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市民の声
災害時の避難場所

　妊娠・出産・産休の取得など
を理由に解雇すること、退職を
強要すること、契約を更新しな
いことなどは、男女雇用機会均
等法などで禁止されています。
妊娠などを理由に不利益取扱
いを受けたり、困ったことがあっ
たら、三重労働局へご相談くだ
さい。相談は無料で、匿名でも
できます。
問合せ　三重労働局雇用環境・
均等室( 　059-226-2318)

　

　鈴鹿8時間耐久ロードレース
前夜祭として、交通安全啓発車
両を配備し、全国各地から集ま
ったバイクが、鈴鹿サーキットの
8耐前夜祭会場に向けて日本
最大級の交通安全パレードを
行います。パレードコースや周
辺道路は、18時15分から交通
規制により渋滞が予想されます。
会場周辺の皆さんには、大変ご

迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願いします。
と　き　 7月3 0日㈯1 3時～
19時

※パレードは18時15分出発予定
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンタ
ー駐車場から鈴鹿サーキットま
で (下記の地図参照) 

問合せ　鈴鹿商工会議所青年
部(高橋、山西、宮崎　382

　-3222)

「妊娠したから解雇」は
違法です　三重労働局に

ご相談ください
産業政策課　 382-8698　 382-0304

バイクであいたいパレードが
行われます
地域資源活用課

　 382-9020　 382-0304
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　鈴鹿らしい景観を実現す
るため、平成23年1月に景観
法に基づく「鈴鹿市景観づく
り条例」と「鈴鹿市景観計
画」の運用を開始しました。
その後5年が経過し、関連計
画の改定や、社会動向の変
化、景観法・屋外広告物法の
運用上の課題が生じてきたこ
とから、計画を改定して解決
を図るために「鈴鹿市景観計
画(改定案)」を取りまとめま
した。皆さんのご意見をお寄
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
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　8月1日㈪～31日㈬ 
(当日消印有効)

閲覧場所　都市計画課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　件名「鈴鹿市景観
計画(改定案)への意見」、
住所、氏名、意見を記入の
上、直接または、ファクス、電
子メール、郵送で都市計画課
(〒513-8701 (住所不要))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
ページなどで10月下旬ごろ
に公表します。個別には回答
しません。

と　き　8月9日㈫ 13時30分
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13時から13時
15分まで、会場で受け付け

　鈴鹿市交通安全計画策定
のために開催します。
と　き　7月26日㈫13時30
分から

ところ　保健センター2階会
議室(西条5-118-3)

定　員　5人(希望者多数の
場合は抽選)

申込み　当日13時5分から13
時20分まで、会場で受け付け

と　き　8月12日㈮14時から
ところ　市役所本館11階教
育委員会室

定　員　10人(希望者多数の
場合は抽選)

受　付　当日13時から13時
50分まで、教育総務課で傍
聴券を配布

　教育委員会では、教育行政
事務の管理執行状況につい
て自己点検および評価を行

い、その結果に関する報告書
を議会に提出するとともに、ホ
ームページなどで公表してい
ます。その報告書を作成する
ための協議の場を、教育委員
会懇談会と位置付けて開催
します。
と　き　8月12日㈮教育委員
会定例会終了後

ところ　市役所本館11階教
育委員会室

定　員　10人(希望者多数の
場合は抽選)

受　付　教育委員会定例会終
了後、会場で傍聴券を配布

対　象　昭和31年4月2日以
降生まれの、調理師免許、
栄養士免許のいずれかを取
得または、給食調理現場で
の勤務経験を有する方

定　員　1人
勤務条件　給与は15万4,300
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。雇用期間は、雇用
した日(平成28年9月採用予
定)から平成29年3月31日
まで

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程
に準じます。

勤務場所　小学校調理室(市
内1 9カ所 )または学校給
食センター(岡田町 )のい
ずれか

申込み　7月20日㈬から8月1
日㈪まで(土・日曜日を除く8
時30分～17時15分)に、採
用試験申込書を直接または
郵送(受付期間内に必着)
で、学校教育課(〒513-8701

(住所不要))へ
※採用試験申込書は、直接または
郵送で学校教育課へ請求して
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
記入し、92円切手を貼った12
ｃｍ×23ｃｍ程度)を必ず同封
してください。
◆採用試験
と　き　8月7日㈰
ところ　第二学校給食センタ
ー(稲生4-2-50)

内　容　個別面接、実技試験

対　象　次のいずれにも該当
する方

・社会福祉士資格を取得して
いる方

・福祉関係の職場で1年以上
の実務経験がある方

・昭和31年4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第16条
の欠格条項に該当しない方

・パソコン操作(入力、検索な
ど)ができる方
勤務内容　生活困窮者からの
各種生活相談業務、適正な
助言および指導業務

勤務条件　給与は18万3,300
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。

定　員　1人
申込み　7月21日㈭から8月
10日㈬まで(土・日曜日を
除く8時 3 0分～1 7時 1 5
分 )に、採用試験申込書と
受験票に必要事項を記入
の上、直接または郵送で保
護課(〒513 -8701 (住所
不要))へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で保護課へ請求して
ください。郵送の場合は、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(宛先を記
入し、9 2 円 切 手を貼った
12cm×23cm程度)を必ず
同封してください。

◆採用試験　　

と　き　8月20日㈯9時30
分から

ところ　市役所本館1階106
ミーティングルーム
内　容　個別面接　

　市内で開催される多くの
人が集まるイベントやスポー
ツ大会などの会場で、参加者
が突然の心肺停止状態に陥
ったときの応急処置に備える
ために、AEDを貸し出してい
ます。
対　象　原則として、AEDが
設置されていない市内の
会場でイベントなどを行
い、主催者側に心肺蘇生
法講習を受講した人がい
る団体に所属する20歳以
上の方

※運転免許証など本人確認でき

るものをお持ちください。
貸出期間　7日間以内（夏季は
3日間以内）

貸出場所　中央消防署(飯野
寺家町 2 1 7 - 1 　 3 8 2 -

　9165)
申込み　使用日の2カ月前以
降に、申請書に記入の上、
中央消防署へ。申請書は
市ホームページでも入手で
きます。

※希望日が重複した場合は、申し
込み順のほか、団体の公共性・
必要性でお貸しする団体を決
定させていただきます。

※貸出中は常に良好な状態で管
理・使用してください。故意また
は過失により破損などが生じ
た場合は、原状回復を行ってい
ただきます。

◆休日窓口
と　き　7月31日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7月28日㈭・29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。

鈴鹿市景観計画(改定案)
への意見を募集します

都市計画課
　 382-9024　 384-3938

toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市行財政改革
推進委員会を傍聴できます
行政経営課　 382-9005　 382-9040

教育委員会懇談会を
傍聴できます

教育総務課　 382-7617　 383-7878

小学校給食嘱託調理員を
募集します

学校教育課 　382-1214 　382-9054

鈴鹿市交通安全対策会議を
傍聴できます
交通防犯課

　 382-9022　 382-7603

教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課 　382-7617 　383-7878
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と　き　8月9日㈫ 13時30分
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13時から13時
15分まで、会場で受け付け

　鈴鹿市交通安全計画策定
のために開催します。
と　き　7月26日㈫13時30
分から

ところ　保健センター2階会
議室(西条5-118-3)

