
　伊勢型紙技術保存会では、
伊勢型紙彫刻技術を継承する
後継者養成のため、伝承者養
成講座の研修生を募集します。
対　象　市内在住で将来も市
内在住を見込める40歳位ま
での方

と　き　年間70回程度、月・火
曜日に行います。

ところ　伊勢型紙資料館(白
子本町21-30)

内　容　基礎的な彫刻技術(道
具彫、紗張り技術)の習得

※紗張りは、漆を使います。
講　師　重要無形文化財保持
団体伊勢型紙技術保存会会員

定　員　若干名
受講料　無料

申込み　9月2日㈮まで(必着)に、
履歴書を郵送で伊勢型紙技
術保存会事務局(文化財課内
〒513-8701神戸1-18-18)へ

※選考会を実施します。その日時
は後日申込者に連絡します。

　一般家庭を対象に、生ごみを
堆肥化する生ごみ処理容器な
どを購入された方に購入費の
一部を助成します。
助金額　購入費の2分の1(100
円未満の端数は切り捨て、最
高限度額1万5,000円)

申込み　平成29年3月31日
までに、印鑑、通帳、領収
書(申請者の氏名・品目が
記入されたもの(レシートは
不可) )を持って、廃棄物対

策課または地区市民セン
ターへ

　この病気は、人体には全く影
響ありませんが、コイの大量死
を招く恐れがありますので、次
のことを守ってください。
○コイを持ち出して放流しな
い。

○コイを放流するときは、ウイル
ス検査を受け、安全性を確認
する。

※河川や池などでコイが多数死ん
でいたら、下記へご連絡くださ
い。

問合せ　県水産資源課(  059
  - 2 2 4 - 2 5 8 4   h t t p : / /
  www . p r e f . mie.lg.jp/
   SUISAN/HP/)

電話 電子メール ホームページ ファクス 
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環境館
ペットボトルのリサイクル工程

まちかど博物館
江島若宮八幡神社

スポーツ・図書館・相談 
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お知らせ・催し物

8 健康館
検診・教室・相談・予防接種

考えよう障害者差別解消法
聴覚障がい者へのサポート

伊勢型紙彫刻技術研修生を
募集します

文化財課　 382-9031　 382-9071

コイヘルペスウイルス病の
まん延防止にご協力を
農林水産課　 382-9017　 382-7610

生ごみ処理容器および
生ごみ処理機の購入費を

助成しています
廃棄物対策課 　382-7609 　382-2214
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　9月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　8月29日㈪、9月7日
㈬～9日㈮・12日㈪・13日
㈫・29日㈭ いずれも10時か
ら会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派
代表者会議、広報広聴会議、
議会だより編集会議は傍聴で
きます。

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

　鈴鹿市交通安全計画策定
のために開催します。
と　き　9月2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

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者に対し、学用
品費・学校給食費など就学に
必要な経費の一部を援助しま
す。援助を希望される方は、各

学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、学校へ提
出してください。
※一定額の所得基準を設けてい
ます。

　児童扶養手当の受給資格
者(母子家庭の母・父子家庭
の父など)は、8月31日㈬まで
に子ども政策課で現況届の手
続きをしてください。         　
　手続きをしないと、8月以降
の資格について更新ができま
せん(2年間手続きをしなかっ
た場合、資格を喪失します)。
※日曜窓口を開設しますのでご
利用ください。日時など詳しく
は、郵送しました案内文書「児
童扶養手当現況届について」を
ご覧ください。

　対象の方へ8月末に三重県
後期高齢者医療広域連合から
受診票などを送ります。届きま
したら、歯科医療機関へ事前
に予約をしてから受診してくだ
さい。
対　象　県内に住所を有し、
受診日において三重県後期
高齢者医療の被保険者で
ある方のうち、平成28年3月
31日現在80歳または75歳
の方

と　き　9月1日㈭～11月30日㈬
ところ　県内の歯科医療機関
※一部実施しない歯科医療機関
があります。事前に確認してく
ださい。

内　容　問診、口腔内健診

持ち物　受診票、健診票、質
問票、健診結果のお知らせ、
被保険者証

健診料　無料
※健診項目以外の治療を行った
場合は別途費用が必要です。

問合せ　三重県後期高齢者
医療広域連合(　0 5 9 -
221-6884　 059-221-
6881)

　高齢者や障がい者をめぐる
種々の人権問題の解決を図る
ための取り組みを強化するた
め、全国一斉「高齢者・障害者
の人権あんしん相談」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。相
談は無料で秘密は厳守します。
　平日の相談は人権擁護委員
または津地方法務局職員が、
土・日曜日は名古屋法務局職
員がお受けします。
と　き　9月5日㈪～11日㈰　
8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時　    
相談電話　 0570-003-110
※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)

