
　図書館本館と江島分館は、蔵
書点検と図書館システム更新
のため、次の期間休館します。
と　き　9月27日㈫～10月11日㈫
※返却は本館の夜間返却口をご
利用ください。

※図書館ホームページ、本の検索や
予約システムなども休止します。

◆ホームページアドレス変更
　10月12日㈬から図書館ホー
ムページを一新し、アドレスも
次のとおり変更します。

    　  h t t p : / / l i b . c i t y .
  s u z u k a . l g . j p
※図書館から届くメールのアドレス
も変更になります。決まり次第利
用者にお知らせします。迷惑メー
ルの設定をされている方はご注
意ください。

◆パスワード再設定
　インターネット予約などをご利
用いただいている方は、パスワ

ードが初期化されるため、大変
お手数をお掛けしますが、10月
12日㈬以降に再度設定してく
ださい。

※設定方法など詳しくはお問い合
わせください。

  

　この制度は、住民票の写しや
戸籍謄本・抄本などの証明書
を第三者に交付したときに、予
め登録した本人へ、交付したこ
とをお知らせするものです。た
だし、交付を拒否したり交付の
可否を登録者に確認する制度
ではありません。
　交付したことを通知すること
で、第三者による不正請求を抑
止し、個人の権利の侵害を防
止することを目的としています。
対　象
・本市に住民登録がある方、過
去にあった方

・本市に本籍がある方、過去に

あった方
通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除かれた住民
票の写しを含む)

・住民票記載事項証明(本市様
式で発行したものに限る)

・戸籍謄(抄)本(除籍・改製原
戸籍を含む)

・戸籍記載事項証明書(除籍・
改製原戸籍を含む)

・戸籍の附票の写し(除かれた
附票の写しを含む)

通知の内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別
・交付した部数
・交付請求者の種別(代理人、
第三者など)

※交付請求者の氏名や住所など
の個人情報は通知しません。

申込み　10月3日㈪以降に、本
人確認書類(運転免許証・マイ
ナンバーカードなど)を持って、
戸籍住民課へ

※詳しくは戸籍住民課へお問い合
わせください。

図書館の休館
図書館　 382-0347　 382-4000

｢住民票の写し等の第三者
交付に係る本人通知制度｣開始
戸籍住民課　 382-9013　 382-7608
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居住している校区

旭が丘小学校

白子中学校
（旭が丘小学区）

白子中学校
（稲生小学区）

白子中学校
（桜島小学区）

就学が認められる学校

玉垣小学校

愛宕小学校

白子小学校

鼓ケ浦中学校

千代崎中学校

天栄中学校

鼓ケ浦中学校

創徳中学校

千代崎中学校

創徳中学校

　　
　

　三重県農地中間管理機構は、
農家(出し手)から農地を借り受
け、規模拡大を考えている担い
手農家など(受け手)に対してル
ールに基づいて貸し付ける、農
地中間管理事業を実施していま
す。農地の借り受けを希望され
る方は、同機構が募集する受け
手の公募に応募してください。
申込み　9月20日㈫から10月
19日㈬までに、申込書に記
入の上、直接または郵送で
同機構(〒515-2316松阪
市嬉野川北町530)、市農
林水産課、JA鈴鹿農畜産課
(〒5 1 3 - 8 6 5 0 地 子 町
1268)へ

※申込書は市農林水産課、JA鈴
鹿農畜産課窓口や、同機構ホ
ームページで入手できます。

問合せ　三重県農林水産支
援センター農地中間管理課
(　0598-48-1228)、農林
水産課

　あなたの地域で非行問題な
どで困っていることがあれば、気
軽にご相談ください。また犯罪
予防活動などについても相談を
お受けします。
と　き　毎月第4金曜日10時
～15時

ところ　鈴鹿更生保護サポ
ートセンター(市役所別館
第3 1階  381-6800 　
381-6811)

　平成28年4月から旭が丘小学
校と白子中学校で通学区域の
弾力化を実施しています。通学
区域の弾力化とは、将来推計に
基づき過大規模校やそれに準じ
る大規模校として対応が必要な
学校について、指定校以外の学
校への就学を認めるものです。
対　象　旭が丘小学校、白子
中学校の通学区域に居住
し、平成29年度に小学1年
生、中学1年生になる方

内　容

※就学を希望する学校までの距
離が、小学校の場合概ね直線
で2ｋｍ以内、中学校の場合概
ね直線で6ｋｍ以内であること
などの条件があります。また、
受入校ごとに定員を決めます
ので、希望しても認められない
こともあります。
申込み　10月3日㈪から31日
㈪まで(8時30分～17時15
分 土・日曜日、祝日は除く)に
現在就学している学校（新小
学1年生は学校教育課）へ

受入者の決定　11月中
※詳しい案内を、旭が丘小学校1
年生になる方へは就学時健康

診断の案内と同時に送付し、白
子中学校1年生になる方へは在
学する小学校を通じて配布して
います。また、教育委員会ホー
ムページにも掲載しています。

とき・ところ
・10月21日㈮13時30分から 
県男女共同参画センター(津
市一身田上津部田1234)

