役所本館1階
16番窓口）へ

　低所得の高齢者向けの年
金生活者等支援臨時福祉給
付金を支給しています。支給対
象になると思われる方には4月
末に申請書を発送しました。受
け付けから支給までは2カ月程
度かかりますので、早めに申請
をしてください。なお、期限を過
ぎると受け付けできません。
受付期限　8月1日㈪まで

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要で
す。対象者には6月上旬に郵送
で案内していますので、6月末
日までに提出してください。こ
の届出をしないと、6月分以降
の手当の支給が停止されます
のでご注意ください。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で6月分からの児童
手当を申請した方は、現況届を
提出する必要はありません。

高齢者向け給付金の
申請はお早めに

健康福祉政策課　臨時給付金室
　 382-9886　 382-9887

児童手当の現況届を
お忘れなく
子ども政策課

　 382-7661　 382-9054

第10回戦没者等の
遺族に対する特別弔慰金の
請求を受け付けています

健康福祉政策課
　 382-9012　 382-7607

市立公共施設の一斉
ライトダウンを実施します
環境政策課　 382-7954　 382-2214

電　話 電子メール ホームページファクス

鼓ケ浦サン・スポーツランド
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
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　今年で25回目を迎える鈴鹿
バルーンフェスティバルでは当
日ボランティアを募集していま
す。熱気球に興味のある方、バ
ルーンフェスティバルの運営に
参加しませんか。
対　象　高校生以上（1日以
上参加できる方）

※未成年の方は保護者の同意が
必要です。

と　き　9月17日㈯～19日
（月・祝）
※19日は午前中のみ
ところ　鈴鹿川河川緑地会
場、鈴鹿サーキット

内　容　フェスティバル当日の
係留飛行体験搭乗や熱気
球教室、イベント運営などの
サポート

※9月3日㈯6時30分から、ボラ
ンティアを対象にした熱気球教
室(参加無料）を行います（雨天
中止）。

申込み　8月26日㈮までにファ
クスか電子メールで地域資
源活用課へ

※募集要項・申込書は地域資源活
用課にありますのでお問い合
わせください。

　市民プールは石垣池公園の
中にあり、50メートルコースの
ほか、幼児用の滑り台のついた

プールがあります。毎年7月と8
月にご利用いただいています。
と　き　7月1日㈮～8月31日㈬ 
9時～17時(荒天時休止）

ところ　石垣池公園市民プー
ル（桜島町7-1-3）
利用料　高校生以上210円、
中学生以下100円

※いずれも2時間以内の料金で、
以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加
算します。

※小学生以下は保護者同伴でご
利用ください。

※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理事
務所 （　383-9010）

◆山開き式(鈴鹿山渓)
と　き　7月1日㈮ 10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦海
水浴場)

と　き　7月8日㈮ 10時から
ところ　千代崎海水浴場
※海水浴場開設期間は7月8日㈮
～8月28日㈰

　鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場
の開設に伴い、駐車場を開設
します。
と　き　7月8日㈮～8月28日
㈰ 9時～17時

※悪天候時は閉鎖する場合があ
ります。

ところ　鼓ヶ浦駐車場（第一・
第二）、千代崎駐車場

料　金　普通車500円、大型

車1 , 6 0 0円、自動二輪車
100円

※海水浴場へお車でお越しの際は、
この駐車場をご利用ください。

※鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場付近
の道路は道幅が狭いため、駐
車禁止区域となっています。ま
た、安全確保のため徐行運転
をお願いします。

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　7月16日㈯ 19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容　屋上で望遠鏡を使っ
て星空観測をします。夏の
大三角を見つけて、織姫星
と彦星を探したり、月や火
星、土星なども観測します。

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受
け付け

※曇天や雨天時は中止します。当
日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。

対　象　鈴鹿市立小学校5年
生～中学校3年生と保護者

※保護者は児童生徒1人につき
1人

と　き　7月25日㈪ 9時30分
～13時

ところ　第二学校給食センタ
ー（稲生4-2-50）

内　容　調理場内の見学、調
理体験、給食の試食

定　員　30組60人（希望者
多数の場合は抽選）

参加料　無料
共　催　（公財）三重県学校給
食会

申込み　7月1日㈮までに、電
話または直接学校教育課へ

※参加の可否は7月8日㈮までに
郵便でお知らせします。

　｢水道水のできるまで｣の過
程をご理解いただくため、親子
で参加する水道教室を開催し
ます。
対　象　市内在住の小学4年
生と保護者

※きょうだいの同行はできません。
と　き　8月4日㈭ 9時～16時
内　容　水道施設の見学など
（水道局に集合してバスで
市内を移動）

定　員　25組50人（希望者
多数の場合は抽選）

参加料　無料
申込み　7月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、上下水道
局へ

○往信表面　〒510-0253　
寺家町1170番地　鈴鹿市
上下水道局「夏休み親子水
道教室」係

○往信裏面　①住所、②氏名
（児童)、フリガナ、③氏名
（保護者)、フリガナ、④児童
の通学校名、⑤電話番号

○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
※昼食と飲み物などは用意してく
ださい。

　家庭や学校で毎日使う水、
使った後の水はどこへ行き、ど
のようにしてきれいにされてい
るのか、下水道について親子
で学びましょう。
対　象　市内在住の小学4～
6年生と保護者