定　員　5人(希望者多数の
場合は抽選)

申込み　当日13時5分から13
時20分まで、会場で受け付け

と　き　8月12日㈮14時から
ところ　市役所本館11階教
育委員会室

定　員　10人(希望者多数の
場合は抽選)

受　付　当日13時から13時
50分まで、教育総務課で傍
聴券を配布

　教育委員会では、教育行政
事務の管理執行状況につい
て自己点検および評価を行

い、その結果に関する報告書
を議会に提出するとともに、ホ
ームページなどで公表してい
ます。その報告書を作成する
ための協議の場を、教育委員
会懇談会と位置付けて開催
します。
と　き　8月12日㈮教育委員
会定例会終了後

ところ　市役所本館11階教
育委員会室

定　員　10人(希望者多数の
場合は抽選)

受　付　教育委員会定例会終
了後、会場で傍聴券を配布

対　象　昭和31年4月2日以
降生まれの、調理師免許、
栄養士免許のいずれかを取
得または、給食調理現場で
の勤務経験を有する方

定　員　1人
勤務条件　給与は15万4,300
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。雇用期間は、雇用
した日(平成28年9月採用予
定)から平成29年3月31日
まで

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程
に準じます。

勤務場所　小学校調理室(市
内1 9カ所 )または学校給
食センター(岡田町 )のい
ずれか

申込み　7月20日㈬から8月1
日㈪まで(土・日曜日を除く8
時30分～17時15分)に、採
用試験申込書を直接または
郵送(受付期間内に必着)
で、学校教育課(〒513-8701

(住所不要))へ
※採用試験申込書は、直接または
郵送で学校教育課へ請求して
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
記入し、92円切手を貼った12
ｃｍ×23ｃｍ程度)を必ず同封
してください。
◆採用試験
と　き　8月7日㈰
ところ　第二学校給食センタ
ー(稲生4-2-50)

内　容　個別面接、実技試験

対　象　次のいずれにも該当
する方

・社会福祉士資格を取得して
いる方

・福祉関係の職場で1年以上
の実務経験がある方

・昭和31年4月2日以降生ま
れで、地方公務員法第16条
の欠格条項に該当しない方

・パソコン操作(入力、検索な
ど)ができる方
勤務内容　生活困窮者からの
各種生活相談業務、適正な
助言および指導業務

勤務条件　給与は18万3,300
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。

定　員　1人
申込み　7月21日㈭から8月
10日㈬まで(土・日曜日を
除く8時 3 0分～1 7時 1 5
分 )に、採用試験申込書と
受験票に必要事項を記入
の上、直接または郵送で保
護課(〒513 -8701 (住所
不要))へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で保護課へ請求して
ください。郵送の場合は、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(宛先を記
入し、9 2 円 切 手を貼った
12cm×23cm程度)を必ず
同封してください。

◆採用試験　　

と　き　8月20日㈯9時30
分から

ところ　市役所本館1階106
ミーティングルーム
内　容　個別面接　

　市内で開催される多くの
人が集まるイベントやスポー
ツ大会などの会場で、参加者
が突然の心肺停止状態に陥
ったときの応急処置に備える
ために、AEDを貸し出してい
ます。
対　象　原則として、AEDが
設置されていない市内の
会場でイベントなどを行
い、主催者側に心肺蘇生
法講習を受講した人がい
る団体に所属する20歳以
上の方

※運転免許証など本人確認でき

るものをお持ちください。
貸出期間　7日間以内（夏季は
3日間以内）

貸出場所　中央消防署(飯野
寺家町 2 1 7 - 1 　 3 8 2 -

　9165)
申込み　使用日の2カ月前以
降に、申請書に記入の上、
中央消防署へ。申請書は
市ホームページでも入手で
きます。

※希望日が重複した場合は、申し
込み順のほか、団体の公共性・
必要性でお貸しする団体を決
定させていただきます。

※貸出中は常に良好な状態で管
理・使用してください。故意また
は過失により破損などが生じ
た場合は、原状回復を行ってい
ただきます。

◆休日窓口
と　き　7月31日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7月28日㈭・29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。

嘱託職員(相談支援員)を
募集します

保護課　 382-7640　 382-7607

自動体外式除細動器(AED)
を貸し出します

中央消防署  　382-9165  　382-9166

電　話 電子メール ホームページファクス

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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◆「無料で点検」のはずが浄水
器を買うハメに

事　例　「浄水器は点検が必
要です。無料でできます」と
電話があり、無料ならよいと
思い来てもらうことにした。
点検後、「サビだらけなので
買い換えたほうがよい」と言
われ高額な浄水器を購入し
てしまった。
  「無料で点検します」と訪問
し、点検後に消費者の不安を
あおり、製品を購入させる手
口です。
〇その場で契約せずにいった
ん帰ってもらい、家族や周
囲の人に相談しましょう。

〇必要がなければきっぱり断
りましょう。
〇契約してしまっても、クーリ
ング・オフなどができる場合
があります。鈴鹿亀山消費
生活センターにご相談くだ
さい。
◆自治体の消費生活センター
だと思ったら調査会社から
費用請求

事　例　アダルトサイトで再生
ボタンを押したら突然「登録

完了しました。登録料10万
円を支払うように」と表示さ
れた。退会しようと業者に電
話をすると「すでに登録に
なっている。17時までに振り
込むように」と言われたた
め、慌てて「消費者センタ
ー」をインターネットで検索
し、画面の上位に表示され
た相談窓口に電話をした。
ところがそこは民間の調査
会社のようで、「至急契約
書をFAXで返送し5万円払
えば対処してあげる」と言
われた。

○インターネットで検索する際
には、「広告」と「検索結果」
の違いに気を付けましょう。

○「消費生活センター」を検
索する際には、本当に消費
生活センターか確認しまし
ょう。
○公的な相談窓口である、自
治体が設置している消費生
活センターでは、相談に際し
て費用が発生することはあり
ません。「解決に必要」など
と言われて費用を請求され
たら、それは公的な消費生
活センターではありません。

○すぐに契約・送金はせず、鈴
鹿亀山消費生活センターに
ご相談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター(　375-7611 月曜

日～金曜日(祝日除く) 9時～
16時)

　東日本大震災や熊本地震
では、水道水の断水により、
長期間にわたって水の確保が
できず、不便な生活が続きま
した。大規模災害に備え、トイ
レの排水や清掃などに使う生
活用水を確保することは重要
な課題です。この対策として、
災害時に近隣の被災者へ井
戸水を提供していただける方
や企業を募集します。
対　象　次のいずれにも該当
するもの　　　　

・市内にあり、使用できる状態
のもの

・災害時に無償で井戸水を提
供していただけるもの

・ポンプ、つるべなどが設置さ
れているもの

・井戸枠や蓋などがあり、安
全に使用できるもの

・所有者管理の範囲内にある
もの
・井戸の所在地などを、市ホ
ームページへ掲載したり、地
域の自主防災組織へ情報
提供することに同意してい
ただける方

申込み　防災危機管理課へご
連絡ください。井戸を調査さ
せていただいた後、登録届
出書を提出してください。

※登録後、「災害時協力井戸」の
標識を送付します。

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時の
避難路を確保するため、ブロ
ック塀の除却に対して助成を
行っています。
対　象　公道(セットバックが
必要な道路を除く)に面し、
高さが1ｍを超えるブロック
塀など