　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  10月15日㈯～16日㈰
1泊2日

募集数  18家族(応募多数の
場合は抽選)

申込み  8月31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

と　き　8月30日㈫・31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。

申込み　受付開始日の記載が
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

◆樹木剪定講座
　造園に関する基礎知識の学
科と、樹木の剪定などの実技
講習です。
と　き　9月24日㈯・25日㈰ 
9時～16時

受講料  8,640円　
◆クレーン運転業務特別教育
(5ｔ未満)

と　き　9月29日㈭・30日㈮8

時45分～17時
受講料  8,640円(別途教材費
1,645円)

◆玉掛技能講習
と　き　学科：10月3日㈪・4日
㈫8時45分～17時、実技：
10月5日㈬・6日㈭・7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)

◆有機溶剤取扱業務安全衛
生教育

と　き　10月19日㈬9時50分
～15時50分
受講料　5,400円(別途教材
費864円)

◆フォークリフト運転技能講
習(31時間講習)　 

対　象　普通自動車免許証を
お持ちの方

と　き　学科：10月11日㈫8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
10月16日㈰・22日㈯・23日
㈰、Ⅱコース10月12日㈬～14
日㈮、Ⅲコース10月18日㈫～
20日㈭8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　9月1日㈭から
◆高所作業車技能講習
と　き　学科：11月18日㈮8時
～18時、実技：11月20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)　

　専門家による現場の最前線
の情報や、夢を実現するための
起業家マインドの形成と事業企
画づくりの秘訣をお伝えします。
対　象　創業に興味のある方

と　き　8月28日㈰13時30分
～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
会議室

内容・講師
・業種別の基礎知識　玉井正
則さん(㈱日本能率協会コン
サルティング)

・脱サラ起業家が語る成功するた
めの起業講演会 鈴村忠則さ
ん(ACSA公益社団法人全国
保育サービス協会副理事長)

定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子メ
ールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
込時にお知らせください。

※日本政策金融公庫による個別
相談も行います。

対　象　事業を営んでいる方
と　き　9月15日㈭14時～15
時30分

ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール(飯野寺家町816)

内　容　
・クレームをチャンスと捉える考
え方

・クレーム対応の流れを知る
・売上につながるマジックフレ
ーズとは　など

講　師　西村伸郎さん(ジャイ
ロ総合コンサルティング㈱  
取締役社長)

定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　9月9日㈮までに
電話で鈴鹿商工会議所

   (   382-3222)へ

市議会をテレビ中継します
議事課　 382-7600　 382-4876

児童扶養手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課 　382-7661 　382-9054

全国一斉「高齢者･障害者
の人権あんしん相談」強化
週間を実施します

人権政策課 　382-9011 　382-2214

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
後期高齢者医療歯科健康
診査を実施します

保険年金課　 382-7627　 382-9455

IATSSフォーラムのホスト
ファミリーを募集します
市民対話課　 382-9058　 382-7660

就学援助制度のご案内
学校教育課　 382-7618　 382-9054

イアッツ
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学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、学校へ提
出してください。
※一定額の所得基準を設けてい
ます。

　児童扶養手当の受給資格
者(母子家庭の母・父子家庭
の父など)は、8月31日㈬まで
に子ども政策課で現況届の手
続きをしてください。         　
　手続きをしないと、8月以降
の資格について更新ができま
せん(2年間手続きをしなかっ
た場合、資格を喪失します)。
※日曜窓口を開設しますのでご
利用ください。日時など詳しく
は、郵送しました案内文書「児
童扶養手当現況届について」を
ご覧ください。

　対象の方へ8月末に三重県
後期高齢者医療広域連合から
受診票などを送ります。届きま
したら、歯科医療機関へ事前
に予約をしてから受診してくだ
さい。
対　象　県内に住所を有し、
受診日において三重県後期
高齢者医療の被保険者で
ある方のうち、平成28年3月
31日現在80歳または75歳
の方

と　き　9月1日㈭～11月30日㈬
ところ　県内の歯科医療機関
※一部実施しない歯科医療機関
があります。事前に確認してく
ださい。

内　容　問診、口腔内健診

持ち物　受診票、健診票、質
問票、健診結果のお知らせ、
被保険者証

健診料　無料
※健診項目以外の治療を行った
場合は別途費用が必要です。

問合せ　三重県後期高齢者
医療広域連合(　0 5 9 -
221-6884　 059-221-
6881)

　高齢者や障がい者をめぐる
種々の人権問題の解決を図る
ための取り組みを強化するた
め、全国一斉「高齢者・障害者
の人権あんしん相談」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。相
談は無料で秘密は厳守します。
　平日の相談は人権擁護委員
または津地方法務局職員が、
土・日曜日は名古屋法務局職
員がお受けします。
と　き　9月5日㈪～11日㈰　
8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時　    
相談電話　 0570-003-110
※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)