※必ず保護者同伴
※小学生の弟・妹の参加も可
と　き　7月27日㈬13時30分
から（2時間程度）

ところ　（公財）三重県下水道
公社南部浄化センター（四
日 市 市 楠 町 北 五 味 塚
1085-18）

※現地集合
内　容　下水道処理場のしく
みを学び、施設を見学しま
す。処理場で働く微生物を
顕微鏡で観察できます。

※雨天の場合は内容を変更する
ことがあります。
定　員　10組20人（応募多
数の場合は抽選。受付終了
後はがきで通知します）

参加料　無料
申込み　7月15日㈮まで（必
着）に、往復はがきに次の事
項を記入の上、南部浄化セ
ンターへ
○往信表面　〒510-0103　
四日市市楠町北五味塚
1085-18　南部浄化セン
ター「親子探検ツアー」係
○往信裏面　①住所、電話番号
②児童と保護者の氏名（ふり
がな）、③児童の通学校名

○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
問合せ　（公財）三重県下水
道公社南部浄化センター

（　059-397-7411）
※飲み物などは用意してください。

　津地方裁判所が、裁判員裁
判について理解を深めていた
だく親子イベントを行います。
対　象　小学校5・6年生と保
護者

※保護者は小学生1人につき1人
と　き　8月10日㈬13時30分
～16時（集合13時15分）

ところ　津地方裁判所（津市
中央3－1）

内　容　裁判員裁判○×クイ
ズ、模擬裁判員裁判、裁判
官への質問コーナーなど

定　員　20組40人（先着順）
申込み・問合せ　7月6日㈬から
20日㈬まで（土・日曜日、祝日
を除く9時～17時）に、電話で
津地方裁判所総務課庶務係
（　059-226-4172）へ

申込み　6月22日㈬から先着
順受け付け。水泳場窓口
（御薗町1669）またはホー
ムページで
◆やさしいフラダンス教室
対　象　一般女性
と　き　7月11日・25日、8月8
日・22日、9月12日・26日　
各月曜日　19時30分～20
時30分

定　員　15人
参加料　5,100円（6回分）

催 し 物

市民プールオープン
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

天体観望会
文化会館　 382-8111　 382-8580

山開き・海開き
地域資源活用課

　 382-9020　 382-0304

鼓ヶ浦・千代崎海水浴場
駐車場を開設
地域資源活用課

　 382-9020　 382-0304

夏休み第二学校
給食センター調理体験
学校教育課　 382-1214　 382-9054

鈴鹿バルーンフェスティバル
当日ボランティアを
募集しています
地域資源活用課

　 382-9020　 382-0304
　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp
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プールがあります。毎年7月と8
月にご利用いただいています。
と　き　7月1日㈮～8月31日㈬ 
9時～17時(荒天時休止）

ところ　石垣池公園市民プー
ル（桜島町7-1-3）
利用料　高校生以上210円、
中学生以下100円

※いずれも2時間以内の料金で、
以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加
算します。

※小学生以下は保護者同伴でご
利用ください。

※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理事
務所 （　383-9010）

◆山開き式(鈴鹿山渓)
と　き　7月1日㈮ 10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦海
水浴場)

と　き　7月8日㈮ 10時から
ところ　千代崎海水浴場
※海水浴場開設期間は7月8日㈮
～8月28日㈰

　鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場
の開設に伴い、駐車場を開設
します。
と　き　7月8日㈮～8月28日
㈰ 9時～17時

※悪天候時は閉鎖する場合があ
ります。

ところ　鼓ヶ浦駐車場（第一・
第二）、千代崎駐車場

料　金　普通車500円、大型

車1 , 6 0 0円、自動二輪車
100円

※海水浴場へお車でお越しの際は、
この駐車場をご利用ください。

※鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場付近
の道路は道幅が狭いため、駐
車禁止区域となっています。ま
た、安全確保のため徐行運転
をお願いします。

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　7月16日㈯ 19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容　屋上で望遠鏡を使っ
て星空観測をします。夏の
大三角を見つけて、織姫星
と彦星を探したり、月や火
星、土星なども観測します。

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプ
ラネタリウムギャラリーで受
け付け

※曇天や雨天時は中止します。当
日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。

対　象　鈴鹿市立小学校5年
生～中学校3年生と保護者

※保護者は児童生徒1人につき
1人

と　き　7月25日㈪ 9時30分
～13時

ところ　第二学校給食センタ
ー（稲生4-2-50）

内　容　調理場内の見学、調
理体験、給食の試食

定　員　30組60人（希望者
多数の場合は抽選）

参加料　無料
共　催　（公財）三重県学校給
食会

申込み　7月1日㈮までに、電
話または直接学校教育課へ

※参加の可否は7月8日㈮までに
郵便でお知らせします。

　｢水道水のできるまで｣の過
程をご理解いただくため、親子
で参加する水道教室を開催し
ます。
対　象　市内在住の小学4年
生と保護者

※きょうだいの同行はできません。
と　き　8月4日㈭ 9時～16時
内　容　水道施設の見学など
（水道局に集合してバスで
市内を移動）

定　員　25組50人（希望者
多数の場合は抽選）

参加料　無料
申込み　7月13日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、上下水道
局へ

○往信表面　〒510-0253　
寺家町1170番地　鈴鹿市
上下水道局「夏休み親子水
道教室」係

○往信裏面　①住所、②氏名
（児童)、フリガナ、③氏名
（保護者)、フリガナ、④児童
の通学校名、⑤電話番号

○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
※昼食と飲み物などは用意してく
ださい。

　家庭や学校で毎日使う水、
使った後の水はどこへ行き、ど
のようにしてきれいにされてい
るのか、下水道について親子
で学びましょう。
対　象　市内在住の小学4～
6年生と保護者