・10月26日㈬13時30分から 
四日市商工会議所(四日市
市諏訪町2-5)

申込み・問合せ　電話で三
重労働局雇用環境・均等室
(　059-226-2318)へ

　鈴鹿市交通安全対策会議
では、交通事故のない社会の
実現を目指して、新しい「鈴鹿
市交通安全計画(案)」を作成
しました。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
・市内に納税義務を有する方
・本計画に利害関係を有する方
募集期間　9月20日㈫～10
月20日㈭(当日消印有効)
閲覧場所　交通防犯課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　件名「鈴鹿市交
通安全計画 ( 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、郵送で交通
防犯課(〒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11月中旬ごろに公表
します。個別には回答しません。

　鈴鹿市行財政改革大綱に基
づき実施する持続可能な行政
経営の実現に向けた行財政改
革の活動のうち、行財政改革推
進本部が特に重要なものとして
位置付けた活動を別途体系化
した新しい鈴鹿市行財政改革ア
クションプランを策定しました。
総務課の閲覧コーナーや市ホ
ームページ(行政ガイド→計画・
財政・施策→行財政改革)でご
覧いただけます。

　このボランティアは国際協力機
構(JICA)が実施する政府事業で
す。開発途上国で現地の人 と々
同じ生活をしながら、共に働き、
国づくりに貢献する活動です。
募集するボランティア　青年
海外協力隊、シニア海外ボラ
ンティア
募集期間　9月30日㈮～11
月4日㈮

※申込方法など詳しくはお問い
合わせください。

◆体験談＆説明会　

　帰国したボランティアの体験
談も聞ける説明会を開催し
ます。

と　き　10月23日㈰14時か
ら(開場13時30分)
ところ　県立図書館2階文学
コーナー(津市一身田上津

部田1234)
問合せ　青年海外協力協会
　中部支部(　052-459-7229

　chubu-bosetu@joca.or.jp
  http://www.jica.go.jp/vol
　un t e e r / i nd ex . h tm l )農地中間管理事業に係る

農地の借り受け者募集
農林水産課　 382-9017 　382-7610

改正育児・介護休業法の
説明会

産業政策課　 382-8698　 382-0304

非行相談窓口
健康福祉政策課

 　382-9012 　382-7607

通学区域弾力化の募集
学校教育課　 382-7618 　382-9054

鈴鹿市交通安全計画への
意見募集

交通防犯課 　382-9022 　382-7603
　 kotsubohan@city.suzuka.lg.jp
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　平成28年4月から旭が丘小学
校と白子中学校で通学区域の
弾力化を実施しています。通学
区域の弾力化とは、将来推計に
基づき過大規模校やそれに準じ
る大規模校として対応が必要な
学校について、指定校以外の学
校への就学を認めるものです。
対　象　旭が丘小学校、白子
中学校の通学区域に居住
し、平成29年度に小学1年
生、中学1年生になる方

内　容

※就学を希望する学校までの距
離が、小学校の場合概ね直線
で2ｋｍ以内、中学校の場合概
ね直線で6ｋｍ以内であること
などの条件があります。また、
受入校ごとに定員を決めます
ので、希望しても認められない
こともあります。
申込み　10月3日㈪から31日
㈪まで(8時30分～17時15
分 土・日曜日、祝日は除く)に
現在就学している学校（新小
学1年生は学校教育課）へ

受入者の決定　11月中
※詳しい案内を、旭が丘小学校1
年生になる方へは就学時健康

診断の案内と同時に送付し、白
子中学校1年生になる方へは在
学する小学校を通じて配布して
います。また、教育委員会ホー
ムページにも掲載しています。

とき・ところ
・10月21日㈮13時30分から 
県男女共同参画センター(津
市一身田上津部田1234)

・10月26日㈬13時30分から 
四日市商工会議所(四日市
市諏訪町2-5)

申込み・問合せ　電話で三
重労働局雇用環境・均等室
(　059-226-2318)へ

　鈴鹿市交通安全対策会議
では、交通事故のない社会の
実現を目指して、新しい「鈴鹿
市交通安全計画(案)」を作成
しました。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
・市内に納税義務を有する方
・本計画に利害関係を有する方
募集期間　9月20日㈫～10
月20日㈭(当日消印有効)
閲覧場所　交通防犯課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　件名「鈴鹿市交
通安全計画 ( 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、郵送で交通
防犯課(〒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11月中旬ごろに公表
します。個別には回答しません。

　鈴鹿市行財政改革大綱に基
づき実施する持続可能な行政
経営の実現に向けた行財政改
革の活動のうち、行財政改革推
進本部が特に重要なものとして
位置付けた活動を別途体系化
した新しい鈴鹿市行財政改革ア
クションプランを策定しました。
総務課の閲覧コーナーや市ホ
ームページ(行政ガイド→計画・
財政・施策→行財政改革)でご
覧いただけます。