　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  10月15日㈯～16日㈰
1泊2日

募集数  18家族(応募多数の
場合は抽選)

申込み  8月31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

と　き　8月30日㈫・31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。

申込み　受付開始日の記載が
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

◆樹木剪定講座
　造園に関する基礎知識の学
科と、樹木の剪定などの実技
講習です。
と　き　9月24日㈯・25日㈰ 
9時～16時

受講料  8,640円　
◆クレーン運転業務特別教育
(5ｔ未満)

と　き　9月29日㈭・30日㈮8

時45分～17時
受講料  8,640円(別途教材費
1,645円)

◆玉掛技能講習
と　き　学科：10月3日㈪・4日
㈫8時45分～17時、実技：
10月5日㈬・6日㈭・7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)

◆有機溶剤取扱業務安全衛
生教育

と　き　10月19日㈬9時50分
～15時50分
受講料　5,400円(別途教材
費864円)

◆フォークリフト運転技能講
習(31時間講習)　 

対　象　普通自動車免許証を
お持ちの方

と　き　学科：10月11日㈫8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
10月16日㈰・22日㈯・23日
㈰、Ⅱコース10月12日㈬～14
日㈮、Ⅲコース10月18日㈫～
20日㈭8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　9月1日㈭から
◆高所作業車技能講習
と　き　学科：11月18日㈮8時
～18時、実技：11月20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)　

　専門家による現場の最前線
の情報や、夢を実現するための
起業家マインドの形成と事業企
画づくりの秘訣をお伝えします。
対　象　創業に興味のある方

と　き　8月28日㈰13時30分
～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
会議室

内容・講師
・業種別の基礎知識　玉井正
則さん(㈱日本能率協会コン
サルティング)

・脱サラ起業家が語る成功するた
めの起業講演会 鈴村忠則さ
ん(ACSA公益社団法人全国
保育サービス協会副理事長)

定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子メ
ールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
込時にお知らせください。

※日本政策金融公庫による個別
相談も行います。

対　象　事業を営んでいる方
と　き　9月15日㈭14時～15
時30分

ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール(飯野寺家町816)

内　容　
・クレームをチャンスと捉える考
え方

・クレーム対応の流れを知る
・売上につながるマジックフレ
ーズとは　など

講　師　西村伸郎さん(ジャイ
ロ総合コンサルティング㈱  
取締役社長)

定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　9月9日㈮までに
電話で鈴鹿商工会議所

   (   382-3222)へ

納税の夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

催 し 物

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
　 387-1900　 387-1905

消費税軽減税率・転嫁対策
クレーム対応力向上セミナー
産業政策課 　382-8698 　382-0304

創業支援セミナー
産業政策課 　382-8698　 382-0304
 　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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催 し 物

救急・健康フェア
消防課 　382-9155 　383-1447

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

高齢者のための
育児サポーター講習
鈴鹿市シルバー人材センター
　 382-6092　 382-6093

小・中学校児童生徒
科学作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878
お月見ミュージアム
コンサート

考古博物館　 374-1994　 374-0986

博物館入門講座
「ちいさなちいさな四角い古墳」

考古博物館 　374-1994 　374-0986

と　き　9月11日㈰13時～16時
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス ( 南玉垣町
3500-3)

内　容　
・医師による健康相談、無料血
液検査(15歳以上、先着120
人)、血圧測定、体脂肪測定、
認知症簡易チェック、東洋医
学健康チェック、アルコールパ
ッチ体験
・歯科相談、虫歯リスク判定、ブ
ラッシング指導、虫歯菌をやっ
つけようコーナ－

・薬相談、子ども薬局体験
・女性消防団員による救急に関
する人形劇、救急クイズ、応急
手当の実技指導(AEDの取
扱説明など)、救急車の展示

・育児・食育・栄養相談
・高齢者擬似体験、福祉用ロボ
ットスーツの展示、エコーを使
ってフルーツゼリーの中を見て
みよう、血管内を超音波で見
てみよう、バルーンで遊ぼう、
歌を唄って脳を活性化しよう、
人体模型パズル、補助人工心
臓の展示、薬用植物に親しも
う（ハーブティーの試飲体験）
入場料　無料

 市内小・中学校の児童生徒が
取り組んだ実験・観察記録など
の代表作品を展示します。
と　き　9月10日㈯～12日㈪
10時～17時(最終日は14時
まで)

ところ　鈴鹿ハンター1階セン
ターコート(算所2-5-1)

　三重県シルバー人材センタ
ー連合会が、厚生労働省の委
託を受けて実施するものです。
対　象　60歳以上の求職者
と　き　10月18日㈫・19日
㈬・24日㈪・26日㈬・27日㈭
の5日間　9時30分～16時
30分

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(神戸1-17-5)