※必ず保護者同伴
※小学生の弟・妹の参加も可
と　き　7月27日㈬13時30分
から（2時間程度）

ところ　（公財）三重県下水道
公社南部浄化センター（四
日 市 市 楠 町 北 五 味 塚
1085-18）

※現地集合
内　容　下水道処理場のしく
みを学び、施設を見学しま
す。処理場で働く微生物を
顕微鏡で観察できます。

※雨天の場合は内容を変更する
ことがあります。
定　員　10組20人（応募多
数の場合は抽選。受付終了
後はがきで通知します）

参加料　無料
申込み　7月15日㈮まで（必
着）に、往復はがきに次の事
項を記入の上、南部浄化セ
ンターへ
○往信表面　〒510-0103　
四日市市楠町北五味塚
1085-18　南部浄化セン
ター「親子探検ツアー」係
○往信裏面　①住所、電話番号
②児童と保護者の氏名（ふり
がな）、③児童の通学校名

○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
問合せ　（公財）三重県下水
道公社南部浄化センター

（　059-397-7411）
※飲み物などは用意してください。

　津地方裁判所が、裁判員裁
判について理解を深めていた
だく親子イベントを行います。
対　象　小学校5・6年生と保
護者

※保護者は小学生1人につき1人
と　き　8月10日㈬13時30分
～16時（集合13時15分）

ところ　津地方裁判所（津市
中央3－1）

内　容　裁判員裁判○×クイ
ズ、模擬裁判員裁判、裁判
官への質問コーナーなど

定　員　20組40人（先着順）
申込み・問合せ　7月6日㈬から
20日㈬まで（土・日曜日、祝日
を除く9時～17時）に、電話で
津地方裁判所総務課庶務係
（　059-226-4172）へ

申込み　6月22日㈬から先着
順受け付け。水泳場窓口
（御薗町1669）またはホー
ムページで
◆やさしいフラダンス教室
対　象　一般女性
と　き　7月11日・25日、8月8
日・22日、9月12日・26日　
各月曜日　19時30分～20
時30分

定　員　15人
参加料　5,100円（6回分）

夏休み親子水道教室
上下水道総務課

　 368-1696　 368-1688

夏休み自由研究
｢ようこそ！裁判所へ｣

市民対話課　 382-9004　 382-7660

南部浄化センター
親子探検ツアー

営業課　 368-1673　 368-1685

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

2016・6・20 7

電　話 電子メール ホームページファクス



　本市、鈴鹿医療科学大学、
日清オイリオグループ株式会
社は、産学官連携の取り組み
「さぁ、きっともっと鈴鹿。健康
プロジェクト」を行っています。
この一環として、市内の豊富な
地場食材について知っていた
だくとともに、市民の皆さんの
健康増進を目指して、「さぁ、き
っともっと鈴鹿。健康レシピコン
テスト」を開催します。
主　催　鈴鹿市、鈴鹿医療科
学大学、日清オイリオグルー
プ株式会社
申込み　7月22日㈮までに、エ
ントリー用紙に必要事項を
記入の上、郵便または電子
メールで産業政策課へ

※エントリー用紙は、産業政策課
窓口や市ホームページなどで
入手できます。

※エントリー用紙を提出していた
だいた方には、後日食用油と応
募用紙を宅配便でお届けしま
すので、8月15日㈪まで(必着)
にレシピなどを記入の上、産業
政策課へ提出してください。

　認知症サポーターを対象
に、認知症の理解を深めるた
めのフォローアップ研修を開催
します。
対　象　認知症サポーターの
方（認知症サポーター養成講
座を受講したことがある方）

と　き　7月13日㈬10時～12

時
ところ　社会福祉センター（神
戸地子町383-1）

内　容　認知症の人にやさし
いまちづくり

講　師　玉田浩一さん（認知
症介護者指導者）

定　員　50人（先着順）
参加費　無料
申込み　氏名、住所、電話番
号を、電話で鈴鹿中部地域
包 括 支 援 センター（ 　
382-5233）へ

　ロボットスーツHAL福祉用
（下肢タイプまたは単関節タイ
プ）を使った体験トレーニング
を実施します。
対　象　けがや病気などで手
足が不自由で、市内に在住
または在勤の方

※身体障害者手帳の有無を問い
ません。

※以前にトレーニングを受けたこ
とのある方も参加できます。

※申し込み後に、鈴鹿ロボケアセ
ンター(株)でカウンセリングを
受けていただきます。その結果
参加できない場合もあります。

と　き　8月1日㈪～平成29年
2月28日㈫（土・日曜日、祝日
を除く）

※6回体験でき、日時は鈴鹿ロボ
ケアセンター㈱と個別調整して
決めます。

ところ　保健センター（西条
5-118-3）または鈴鹿ロボケア
センター（南玉垣町3500-3）

定　員　20人（希望者多数の
場合は抽選）

参加料　無料
申込み　7月15日㈮までに、ト

レーニング体験希望の旨と、
氏名、連絡先を電子メール、
電話、ファクスで鈴鹿ロボケ
アセンター㈱（　389-7762
　　389-7835　contact_
　szk@rc.cyberdyne.jp）へ
※この事業は、地方創生加速化交
付金を使った福祉ロボット推進
事業の一環です。福祉ロボット推
進事業は、本市、鈴鹿医療科学
大学、鈴鹿ロボケアセンター㈱と
の協定のもと実施する事業です。