助成額　市の職員が現場確認
をした上で、市の積算に基づ
いた除却費を算出し、算出
額の2分の1(限度額あり)を
助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

　鈴鹿市、鈴鹿医療科学大
学、日清オイリオグループ株式
会社が連携して行う取り組み
で、説明会を開催します。
対　象　市内在住・在勤で、平
成28年4月1日現在60歳以
上80歳未満の方

※当初65歳以上80歳未満とし
ていましたが、変更しました。

※この他にも要件がありますの
で、詳しくはお問い合わせいた

だくか、市ホームページトピッ
クスをご覧ください。
◆説明会
と　き　8月12日㈮10時か
ら、13時から
ところ　市民会館
申込み　8月10日㈬までに電
話で産業政策課へ

悪質商法などに
注意してください
鈴鹿亀山消費生活センター
　 375-7611 　370-2900

災害時協力井戸を
募集します
防災危機管理課

 　 382-9968 　382-7603

4 2016・7・20

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。



完了しました。登録料10万
円を支払うように」と表示さ
れた。退会しようと業者に電
話をすると「すでに登録に
なっている。17時までに振り
込むように」と言われたた
め、慌てて「消費者センタ
ー」をインターネットで検索
し、画面の上位に表示され
た相談窓口に電話をした。
ところがそこは民間の調査
会社のようで、「至急契約
書をFAXで返送し5万円払
えば対処してあげる」と言
われた。

○インターネットで検索する際
には、「広告」と「検索結果」
の違いに気を付けましょう。

○「消費生活センター」を検
索する際には、本当に消費
生活センターか確認しまし
ょう。
○公的な相談窓口である、自
治体が設置している消費生
活センターでは、相談に際し
て費用が発生することはあり
ません。「解決に必要」など
と言われて費用を請求され
たら、それは公的な消費生
活センターではありません。

○すぐに契約・送金はせず、鈴
鹿亀山消費生活センターに
ご相談ください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター(　375-7611 月曜

日～金曜日(祝日除く) 9時～
16時)

　東日本大震災や熊本地震
では、水道水の断水により、
長期間にわたって水の確保が
できず、不便な生活が続きま
した。大規模災害に備え、トイ
レの排水や清掃などに使う生
活用水を確保することは重要
な課題です。この対策として、
災害時に近隣の被災者へ井
戸水を提供していただける方
や企業を募集します。
対　象　次のいずれにも該当
するもの　　　　

・市内にあり、使用できる状態
のもの

・災害時に無償で井戸水を提
供していただけるもの

・ポンプ、つるべなどが設置さ
れているもの

・井戸枠や蓋などがあり、安
全に使用できるもの

・所有者管理の範囲内にある
もの
・井戸の所在地などを、市ホ
ームページへ掲載したり、地
域の自主防災組織へ情報
提供することに同意してい
ただける方

申込み　防災危機管理課へご
連絡ください。井戸を調査さ
せていただいた後、登録届
出書を提出してください。

※登録後、「災害時協力井戸」の
標識を送付します。

　災害時におけるブロック塀
などの倒壊事故を未然に防
ぎ、通行人の安全と災害時の
避難路を確保するため、ブロ
ック塀の除却に対して助成を
行っています。
対　象　公道(セットバックが
必要な道路を除く)に面し、
高さが1ｍを超えるブロック
塀など

助成額　市の職員が現場確認
をした上で、市の積算に基づ
いた除却費を算出し、算出
額の2分の1(限度額あり)を
助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを
壊す前に行ってください。

　鈴鹿市、鈴鹿医療科学大
学、日清オイリオグループ株式
会社が連携して行う取り組み
で、説明会を開催します。
対　象　市内在住・在勤で、平
成28年4月1日現在60歳以
上80歳未満の方

※当初65歳以上80歳未満とし
ていましたが、変更しました。

※この他にも要件がありますの
で、詳しくはお問い合わせいた

だくか、市ホームページトピッ
クスをご覧ください。
◆説明会
と　き　8月12日㈮10時か
ら、13時から
ところ　市民会館
申込み　8月10日㈬までに電
話で産業政策課へ

食生活と健康増進の
関係について調査しますので
協力してくださる方を

募集します
産業政策課　 382-9045　 382-0304

電　話 電子メール ホームページファクス

公道に面したブロック塀
などの除却工事費用の
一部を助成します

建築指導課　 382-9048　 384-3938

申請場所対象 対象の認定証

保険年金課
住民税課税世帯70歳未満

の方

70歳以上
75歳未満
の方

限度額適用認定証

住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

保険年金課
地区市民
センター

住民税非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証

保険年金課 　382-7605 　382-9455

鈴鹿市国民健康保険｢限度額適用認定証｣｢限度額適用・
標準負担額減額認定証｣の申請は毎年必要です

　現在発行している認定証の有効期限は7月31日㈰です。8月以
降も認定証の交付を希望される方は、新たに申請が必要となります
ので、ご注意ください。

※申請には、運転免許証など本人確認できるものと、個人番号（マイナン
バー）が確認できるものが必要です。

※70歳未満の方の場合、保険税に未納があると交付できません。
※地区市民センターで申請の場合、認定証は後日郵送します。

2016・7・20 5

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ



　

　夏季は、冷房の利用などで
エネルギー消費が増大します。
特に、日中(13時～16時ごろ)
に最大となる傾向にあり、その
うちエアコンが全体の約半分
を占めています。熱中症などに
十分注意し、無理のない範囲
での節電・省エネの取り組みを
お願いします。
◆主な取り組み例
・室温は28℃を目安に
・「すだれ」や「よしず」などで
窓からの日差しを和らげる

・無理のない範囲でエアコン
を消し、扇風機を使用する
・日中は不要な照明を消す
・冷蔵庫の設定を「強」から
「中」に変え、扉を開ける
時間をなるべく減らし、食
品を詰め込み過ぎないよう
にする
・テレビを省エネモードに設
定するとともに、画面の輝
度を下げ、必要な時以外は
消す

・リモコンの電源ではなく、本
体の主電源を切る

・長時間使わない機器はコン
セントからプラグを抜く

　　

　マイナンバーカードの交付
準備ができた方へ、順次交付
通知書をお送りしています。こ

の通知書が届いていて、まだ
カードを受け取っていない方
は、同封の案内をよく確認の
上、インターネットまたは電話
で受取日時を予約し、交付窓
口(市役所本館1階15番窓口)
へお越しください。
インターネットでの予約　　
　　https://suzuka.secure.
　force.com (24時間受付)
電話での予約　
　　327-5056(平日8時30
分～17時15分)

※窓口での手続きに要する時間
は10分～20分程度です。

※平日の午後が比較的空いてい
ます。

※7月と8月は日曜日(第3日曜日
を除く)の午後も交付窓口を開
設しています。日曜日は、すぐ
に予約枠が埋まりますので、早
めに予約してください(4週間
先まで予約できます)。

　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。
対　象　市内在住・在勤の方
で、人権意識を高めたいと
考えている方

とき・ところ
○部落解放研究第50回全国
集会(奈良県)

  10月18日㈫～20日㈭
○第68回全国人権・同和教育
研究大会(大阪府)

