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　灯油は、消防法上「危険物」に
該当し、貯蔵や取り扱いの方法を
誤ると、火災などの大きな被害を及
ぼす可能性があります。次の事項
に十分注意して、安全な灯油の保
管・取り扱いを心掛けてください。
○火気には近づけない。
○灯油の保管には灯油用ポリ
エチレン容器または金属容
器を使用する。

○キャップをしっかりと閉め、直
射日光の当たらない、風通し
の良い所に保管する。

○保管容器は積み重ねて使用
しない。
○河川や公共用下水道などに
流出させない。

　水銀製品の効率的な回収方
法の調査をするため、環境省の
モデル事業として、家庭で不要

になった水銀体温計などを期間
限定で回収します。
回収品目　家庭で使われなくな
った水銀体温計、水銀温度
計、水銀血圧計

と　き　12月1日㈭～平成29年
1月31日㈫（年末年始は除く）

ところ　市内の薬局(回収の
ポスターが目印です)

※市役所、地区市民センター、公
民館などでは回収しません。

　11月30日は年金の日です。
この機会に「ねんきんネット」で
ご自身の年金記録を確認した
り、将来の年金受給見込み額
を試算してみませんか。詳しく
は、日本年金機構のホームペー
ジで。
問合せ　 津年金事務所(　
059-228-9112)

　12月4日㈰から10日㈯までは
第68回人権週間です。近所や
家庭内のもめごと、いじめや体
罰、職場でのセクハラ、DVなど
でお悩みの方は、人権擁護委
員または特設人権相談へ気軽
にご相談ください。相談無料で
秘密は守られます。
◆特設人権相談
と　き　12月5日㈪10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター(算所
2-5-1)

◆人権擁護委員(敬称略)
　山尾教雄(江島町)、髙野栄
子(小岐須町)、中尾征郎(小
田町)、益川博光(五祝町)、
嶋かをり(柳町)、神﨑佳代子
(若松北一丁目)、濵野勇夫
(加佐登四丁目)、林義智(高
岡町)、山本陽子(池田町)、
熊沢美知子(自由ヶ丘二丁
目)、浅野正士(下箕田三丁
目)、西村則子(木田町)、藤
田秀昭(御薗町)

問合せ　津地方法務局人権擁
護課(　059-228-4193)

 ｢ねんきんネット｣で未来の生活設計
保険年金課　382-9401　 382-9455

灯油の保管･取扱にご注意を
予防課　 382-9159　 383-1447

水銀体温計などの回収
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
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人権擁護委員にご相談を
人権政策課　 382-9011　 382-2214
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  人権擁護委員の
中尾征郎さんが、
永年にわたり人権
の擁護と人権
思想の普
及 高 揚に
貢献された
ことが認められ、10月17日に法
務大臣表彰を受賞されました。
※人権擁護委員は、法務大臣から
委嘱され、全国の各市町村に配
置されています。人権擁護委員
法に基づいて、地域の皆さんか
ら人権相談を受けたり、人権の
考えを広める活動をしている無
報酬の民間ボランティアです。

問合せ　津地方法務局人権擁
護課(　059-228-4193)

　行政相談委員
の北村克麿さ
んが、永年に
わたり活躍さ
れている功
績が認め
られ、10月
7日に総務
大臣表彰を受賞されました。
※行政相談委員は、国民の身近
な相談相手として、総務大臣
が委嘱した民間有識者です。
また、無報酬のボランティアと
して、行政に対する苦情・相談
を受け付け、相談者への助言
や関係機関に対して改善の申
し入れなどを行っています。
問合せ　総務省三重行政評価

事務所(　059-227-6661
　 059-227-6662)

と　き　12月6日㈫10時～15時
ところ　市 役 所 本 館 1 2 階
1202会議室

持ち物　年金手帳または年金
番号がわかるもの、印鑑、本
人確認できるもの(運転免許
証など)、相談したい書類

※代理人が相談する場合は委
任状も必要です。委任状には、
本人の基礎年金番号、住所、
氏名、生年月日、委任する内
容を記入・押印の上、代理人
の氏名、住所、本人との関係
も記入してください。代理人
の本人確認できるもの(運転
免許証など)も必要です。