　「正しい姿勢で歩く方法」や
「ウオーキングと健康」などにつ
いて学びます。自然の中で思い
っきり体を動かしませんか。
対　象　普段からウオーキン
グをされている方、これから
始めてみたい方

と　き　7月13日㈬9時～12時
（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森内
（住吉町南谷口　受付事務
所集合）

講　師　鈴木利昭さん（日本
ウオーキング協会公認主任
指導員）、日比正徳さん（同）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森へ

※ウオーキングができる服装(でき
ればひも靴)でお越しください。

※飲み物は用意してください。

　今回は、ノカンゾウをご覧い
ただく予定です。
と　き　7月2日㈯10時から

（集合9時30分、少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（ 地 子 町 5 6 3・西 條 町
675-1など）

※自家用車の方は、飯野地区市
民センター駐車場に集合・受け
付けをし、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
に直接植物群落に来てください。

定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　6月17日㈮から電話
で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込み可

　「椿の農業と地域を考える
会」が、市民の皆さんと交流して
ご縁づくりを行うイベントを開催
します。5月の茶摘み体験に続く
第二弾で、毎年大人気のブルー
ベリーづくしのイベントです。
と　き　7月17日㈰9時～14時
ごろ

ところ　イチバリキファーム ブ
ルーベリー園（山本町）、椿
地区市民センター

内　容　鈴鹿山麓のブルーベ
リーの摘み取り体験、ブルー
ベリージャムづくり体験、鈴
鹿産かぶせ冷茶のふるまい、

昼食交流会、カブトムシプレ
ゼント、地元産品の軽トラ市

定　員　40人（先着順）
参加料　中学生以上2,500
円、小学生以下1,000円

申込み　7月8日㈮までに、参
加者の氏名、年齢、性別、代

表者連絡先（住所と電話番
号など）を、電話またはファク
スで、イチバリキファーム（大
谷　090-9029-9688　
本郷　324-9282）へ

※天候により内容が変わる場合
があります。

催 し 物

健康レシピコンテスト
産業政策課　 382-9045　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

認知症サポーター
フォローアップ研修

健康福祉政策課
　 382-9012　 382-7607

さわやかウオーキング教室
鈴鹿青少年の森

　 378-2946　 370-4706

福祉ロボットを使った
トレーニング体験講座

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　 382-9031　 382-9071
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時
ところ　社会福祉センター（神
戸地子町383-1）

内　容　認知症の人にやさし
いまちづくり

講　師　玉田浩一さん（認知
症介護者指導者）

定　員　50人（先着順）
参加費　無料
申込み　氏名、住所、電話番
号を、電話で鈴鹿中部地域
包 括 支 援 センター（ 　
382-5233）へ

　ロボットスーツHAL福祉用
（下肢タイプまたは単関節タイ
プ）を使った体験トレーニング
を実施します。
対　象　けがや病気などで手
足が不自由で、市内に在住
または在勤の方

※身体障害者手帳の有無を問い
ません。

※以前にトレーニングを受けたこ
とのある方も参加できます。

※申し込み後に、鈴鹿ロボケアセ
ンター(株)でカウンセリングを
受けていただきます。その結果
参加できない場合もあります。

と　き　8月1日㈪～平成29年
2月28日㈫（土・日曜日、祝日
を除く）

※6回体験でき、日時は鈴鹿ロボ
ケアセンター㈱と個別調整して
決めます。

ところ　保健センター（西条
5-118-3）または鈴鹿ロボケア
センター（南玉垣町3500-3）

定　員　20人（希望者多数の
場合は抽選）

参加料　無料
申込み　7月15日㈮までに、ト

レーニング体験希望の旨と、
氏名、連絡先を電子メール、
電話、ファクスで鈴鹿ロボケ
アセンター㈱（　389-7762
　　389-7835　contact_
　szk@rc.cyberdyne.jp）へ
※この事業は、地方創生加速化交
付金を使った福祉ロボット推進
事業の一環です。福祉ロボット推
進事業は、本市、鈴鹿医療科学
大学、鈴鹿ロボケアセンター㈱と
の協定のもと実施する事業です。

　「正しい姿勢で歩く方法」や
「ウオーキングと健康」などにつ
いて学びます。自然の中で思い
っきり体を動かしませんか。
対　象　普段からウオーキン
グをされている方、これから
始めてみたい方

と　き　7月13日㈬9時～12時
（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森内
（住吉町南谷口　受付事務
所集合）

講　師　鈴木利昭さん（日本
ウオーキング協会公認主任
指導員）、日比正徳さん（同）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森へ

※ウオーキングができる服装(でき
ればひも靴)でお越しください。

※飲み物は用意してください。

　今回は、ノカンゾウをご覧い
ただく予定です。
と　き　7月2日㈯10時から

（集合9時30分、少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（ 地 子 町 5 6 3・西 條 町
675-1など）

※自家用車の方は、飯野地区市
民センター駐車場に集合・受け
付けをし、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
に直接植物群落に来てください。

定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　6月17日㈮から電話
で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込み可

　「椿の農業と地域を考える
会」が、市民の皆さんと交流して
ご縁づくりを行うイベントを開催
します。5月の茶摘み体験に続く
第二弾で、毎年大人気のブルー
ベリーづくしのイベントです。
と　き　7月17日㈰9時～14時
ごろ