  11月26日㈯・27日㈰
○第31回人権啓発研究集会
(愛知県)

  平成29年2月2日㈭・3日㈮
定　員　若干名
※予算の範囲内で、応募者多数
の場合は抽選します。

申込み　8月19日㈮まで(当日
消印有効)に、申込用紙に必
要事項を記入の上、直接ま
たは郵送で人権政策課へ

※申込用紙は人権政策課にあり
ます。

※研修後、必ず報告書を提出して
ください。

　お子さんの大切なおもちゃ
の修理などの相談に、おもち
ゃドクターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共
にお持ち込みください。当日
都合の悪い方は、事前に廃
棄物対策課にお持ちくださ
い。
　修理後は、廃棄物対策課
まで取りに来ていただきま
す。当日修理が完了したもの
は、当日お渡しすることもでき
ます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。

と　き　8月7日㈰ 1 0 時～
13時

ところ　図書館本館2階視聴
覚室

※修理できないものがあり、テレ
ビゲーム・キッズコンピュータ
ー、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器(電子ピ
アノ・笛・ハーモニカほか)など
は修理できません。

対　象　発達に課題のある子
ども(0歳～18歳)の保護者

と　き　8月22日㈪、9月26日
㈪、10月31日㈪、11月28日
㈪、平成29年1月30日㈪、2
月27日㈪ 10時～12時

ところ　子育て応援館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

　三重県青年司法書士協議
会と全国青年司法書士協議会
が、養育費に関する面談と電
話による相談会を開催します。
相談は無料で、秘密は厳守し
ます。
と　き　8月7日㈰ 1 0時～
16時

ところ　三重県司法書士会
(津市丸之内養正町17-17)

電話相談専用番号　 　 　
　 0120-567-301

申込み　不要
問合せ　三重県青年司法書士
協議会(小野　 0598-30-

　6061)

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業のための外部積
立型の国の退職金制度で、次
のメリットがあります。
○新規に加入する事業主に対
して1年間掛金の一部を国
と市が助成します。
○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円
を超える法人の法人事業税に
は、外形標準課税が適用され
ます。
○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況
や退職金試算額を事業主に
お知らせします。
○他の退職金制度や企業年
金制度などへの持ち運びも
できます。
問合せ　 中小企業退職金共
済事業本部(　03-6907-

　1234)、中退共名古屋コー
ナー(　 052-856-8151)

　8月は北方領土問題に対
する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還
要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調
月間です。
　内閣府では、若い世代への
啓発活動として、SNS(ソーシ
ャル・ネットワーキング・サービ
ス)を活用しての広報・啓発活
動の周知や、北方領土問題を

啓発するキャラクターである
「エリカちゃん」の動画および
学習コンテンツの配信などを
行っています。
フェイスブック
　　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.
　erika
ツイッター
　　h t t p s : / / t w i t t e r .
 c om / h o p p o u _ e r i k a
※詳しくは、内閣府ホームページ
をご覧ください。

　航空学生・一般曹候補生・自
衛官候補生の採用制度や、防
衛大学校など自衛隊に関する
情報を自衛官が説明します。
と　き　8月2日㈫・23日㈫
10時～16時

※随時受け付けて説明します。
ところ　市役所本館1階105
相談室

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)

 

と　き　10月7日㈮～9日㈰
のうち、ご都合のよい日

ところ　白子駅前または鈴鹿
サーキット稲生駅

定　員　45人(先着順)
申込み・問合せ　8月19日㈮ま
でに、電話・ファクスで鈴鹿
商工会議所(  382-3222

     383-7667)へ

夏季の節電・省エネ対策に
ご協力を

環境政策課 　382-7954 　382-2214

マイナンバーカードを
申請された方へ

戸籍住民課 　382-9013 　382-7608

トイなおす(おもちゃ病院)
を開設します
廃棄物対策課

　 382-7609 　382-2214

人権啓発・人権教育研修会
などに参加しませんか

人権政策課　 382-9011　 382-2214
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の通知書が届いていて、まだ
カードを受け取っていない方
は、同封の案内をよく確認の
上、インターネットまたは電話
で受取日時を予約し、交付窓
口(市役所本館1階15番窓口)
へお越しください。
インターネットでの予約　　
　　https://suzuka.secure.
　force.com (24時間受付)
電話での予約　
　　327-5056(平日8時30
分～17時15分)

※窓口での手続きに要する時間
は10分～20分程度です。

※平日の午後が比較的空いてい
ます。

※7月と8月は日曜日(第3日曜日
を除く)の午後も交付窓口を開
設しています。日曜日は、すぐ
に予約枠が埋まりますので、早
めに予約してください(4週間
先まで予約できます)。

　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。
対　象　市内在住・在勤の方
で、人権意識を高めたいと
考えている方

とき・ところ
○部落解放研究第50回全国
集会(奈良県)

  10月18日㈫～20日㈭
○第68回全国人権・同和教育
研究大会(大阪府)

  11月26日㈯・27日㈰
○第31回人権啓発研究集会
(愛知県)

  平成29年2月2日㈭・3日㈮
定　員　若干名
※予算の範囲内で、応募者多数
の場合は抽選します。

申込み　8月19日㈮まで(当日
消印有効)に、申込用紙に必
要事項を記入の上、直接ま
たは郵送で人権政策課へ

※申込用紙は人権政策課にあり
ます。

※研修後、必ず報告書を提出して
ください。

　お子さんの大切なおもちゃ
の修理などの相談に、おもち
ゃドクターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共
にお持ち込みください。当日
都合の悪い方は、事前に廃
棄物対策課にお持ちくださ
い。
　修理後は、廃棄物対策課
まで取りに来ていただきま
す。当日修理が完了したもの
は、当日お渡しすることもでき
ます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。

と　き　8月7日㈰ 1 0 時～
13時

ところ　図書館本館2階視聴
覚室

※修理できないものがあり、テレ
ビゲーム・キッズコンピュータ
ー、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器(電子ピ
アノ・笛・ハーモニカほか)など
は修理できません。

対　象　発達に課題のある子
ども(0歳～18歳)の保護者

と　き　8月22日㈪、9月26日
㈪、10月31日㈪、11月28日
㈪、平成29年1月30日㈪、2
月27日㈪ 10時～12時

ところ　子育て応援館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

　三重県青年司法書士協議
会と全国青年司法書士協議会
が、養育費に関する面談と電
話による相談会を開催します。
相談は無料で、秘密は厳守し
ます。
と　き　8月7日㈰ 1 0時～
16時

ところ　三重県司法書士会
(津市丸之内養正町17-17)

電話相談専用番号　 　 　
　 0120-567-301

申込み　不要
問合せ　三重県青年司法書士
協議会(小野　 0598-30-

　6061)

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業のための外部積
立型の国の退職金制度で、次
のメリットがあります。
○新規に加入する事業主に対
して1年間掛金の一部を国
と市が助成します。
○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円
を超える法人の法人事業税に
は、外形標準課税が適用され
ます。
○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況
や退職金試算額を事業主に
お知らせします。
○他の退職金制度や企業年
金制度などへの持ち運びも
できます。
問合せ　 中小企業退職金共
済事業本部(　03-6907-

　1234)、中退共名古屋コー
ナー(　 052-856-8151)