　このボランティアは国際協力機
構(JICA)が実施する政府事業で
す。開発途上国で現地の人 と々
同じ生活をしながら、共に働き、
国づくりに貢献する活動です。
募集するボランティア　青年
海外協力隊、シニア海外ボラ
ンティア
募集期間　9月30日㈮～11
月4日㈮

※申込方法など詳しくはお問い
合わせください。

◆体験談＆説明会　

　帰国したボランティアの体験
談も聞ける説明会を開催し
ます。

と　き　10月23日㈰14時か
ら(開場13時30分)
ところ　県立図書館2階文学
コーナー(津市一身田上津

部田1234)
問合せ　青年海外協力協会
　中部支部(　052-459-7229

　chubu-bosetu@joca.or.jp
  http://www.jica.go.jp/vol
　un t e e r / i nd ex . h tm l )

新しい鈴鹿市行財政改革
アクションプラン策定

行政経営課　382-9005　 382-9040

JICAボランティア募集
市民対話課　382-9058 　382-7660

財政課　 382-9041　 382-9040

健全化判断比率などを公表します

土木総務課　 382-1260 　382-7612

地籍調査に伴う境界立会いにご協力を

　平成27年度決算に基づいて算定した健全化判断比率(実質赤字
比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と公営
企業を対象とした資金不足比率を公表します。
※算定の詳しい内容は市ホームページ（行政ガイド→計画・財政・施策→
財政→健全化判断比率及び資金不足比率）に掲載しています。

　

　9月26日㈪から約3週間、寺家二丁目と三丁目で地籍調査に伴う境
界立会いを行います。この調査は地籍調査の中心的作業で、地籍の明
確化を図るため一筆ごとの所有者、地番、地目とともに筆界(境界)の位
置を確認する調査です。調査へのご理解とご協力をお願いします。

比率区分 算定結果 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 － 11.53 20

連結実質赤字比率 － 16.53 30

実質公債費比率 6.1 25 35
将来負担比率 22.2 350

（単位：％）

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

会計名 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 －

下水道事業会計
（公共下水道事業） －

下水道事業会計
（農業集落排水事業） －

20

（単位：％）

※各特別会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。
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催 し 物

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課 　382-7954 　382-2214
 　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

プラネタリウム秋の番組
「こまねこのクリスマス～迷
子になったプレゼント～」
文化会館 　382-8111 　382-8580

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580 

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で3カ月以上「ね
たきり」などの症状により、
寝具の衛生管理が困難な
40歳以上の方

と　き　11月中
内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれかの
ふとんで、サイズは問いませ
ん。対象者1人当たり2枚ま
でで、1週間から10日間程お
預かりします。

※毛布は対象外です。
費　用　無料(貸ふとんは有料)
申込み　10月3日㈪から31日
㈪までに、地域包括支援セ
ンターなどを通じて申請書を
長寿社会課へ

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳し
くは長寿社会課へ

◆休日窓口
と　き　9月25日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　9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。

  
と　き　10月23日㈰10時～
12時(雨天決行)

ところ　海のみえる岸岡山緑
地(岸岡町)

講　師　藤井英紀さん(日本
野鳥の会三重)

参加料　無料
申込み　10月14日㈮17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、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。

対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　10月8日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　望遠鏡で月・二重星・
りゅう座流星群などの観望。

アンドロメダ銀河の話。
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。

と　き　10月1日㈯～12月25日㈰
内　容　山の上のお家におじい
さんと暮らす「こまねこのこまち
ゃん」のところに、クリスマスに
もパパとママは帰れないと手
紙が届きました。元気をなくし
たこまちゃん。友達のラジボー
がこまちゃんとパパやママのい
る街に出掛ける冒険をします。

※すべて猫語だけで、セリフは全く
ありません。年齢を問わず、全て
の方にとって心温まるお話です。

◆秋の星座解説
　ペガスス座ややぎ座などの

星座解説を行うとともに、月の
模様を「ひきがえる」に見立て
た中国の民話を紹介します。
※星座解説は12月10日㈯から
冬の星座に変わります。

　プラネタリウムに広がる星座
を眺めながらの音楽会です。ま
た、特別番組「人と月のおつき
あい」も上映します。
と　き　10月30日㈰
ところ　文化会館プラネタリウム
出演者
○10時30分～11時30分(開
場10時) ウクレレでもしよう
会 (ウクレレ合奏)　

○13時30分～14時30分(開
場13時) ラフェットクインテ
ット (フルート合奏)　
○15時30分～16時30分(開
場15時) 別府一樹さん (エレ
クトリックギターソロ演奏)
定　員　各150人(先着順)
参加料　無料
申込み　10月1日㈯13時から
文化会館で整理券を配布

※中学生以下は保護者同伴。2歳
以下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

　大和と伊勢の寺々から出土
する瓦の文様から、当時の大和
と伊勢のつながりを探ります。
と　き　10月8日㈯～12月4日㈰
ところ　考古博物館特別展示
室(国分町224)