ところ　イチバリキファーム ブ
ルーベリー園（山本町）、椿
地区市民センター

内　容　鈴鹿山麓のブルーベ
リーの摘み取り体験、ブルー
ベリージャムづくり体験、鈴
鹿産かぶせ冷茶のふるまい、

昼食交流会、カブトムシプレ
ゼント、地元産品の軽トラ市

定　員　40人（先着順）
参加料　中学生以上2,500
円、小学生以下1,000円

申込み　7月8日㈮までに、参
加者の氏名、年齢、性別、代

表者連絡先（住所と電話番
号など）を、電話またはファク
スで、イチバリキファーム（大
谷　090-9029-9688　
本郷　324-9282）へ

※天候により内容が変わる場合
があります。

地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

モータースポーツ × 伊勢型紙　～スペシャル15DAYS～

◆F1日本グランプリ鈴鹿市民応援席PRイベント　マシン展示
　F1日本グランプリ鈴鹿市民応援席を今年も設置します。詳しくは
広報すずか7月5日号でお知らせしますが、それに先立って「F1日
本グランプリ鈴鹿市民応援席PRイベント」を開催します。
と　き　6月25日㈯～7月3日㈰ 10時～22時
ところ　イオンモール鈴鹿センターコート
内　容　F1マシン2台（マクラーレン・ホンダMP4/4、MP4/30）

※6月25日㈯11時から鈴鹿と・き・め・きドリーム大使の伊藤圭佑さんの
ミニライブ、11時30分からオープニングセレモニーを開催します。

※期間中の土・日曜日にはさまざまなイベントを実施します。内容が決ま
り次第、市ホームページでお知らせしますので、ご覧いただくか、お問
い合わせください。

◆鈴鹿のバイク大集合　マシン展示とトークショーなど
ところ　イオンモール鈴鹿センターコート
とき・内容　○7月4日㈪～9日㈯10時～22時(最終日は17時30分
まで) 本市に拠点を置くＴＳＲ、モリワキレーシング、小島庸平選
手、TEAM MITANIのマシン展示○7月9日㈯11時30分 鈴
鹿のチャンピオントークショー(高橋裕紀選手、小島庸平選手、小
川友幸選手)、13時 鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使トー
クショー(ＴＳＲ、モリワキレーシング、小島庸平選手)、15時 ル・マ
ン24時間耐久ロードレース報告会(ＴＳＲ)、17時 鈴鹿８時間耐
久ロードレースＰＲ(ＴＳＲ、Honda鈴鹿レーシング)

◆伊勢型紙製品の展示と彫刻体験
と　き　6月25日㈯・26日㈰、7月9日㈯
ところ　イオンモール鈴鹿北コート
内　容　伊勢型紙製品の展示、モータースポーツ柄の伊勢型紙オ
リジナルノート製作（200円、各日午前午後の2回、数に限りがあ
ります）

電　話 電子メール ホームページファクス

鈴鹿・椿の縁結びプロジェクト 
ブルーベリー摘み取り・
ジャムづくり体験

農林水産課　 382-9017　 382-7610
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　身近に存在するにもかかわら
ず、注目を浴びることの少ない
「ちいさな｣古墳を紹介します。
と　き　7月16日㈯～9月19
日（月・祝）

ところ　考古博物館（国分町
224）

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。
◆関連講演会「新沢千塚古墳
群－シルクロードの輝き－」

と　き　7月16日㈯ 14時から
ところ　考古博物館
講　師　石坂泰士さん（歴史
に憩う橿原市博物館）
聴講料　無料
※講演会に参加の方は観覧料が
無料になります。

　あけびのつるで、カゴまたは
ランプシェードを編みます。
対　象　小学生以上（小学生
は保護者同伴）

と　き　7月18日（月・祝）9時
30分から、13時30分から

ところ　考古博物館（国分町
224）

定　員　各20人（希望者多数
の場合は抽選）

参加料　1,800円
申込み　7月13日㈬までに、往
復はがきに次の事項を記入の
上、考古博物館へ。電子メー
ルでも受け付けます。
○往信表面　〒513-0013　
国分町224　考古博物館

○往信裏面　①講座名「つる
カゴ作り」、②希望時間、③
参加希望者全員の住所・氏
名・電話番号

○返信表面　代表者の郵便
番号、住所、氏名

※往復はがき1枚につき2人まで
申し込み可

と　き　7月2日㈯10時～16
時、7月3日㈰10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）

内　容　工芸士作品（額装品)
展示、形紙ふうりんの制作
（無料、各日先着5 0人ま
で）、小林豊子きもの学院の
着付け体験

※商品の販売は行いません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

申込み　受付開始日の記載の
ないものは、受講開始日の1
カ月前から受け付け。事前に
電話でお問い合わせの上、
同センター窓口（鈴鹿ハイツ
1-20）へ

◆低圧電気取扱特別教育
と　き　学科7月20日㈬、実
技7月21日㈭

受講料　1万800円（別途教
材費648円）

◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　7月25日㈪・26日㈫

　8時45分～17時
受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆アーク溶接特別教育
と　き　7月27日㈬～29日㈮ 
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆ガス溶接技能講習
と　き　8月3日㈬・4日㈭ 8時
45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆高所作業車技能講習
と　き　学科講習9月2日㈮ 8
時20分～18時、実技講習9
月3日㈯または4日㈰8時～
17時10分