申込み　不要
問合せ　津年金事務所(　
059-228-9112)

と　き　12月3日㈯・4日㈰
10時～15時

相談電話番号 　059-224-
2644

相談員　弁護士(三重弁護士
会)または司法書士(三重県
司法書士会)

※一人一時間程度まで
問合せ　三重県多重債務者
対策協議会( 059-224-
2400)

　国税に関する相談にお応え
します。次の手順でご利用くだ
さい。
受付時間　8時30分～17時

行政相談委員
北村克麿さん

(土・日曜日、祝日、12月29
日～1月3日を除く)
手　順
①鈴鹿税務署( 382-0351)
へ電話をかける。

②自動音声が流れたら「1」を
押す。

③自動音声に従って、相談した
い内容の番号を押す。

◆よくある質問と回答
　国税庁ホームページ(　
http://www.nta.go.jp/ta
xanswer)では、税に関するよ
くある質問と回答「タックスア
ンサー」を掲載しています。

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。公売に参加できる資格に
制限がありますので、詳しくは
下記へお問い合わせください。
と　き　12月7日㈬10時30
分～11時00分

ところ　県津庁舎6階大会議
室(津市桜橋3-446-34)

問合せ　三重地方税管理回収
機構徴収第一課(県津庁舎内
　059-213-7355 http:

　//www.zei-kikou.jp/)

◆休日窓口
と　き　11月27日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　11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。

国民年金出張納付相談会
保険年金課　 382-9401　 382-9455

借金に関する電話法律相談
市民対話課　 382-9004　 382-7660

税務署の電話相談センター
市民税課　 382-9446　 382-7604

行政相談委員北村克麿さんが
総務大臣表彰を受賞

市民対話課 382-9004 382-7660

人権擁護委員中尾征郎さんが
法務大臣表彰を受賞

人権政策課　 382-9011　 382-2214

納税の夜間・休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

不動産公売
納税課　 382-9205　 382-7660

人権擁護委員
中尾征郎さん
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上下水道事業の業務状況をお知らせします
経理課　 368-1664　 368-1688　河川雨水対策課　 382-7614 　382-7612

◆下水道事業の業務状況
業務の概況
・公共下水道事業　上半期の総処理水量は523万
6,536㎥、一日平均汚水処理水量は2万8,615㎥で、
昨年度の上半期に比べると1.35％増加しています。

・農業集落排水事業　上半期の総処理水量は74万

2,173㎥、一日平均汚水処理水量は4,056㎥で、昨
年度の上半期に比べると0.11％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)　2億9,587万円 

・浸水対策事業に伴う工事　5,953万円

◆水道事業の業務状況
業務の概況
　給水戸数は9月30日現在8万3,584戸です。また、
上半期の総配水量は1,231万2,684㎥、一日平均配
水量は6万7,282㎥で、昨年度の上半期に比べると
0.72%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　8,643万円 
・第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など
　6億387万円 
・配水管布設替工事など　1億2,042万円

営業費用

●平成28年度予算の執行状況(平成28年9月30日現在） ●平成27年度下水道事業損益計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
区　分 借　方
収益的収入
収益的支出
資本的収入

59億5,435万円
55億839万円
66億1,962万円
84億4,135万円資本的支出

32億1,518万円
22億7,895万円
10億7,531万円
17億9,514万円

40億2,265万円
11億7,341万円

86万円
4億2,279万円
56億1,971万円

営業収益
貸　方
18億9,419万円
37億2,225万円

327万円

56億1,971万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

固定資産

●平成27年度下水道事業貸借対照表（平成28年3月31日現在）
借　方
921億6,382万円
19億1,071万円

940億7,453万円

固定負債
貸　方
440億4,437万円
39億1,382万円
391億8,714万円
53億8,634万円
15億4,286万円
940億7,453万円

流動資産 流動負債
繰延収益
資本金

計 計

予算現額 執行額

●平成27年度決算状況（平成28年3月31日現在）
区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

59億7,879万円
54億6,531万円
66億9,146万円
86億8,316万円資本的支出

57億9,776万円
52億6,588万円
46億5,280万円
63億5,514万円

予算額 決算額

※下水道事業：公共下水道事業と農業集落排水事業
　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

剰余金

営業費用

●平成28年度予算の執行状況 (平成28年9月30日現在）　　　　　　　　　   ●平成27年度水道事業損益計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）
区　分 借　方
収益的収入
収益的支出
資本的収入