内　容　高齢者の豊富な経験
を生かし地域で育児支援の
活動ができる人材を育成し
ます。修了者には、女性労働
協会認定の「保育サービス
修了証」が発行されます。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　8月22日㈪から9月

21日㈬までに、鈴鹿市シル
バー人材センターへ

　秋の名月を眺めながら、迫力
ある和太鼓演奏などを楽しむ
コンサートです。
と　き　9月17日㈯18時～20時
ところ　考古博物館玄関前広
場 (国分町224)

※雨天時は講堂
入場料　無料
出演者　和太鼓凛さん、連音 
(尺八・筝・三絃演奏)、鈴鹿
少年少女合唱団

※天体観望会(18時～20時)、万
灯による考古博物館周辺のラ
イトアップ(17時～20時)、特
別展示室の無料開放(17時～
19時30分)、夕方市(17時～
20時)も行います。

と　き　9月10日㈯14時から
ところ　考古博物館(国分町
224)

内　容　企画展「ちいさなち
いさな古墳たち」に関連し
て、市内の小さな四角い古
墳についてお話します。

※参加者は無料で常設展と企画

展をご覧いただけます。

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　9月10日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタ
リウム
内　容　天の川銀河の話、望
遠鏡で土星・火星・月の観望

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。

　サワシロギクやミズギクをご
覧いただく予定です。
と　き　9月10日㈯10時から
(少雨決行)

ところ　金生水沼沢植物群落
(地子町563・西條町675-1
など)

※自動車の方は9時45分に飯野
地区市民センターで受け付け
をして駐車案内図を受け取っ
てください。なお、以前参加さ
れ駐車場をご存知の方や、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。現地付近の道路は駐車
厳禁です。

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　8月26日㈮以降に電
話で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

と　き　8月27日㈯ 17時～20
時ごろ

ところ　イオンモール鈴鹿西
大駐車場

内　容　鈴鹿バルーンフェス
ティバル2016の直前PR、
熱気球の搭乗体験

定　員　各回80人(先着順)
※当日16時30分からと17時30
分から、会場で整理券配布

料　金　中学生以上1,000
円、小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき

2人まで無料(要保護者同乗)
※天候や風の状況により中止す
る場合があります。

主催・問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
(  　090-6468-2012 当日
16時30分～20時ごろ)

　お茶を飲みながら日頃のスト
レスや悩み事をゆっくり話しま
せんか。聴き方を学んだスタッ
フが、あなたのお話をお聴きし
ます。お気軽にお越しください。
と　き　9月14日㈬、10月12
日㈬、11月11日㈮ 13時～
16時(出入り自由)

※1人1時間が目安です。
ところ　保健センター2階会議
室(西条5-118-3)

参加料　無料
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手(宮 崎  0 8 0 -
5 1 3 3 - 3 7 7 1 ) へ
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天体観望会
文化会館　 382-8111　 382-8580

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

第5回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課 　382-9031 　382-9071

バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課 　382-9020 　382-0304

 市内小・中学校の児童生徒が
取り組んだ実験・観察記録など
の代表作品を展示します。
と　き　9月10日㈯～12日㈪
10時～17時(最終日は14時
まで)

ところ　鈴鹿ハンター1階セン
ターコート(算所2-5-1)

　三重県シルバー人材センタ
ー連合会が、厚生労働省の委
託を受けて実施するものです。
対　象　60歳以上の求職者
と　き　10月18日㈫・19日
㈬・24日㈪・26日㈬・27日㈭
の5日間　9時30分～16時
30分

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(神戸1-17-5)

内　容　高齢者の豊富な経験
を生かし地域で育児支援の
活動ができる人材を育成し
ます。修了者には、女性労働
協会認定の「保育サービス
修了証」が発行されます。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　8月22日㈪から9月

21日㈬までに、鈴鹿市シル
バー人材センターへ

　秋の名月を眺めながら、迫力
ある和太鼓演奏などを楽しむ
コンサートです。
と　き　9月17日㈯18時～20時
ところ　考古博物館玄関前広
場 (国分町224)

※雨天時は講堂
入場料　無料
出演者　和太鼓凛さん、連音 
(尺八・筝・三絃演奏)、鈴鹿
少年少女合唱団

※天体観望会(18時～20時)、万
灯による考古博物館周辺のラ
イトアップ(17時～20時)、特
別展示室の無料開放(17時～
19時30分)、夕方市(17時～
20時)も行います。

と　き　9月10日㈯14時から
ところ　考古博物館(国分町
224)

内　容　企画展「ちいさなち
いさな古墳たち」に関連し
て、市内の小さな四角い古
墳についてお話します。

※参加者は無料で常設展と企画

展をご覧いただけます。

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　9月10日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタ
リウム
内　容　天の川銀河の話、望
遠鏡で土星・火星・月の観望

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。

　サワシロギクやミズギクをご
覧いただく予定です。
と　き　9月10日㈯10時から
(少雨決行)