観覧料　一般200円、小・中学
生100円

※70歳以上の方、障がい者手帳
などをお持ちの方と付き添い1
人は無料

※休館日を確認の上お越しください。
◆関連講演会｢古代瓦で推理
　大和を支えた伊勢の豪族たち｣
と　き　10月15日㈯14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　竹内英昭さん(県教
育委員会)

聴講料　無料
※講演会参加者は観覧料が無料

と　き　10月15日㈯13時～
14時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館6102教
室(南玉垣町3500-3)

講　師　川西正祐さん(鈴鹿
医療科学大学副学長)

参加料　無料
問合せ　同大学臨床薬学セン

ター(　340-0550平日9時
～17時30分)

と　き　10月15日㈯14時～
15時50分

ところ　ふれあいセンター(南
玉垣町6600)

内　容
○骨に関する整形外科医師に
よる講演(14時～15時50分)
・講演1「骨折と骨粗鬆症」村
嶋洋司さん(むらしま整形外
科)、千賀佳幸さん(鈴鹿回
生病院)

・講演2「変形性膝関節症」
濱口貴彦さん(浜口整形外
科)、湯浅公貴さん(湯浅整
形外科)

・演題3「脊柱管狭窄症」松
村好博さん(はる整形外科ク
リニック)、今西隆夫さん(村
瀬病院)

・演題4「ロコモを知ろう」瀬
戸正史さん(せと整形外科)、
森川正和さん(鈴鹿中央総
合病院)

○整形外科医師による健康相
談(15時50分から)

参加料　無料　　　　　　
主　催　三重県整形外科医会
問合せ　むらしま整形外科
　(　381-1199)
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納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

ふとん丸洗いサービス
長寿社会課　 382-7935　 382-7607



音楽プラネタリウム
～満天の星空の下で
生演奏と名月の鑑賞～
文化会館 　382-8111 　382-8580

市民公開講座「骨と関節の日～
ロコモ度テストでロコモを測ろう！」
健康づくり課 　382-2252 　382-4187

特別展「伊勢の瓦 大和の瓦」
考古博物館　374-1994　 374-0986

講演会｢がんの予防と痛み
止め薬・アスピリン｣

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

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。

  
と　き　10月23日㈰10時～
12時(雨天決行)

ところ　海のみえる岸岡山緑
地(岸岡町)

講　師　藤井英紀さん(日本
野鳥の会三重)

参加料　無料
申込み　10月14日㈮17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、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。

対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　10月8日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　望遠鏡で月・二重星・
りゅう座流星群などの観望。

アンドロメダ銀河の話。
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。

と　き　10月1日㈯～12月25日㈰
内　容　山の上のお家におじい
さんと暮らす「こまねこのこまち
ゃん」のところに、クリスマスに
もパパとママは帰れないと手
紙が届きました。元気をなくし
たこまちゃん。友達のラジボー
がこまちゃんとパパやママのい
る街に出掛ける冒険をします。

※すべて猫語だけで、セリフは全く
ありません。年齢を問わず、全て
の方にとって心温まるお話です。

◆秋の星座解説
　ペガスス座ややぎ座などの

星座解説を行うとともに、月の
模様を「ひきがえる」に見立て
た中国の民話を紹介します。
※星座解説は12月10日㈯から
冬の星座に変わります。

　プラネタリウムに広がる星座
を眺めながらの音楽会です。ま
た、特別番組「人と月のおつき
あい」も上映します。
と　き　10月30日㈰
ところ　文化会館プラネタリウム
出演者
○10時30分～11時30分(開
場10時) ウクレレでもしよう
会 (ウクレレ合奏)　

○13時30分～14時30分(開
場13時) ラフェットクインテ
ット (フルート合奏)　
○15時30分～16時30分(開
場15時) 別府一樹さん (エレ
クトリックギターソロ演奏)
定　員　各150人(先着順)
参加料　無料
申込み　10月1日㈯13時から
文化会館で整理券を配布

※中学生以下は保護者同伴。2歳
以下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

　大和と伊勢の寺々から出土
する瓦の文様から、当時の大和
と伊勢のつながりを探ります。
と　き　10月8日㈯～12月4日㈰
ところ　考古博物館特別展示
室(国分町224)

観覧料　一般200円、小・中学
生100円

※70歳以上の方、障がい者手帳
などをお持ちの方と付き添い1
人は無料

※休館日を確認の上お越しください。
◆関連講演会｢古代瓦で推理
　大和を支えた伊勢の豪族たち｣
と　き　10月15日㈯14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　竹内英昭さん(県教
育委員会)

聴講料　無料
※講演会参加者は観覧料が無料

と　き　10月15日㈯13時～
14時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館6102教
室(南玉垣町3500-3)

講　師　川西正祐さん(鈴鹿
医療科学大学副学長)

参加料　無料
問合せ　同大学臨床薬学セン

ター(　340-0550平日9時
～17時30分)

と　き　10月15日㈯14時～
15時50分

ところ　ふれあいセンター(南
玉垣町6600)

内　容
○骨に関する整形外科医師に
よる講演(14時～15時50分)
・講演1「骨折と骨粗鬆症」村
嶋洋司さん(むらしま整形外
科)、千賀佳幸さん(鈴鹿回
生病院)