　8月は北方領土問題に対
する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還
要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調
月間です。
　内閣府では、若い世代への
啓発活動として、SNS(ソーシ
ャル・ネットワーキング・サービ
ス)を活用しての広報・啓発活
動の周知や、北方領土問題を

啓発するキャラクターである
「エリカちゃん」の動画および
学習コンテンツの配信などを
行っています。
フェイスブック
　　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.
　erika
ツイッター
　　h t t p s : / / t w i t t e r .
 c om / h o p p o u _ e r i k a
※詳しくは、内閣府ホームページ
をご覧ください。

　航空学生・一般曹候補生・自
衛官候補生の採用制度や、防
衛大学校など自衛隊に関する
情報を自衛官が説明します。
と　き　8月2日㈫・23日㈫
10時～16時

※随時受け付けて説明します。
ところ　市役所本館1階105
相談室

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)

 

と　き　10月7日㈮～9日㈰
のうち、ご都合のよい日

ところ　白子駅前または鈴鹿
サーキット稲生駅

定　員　45人(先着順)
申込み・問合せ　8月19日㈮ま
でに、電話・ファクスで鈴鹿
商工会議所(  382-3222

     383-7667)へ

自衛隊採用制度説明会を
開催します

戸籍住民課 　382-9013 　382-7608

F1開催時の通訳
ボランティアを募集します

地域資源活用課
 　382-9020　 382-0304

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

中小企業退職金
共済制度のご案内

産業政策課　 382-8698　 382-0304

司法書士による養育費に
関する相談会 

市民対話課　 382-9004　 382-7660

電　話 電子メール ホームページファクス

8月は北方領土返還運動
全国強調月間です

総合政策課　 382-9038　 382-9040
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　トライアルやモトクロスプロラ
イダーのデモ走行を見学した
り、ご自身の自転車に乗ってオ
フロードコースで遊んでいただ
き、面白さを知っていただく体
験型イベントです。
　デモ走行ではモトクロス全
日本チャンピオンの小島庸平
選手、トライアル全日本チャン
ピオン小川友幸選手の迫力あ
る走りを目の前でご覧いただ
けます。
と　き　9月18日㈰10時～15時
ところ　フジコウオフロードパ
ーク(住吉町8440)

定　員　60人(先着順)
参加料　無料
持ち物　自転車、ヘルメット、
手袋(レンタル有)

申込み・問合せ　9月9日㈮ま
でに、電話・ファクス・電子メ
ールで、㈱フォーティーフォー
( 下 野　 3 9 5 - 6 6 4 4 　
395-6645 　m.shimono

　@seizo-web.com　http:
　//44company . com/
  archives/1268)へ
※デモ走行の見学は申込不要
※天候により中止になる場合が
あります。

　東海3県各消防本部の救助
のスペシャリストが本市に集ま
り、人命救助技術を競う大会
が開催されます。上位入賞チ
ームは8月に愛媛県で開催さ
れる全国大会への出場権が得
られます。
と　き　7月26日㈫9時15分
～15時(荒天順延27日㈬)

ところ　県消防学校(石薬師
町452)

◆シャトルバスをご利用くだ
さい

　会場周辺の駐車場は混雑
が予想されます。河川防災セ
ンター(庄野町981-1、駐車場
あり)、JR河曲駅、近鉄鈴鹿市
駅から随時運行(8時30分～
16時)されるシャトルバスをご
利用ください。

   

対　象　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴)

と　き　8月13日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　望遠鏡を使って土星
など、星空観測をします。
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　小学生以上(小学生
は保護者同伴)

と　き　8月21日㈰10時～12時
※雨天や水量が多い場合は内容
を変更します。

ところ　鈴鹿高等学校、鈴鹿
川(庄野橋付近)

内  容　鈴鹿高等学校自然科
学部の皆さんと一緒に実際
に鈴鹿川に入って、タモ網を
使った魚の採集方法や観察
方法を学びます。

講  師　西飯信一郎さん(鈴鹿
高等学校自然科学部顧問)

参加料　無料
定　員　40人(先着順)
申込み　8月10日㈬17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を、電話・フ
ァクス・電子メールで環境政
策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

　市内の幼稚園・小中学校の
教職員が集い、学校、保護者、
地域住民みんなが関わる、一
人一人の子どもに居場所があ
る学校づくりについて学びま
す。一般の方も参加できますの
で、ぜひお越しください。
と　き　8月17日㈬13時30
分～16時

ところ　市民会館
内　容　講演「『みんなの学
校』が教えてくれたこと～学
び合いと育ち合いを見届け
た3290日～」
講　師　木村泰子さん(元大
阪市立大空小学校長)

※手話通訳と要約筆記があります。

　三重県産間伐材を使った卓
上小物ラック(引き出し付)を作
ります。
対　象　小学生(保護者同伴)
と　き　8月6日㈯ 10時～12
時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住吉
町南谷口)

※受付事務所集合
定　員　30人(先着順)
参加料　200円(材料費)
申込み　電話で鈴鹿青少年の森 へ

　自然を楽しみ、自然と遊び、
自然の豊かさを学習します。
※雨天の場合は内容を変更し
ます。
対　象　小学生・親子(2年生
以下の場合は保護者同伴)

と　き　8月20日㈯ 9時～12時
(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住吉
町南谷口)

※受付事務所集合
講　師　冬柴豊さん(三重県
シェアリングネイチャー協会)
参加料　無料
定　員　30人(先着順)
持ち物　動きやすく汚れてもよ
い服装、バンダナ(大きめの
ハンカチ)、飲み物

申込み　電話で鈴鹿青少年の森へ

　バレエ・フィットネス・ヨガを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①小学生～一般女性、
②赤ちゃん～園児の親子

と　き　8月5日㈮・12日㈮
①9時45分～10時45分、
②11時～12時

ところ　三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669)

定　員　①各20人、②各20組
(先着順)

参加料　①800円(1回分、親
子2人で参加の場合は1回
1,000円)、②800円(1回分)

申込み　7月24日㈰以降に、
三重交通Ｇスポーツの杜鈴
鹿水泳場窓口またはホーム
ページで

　資格取得後、福祉・介護職
場に就労していただくために開
催します。
対　象　県内に住民登録して
おり、現在離職中の75歳未
満の方

と　き　10月4日㈫～12月9
日㈮

ところ　三重県社会福祉会館
(津市桜橋2-131)

定　員　39人(応募者多数の
場合は抽選)

受講料　無料 (別途教材費
6,000円)

申込み・問合せ　8月1日㈪から
9月12日㈪までに三重県社
会福祉協議会三重県福祉
人材センター(　059-227

　-5160)へ

消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　 382-9165　 382-3905

天体観望会

鈴鹿川のいきもの観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

文化会館 　382-8111 　382-8580

自転車でトライアル・   
モトクロス体験と

プロライダーのデモ走行
地域資源活用課

 　382-9020 　382-0304
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介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級) 

長寿社会課 　382-7935 　382-7607

　東海3県各消防本部の救助
のスペシャリストが本市に集ま
り、人命救助技術を競う大会
が開催されます。上位入賞チ
ームは8月に愛媛県で開催さ
れる全国大会への出場権が得
られます。
と　き　7月26日㈫9時15分
～15時(荒天順延27日㈬)

ところ　県消防学校(石薬師
町452)