受講料  3万4,500円（小型移
動式クレーン技能講習修了
者は3万2,500円）　

申込み　7月4日㈪から受け付け

　トゥインクルは0歳から3歳の
子どもとその保護者が、遊んだ
り交流したりする場所です。中
学生から大学生世代の方が、
ボランティアに関心を持ち、赤
ちゃんと触れ合ったり、生命の
大切さを知る機会としてユー
スボランティア養成講座を行い
ます。
対　象　市内在住、在学の中
学生から大学生世代の方

とき・内容
　○7月17日㈰　10時～12時 
ボランティアって？子どもの権
利を考えてみよう、13時～
15時 絵画ワークショップ

　○7月24日㈰ 9時30分～
12時 赤ちゃんと出会ってみ

よう、13時～15時 助産師が
送るいのちの授業、15時30
分～16時30分 まとめ

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

講　師　助産師ほか
定　員　20人（先着順）
受講料　無料
申込み　6月20日㈪以降に、電
話またはファクスでNPO法人
こどもサポート鈴鹿「トゥインク
ル」（　・　383-1322　土・日
曜日、祝日を除く10時～16時
30分）へ

※講座終了の際ボランティア参
加認定証を発行します。また、
講座終了後、トゥインクルのボ
ランティアスタッフとして登録
することができ、夏休みなどに
活動していただけます。

　外国籍の子どもたちの中に
は宿題を両親にみてもらえな
いなど、学習環境がまだまだ整
っていない家庭もあります。そ
うした子たちを支援していただ
く学習支援ボランティアの養成
講座を開催します。
対　象　全講座にできる限り
参加でき、受講後に市内小・
中学校での放課後教室や、
学習支援室での活動に参加
できる方

と　き　7月14日㈭・28日㈭
10時～11時30分、7月21
日㈭から27日㈬までの間に
１回市内小学校での活動
見学

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

内　容　子どもたちを理解し、
活動をする上での基本的な
知識やノウハウを学びます。

講　師　日本語教育コーディ
ネーター
定　員　15人
参加料　無料
申込み　7月11日㈪までに、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号を記入の上、はがき・ファ
クス・電子メールで鈴鹿国際
交流協会（〒513-0801 神
戸1-18-18）へ

つるカゴ作り
考古博物館　 374-1994　 374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

企画展「鈴鹿の古墳Ⅰ
－ちいさなちいさな
古墳たち－」

考古博物館　 374-1994　 374-0986

つどいの広場事業
「トゥインクル」ユース
ボランティア養成講座

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

形紙の祭典
伊勢形紙伝統工芸士展

地域資源活用課
　 382-9016　 382-0304

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
　 387-1900　 387-1905
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○往信裏面　①講座名「つる
カゴ作り」、②希望時間、③
参加希望者全員の住所・氏
名・電話番号

○返信表面　代表者の郵便
番号、住所、氏名

※往復はがき1枚につき2人まで
申し込み可

と　き　7月2日㈯10時～16
時、7月3日㈰10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）

内　容　工芸士作品（額装品)
展示、形紙ふうりんの制作
（無料、各日先着5 0人ま
で）、小林豊子きもの学院の
着付け体験

※商品の販売は行いません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

申込み　受付開始日の記載の
ないものは、受講開始日の1
カ月前から受け付け。事前に
電話でお問い合わせの上、
同センター窓口（鈴鹿ハイツ
1-20）へ

◆低圧電気取扱特別教育
と　き　学科7月20日㈬、実
技7月21日㈭

受講料　1万800円（別途教
材費648円）

◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　7月25日㈪・26日㈫

　8時45分～17時
受講料　8,640円（別途教材
費1,645円）

◆アーク溶接特別教育
と　き　7月27日㈬～29日㈮ 
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆ガス溶接技能講習
と　き　8月3日㈬・4日㈭ 8時
45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆高所作業車技能講習
と　き　学科講習9月2日㈮ 8
時20分～18時、実技講習9
月3日㈯または4日㈰8時～
17時10分

受講料  3万4,500円（小型移
動式クレーン技能講習修了
者は3万2,500円）　

申込み　7月4日㈪から受け付け

　トゥインクルは0歳から3歳の
子どもとその保護者が、遊んだ
り交流したりする場所です。中
学生から大学生世代の方が、
ボランティアに関心を持ち、赤
ちゃんと触れ合ったり、生命の
大切さを知る機会としてユー
スボランティア養成講座を行い
ます。
対　象　市内在住、在学の中
学生から大学生世代の方

とき・内容
　○7月17日㈰　10時～12時 
ボランティアって？子どもの権
利を考えてみよう、13時～
15時 絵画ワークショップ

　○7月24日㈰ 9時30分～
12時 赤ちゃんと出会ってみ

よう、13時～15時 助産師が
送るいのちの授業、15時30
分～16時30分 まとめ

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

講　師　助産師ほか
定　員　20人（先着順）
受講料　無料
申込み　6月20日㈪以降に、電
話またはファクスでNPO法人
こどもサポート鈴鹿「トゥインク
ル」（　・　383-1322　土・日
曜日、祝日を除く10時～16時
30分）へ

※講座終了の際ボランティア参
加認定証を発行します。また、
講座終了後、トゥインクルのボ
ランティアスタッフとして登録
することができ、夏休みなどに
活動していただけます。

　外国籍の子どもたちの中に
は宿題を両親にみてもらえな
いなど、学習環境がまだまだ整
っていない家庭もあります。そ
うした子たちを支援していただ
く学習支援ボランティアの養成
講座を開催します。
対　象　全講座にできる限り
参加でき、受講後に市内小・
中学校での放課後教室や、
学習支援室での活動に参加
できる方