・講演2「変形性膝関節症」
濱口貴彦さん(浜口整形外
科)、湯浅公貴さん(湯浅整
形外科)

・演題3「脊柱管狭窄症」松
村好博さん(はる整形外科ク
リニック)、今西隆夫さん(村
瀬病院)

・演題4「ロコモを知ろう」瀬
戸正史さん(せと整形外科)、
森川正和さん(鈴鹿中央総
合病院)

○整形外科医師による健康相
談(15時50分から)

参加料　無料　　　　　　
主　催　三重県整形外科医会
問合せ　むらしま整形外科
　(　381-1199)
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　スポーツの楽しさを体験して
親睦や交流を深められるイベン
トで、約10種目行います。障が
いのない方の参加やボランティ
アとしての参加も歓迎します。
と　き　10月23日㈰10時～
15時

ところ　AGF鈴鹿体育館(市
立体育館 江島台1-1-1)

申込み　鈴鹿市障害者団体
連合会事務局(　坂 382-

　3 4 4 1）

　児童虐待防止のために私た
ちが取るべき対応を、広島市
児童相談所長や広島市こども
療育センター心療部長を歴任
された講師と共に考えます。
対　象　学校・幼稚園・保育
園関係者、児童福祉関係
者、関心のある市民

と　き　10月13日㈭13時
30分～15時30分

ところ　ふれあいホール(南
玉垣町6600)

講　師　岡田隆介さん(児童
精神科医師)

定　員　200人(先着順)
参加料　無料
託　児　あり
申込み　電話・ファクスで子ど
も家庭支援課へ

申込み　フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1カ

月前から受け付け。事前に
電話でお問い合わせの上、
鈴鹿地域職業訓練センター
窓口(鈴鹿ハイツ1-20)へ

◆ガス溶接技能講習
と　き　10月20日㈭・21日㈮
8時45分～17時

受講料　8,640円 (別途教材
費864円)

◆陶芸講座
と　き　10月25日㈫10時～
15時　

受講料　4,320円
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　10月27日㈭・28日㈮
8時45分～17時

受講料　8,640円 (別途教材
費1,645円)

◆玉掛け技能講習
と　き　学科：11月7日㈪・8
日㈫、実技：11月9日㈬・10
日㈭・11日㈮の中で選択受
講8時45分～17時　

受講料　1万800円(別途教
材費1,645円)

◆フォークリフト運転技能講
習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：11月8日㈫8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
11月20日㈰・26日㈯・27日
㈰、Ⅱコース11月9日㈬～11
日㈮、Ⅲコース11月15日㈫
～17日㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円
申込み　10月3日㈪から

　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
◆パソコン基礎講習
と　き　11月21日㈪・22日㈫・
24日㈭・25日㈮・28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　ワード・エクセルの基
礎知識など

定　員　20人
受講料　無料
申込み　9月27日㈫から10月
24日㈪までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

◆調理補助講習
と　き　11月30日㈬、12月1日
㈭・2日㈮・14日㈬・15日㈭の
5日間9時30分～16時30分

ところ　文化会館
内　容　食品衛生、栄養、食
材の基礎知識

定　員　15人
受講料　無料
申込み　9月29日㈭から10月
28日㈮までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

　「椿の農業と地域を考える会」
では、皆さんとの交流とご縁づく
りのイベントを実施しています。
と　き　10月9日㈰9時～14
時ごろ

ところ　矢田しいたけ園(大久
保町376)、サファリファーム
(大久保町内)

内　容　枝豆、マコモタケ、原
木しいたけ収穫体験と試食
会、焼きたてピザで昼食交
流会、軽トラ市

定　員　約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　10月2日㈰までに、参
加者全員の氏名、年齢、性
別と、代表者の住所、電話
番号を電話・ファクスで同会
(大谷　090-9029-9688
　 328-1562)へ

※小学生以下は、中学生以上1人
につき2人まで

※天候により内容を変更するこ
とがありますが、雨でも実施し
ます。

　鈴鹿工業高等専門学校が
運営する「みえサイエンスネッ
トワーク」の取り組みです。
対　象　小学5年～中学2年生
と　き　11月12日㈯
定　員   20人(先着順)
※過去に参加していない方優先
※保護者の定員は5人
参加料　50円(保険料)
申込み　9月20日㈫から10月

19日㈬15時までに鈴鹿工業
高等専門学校ホームページで

問合せ　同校総務課(  368-
1717 　387-0338)

と　き　11月5日㈯13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター(鈴鹿ハイツ1-20)

内　容　自動車のしくみ、日常
点検、トラブルの対処法など

※記念品を進呈
受講料　無料
主催・申込み　11月2日㈬ま
でに鈴鹿自動車整備組合
(　382-1075 )へ

対　象　25～35歳くらいの
独身の方

と　き　10月15日㈯10時～

14時(雨天決行)
ところ　青少年の森公園第2
炊飯場(住吉町南谷口)