◆シャトルバスをご利用くだ
さい

　会場周辺の駐車場は混雑
が予想されます。河川防災セ
ンター(庄野町981-1、駐車場
あり)、JR河曲駅、近鉄鈴鹿市
駅から随時運行(8時30分～
16時)されるシャトルバスをご
利用ください。

   

対　象　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴)

と　き　8月13日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　望遠鏡を使って土星
など、星空観測をします。
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　小学生以上(小学生
は保護者同伴)

と　き　8月21日㈰10時～12時
※雨天や水量が多い場合は内容
を変更します。

ところ　鈴鹿高等学校、鈴鹿
川(庄野橋付近)

内  容　鈴鹿高等学校自然科
学部の皆さんと一緒に実際
に鈴鹿川に入って、タモ網を
使った魚の採集方法や観察
方法を学びます。

講  師　西飯信一郎さん(鈴鹿
高等学校自然科学部顧問)

参加料　無料
定　員　40人(先着順)
申込み　8月10日㈬17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を、電話・フ
ァクス・電子メールで環境政
策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

　市内の幼稚園・小中学校の
教職員が集い、学校、保護者、
地域住民みんなが関わる、一
人一人の子どもに居場所があ
る学校づくりについて学びま
す。一般の方も参加できますの
で、ぜひお越しください。
と　き　8月17日㈬13時30
分～16時

ところ　市民会館
内　容　講演「『みんなの学
校』が教えてくれたこと～学
び合いと育ち合いを見届け
た3290日～」
講　師　木村泰子さん(元大
阪市立大空小学校長)

※手話通訳と要約筆記があります。

　三重県産間伐材を使った卓
上小物ラック(引き出し付)を作
ります。
対　象　小学生(保護者同伴)
と　き　8月6日㈯ 10時～12
時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住吉
町南谷口)

※受付事務所集合
定　員　30人(先着順)
参加料　200円(材料費)
申込み　電話で鈴鹿青少年の森 へ

　自然を楽しみ、自然と遊び、
自然の豊かさを学習します。
※雨天の場合は内容を変更し
ます。
対　象　小学生・親子(2年生
以下の場合は保護者同伴)

と　き　8月20日㈯ 9時～12時
(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森(住吉
町南谷口)

※受付事務所集合
講　師　冬柴豊さん(三重県
シェアリングネイチャー協会)
参加料　無料
定　員　30人(先着順)
持ち物　動きやすく汚れてもよ
い服装、バンダナ(大きめの
ハンカチ)、飲み物

申込み　電話で鈴鹿青少年の森へ

　バレエ・フィットネス・ヨガを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①小学生～一般女性、
②赤ちゃん～園児の親子

と　き　8月5日㈮・12日㈮
①9時45分～10時45分、
②11時～12時

ところ　三重交通Ｇスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669)

定　員　①各20人、②各20組
(先着順)

参加料　①800円(1回分、親
子2人で参加の場合は1回
1,000円)、②800円(1回分)

申込み　7月24日㈰以降に、
三重交通Ｇスポーツの杜鈴
鹿水泳場窓口またはホーム
ページで

　資格取得後、福祉・介護職
場に就労していただくために開
催します。
対　象　県内に住民登録して
おり、現在離職中の75歳未
満の方

と　き　10月4日㈫～12月9
日㈮

ところ　三重県社会福祉会館
(津市桜橋2-131)

定　員　39人(応募者多数の
場合は抽選)

受講料　無料 (別途教材費
6,000円)

申込み・問合せ　8月1日㈪から
9月12日㈪までに三重県社
会福祉協議会三重県福祉
人材センター(　059-227

　-5160)へ

教育講演会
教育指導課 　382-9056 　383-7878

親子木工教室
鈴鹿青少年の森

 　378-2946 　370-4706

自然の中で遊んで学ぼう
鈴鹿青少年の森

 　378-2946 　370-4706

親子バレトン教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
 　392-7071 　372-2260

電　話 電子メール ホームページファクス
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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、鈴鹿地域職業訓
練センターの窓口(鈴鹿ハ
イツ1-20)へ
◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月30日㈫・31日㈬
8時40分～16時20分

受講料　8,640円(別途教材
費1,080円)

◆玉掛技能講習
と　き
①学科：8月22日㈪・23日㈫8時
45分～17時、実技：8月24日
㈬・25日㈭・26日㈮8時45分
～17時の中で選択受講
②学科：9月5日㈪・6日㈫8時
45分～17時、実技：9月7日

㈬・8日㈭・9日㈮8時45分～
17時の中で選択受講　　

受講料　1万800円(別途教材
費1,645円)

◆危険予知訓練
　作業や職場にひそむ危険性
や有害性などの危険要因を
発見し解決する能力を高め
ます。

と　き　9月16日㈮8時40分
～16時20分　
受講料　7,560円(別途教材
費756円)　　

◆フォークリフト運転技能講
習(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許
証をお持ちの方　

と　き　学科：9月1日㈭8時～
17時10分、実技：Ⅰコース9月
4日㈰・10日㈯・11日㈰8時～

17時15分、Ⅱコース9月6日㈫
～8日㈭8時～17時15分　
受講料　2万8,000円
申込み　8月1日㈪から受け付け

　バックパック一つ担いで、世
界約40カ国を巡ってきた女性
が、ユーラシア大陸を東から西
へ旅した際に気付いたこと、感
じたこと、考えたことを紹介しま
す。また第2部として映画の上
映会も行います。
と　き　9月25日㈰
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館6103講
義室(南玉垣町3500-3)　

定　員　150人(先着順)
託　児　9月9日㈮までに鈴鹿
国際交流協会へ申し込んで
ください。
◆世界の旅のはなし
と　き　13時30分～14時15分
講　師　島村藍さん　　
参加料　無料
主　催　鈴鹿国際交流協会
申込み　9月16日㈮までに氏
名、住所、電話番号を、ファ
クス・電子メール・電話で国
際交流協会へ

◆映画上映 ｢小さき声のカノ
ン-選択する人々｣

と　き　14時30分～16時30分
参加料　大人前売り1 , 0 00
円、当日1,200円、小中学生
800円

※東日本大震災により県内へ避
難移住されている方は800円

主　催　｢小さき声のカノン｣
上映実行委員会　

申込み　7月20日㈬以降に参
加料を添えて鈴鹿国際交流
協会(神戸1-18-18)、鈴鹿市
観光協会(白子駅前17-12)
鈴鹿ハンター(算所2-5-1)へ

　平成3年8月にアメリカ合衆
国ベルフォンテン市と友好協
定を締結して今年で25周年を
迎えることから、その記念事業
として平和と友情をテーマとし
た絵画展を開催します。
と　き　7月25日㈪～30日㈯
平日8時30分～17時15分、
土曜日10時～17時

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

　今年はアメリカ合衆国ベル
フォンテン市と本市が友好協
定を締結して25周年の節目
の年であることから、市長を
団長とする公式訪問団がベ
ルフォンテン市を訪問します。
この訪問に合わせ、鈴鹿国際
交流協会と旅行会社の共催
で｢ベルフォンテン市 友好の
翼ツアー｣を実施します。
と　き　10月1日㈯～6日㈭
内　容　ベルフォンテン市での
市民交流