と　き　7月14日㈭・28日㈭
10時～11時30分、7月21
日㈭から27日㈬までの間に
１回市内小学校での活動
見学

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

内　容　子どもたちを理解し、
活動をする上での基本的な
知識やノウハウを学びます。

講　師　日本語教育コーディ
ネーター
定　員　15人
参加料　無料
申込み　7月11日㈪までに、郵
便番号、住所、氏名、電話番
号を記入の上、はがき・ファ
クス・電子メールで鈴鹿国際
交流協会（〒513-0801 神
戸1-18-18）へ

　2カ月に1回、どんな障がいがあるのか、サポートでき
ることはどんなことかをお知らせします。

考えよう障害者差別解消法　
障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

　 shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

肢体不自由者へのサポート

電　話 電子メール ホームページファクス

外国籍児童・生徒の学習を
支援するボランティア

養成講座
鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

は、ティッピングレバー(後方下部パイプ部分)
を踏み込み、前輪を浮かせます。後輪が段
差に着くまで進み、ハンドグリップをつかみ、
車いすを持ち上げ進みます。ただし、一人
の力で難しい時は、周囲の協力を求めま
しょう。
○車いすの方のサポート②
　お店などで、棚の上にあるものを取ったり、
床に落ちたものを拾うことが困難です。代わ
りに取って手渡しましょう。
※サポートする時は、まず声を掛け、相手がどのよ
うな支援を必要としているのか確認しましょう。

　手足や体に運動機能障がいがある方を
肢体不自由者といいます。手や指を使うこと
が難しい上肢不自由、膝や足を使うことが難
しい下肢不自由、身体の姿勢を維持すること
が難しい体幹不自由などさまざまな身体状
況があります。
○車いすの方のサポート①
　スロープを上がる
時は前向きに、下
る時は後ろ向きに
移動します。小さ
な段差を上がる時
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＜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7月下旬ごろにはがきで別日を案内します（7月分の検診は除く）。

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回しか受けられません。

○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）。※8月10日（水）は検査時のみ、お子さんの一時預かりがあります（予約不要）。

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
7月25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）。

※持病がある方は、主治医に確認した上で受診してください。

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。　
※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

8月10日㈬　午前・午後 保健センター
※妊娠中・授乳中の方も受診できますが、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。　

1,800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。

8月10日㈬・18日㈭・21日㈰
午前・午後

8月10日㈬・18日㈭・21日㈰
午後

対　象　生後１２～２４カ月未満（１期）と平成２2年４月２日～平成２3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期の方の無料接種期間は平成29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
※予診票がお手元にない方は、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。
※２期対象者の方で、平成２８年４月末時点で未完了の方にはがきを送付します。

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）

対　象　生後12カ月～小学校就学始期の前日までの方　ところ　実施医療機関　助成額　2,500円（１回のみ）
持ち物　母子健康手帳・健康保険証・予防接種予診票
※市外医療機関で接種をご希望の場合は、事前に健康づくり課へ申請が必要です。

■おたふくかぜワクチンの費用助成

予防接種予防接種
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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6月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（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。

親子
二人で
300円

7月26日㈫・29日㈮
9時45分～12時45分

親子でクッキング体験
（軽食とおやつ）

親子クッキングコース
平成22年4月2日～平成
25年4月1日生まれの
幼児とその保護者の方
で初参加の方

各
15組

保健
センター

6月29日㈬から
（先着順）

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、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6月24日㈮

9時30分～11時（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
すくすく広場

教　室教　室

無料保健
センター

7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28年１月～平成28年
3月生まれの乳児をもつ方

30組 6月27日㈪から
（先着順）

※兄弟の参加については、申し込み時にご相談ください。
※持病のある方は主治医に相談の上お申し込みください。

親子
二人で
600円

 6月29日㈬から
（先着順）

保健
センター

健康セミナー
（親子deトライ！
元気アップ教室）
小学4～6年生の
児童と保護者

無料

無料

りんりんころばん教室
65歳以上で医師から
の運動制限がない方

20人

各
25組

　8月1日㈪・8日㈪
10時～11時30分
（2回シリーズ）

6月28日㈫から
（先着順）

とき・ところ　7月3日㈰、10日㈰、17日㈰、31
日㈰　イオンモール鈴鹿　WESTコート

受付時間　10時～11時30分、13時～16時30分
※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。
問合せ  三重県赤十字血液センター　 059-229-3582

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7 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（保健センター内）へ

健康診査健康診査

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

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

加佐登
公民館

健康運動指導士による
体操やスクエアステップ

など

8月3日（水）・4日（木）
10時～12時30分

生活習慣病予防の講話、
バレトン体験（保護者）、
調理実習（子ども）

不要
市役所
本館12階
1203
会議室

市民健康講座
（医師による講演
会と質疑応答）

7月21日㈭
13時～14時15分

樋口哲也医師（内科）
「知っとこ！受けとこ！
がん検診講座」

無料保健
センター

音楽療法による
認知症予防の教室

健康ひろば
（音楽編）
65歳以上の方

40人7月21日㈭
10時～11時30分

6月28日㈫から
（先着順）

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。生後28日以内の方は、助産師の新生児訪問もありますので、
健康づくり課へご連絡ください。
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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

きれいなごみ集積所を維持しましょう
廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

ごみ集積所の位置が分らないときは？

ごみを出す際に気を付けることは？

動物からの被害を防ぐためには？

一戸建て住宅にお住まいの方 共同住宅にお住まいの方

 現在ごみ集積所は市内に約3,600カ所あり、自治会などが管理している集積所
と、管理会社や所有者の方が管理している共同住宅などの集積所があります。き
れいな集積所を維持していくため、皆さんのご協力をお願いします。