ところ　金生水沼沢植物群落
(地子町563・西條町675-1
など)

※自動車の方は9時45分に飯野
地区市民センターで受け付け
をして駐車案内図を受け取っ
てください。なお、以前参加さ
れ駐車場をご存知の方や、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。現地付近の道路は駐車
厳禁です。

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　8月26日㈮以降に電
話で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

と　き　8月27日㈯ 17時～20
時ごろ

ところ　イオンモール鈴鹿西
大駐車場

内　容　鈴鹿バルーンフェス
ティバル2016の直前PR、
熱気球の搭乗体験

定　員　各回80人(先着順)
※当日16時30分からと17時30
分から、会場で整理券配布

料　金　中学生以上1,000
円、小学生500円

※未就学児は、保護者1人につき

2人まで無料(要保護者同乗)
※天候や風の状況により中止す
る場合があります。

主催・問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
(  　090-6468-2012 当日
16時30分～20時ごろ)

　お茶を飲みながら日頃のスト
レスや悩み事をゆっくり話しま
せんか。聴き方を学んだスタッ
フが、あなたのお話をお聴きし
ます。お気軽にお越しください。
と　き　9月14日㈬、10月12
日㈬、11月11日㈮ 13時～
16時(出入り自由)

※1人1時間が目安です。
ところ　保健センター2階会議
室(西条5-118-3)

参加料　無料
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手(宮 崎  0 8 0 -
5 1 3 3 - 3 7 7 1 ) へ
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　8月11日に開通した新名神
高速道路(四日市JCT～新四日
市JCT)と東海環状自動車道
(新四日市JCT～東員IC)や、市
内の新名神高速道路と(仮称)
鈴鹿PAスマートICの工事進捗
状況をパネルで紹介します。
と　き　9月6日㈫～11日㈰
ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

◆危険物取扱者試験(鈴鹿会場)
と　き　

○乙種第4類　11月3日(木・祝)・
6日㈰　

○丙種　11月3日(木・祝)
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　9
月1日㈭から12日㈪まで(当
日消印有効)に、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、郵便で(一財)
消防試験研究センター三重
県支部(〒514-0002津市
島崎町314)へ

○電子申請の場合　8月29日
㈪9時から9月9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で

◆予備講習会(乙種第四類)
と　き　10月7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　9月1日㈭以降に、鈴
鹿市防火協会事務局(消防
本部3階予防課 土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時
15分)へ

　ミネラル豊富な鈴鹿市の水を使
っておいしい料理を作ります。

対　象　市内在住の方
※小学生以下は保護者同伴
とき・内容・講師
○第1回 10月1日㈯ 鈴鹿の食
材を使った創作料理(餃子、
お茶を使った蒸しまん) 豊田
栄美子さん(Agriロマン三重)

○第2回 11月5日㈯ デコレ
ーション巻寿司 ロール巻
子さん

○第3回 12月3日㈯ クリスマ
ス料理 ドミニクドゥーセの店
  いずれも9時45分～12時
※内容は変更する場合あり。

ところ　文化会館
定　員　50人(希望者多数の
場合は抽選)

参加料　各500円
申込み　第1回分は9月2日㈮
までに、第2回分は10月7日
㈮までに、第3回分は11月4
日㈮までに、申込書を直接ま
たは郵送・ファクス・電子メー
ルで上下水道総務課お料理
教室係(〒510-0253 寺家
町1170)へ

※申込書は、上下水道総務課、市
役所総合案内、図書館、地区市
民センター、公民館窓口と、上
下水道局ホームページから入
手できます。

と　き　9月24日㈯19時～20
時30分

ところ　市役所本館 1 2階
1203会議室

内　容　里親制度の説明、里
親体験記など

申込み　電話で子ども家庭支
援課へ

※託児あり。

　下水道の仕組みを紹介し
ます。
と　き　9月11日㈰ 10時～17時
ところ　イオンモール鈴鹿1階
北コート

内　容　紙の分散性の比較実
験、下水道に関するクイズ、
DVDの放映、ポスターなど
の展示、デザインマンホール
の紹介、啓発物品の配布

参加料　無料

　ブロック別での個人戦を行
います。
対　象　市内在住の小学5年
生以上

と　き　9月22日(木・祝)(予備
日25日㈰)

ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿サッカー・ラグビー
場(第1・第2グラウンド)(御
薗町1669)

参加料　無料
申込み　8月30日㈫まで(必着)
に、申込用紙に氏名、性別、
年齢、連絡先を記入の上、
郵送で鈴鹿市グラウンド・ゴ

ルフ協会(〒513-0012石薬
師町2132-3 太田)へ

※申込用紙は地区市民センター、
公民館にあります。

申込み　8月23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

◆親子ジーウィ教室
　運動をしながら英語を学び
ます。 
対　象　歩ける子ども～未就
園児とその保護者

と　き　9月8日・29日、10月6
日・20日、11月10日・24日の
木曜日11時～12時

定　員　10人
参加料　7,500円(6回分)