定　員　男女各10人(応募
者多数の場合は抽選)

※最少催行人数  男女各6人
参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※10月4日㈫以降はキャンセル
料がかかります。

申込み　10月1日㈯までに電
話でみえ出逢いサポートセ
ンター(　355-1322)へ

　

 本番の平成29年4月23日㈰
まで月１回程度集まり、企画運
営を行います。
申込み　電話・電子メールで
鈴鹿国際交流協会へ

催 し 物

児童虐待防止講演会
子ども家庭支援課

　 382-9140 　382-9142

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

障がい者ふれあい運動会
障がい福祉課　382-7626 　382-7607

高齢者のための技能講習
鈴鹿市シルバー人材センター
　 382-6092 　382-6093

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト椿収穫祭
農林水産課　 382-9017　382-7610
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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
窓口(鈴鹿ハイツ1-20)へ

◆ガス溶接技能講習
と　き　10月20日㈭・21日㈮
8時45分～17時

受講料　8,640円 (別途教材
費864円)

◆陶芸講座
と　き　10月25日㈫10時～
15時　

受講料　4,320円
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　10月27日㈭・28日㈮
8時45分～17時

受講料　8,640円 (別途教材
費1,645円)

◆玉掛け技能講習
と　き　学科：11月7日㈪・8
日㈫、実技：11月9日㈬・10
日㈭・11日㈮の中で選択受
講8時45分～17時　

受講料　1万800円(別途教
材費1,645円)

◆フォークリフト運転技能講
習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科：11月8日㈫8時
～17時10分、実技：Ⅰコース
11月20日㈰・26日㈯・27日
㈰、Ⅱコース11月9日㈬～11
日㈮、Ⅲコース11月15日㈫
～17日㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円
申込み　10月3日㈪から

　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
◆パソコン基礎講習
と　き　11月21日㈪・22日㈫・
24日㈭・25日㈮・28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　ワード・エクセルの基
礎知識など

定　員　20人
受講料　無料
申込み　9月27日㈫から10月
24日㈪までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

◆調理補助講習
と　き　11月30日㈬、12月1日
㈭・2日㈮・14日㈬・15日㈭の
5日間9時30分～16時30分

ところ　文化会館
内　容　食品衛生、栄養、食
材の基礎知識

定　員　15人
受講料　無料
申込み　9月29日㈭から10月
28日㈮までに鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ

　「椿の農業と地域を考える会」
では、皆さんとの交流とご縁づく
りのイベントを実施しています。
と　き　10月9日㈰9時～14
時ごろ

ところ　矢田しいたけ園(大久
保町376)、サファリファーム
(大久保町内)

内　容　枝豆、マコモタケ、原
木しいたけ収穫体験と試食
会、焼きたてピザで昼食交
流会、軽トラ市

定　員　約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　10月2日㈰までに、参
加者全員の氏名、年齢、性
別と、代表者の住所、電話
番号を電話・ファクスで同会
(大谷　090-9029-9688
　 328-1562)へ

※小学生以下は、中学生以上1人
につき2人まで

※天候により内容を変更するこ
とがありますが、雨でも実施し
ます。

　鈴鹿工業高等専門学校が
運営する「みえサイエンスネッ
トワーク」の取り組みです。
対　象　小学5年～中学2年生
と　き　11月12日㈯
定　員   20人(先着順)
※過去に参加していない方優先
※保護者の定員は5人
参加料　50円(保険料)
申込み　9月20日㈫から10月

19日㈬15時までに鈴鹿工業
高等専門学校ホームページで

問合せ　同校総務課(  368-
1717 　387-0338)

と　き　11月5日㈯13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター(鈴鹿ハイツ1-20)

内　容　自動車のしくみ、日常
点検、トラブルの対処法など

※記念品を進呈
受講料　無料
主催・申込み　11月2日㈬ま
でに鈴鹿自動車整備組合
(　382-1075 )へ

対　象　25～35歳くらいの
独身の方

と　き　10月15日㈯10時～

14時(雨天決行)
ところ　青少年の森公園第2
炊飯場(住吉町南谷口)

定　員　男女各10人(応募
者多数の場合は抽選)

※最少催行人数  男女各6人
参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※10月4日㈫以降はキャンセル
料がかかります。

申込み　10月1日㈯までに電
話でみえ出逢いサポートセ
ンター(　355-1322)へ

　

 本番の平成29年4月23日㈰
まで月１回程度集まり、企画運
営を行います。
申込み　電話・電子メールで
鈴鹿国際交流協会へ

アクア・トトぎふ見学ツアー
総合政策課　 382-9038 　382-9040

婚活BBQパーティー
鈴鹿青少年の森　 378-2946　370-4706

女性マイカー点検教室
交通防犯課　 382-9022　382-7603

国際交流フェスタ
わいわい春まつり
実行委員募集

鈴鹿国際交流協会　 383-0724 　383-0639
　　sifa@mecha.ne.jp

上下水道総務課　 368-1696　 368-1688

す。申請には、被害状況が確認できる写真ま
たは修理のための見積書などが必要になりま
す。詳しくは資産税課へお問い合わせくださ
い。手数料は無料です。
　なお、自然災害ではなく、火災で被害を受
けた場合は、中央消防署で罹災証明書を発
行しています。