43億900万円
41億2,900万円
23億6,208万円
51億5,783万円資本的支出

21億4,406万円
15億4,062万円
1億2,914万円
14億3,871万円

32億1,659万円
3億5,847万円
6,060万円

4億1,263万円
40億4,829万円

営業収益
貸　方
34億1,382万円
6億3,159万円

288万円

40億4,829万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

固定資産

●平成27年度水道事業貸借対照表（平成28年3月31日現在）
借　方
416億4,900万円
44億4,987万円

460億9,887万円

固定負債
貸　方
136億3,019万円
22億3,436万円
130億3,621万円
155億7,000万円
16億2,811万円
460億9,887万円

流動資産 流動負債

資本金
繰延収益

剰余金
計 計

予算現額 執行額

●平成27年度決算状況（平成28年3月31日現在）
区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

42億9,000万円
38億7,700万円
29億5,635万円
59億7,775万円資本的支出

43億2,486万円
37億9,029万円
15億5,857万円
31億1,010万円

予算額 決算額

※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

※詳しい内容を上下水道局のホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/)に掲載しています。
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※「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。

　12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　11月24日㈭、12月5日㈪
～9日㈮・22日㈭ 全日程とも10
時から当日の会議終了まで

※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、傍聴される場合は
事前に議事課へご確認ください。

　自転車などの駐車対策につい
て調査審議する自転車等駐車対
策協議会の委員を公募します。
対　象　市内在住、在勤、在
学の18歳以上の方

※国・地方公共団体の議員と常勤
の公務員を除く。

任　期　平成29年3月18日か
ら2年間

※会議開催は年間数回程度
定　員　2人程度

※協議会は公募委員のほか、関
係団体などで構成

申込み　12月20日㈫17時15
分まで(必着)に、申込書に必
要事項を記入の上、「あなた
が考える放置自転車対策」を
テーマに800字程度にまとめ
た作文を添えて、直接または郵
送・電子メールで交通防犯課
(〒513-8701(住所不要))へ

※申込書は交通防犯課窓口と市
ホームページで入手できます。

※規定に基づき報酬をお支払い
します。

　臨時福祉給付金と低所得の
障害・遺族基礎年金受給者向
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、9月末に申請書を発送し
ました。期限を過ぎると受け付
けできませんので、早めに申請
してください。
受付期限　平成29年1月31日㈫

　障がいのある方や長引く病
気やけがをお持ちの方を対象
に調査を行います。今後の福

祉施策の改善の基礎資料とな
る全国調査です。12月上旬に
対象世帯を調査員が訪問しま
すのでご協力ください。
対  象　国で抽出された調査
地区約250世帯(対象世帯
には11月下旬に案内チラシ
を配付します。)

と　き　12月9日㈮18時30
分～19時30分　　　

※点灯期間は12月9日㈮～27日
㈫です。

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス1号館(南玉垣
町3500-3)

問合せ　同大学ボランティア
センター(　383-8991)

　プラネタリウムに広がる星座
を眺めながらライブで音楽会
を楽しんでいただきます。また、
特別番組として「宇宙から美し
すぎる信号」を投映します。
とき・内容　12月23日(金・祝)
○第1部　10時30分から　
胡蝶(二胡・電子ピアノの競演)

○第2部　13時30分から　

あるもにゅ(サックス合奏)　
○第3部　15時30分から　
落合義視さん (アコース
ティックギター)

※特別番組と合わせて各1時間
程度、開場は各30分前

ところ　文化会館プラネタリウム
定　員　各150人(先着順)
参加料　無料
申込み　12月3日㈯13時から
文化会館で配布する整理券
を受け取ってください。

※中学生以下は保護者同伴で、2
歳児以下のお子さんの入場は
ご遠慮ください。

※都合により演奏内容を変更す
る場合があります。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別番組のため休止します。