◆バレトン教室 
　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①一般女性、②お子
さん連れのママ

と　き　9月9日・23日、10月
14日・28日、11月11日・25
日の金曜日①9時45分～10
時45分、②11時～12時

定　員　各10人
参加料　各4,800円(6回分)
◆はじめての大人バレエ教室
対　象　一般女性
と　き　9月12日・26日、10月
17日・31日、11月14日・28
日の月曜日11時～12時
定　員　5人
参加料　7,200円(6回分)
◆はじめてみよう水泳
対　象　一般成人
と　き　9月12日・26日、10月
17日・24日・31日、11月14日・

21日・28日の月曜日20時
～21時
定　員　20人
参加料　7,600円(8回分)
◆こども水泳教室
対　象　年長～小学生
と　き　水曜日コース：9月
14日～10月19日、金曜
日コース：9月16日～10月
21日①16時～17時、②
17時～18時

定　員　各20人
参加料　9,720円(6回分) 
◆運動あそび教室体験会 
対　象　①2～3歳、②4歳
～年長

と　き　9月21日㈬・28日
㈬①15時15分～16時、
②16時～16時50分

定　員　①8人、②15人
参加料　各1,600円(2回
分)

催 し 物

新名神高速道路 東海環状
自動車道パネル展

土木総務課 　382-9072 　382-7612

お料理教室
上下水道総務課　 368-1696　 368-1688
　　jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会
スポーツ課 　382-9029 　382-9071

下水道フェア
営業課　 368-1673　 368-1685

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447

里親さんのこと、もっと
知ってほしいプロジェクト

子ども家庭支援課
　 382-9140　 382-9142
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定　員　80人(先着順)
受講料　無料
申込み　9月1日㈭以降に、鈴
鹿市防火協会事務局(消防
本部3階予防課 土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時
15分)へ

　ミネラル豊富な鈴鹿市の水を使
っておいしい料理を作ります。

対　象　市内在住の方
※小学生以下は保護者同伴
とき・内容・講師
○第1回 10月1日㈯ 鈴鹿の食
材を使った創作料理(餃子、
お茶を使った蒸しまん) 豊田
栄美子さん(Agriロマン三重)

○第2回 11月5日㈯ デコレ
ーション巻寿司 ロール巻
子さん

○第3回 12月3日㈯ クリスマ
ス料理 ドミニクドゥーセの店
  いずれも9時45分～12時
※内容は変更する場合あり。

ところ　文化会館
定　員　50人(希望者多数の
場合は抽選)

参加料　各500円
申込み　第1回分は9月2日㈮
までに、第2回分は10月7日
㈮までに、第3回分は11月4
日㈮までに、申込書を直接ま
たは郵送・ファクス・電子メー
ルで上下水道総務課お料理
教室係(〒510-0253 寺家
町1170)へ

※申込書は、上下水道総務課、市
役所総合案内、図書館、地区市
民センター、公民館窓口と、上
下水道局ホームページから入
手できます。

と　き　9月24日㈯19時～20
時30分

ところ　市役所本館 1 2階
1203会議室

内　容　里親制度の説明、里
親体験記など

申込み　電話で子ども家庭支
援課へ

※託児あり。

　下水道の仕組みを紹介し
ます。
と　き　9月11日㈰ 10時～17時
ところ　イオンモール鈴鹿1階
北コート

内　容　紙の分散性の比較実
験、下水道に関するクイズ、
DVDの放映、ポスターなど
の展示、デザインマンホール
の紹介、啓発物品の配布

参加料　無料

　ブロック別での個人戦を行
います。
対　象　市内在住の小学5年
生以上

と　き　9月22日(木・祝)(予備
日25日㈰)

ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿サッカー・ラグビー
場(第1・第2グラウンド)(御
薗町1669)

参加料　無料
申込み　8月30日㈫まで(必着)
に、申込用紙に氏名、性別、
年齢、連絡先を記入の上、
郵送で鈴鹿市グラウンド・ゴ

ルフ協会(〒513-0012石薬
師町2132-3 太田)へ

※申込用紙は地区市民センター、
公民館にあります。

申込み　8月23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

◆親子ジーウィ教室
　運動をしながら英語を学び
ます。 
対　象　歩ける子ども～未就
園児とその保護者

と　き　9月8日・29日、10月6
日・20日、11月10日・24日の
木曜日11時～12時

定　員　10人
参加料　7,500円(6回分)