市政に対するご意見などは、市民対話課へ

　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html
〒513-8701（住所不要） 382-9004  　　382-7660

自然災害で家屋に被害を受けた場合、
市でそのことを証明してもらえますか。

台風や雷などの自然災害で、家屋やカ
ーポートなどに被害を受けた際、修理

のための保険請求をするに当たって、多くの
場合、罹災証明書の提出を求められます。
罹災証明書とは、家屋などが被災したことを
証明する書類で、資産税課で発行していま

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けら
れた皆さんのご意見と、それに対する市の回答を紹介します。

罹災証明書
り さい

資産税課　　382-9007　　382-7604
　shisanzei@city.suzuka.lg.jp 
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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10月初旬ごろはがきで別日を案内します。

集団検診集団検診
○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし検診部位について治療中（医師の指示により、定期的に検診ま
たは投薬を受けている）の方は除きます。また、同じ種類の検診は、年度内に1回しか受けられません。

○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。
※11月2日㈬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）。

相　談

保健
センター 不要10月28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）

と　　き ところ 備　　　　　考申 込 み相　　談
すくすく広場 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。

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

11月13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

11月13日㈰　午後
11月2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。

対  象／20歳以上の方（骨粗鬆症の治療中の方、平成28年度に保健センターで測定された方を除く）
と  き／10月18日㈫・19日㈬　9時30分～11時、13時30分～15時（ご都合の良い時間にお越しください。）
ところ／保健センター　費用／無料　申込み／不要　※はだしになれる服装でお越しください。

■骨密度チェック（簡易骨密度測定）

10月30日㈰・11月2日㈬・13日㈰・25日㈮　午前・午後
10月17日㈪　午後
10月22日㈯　午前

11月13日㈰・25日㈮　午後
11月2日㈬　午前・午後
10月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9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 　382-4187、はが
き、窓口）、地区市民センター窓口へ
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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。

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

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

無料  9月29日㈭から
（先着順）

保健
センター

健康ひろば
（笑いヨガ編）
65歳以上の方

無料
むし歯予防コース（乳児）
平成28年1月～2月生まれ
の乳児とその保護者の方

30組

40人

　10月13日㈭
10時～11時30分

9月26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

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、
ふれあい遊び、個別相談

10月26日㈬
10時～11時30分

笑うことをきっかけに
楽しく取り組める
介護予防の体験

無料  受付中
（先着順）

AGF鈴
鹿体育
館　副
体育館

スクエアステップ
講演＆講習会
65歳以上の方

50人10月7日㈮
14時～16時

スクエアステップの
講話と体験

無料天名
公民館

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
11月7日㈪・14日㈪
10時～11時30分
（2回シリーズ）

健康運動指導士による
体操やスクエアステップなど

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）

10月20日㈭
13時～14時15分

小林裕康医師（内科）
「死亡原因第3位

『肺炎』の真実に迫る」

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4月～平成28年
6月生まれの乳児をもつ方

30組10月12日㈬
10時～11時30分

9月27日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

ウォーキングについての
講話、運動体験

健康セミナー「ハッピー
ウォーキング・初級編」
健康のためにウォーキング
を始めたい方で、

①20歳以上②65歳以上の方

各
30人

①10月27日㈭と11月8日㈫
②11月29日㈫と12月5日㈪
10時～12時（2回シリーズ）

9月30日㈮から
（先着順）

9月29日㈭から
（先着順）

　10月1日（土）からＢ型肝炎ワクチンが定期接種になります。接種回数は1歳になるまでに3回で、１回目の接
種から3回目の接種を終えるまでに約半年（1回目と2回目の間隔は27日以上、1回目と3回目の間隔は139日
以上）かかります。接種を希望される方はお早めにかかりつけ医にご相談ください。
対　象　平成28年4月1日以後に出生した１歳未満の方
ところ　実施医療機関　持ち物　予診票、母子健康手帳、健康保険証、在留カード（外国籍の方）
※１歳を迎えてからの接種は定期接種の対象外となりますのでご注意ください。
※予診票は市内実施医療機関に設置しています。市外医療機関で接種をご希望の場合は母子健康手帳、在留
カード（外国籍の方）を持って健康づくり課にお越しください。
※対象者で定期接種導入以前に任意で接種を受けている場合は、3回のうち残りの回数を定期接種として接
種できます。

　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。

■Ｂ型肝炎ワクチン予防接種予防接種
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※持病があり受診中の方は主治医に確認の上、お申し込みください。  



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

今年度の品質検査結果

品質検査の様子

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

資源ごみの品質検査の結果を
お知らせします

手作業で一つずつ確認し、不適正なものがどれくらい混入しているかを調べます。

プラスチックごみの品質検査 ペットボトルの品質検査

 回収されたプラスチックごみやペットボトルは、リサイクルされて新しい製品に
生まれ変わります。リサイクルするためには正しい分別が必要ですので、ご協力
をお願いします。