対　象　小学4年生～中学2年生
と　き　12月10日㈯～11日㈰
(1泊2日)

内　容　自然体験活動、野外炊
飯、キャンドルファイヤーなど

ところ　鈴鹿青少年センター
(住吉町南谷口)とその周辺

定　員　42人(応募者多数の
場合は抽選)

参加料　4,500円
申込み　11月25日㈮17時まで
(必着)に、センター所定の用

紙に記入の上、同センターへ

　実験、制作、観察をメイン
に、自然科学を身近に感じるこ
とができる教室です。
対　象　小学5・6年生
と　き　平成29年1月14日㈯・
28日㈯、2月11日（土・祝）

ところ　鈴鹿青少年センター
　(住吉町南谷口)とその周辺
参加料　各回1,000円
定　員　各25人(応募者多数
の場合は抽選)

申込み　11月20日㈰から12
月20日㈫17時まで(必着)
に、センター所定の用紙に記
入の上、同センターへ

　正月用の寄せ植えを作って、
玄関またはリビングに飾ってみ
ませんか。
※植木鉢はサイズ7号(直径21cm)
を使用し、寄せ植え完成後の高
さは35㎝～40㎝ぐらいです。

と　き　12月17日㈯10時～
12時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森公園 
(住吉町南谷口)

※受付事務所に集合

定　員　30人(先着順)
参加料　500円(材料費)
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森へ

対　象　小学4年生以上
と　き　12月4日㈰10時～16
時(受付10時～15時)

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)

内　容　干支のミニ色紙作り、
干支のカレンダー作り

定　員　各100人(当日先着順)
参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合 
(坂　382-3441)

　「COOL CHOICE 賢い
選択」をテーマに、楽しみなが
ら環境問題に関心を深められ
る体験ブースの設置や、水素
で走る燃料電池車の展示など
を行います。
と　き　12月11日㈰10時～15時
ところ　メッセウイング・みえ
(津市北河路町19-1)

入場料　無料
問合せ　三重県地球温暖化防
止活動推進センター( 059-
245-7517 059-245-7518 
　mccca@mec.or.jp)

市議会のテレビ中継
議事課　 382-7600　 382-4876

自転車等駐車対策協議会
委員募集

交通防犯課　 382-9022　 382-7603
 　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

イルミネーション点灯式
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

クリスマス
音楽プラネタリウム

文化会館　 382-8111　 382-8580

平成28年度臨時福祉給付金の
申請はお早めに

臨時給付金室　 382-9886　 382-9887

生活のしづらさなどに
関する調査

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607
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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

※協議会は公募委員のほか、関
係団体などで構成

申込み　12月20日㈫17時15
分まで(必着)に、申込書に必
要事項を記入の上、「あなた
が考える放置自転車対策」を
テーマに800字程度にまとめ
た作文を添えて、直接または郵
送・電子メールで交通防犯課
(〒513-8701(住所不要))へ

※申込書は交通防犯課窓口と市
ホームページで入手できます。

※規定に基づき報酬をお支払い
します。

　臨時福祉給付金と低所得の
障害・遺族基礎年金受給者向
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、9月末に申請書を発送し
ました。期限を過ぎると受け付
けできませんので、早めに申請
してください。
受付期限　平成29年1月31日㈫

　障がいのある方や長引く病
気やけがをお持ちの方を対象
に調査を行います。今後の福

祉施策の改善の基礎資料とな
る全国調査です。12月上旬に
対象世帯を調査員が訪問しま
すのでご協力ください。
対  象　国で抽出された調査
地区約250世帯(対象世帯
には11月下旬に案内チラシ
を配付します。)

と　き　12月9日㈮18時30
分～19時30分　　　

※点灯期間は12月9日㈮～27日
㈫です。

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス1号館(南玉垣
町3500-3)

問合せ　同大学ボランティア
センター(　383-8991)

　プラネタリウムに広がる星座
を眺めながらライブで音楽会
を楽しんでいただきます。また、
特別番組として「宇宙から美し
すぎる信号」を投映します。
とき・内容　12月23日(金・祝)
○第1部　10時30分から　
胡蝶(二胡・電子ピアノの競演)