◆バレトン教室 
　バレエ・ヨガ・フィットネスを組
み合わせた有酸素運動です。
対　象　①一般女性、②お子
さん連れのママ

と　き　9月9日・23日、10月
14日・28日、11月11日・25
日の金曜日①9時45分～10
時45分、②11時～12時

定　員　各10人
参加料　各4,800円(6回分)
◆はじめての大人バレエ教室
対　象　一般女性
と　き　9月12日・26日、10月
17日・31日、11月14日・28
日の月曜日11時～12時
定　員　5人
参加料　7,200円(6回分)
◆はじめてみよう水泳
対　象　一般成人
と　き　9月12日・26日、10月
17日・24日・31日、11月14日・

21日・28日の月曜日20時
～21時
定　員　20人
参加料　7,600円(8回分)
◆こども水泳教室
対　象　年長～小学生
と　き　水曜日コース：9月
14日～10月19日、金曜
日コース：9月16日～10月
21日①16時～17時、②
17時～18時

定　員　各20人
参加料　9,720円(6回分) 
◆運動あそび教室体験会 
対　象　①2～3歳、②4歳
～年長

と　き　9月21日㈬・28日
㈬①15時15分～16時、
②16時～16時50分

定　員　①8人、②15人
参加料　各1,600円(2回
分)

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

情、指差しなどの身振り手振りを加えることで、
より円滑にコミュニケーションを取ることができ
ます。なお、長い文章だと書くのに時間もかか
り、分かりにくいので、丁寧な言い回しを避けた
短い文章にしましょう。また、比喩表現なども避
けましょう。
○電車やバスの車内、駅構内などでの音声ア
ナウンスが聞き取れません。電光掲示板の場
所を示したり、筆談で情報を知らせたりしましょ
う。また、災害時や緊急時の警報やアナウンス
を聞くことができません。筆談や口の動きなど
で情報を伝えましょう。

　音が聞こえづらい方や、聞こえない方を聴
覚障がい者といい、文字や図など視覚から情
報を得ています。また、言語障がいを伴う人
と、伴わない人がいて、話せていても聞こえな
いことがあります。一口に聴覚障がい者といっ
ても、手話ができる人や筆談できる人、または
それらが苦手な方などさまざまです。
サポートのポイント
○コミュニケーションの手段として手話や筆
談などがあります。特別な知識がなくても意
思疎通ができるのが筆談です。文字を紙に書
いて伝えますが、それ以外にも、うなずきや表

　2カ月に1回、どのよう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ています

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

聴覚障がい者へのサポート
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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はがきで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で抽選を行った場合は、落選した方に9月分は9月上旬に、10月分は9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。なお、乳が
ん検診は超音波検査かマンモグラフィのどちらか一つをお選びください。

○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。
※10月7日㈮の午後、17日㈪の午前は、検査時のみお子さんの一時預かりを行います（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

10月7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。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

10月7日㈮・22日㈯　午後
10月17日㈪　午前

10月25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

若松地区市民センター

若松地区市民センター

※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。

9月15日㈭　午前
10月3日㈪・7日㈮・17日㈪・22日㈯・

30日㈰　午前・午後

10月3日㈪・22日㈯　午後
10月7日㈮　午前・午後
10月25日㈫　午後

9月30日㈮・10月17日㈪・30日㈰　午前

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8月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 　382-4187、はが
き、窓口）、地区市民センター窓口へ
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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

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

受付中
（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9月23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

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組 9月8日㈭まで
（先着順）

300円  8月29日㈪から（先着順）
保健
センター

健康ひろば
（栄養編）
65歳以上の方

無料
むし歯予防コース（幼児）
1歳半～2歳未満の幼
児とその保護者の方

20組

20人

　9月8日㈭
10時～11時30分

8月23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

保健
センター

むし歯予防の話、ブラッ
シング指導、個別相談

9月27日㈫
10時～12時

栄養士による講話と簡単
な調理実習

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 申込みと 　 　 き

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）

9月15日㈭
13時～14時15分

小野知巳医師（内科）
「繰り返す下痢・便秘
過敏性大腸炎」

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3月～平成28年
5月生まれの乳児をもつ方

30組9月9日㈮
10時～11時30分

8月29日㈪から
（先着順）

　定期予防接種は、生後2カ月から13歳未満までの間、予防接種法に定められた期間内に必要な回数を無料
で受けることができます。対象者の方には、学校などを通じて予防接種啓発のお知らせを送付しました。母子健
康手帳を確認し、受けていない予防接種があればお早めに接種を済ませましょう。
　なお、母子健康手帳の紛失などで予防接種履歴が不明な方や、予防接種についてのお問い合わせは健康づ
くり課へご連絡ください。

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。

■予防接種が終わっているか確認しましょう

※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

ペットボトルはこうして生まれ変わります

ペットボトルのリサイクル工程

廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

卵パックができ上がるまでの工程を紹介します。

 ペットボトルの原料は天然資源である石油です。天然資源を節約するためには
リサイクルする必要があり、皆さんに分別の協力をお願いしています。今回は、回
収されたペットボトルがどのように生まれ変わるのかを紹介します。