　回収されたプラスチックごみやペットボトルは、年に1回、（公財）日
本容器包装リサイクル協会による品質検査が行われます。
　今年度は4月にプラスチックごみの検査が、6月にペットボトルの検
査が行われました。その結果、3段階評価でいずれも最高ランクとい
う高い評価をいただきました。

不適正なもの（例）

　資源ごみのリサイクルは、市民の皆さんの適正
な分別によって成り立っています。品質検査の判
定結果によっては、リサイクル工場での資源ごみの
引き取りが断られる場合があります。良質なリサイ
クルを行うため、これからもご協力をお願いします。

正しいごみの分別にご協力ください

資源ごみB プラスチックごみ

水で洗ってください

http://www.gomisaku.jp/0026/
鈴鹿市ごみ分別辞典「ごみサク」をご活用ください。鈴鹿市ごみ分別辞典「ごみサク」をご活用ください。
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・ 中身が残っているもの ・ キャップ、ラベルがついているペットボトル

・ マークがないペットボトル・マークがないプラスチックごみ

・ 電池、カミソリ、スプレー缶（危険ですので、絶対に入れないでください）



バスケットボール

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

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

1・3・4・11・17・18・24・25・29・31日
2・9・15・16・22・30日
7・14日
10日
21・28日
1・29日
5・6・12・13・19・20・26・27・28日
7・14日
21日

9：00～21：00
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

1・3～6・11～13・17～21・24～29・31日
2・9・15・16・22・30日
7・10・14日
1・10・29日
2・9・15・16・22・30日
3・4・6・11・13・17・18・20・24・25・27・31日
5・19・26日
12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

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

1日
2・5・12・19・26日
28日
7日
9日
14日
5・19日
6日
7日
13・22日
15・16・18・23・25・31日
2・9・15・20・28日

3・17日

4・10・27日
12日
21・26日
3・4・10・16・23・25日
6・20・27日
7日
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

体育の日

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

1・5・6・7・13・14・20・21・26～28日
2・16・23日
3・4・17・18・25・31日
9・10・30日
15・22・29日

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

1・2・8・15・22・29日
3・4・6・7・10・13・14・17・18・20・21・25・27・28・31日
5・12・19・26日
9・16・23・30日

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

1・8・15・22・29日
2・23日
3・7・9・10・14・17・21・28・31日
4・6・13・18・20・25・27日
5・12・16・19・26・30日

9：00～21：001～10・12～23・25～31日

●休館日　金曜日、1日㈯～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

※加佐登公民館のみ１７日㈪から１８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　3日㈪

●

◎交通事故相談（弁護士）25日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 7・14・28日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 4日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 17日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 13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 12・26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

4・6・7・11・13・14・
20・21・25・27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、総合相談の行政相談委員については予約不要です。

◎総合相談 21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

10：00～10：30
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

17日㈪
31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

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

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

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

月

休館日　11日㈫・24日㈪　 休館日　11日㈫・24日㈪

19日㈬

26日㈬24日㈪       

20日㈭

27日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松公民館

本館（1階おはなしのへや）13日10時30分～10時50分、15日14時30分～15時、22日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）20日10時30分～11時

井田川公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221418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、行政書士、不動産鑑
定士による相談です。 ※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

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

油彩画（人物・風景・静物）を中心に展示

縦163cm、横133cmで描いた人物画

〒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［8月31日現在］

8
広報すずか　2016年9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/6件、うち建物4件（20件、1件増） 出動数/771件（5,792件、92件増）

人口/200,450人（124人増） 男性/100,048人（100人増） 女性/100,402人（24人増） 世帯数/83,588世帯（115世帯増）

事故数/695件、うち人身事故61件（4,310件、12件増） 死者数/0人（4人、1人減） 傷者数/107人（675人、7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

○10月 1 日㈯～15日㈯…家庭用パソコンを回収しています
○10月16日㈰～31日㈪…施設紹介「考古博物館」

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』

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。

ギャラリー空木

建物
空間美術

〒510-0012
石薬師町1329-4
374-5003
http://g-utsugi.com
土・日曜日10時～18時
必要
無料

ゆったりと流れる時間を表現しました。

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

ホームページ

開　館

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　太田 昌文さん

　子どものころ、ルーブル美術館を訪れたこと
がきっかけで絵を描き始めました。人物や風景、
静物など、具象の油彩画を中心に描いていま
す。絵は、一枚の紙やキャンバスの中に自分の
世界観を構築し表現できることが魅力です。年
に10回ほど展覧会に出展していますが、今年は
国立新美術館で開催された第一美術展で最優
秀賞の第一美術協会賞を受賞しました。
　館内には常時30点ほど展示しています。絵画
教室も開催していますので、絵に興味がある方
は、ぜひ一度見学に来てください。

1115

石薬師町

石薬師
小学校南

佐々木信綱
記念館

銀行

石薬師
小学校鈴鹿石薬師

郵便局

神社

うつ  ぎ