○第2部　13時30分から　

あるもにゅ(サックス合奏)　
○第3部　15時30分から　
落合義視さん (アコース
ティックギター)

※特別番組と合わせて各1時間
程度、開場は各30分前

ところ　文化会館プラネタリウム
定　員　各150人(先着順)
参加料　無料
申込み　12月3日㈯13時から
文化会館で配布する整理券
を受け取ってください。

※中学生以下は保護者同伴で、2
歳児以下のお子さんの入場は
ご遠慮ください。

※都合により演奏内容を変更す
る場合があります。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別番組のため休止します。

対　象　小学4年生～中学2年生
と　き　12月10日㈯～11日㈰
(1泊2日)

内　容　自然体験活動、野外炊
飯、キャンドルファイヤーなど

ところ　鈴鹿青少年センター
(住吉町南谷口)とその周辺

定　員　42人(応募者多数の
場合は抽選)

参加料　4,500円
申込み　11月25日㈮17時まで
(必着)に、センター所定の用

紙に記入の上、同センターへ

　実験、制作、観察をメイン
に、自然科学を身近に感じるこ
とができる教室です。
対　象　小学5・6年生
と　き　平成29年1月14日㈯・
28日㈯、2月11日（土・祝）

ところ　鈴鹿青少年センター
　(住吉町南谷口)とその周辺
参加料　各回1,000円
定　員　各25人(応募者多数
の場合は抽選)

申込み　11月20日㈰から12
月20日㈫17時まで(必着)
に、センター所定の用紙に記
入の上、同センターへ

　正月用の寄せ植えを作って、
玄関またはリビングに飾ってみ
ませんか。
※植木鉢はサイズ7号(直径21cm)
を使用し、寄せ植え完成後の高
さは35㎝～40㎝ぐらいです。

と　き　12月17日㈯10時～
12時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森公園 
(住吉町南谷口)

※受付事務所に集合

定　員　30人(先着順)
参加料　500円(材料費)
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森へ

対　象　小学4年生以上
と　き　12月4日㈰10時～16
時(受付10時～15時)

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)

内　容　干支のミニ色紙作り、
干支のカレンダー作り

定　員　各100人(当日先着順)
参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合 
(坂　382-3441)

　「COOL CHOICE 賢い
選択」をテーマに、楽しみなが
ら環境問題に関心を深められ
る体験ブースの設置や、水素
で走る燃料電池車の展示など
を行います。
と　き　12月11日㈰10時～15時
ところ　メッセウイング・みえ
(津市北河路町19-1)

入場料　無料
問合せ　三重県地球温暖化防
止活動推進センター( 059-
245-7517 059-245-7518 
　mccca@mec.or.jp)

ウインターアドベンチャー
鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

おもしろ自然科学教室
鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809
伊勢型紙彫刻体験

地域資源活用課　  382-9016　 382-0304

みえ環境フェア
環境政策課　 382-7954　 382-2214

「迎春」寄せ植え講座
鈴鹿青少年の森

　 378-2946　 370-4706
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と　き　①12月22日㈭13時
～15時、②平成29年1月5
日㈭10時～12時

ところ　図書館2階視聴覚室
定　員　各30人(応募者多数
の場合は抽選)　 

申込み　12月5日㈪まで(必
着)に、往復はがきに次の事
項を記入の上、図書館へ

往信表面：〒513-0802 飯野
寺家町812　図書館「三重
県の木で時計を作ろう」係

往信裏面：来場者全員の氏名・
年齢(制作を希望する方の
氏名は丸で囲んでくださ
い)、電話番号、希望日(①か
②のいずれかを明記)

返信表面：郵便番号、住所、氏名
※小学3年生以下は保護者同伴

対　象　市内在住の妊婦(安
定期に入られた方)