※ほかに1都市訪問します。
定　員　20人(最少催行10人)
申込み・問合せ　7月20日㈬
以降に鈴鹿国際交流協会

(神戸1-18-18)へ

試験区分　社会人入試、シニア
入試、有識者社会人1年制
コース入試
受験料　3万5,000円
出願期間　Ⅰ期：7月29日㈮～8
月26日㈮、Ⅱ期：10月28日
㈮～11月4日㈮、Ⅲ期：2月

17日㈮～3月3日㈮
試験日　Ⅰ期：9月17日㈯、Ⅱ期：
11月12日㈯、Ⅲ期：3月11日㈯

選考方法　書類審査、面接
問合せ　鈴鹿大学入試広報キ
ャリア課( 　372-2915)

※詳しくはお問い合わせいただく
か、同大学ホームページ（学部・
大学院→大学院→大学院入試
と新しい取り組み）をご覧くだ
さい。

職業訓練講座

催 し 物

鈴鹿地域職業訓練センター
　 387-1900  　387-1905

国際理解講座
旅が、教えてくれたこと
～私たちの生活と
エネルギー問題～
(公財)鈴鹿国際交流協会
　 383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

鈴鹿市･ベルフォンテン市
友好協定調印25周年

記念事業
平和と友情絵画展

市民対話課　382-9058 　382-7660
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17時15分、Ⅱコース9月6日㈫
～8日㈭8時～17時15分　
受講料　2万8,000円
申込み　8月1日㈪から受け付け

　バックパック一つ担いで、世
界約40カ国を巡ってきた女性
が、ユーラシア大陸を東から西
へ旅した際に気付いたこと、感
じたこと、考えたことを紹介しま
す。また第2部として映画の上
映会も行います。
と　き　9月25日㈰
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館6103講
義室(南玉垣町3500-3)　

定　員　150人(先着順)
託　児　9月9日㈮までに鈴鹿
国際交流協会へ申し込んで
ください。
◆世界の旅のはなし
と　き　13時30分～14時15分
講　師　島村藍さん　　
参加料　無料
主　催　鈴鹿国際交流協会
申込み　9月16日㈮までに氏
名、住所、電話番号を、ファ
クス・電子メール・電話で国
際交流協会へ

◆映画上映 ｢小さき声のカノ
ン-選択する人々｣

と　き　14時30分～16時30分
参加料　大人前売り1 , 0 00
円、当日1,200円、小中学生
800円

※東日本大震災により県内へ避
難移住されている方は800円

主　催　｢小さき声のカノン｣
上映実行委員会　

申込み　7月20日㈬以降に参
加料を添えて鈴鹿国際交流
協会(神戸1-18-18)、鈴鹿市
観光協会(白子駅前17-12)
鈴鹿ハンター(算所2-5-1)へ

　平成3年8月にアメリカ合衆
国ベルフォンテン市と友好協
定を締結して今年で25周年を
迎えることから、その記念事業
として平和と友情をテーマとし
た絵画展を開催します。
と　き　7月25日㈪～30日㈯
平日8時30分～17時15分、
土曜日10時～17時

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

　今年はアメリカ合衆国ベル
フォンテン市と本市が友好協
定を締結して25周年の節目
の年であることから、市長を
団長とする公式訪問団がベ
ルフォンテン市を訪問します。
この訪問に合わせ、鈴鹿国際
交流協会と旅行会社の共催
で｢ベルフォンテン市 友好の
翼ツアー｣を実施します。
と　き　10月1日㈯～6日㈭
内　容　ベルフォンテン市での
市民交流

※ほかに1都市訪問します。
定　員　20人(最少催行10人)
申込み・問合せ　7月20日㈬
以降に鈴鹿国際交流協会

(神戸1-18-18)へ

試験区分　社会人入試、シニア
入試、有識者社会人1年制
コース入試
受験料　3万5,000円
出願期間　Ⅰ期：7月29日㈮～8
月26日㈮、Ⅱ期：10月28日
㈮～11月4日㈮、Ⅲ期：2月

17日㈮～3月3日㈮
試験日　Ⅰ期：9月17日㈯、Ⅱ期：
11月12日㈯、Ⅲ期：3月11日㈯

選考方法　書類審査、面接
問合せ　鈴鹿大学入試広報キ
ャリア課( 　372-2915)

※詳しくはお問い合わせいただく
か、同大学ホームページ（学部・
大学院→大学院→大学院入試
と新しい取り組み）をご覧くだ
さい。鈴鹿大学大学院

国際学研究科の
シニア･社会人学生募集
総合政策課　 382-9038 　382-9040

電　話 電子メール ホームページファクス

ベルフォンテン市
友好の翼ツアー
（公財）鈴鹿国際交流協会
 　383-0724 　383-0639

ょう。
　避難場所は、市が発行している「防災マッ
プ」に記載しているほか、市ホームページ(防
災情報→防災マップ)においても情報提供し
ていますので、ぜひご覧ください。
　また、市ホームページでは、常時、気象警
報や注意報情報、雨量などの情報や防災に
関する情報を提供しています。災害時には、
発生状況や避難勧告などの情報を随時更
新していきますので、ぜひご利用ください。

市政に関するご意見・ご要望などは、市民対話課へ
〒513-8701(住所不要) 382-9004　　 382-7660
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

災害時には、どこに避難したらよいの
でしょうか。

避難場所は、災害の種類や、時間経
過によって異なりますが、緊急避難

所、収容避難所、福祉施設などの二次避難
所、津波一時避難場所(津波避難ビル)が
あります。基本的に、緊急避難所は自治会
の集会所があり、収容避難所はお近くの市
立小学校・公民館などを指定しています。こ
の他、地震や火災による場合で一時的に避
難する公園や広場、グラウンドを避難地とし
て指定しています。このように自宅や職場の
近隣にある避難場所をあらかじめ確認して
おき、適切な避難行動を取れるようにしまし

　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。

災害時の避難場所

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　　bosaikikikanri@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8月中旬ごろにはがきで別日を案内します。

妊婦健康診査妊婦健康診査
　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。

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（乳がん検診・子宮がん検診のHPV検査は除く）。
○検診当日の受付時間は午前が9時から11時まで、午後が13時から15時までです。
※9月6日㈫の午後は検査時のみ、お子さんの一時預かりがあります（予約不要）。

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8月26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

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
9月30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。
※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

9月6日㈫　午後
9月11日㈰ 午前・午後        

9月30日㈮　午前

9月30日㈮　午前

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。

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。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

9月6日㈫・11日㈰・15日㈭ 午前・午後

9月6日㈫・11日㈰・15日㈭ 午後

　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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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7月29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  382-4187、はがき、
窓口）、地区市民センター窓口へ



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（保健センター内）へ

月 献 血8 日 程の

とき・ところ　8月14日㈰、21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、8月27日㈯10時～16時30分　イオンモール鈴鹿センターコート・WESTコート

　8月20日㈯10時～11時30分、13時～16時　アピタ鈴鹿店
※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