所属されている自治会などへお問い合わ
せください。

管理会社や所有者へお問い合わせくだ
さい。

　普段からごみの出し方に気を付けるだけで、猫やカラスなどの動物
に集積所を荒らされないようにできます。

　生ごみは水気を切る
　水気を切ると、ごみのにおいを抑えることができます。
　曜日・時間を守る
　収集日前日の夜間にごみを出すと、猫やカラスなどの
被害に遭いごみが散乱したりします。ごみの散乱を防ぐ
ためにも、収集日の当日朝8時までに出しましょう。
　ネットで覆う
　ネットをかけることで、簡易的かつ低コストでごみの散乱
を防ぐことができます。ネットの網目は、できるだけ細か
いものにし、ごみ袋がはみ出さないように全体を覆いま
しょう。重りをつけると、隙間からの進入を防ぐこともで
きます。

・「家庭ごみの分け方・出し方」 を参考に分別してください。
　　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8101.html
・曜日・時間（収集日当日の朝8時まで）を守ってください。
・市認定ごみ袋に入れ、袋の口を結んで出してください。
・粗大ごみ（市認定のごみ袋に入らないもの、単品で5kg以上のもの）
は集積所に出せません。粗大ごみ受付センター(　382-7646)で戸
別回収の申し込みをしていただくか、直接処理場へ持ち込んでくださ
い。

・一度に大量のごみを出さないでください （1回5袋まで）。
※草刈りなどをして一度に大量のごみが出る場合は、分別して直接処理場へ
持ち込んでください。

1

2

3
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バスケットボール

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

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

　　　9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～12：00

1・2・4～9・11～16・18～21・25～31日
3・17・24日

10・23日

22日
2・9・16・30日
3・17・23・24日
4・5・7・11・12・14・18・19・21・25～28・31日
6日

10日

13・20日

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

1・2・4・5・9・11・12・16・18・19・25・26・30・31日
3・17・24日
8・15・29日

10・23日

22日
1・6～8・13・14・20・21・27～29日
2・9・16・23・30日
15日
22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

●AGF鈴鹿体育館 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

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

1・8日
6・13・15～17・20日
19日
4・5日
2・8・20日
3・15・31日
4日
14・16・21・24・30日
22日

25日
1・4・7・17・19・23・29日
2日
5・12・18日
6・13日
30日
7・14日
12日
18・23・29～31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

海の日

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

1・7・8・13～16・21・27・29・30日
2～5・12・18・19日
9・23日
10日
17・26・31日
26・28日

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

1・3～5・7・8・12・14・15・18・19・21・22・26・28・29・31日
2・9・23・24・30日
6・13・20・27日
10・16・17日

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

1・6・13・20・27日
2・9・16・23・30日
3・17・31日
4・8・10・15・18・22・24・29日
5・7・12・14・19・21・26・28日

9：00～21：00
18：00～21：00

1・2・4～10・12～24・26～31日
3日

●休館日　金曜日、5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

※18日㈪は祝日のため、19日㈫に巡回日を変更します。（時間の変更はありません）

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　4日㈪・5日㈫・6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 1・8・22・29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） 11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・29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、司法書士、土地家屋調査士が予約制となっています。

7日◎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

◎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

13日㈬
27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

4日㈪
19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

14日㈭
28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

11日㈪
25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

31

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

日

休館日　11日㈪ 休館日　11日㈪・・25日㈪

6日㈬
20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階おはなしのへや）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

椿公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221411日

※相談希望の方は、事前にお問い合せください。
※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

7日㈭
21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

安藤広重などの版画を展示しています

当時の面影のまま残る本堂

〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219　   

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［5月31日現在］

5
広報すずか　2016年6月20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　 http：//www.city.suzuka.lg.jp/
johoseisaku＠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/1件、うち建物1件（9件、6件減） 出動数/666件（3,646件、125件増）

人口/200,281人（55人減） 男性/99,937人（9人増） 女性/100,344人（64人減） 世帯数/83,388世帯（増減なし）

事故数/493件、うち人身事故67件（2,722件、96件増） 死者数/0人（3人、2人増） 傷者数/100人（443人、15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

レトロ建物
空間

○7月 1日㈮～15日㈮…Ｆ１ＧＰ鈴鹿市民応援席 
○7月16日㈯～31日㈰…施設紹介「河川防災センター」
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）
※7月15日以降、四日市の霞ヶ浦野球場から高校野球の
　中継があるときは、17時50分と20時からの放送になります。
※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。

石薬師寺

〒513-0012 
石薬師町1番地
374-0394
8時～17時
必要
無料（本堂内拝は300円）

本堂内も見ていただけます

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

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　福田 寛随さん

　県指定の文化財で、多くの方に知っていた
だきたくてまちかど博物館に登録しました。安
藤広重の「東海道五十三次」にも描かれてい
て、当時は旅の安全祈願に立ち寄られていまし
た。その版画などを展示しており、本堂内もご
案内します。春には蒲桜、秋には紅葉を楽しめ
ます。
　本堂は江戸時代初期の建物では日本最古の
ものになります。当時の雰囲気を感じていただ
けますので、歴史や昔の建物が好きな方は、ぜ
ひ一度ご来館ください。

佐々木信綱
記念館

三重銀行

JA

１

石薬師小学校南

石薬師町