と　き　12月9日㈮13時30分
～15時30分

ところ　子育て応援館「はぐは
ぐ」(白子駅前 6-33)　
内　容　妊娠期における心の不
安や悩みなどの緩和のため、
助産師によるイメジェリー(お
母さんが望むお産のイメージト
レーニング)体験や意見交流を
します。また、赤ちゃんのオムツ
交換、着替えなどの体験、手作
りおもちゃの制作を行います。
講　師　國分真佐代さん(鈴
鹿医療科学大学教授・助産
師)、子育て支援センターり
んりん保健師　

定　員　15人(先着順)
参加料　無料
託　児　なし
申込み　11月24日㈭から12
月5日㈪まで(土･日曜日を除
く9時～16時30分)に直接ま
たは電話で子育て応援館
(　387-6125)へ

対　象　ひとり親家庭の方(母
子・父子・寡婦)

と　き　12月18日㈰10時～14時
ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)
内　容　クリスマスパーティと
芳香剤作り

定　員　親子15組、寡婦50人
参加料　中学生以下は無料、
高校生以上は300円(軽食・
プレゼント付、材料費込)
申込み　12月10日㈯までに、鈴
鹿市母子寡婦福祉会(山口
　090-7027-7032)へ

　さまざまな団体が協働して
行う、出会いと交流のイベント
です。市民活動団体による各
種体験、販売、ふるまい、PRや
パネル展示、歌やマジックのス
テージショーなど、内容盛りだく
さんのフェスタです。
と　き　12月10日㈯10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター2階特
設催事場(算所2-5-1)

主催・問合せ　すずかの『輪』
実行委員会(NPO法人市民
ネットワークすずかのぶどう
　〒510-0241白子駅前9-20

　イオン白子店3階　 387-
0767 　budou@mecha.

　ne.jp)

　事業主が知っておくべき助成
金（仕事と家庭の両立支援など）
を紹介し、事前の準備や申請方
法などを学ぶセミナーです。
対　象　事業主や企業の担当
者、興味のある方

と　き　12月16日㈮13時30
分～15時(開場13時)

ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)
講　師　田中好昭さん(社会
保険労務士)

定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　12月9日㈮までに、直
接または電話・ファクス・電子
メールで男女共同参画課へ

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－
窓口(鈴鹿ハイツ1-20)へ

◆アーク溶接特別教育
と　き　1月11日㈬～13日㈮ 
8時30分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費1,080円)

◆玉掛技能講習
と　き　学科：1月16日㈪・17
日㈫、実技：1月18日㈬・19
日㈭・20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：1月24日㈫8時～
17時15分、実技：Ⅰコース1月
25日㈬～27㈮、Ⅱコース2月1
日㈬～3日㈮ 8時～17時10分
受講料　2万8,000円
申込み　12月1日㈭から

対　象　事業を営んでいる方
と　き　12月8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　職場で起きるミスの3
大要因、なぜミスは起きる？脳
のメカニズムを知る、間違いだ
らけの業務効率化ほか
講　師　高田佳昭さん(ジャイロ
総合コンサルティング(株))

定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　12月2日㈮まで

に、電話で鈴鹿商工会議所
　(　382-3222)へ

と　き　12月3日㈯・4日㈰ 
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿北
コート
内　容　

○クリスマス・迎春の寄せ植え
教室(両日10時から会場レ
ジで整理券(1,000円)を販
売、先着順)

○観葉植物の品評会、入賞作
品の展示・販売

主催・問合せ　鈴鹿花き温室
組合(高井　080-6968-
9483)

　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、お話をお聴きします。
と　き　12月14日㈬、平成
29年1月11日㈬、2月7日㈫
13時～16時(出入り自由)

※一人一時間程度まで
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 -
5133-3771)へ

◆アーチェリー体験教室
対　象　身長145cm以上の方
と　き　12月4日㈰10時～12時
定　員　10人(先着順)
参加料　500円
申込み　三重県アーチェリー協
会(　090-2774-0043)へ

◆テニスアカデミー無料体験
対　象　①年中～小学2年生、
②小・中学生テニス未経験者

と　き　12月10日㈯・11日㈰・
18日㈰①15時～15時50分、
②16時～17時

定　員　①各4人、②各6人
(先着順)