1 不燃物リサイクルセンター 2 リサイクル工場

3 製品製作工場（卵パックの場合）

ペットボトルを回収 手作業で異物を取り除く 四角にまとめて工場へ 小さく砕く

卵パックの完成
（カーペットや作業着
などもできます）

型に押し付けて
形を作る

フレークを溶かして
シート状にする

フレーク（原料）化 きれいに洗う

　汚れているペットボトルや異物が混入していると正しくリサイクル
できないため、次のことを行ってください。　　　

〈ペットボトルの出し方〉

キャップ、ラベルをはがす
※プラスチックごみへ 水ですすぐ つぶす 資源ごみ集積所へ　　

ごみサク　鈴鹿市　 検索
http://www.gomisaku.jp/0026/

パソコンやスマートホンでごみの分別を調べ
ることができますのでご利用ください。

「鈴鹿市ごみ分別辞典」を開設しました

10 2016・8・20



バスケットボール

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

　　　9：00～17：00
9：00～12：00

2・9・16・23日
3・4・10・11・25日
5・6・12・13・17～20・24・26・27・30日
1・2・7・8・9・14・15・21～23・28～30日
16日
17・24日

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

1・2・5～9・12～24・26～30日
3・4・10・11・25日
1・5～8・12・13・15・18～22・26～29日
3・4・10・11・14・25日
14日
17・24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
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
9：00～12：00
9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～17：00
13：00～17：00
13：00～21：00
15：00～21：00
9：00～12：00
15：00～17：00

2・9日
3日
7・11・14・18・28日
13・27日
19日
5・6日
2日
3・4・9・11・14・18・23日
5・15・20日
8・19・27・28日

10日

1日

5・15・20日
6・13・17・29・30日
7日
16日
21日
1・15・29日
20日
23日

30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

敬老の日

秋分の日

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

1・4～6・11・13・20・25・27・29日
2・8・9・14～16・23・24・28・30日
3・17日
10・19日
18日

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

1・2・5・6・8・9・13・15・16・19・20・23・27・29・30日
3・4・22・24日
7・14・21・28日
10・11・17・18・25日

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

1・6・8・13・15・20・27・29・30日
2・4・5・9・11・16・23日
3・10・17・24日
7・14・19・21・28日
18・25日

9：00～21：001～11・13～25・27～30日

●休館日　金曜日、6日㈫、27日㈫～10月11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

※19日㈪は20日㈫、22日㈭は26日㈪､8日㈭は清和公民館のみ13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 5日㈪●

◎交通事故相談（弁護士）27日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・23・30日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 6日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 12日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 8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 14・28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・2・6・8・9・13・
15・16・27・29・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。

1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　　382-7958

◎総合相談 16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

7日㈬
21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

12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

8日㈭
26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

5日㈪
20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

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

木

金

休館日　12日㈪・26日㈪　 休館日　12日㈪・26日㈪

14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）3日・11日・17日14時30分～15時、8日10時30分～10時50分、24日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）1日10時30分～11時、（2階ギャラリー）10日11時～11時45分

玉垣会館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221415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

1日㈭
15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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9月

9月

9月



動画が見られま
す。詳しくは二次
元コードから

江戸時代の様子を描いた絵馬

合戦の様子を描いた絵馬

〒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［7月31日現在］

7
広報すずか　2016年8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/0件、うち建物0件（14件、4件減） 出動数/777件（5,021件、126件増）

人口/200,324人（42人増） 男性/99,947人（20人増） 女性/100,377人（22人増） 世帯数/83,473世帯（36世帯増）

事故数/549件、うち人身事故48件（3,741件、34件減） 死者数/0人（4人、1人増） 傷者数/66人（568人、37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

資料

○9月 1 日㈭～15日㈭…鈴鹿シティマラソン

○9月16日㈮～30日㈮…施設紹介「鈴鹿地域職業訓練センター」 

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）
※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。

江島若宮八幡神社

〒510-0233
東江島町5-7
386-4773
必要
無料

当時の雰囲気を感じてください。

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

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　前川 栄次さん

　江島に残る郷土の歴史を物語る多数の絵馬
を所有しています。中でも白子の港から江戸に
向けての海上安全と商売繁盛を祈願した江戸
時代の71面は、三重県指定有形民族文化財に
も指定されています。弁財天や武者絵、町絵図、
帆前船が描かれていて、廻船業で賑わった白子
湊の繁栄の様子を垣間見ることができます。
　大黒屋光太夫の出港一年前の街並みを描い
た絵馬もあります。貴重な文化財をぜひ一度見
に来てください。

23

AGF鈴鹿
体育館

コンビニ白子町北

白子駅前北 江島本町

中江島南

体育館東
銀行

体育館前

6