無料
9月4日㈰

  9時30分～11時45分
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

各
15組

保健
センター

7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。教　室教　室

材料費  保健
センター

9月16日㈮
9時45分～12時45分

妊娠中の栄養について
の講話、調理実習

マタニティクッキング
コース
妊娠中の方

20人

無料  7月28日㈭から
（先着順）

保健
センター

健康ひろば
（スクエアステップ編）

65歳以上の方

無料
むし歯予防コース（乳児）
平成27年11月～12月生まれ
の乳児とその保護者の方

30組

40人

　8月25日㈭
10時～11時30分

7月26日㈫から
（先着順）

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

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 申込みと 　 　 き

保健
センター

むし歯予防の話、ふれあ
い遊び

8月22日㈪
10時～11時30分

認知症予防のための頭と
体の体操

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）

8月18日㈭
13時～14時15分

三谷英嗣医師（内科）
「息苦しさや体調不良
　もしかして貧血！？」

無料保健
センター

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2月～平成28年
4月生まれの乳児をもつ方

30組8月10日㈬
10時～11時30分

7月25日㈪から
（先着順）

7月29日㈮～
9月8日㈭
（先着順）

・ 日本脳炎予防接種の完了には４回の接種が必要です（7歳半未満で3回、9歳～13歳未満で1回）。7歳半以上
で3回が終わっていない方、13歳以上で4回が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。

・ ＤＴ2期予防接種は、乳幼児期に接種を受けたＤＰＴ（ジフテリア・百日せき・破傷風）ワクチンの免疫力を高める
ための追加接種（1回）です。定期接種対象者は11歳以上13歳未満の方です。母子健康手帳を確認し、接種
がまだの方は早めに接種を受けましょう。
※小学3年生から中学3年生の方には、市内小学校と中学校で日本脳炎のお知らせを配布しました。
※小学5・6年生の方には市内小学校でＤＴ２期のお知らせを配布しました。

ところ　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。

■日本脳炎・ＤＴ（ジフテリア・破傷風）２期

対　象　生後12～24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
※2期の方の無料接種期間は平成29年3月31日までです。

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）

※動きやすい服装でお越しください。  

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

深夜の花火や草木の繁茂は近所迷惑です
環境政策課　 382-7954　　382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

深夜の花火は危険で迷惑です

土地の管理は所有者の責務です

害虫の発生 不法投棄の誘発

交通事故や非行、犯罪の誘発

火災発生の危惧

隣家の損傷

　夏の風物詩である楽しい花火は、時間や場所によっては近所迷惑になります。
また、草刈りなど土地の管理をおろそかにすると、隣家や通行人の迷惑になりま
す。ちょっとした気遣いと思いやりの心を持って、気持ちよく暮らせるようにしま
しょう。

　土地の管理を怠ると、雑草・雑木が生い茂り、いろいろな問題が発生します。

　不衛生な環境になり、蚊やムカデな
どの害虫が発生します。

　不法投棄されやすくなります。投棄者不明
の廃棄物は、土地所有者の責任のもと処理
していただく必要があります。

　見通しが悪くなると、交通事故
や、犯罪が起こる確率が高くな
ります。 　木や枝の伸びだしや倒木などで隣家や隣地

に被害を加えた場合、所有者の責任になり
ます。

　22時から翌日6時までの時間に、海岸など公共の場所で、
打上げ花火やロケット花火、爆竹など大きな音を出す行為は、
県の条例（公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防
止に関する条例）で禁止されています。線香花火や、手持ち
花火など音の出ない花火は禁止されていませんが、近所の迷
惑にならないよう、マナーを守って楽しみましょう。また、ごみは
必ず持ち帰ってください。
※昼間でも、鈴鹿市が管理する公園内での花火は禁止されて
います。

　秋から冬の乾燥する時季になると、枯れ草な
どが燃えやすくなり、火災の可能性が高まり
ます。

◆早めに対処することが大切です
　定期的に草刈りや枝払いを行って、燃やせるゴミに出すか清掃センターに持ち込
んで処分しましょう。自分で管理できない空き地や空き家は早めに有効活用するか、
譲渡することを考えましょう。

深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です深夜の花火は危険で迷惑です
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一　般
公開日

山の日

●休館日　金曜日、2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

※11日㈭は祝日のため、9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　なし

◎交通事故相談（弁護士）23日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 5・25日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 2日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 15日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 4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 10・24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

2・4・5・9・12・18・
19・23・25・30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。

◎総合相談 19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

10日㈬
24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

1日㈪
15日㈪
29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

9日㈫
25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㈪

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

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

火

水

●AGF鈴鹿体育館 387-6006 388-0622●市武道館

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

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

5・6・14・15・21・24・28・31日
12日
17日
1・2・8・9日
1日
4・13・17・18・21日
5日
14・25・28日
19・24日
23・29・30日
1・7・8・29日
2・15・16・27日
8・17・26日
11・12・31日
3・7・23・30日
16日
18日
19日
24・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

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

　1・2・16・23日

4・10・12・18・24・26・27日
6・7・14・21日
9・15・28・29・30日
11日
13・20日
19・25日

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

1～5・9～12・14～19・23～26・29～31日
6・7・20・21・27・28日

13日

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

1・5・7・12・15・19・21・26・28・29日
2・4・9・16・18・23・25・30日
3・10・14・17・24・31日
11・13・20・27日

9：00～21：001～7・9～21・23～31日

休館日　22日㈪ 休館日　8日㈪・22日㈪

3日㈬
17日㈬
31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）6日・14日・20日14時30分～15時、11日10時30分～10時50分、27日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）4日10時30分～11時、（2階ギャラリー）13日11時～11時45分

天名公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-22149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

4日㈭
18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

バスケットボール

　　　9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00

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

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

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

1～5・7～20・22～27・29～31日
6・28日
21日
1・3・4・7～11・14～18・22～25・29～31日
2日
6・28日
13・20・21・27日

卓　　　球 バドミントン

バレーボール

●西部体育館 371-1476

※
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し

動画が見られま
す。詳しくは二次
元コードから

人間国宝の方の伊勢型紙作品

俳人 山口誓子直筆の襖

〒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［6月30日現在］

6
広報すずか　2016年7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

スマートフォン用
広報すずか

件　数/5件、うち建物3件（14件、2件減） 出動数/598件（4,244件、45件増）

人口/200,282人（1人増） 男性/99,927人（10人減） 女性/100,355人（11人増） 世帯数/83,437世帯（49世帯増）

事故数/508件、うち人身事故43件（3,204件、4件減） 死者数/1人（4人、3人増） 傷者数/59人（502人、23人減）

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

建物
空間美術 建物
空間芸術

○8月 1 日㈪～15日㈪…地震や大雨への備えは万全ですか？
○8月16日㈫～31日㈬…施設紹介「佐佐木信綱記念館」

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』

やまぐち  せい

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。

子安観音寺・歴史資料館

〒510-0254
寺家三丁目2-12
386-0046
9時～17時
必要
無料

3ｍ×2ｍの大曼陀羅です。

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

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　後藤 泰成さん
たいせい

　約1,300年の子安観音寺の歴史を物語る資
料をたくさんの方に知ってもらうために、登録
しました。江戸時代の大曼陀羅や俳人「山口誓
子」直筆の襖・屏風などがあります。また境内に
は国の天然記念物「不断桜」の木があり、その
虫喰葉の文様が伊勢型紙発祥の由来になった
ことから、人間国宝の方が手がけた伊勢型紙
の作品も展示しています。
　日本の伝統や文化を感じていただけると思
います。ご案内させていただきますので、ご予
約いただいてからぜひお越しください。

自動車学校

寺家七

寺家六

23
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郵便局