申込み　テニスアカデミー専
用ダイヤル(　080-9733-
6629)へ

催 し 物

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

マタニティ講座
安心して赤ちゃんを産もう

三重県の木で時計を作ろう
図書館　 382-0347　 382-4000

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

雇用関係助成金活用セミナ一
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
　 danjokyodosankaku @city.suzuka.lg.jp

・

地域協働課　 382-8695　 382-2214

市民活動フェスタ
みんなでつながろう！
すずかの『輪』

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

ひとり親家庭交流会
(クリスマス会・ゲーム大会) 
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定　員　15人(先着順)
参加料　無料
託　児　なし
申込み　11月24日㈭から12
月5日㈪まで(土･日曜日を除
く9時～16時30分)に直接ま
たは電話で子育て応援館
(　387-6125)へ

対　象　ひとり親家庭の方(母
子・父子・寡婦)

と　き　12月18日㈰10時～14時
ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)
内　容　クリスマスパーティと
芳香剤作り

定　員　親子15組、寡婦50人
参加料　中学生以下は無料、
高校生以上は300円(軽食・
プレゼント付、材料費込)
申込み　12月10日㈯までに、鈴
鹿市母子寡婦福祉会(山口
　090-7027-7032)へ

　さまざまな団体が協働して
行う、出会いと交流のイベント
です。市民活動団体による各
種体験、販売、ふるまい、PRや
パネル展示、歌やマジックのス
テージショーなど、内容盛りだく
さんのフェスタです。
と　き　12月10日㈯10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター2階特
設催事場(算所2-5-1)

主催・問合せ　すずかの『輪』
実行委員会(NPO法人市民
ネットワークすずかのぶどう
　〒510-0241白子駅前9-20

　イオン白子店3階　 387-
0767 　budou@mecha.

　ne.jp)

　事業主が知っておくべき助成
金（仕事と家庭の両立支援など）
を紹介し、事前の準備や申請方
法などを学ぶセミナーです。
対　象　事業主や企業の担当
者、興味のある方

と　き　12月16日㈮13時30
分～15時(開場13時)

ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)
講　師　田中好昭さん(社会
保険労務士)

定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　12月9日㈮までに、直
接または電話・ファクス・電子
メールで男女共同参画課へ

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－
窓口(鈴鹿ハイツ1-20)へ

◆アーク溶接特別教育
と　き　1月11日㈬～13日㈮ 
8時30分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費1,080円)

◆玉掛技能講習
と　き　学科：1月16日㈪・17
日㈫、実技：1月18日㈬・19
日㈭・20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：1月24日㈫8時～
17時15分、実技：Ⅰコース1月
25日㈬～27㈮、Ⅱコース2月1
日㈬～3日㈮ 8時～17時10分
受講料　2万8,000円
申込み　12月1日㈭から

対　象　事業を営んでいる方
と　き　12月8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　職場で起きるミスの3
大要因、なぜミスは起きる？脳
のメカニズムを知る、間違いだ
らけの業務効率化ほか
講　師　高田佳昭さん(ジャイロ
総合コンサルティング(株))

定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　12月2日㈮まで

に、電話で鈴鹿商工会議所
　(　382-3222)へ

と　き　12月3日㈯・4日㈰ 
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿北
コート
内　容　

○クリスマス・迎春の寄せ植え
教室(両日10時から会場レ
ジで整理券(1,000円)を販
売、先着順)

○観葉植物の品評会、入賞作
品の展示・販売

主催・問合せ　鈴鹿花き温室
組合(高井　080-6968-
9483)

　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、お話をお聴きします。
と　き　12月14日㈬、平成
29年1月11日㈬、2月7日㈫
13時～16時(出入り自由)

※一人一時間程度まで
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 -
5133-3771)へ

◆アーチェリー体験教室
対　象　身長145cm以上の方
と　き　12月4日㈰10時～12時
定　員　10人(先着順)
参加料　500円
申込み　三重県アーチェリー協
会(　090-2774-0043)へ

◆テニスアカデミー無料体験
対　象　①年中～小学2年生、
②小・中学生テニス未経験者

と　き　12月10日㈯・11日㈰・
18日㈰①15時～15時50分、
②16時～17時

定　員　①各4人、②各6人
(先着順)

申込み　テニスアカデミー専
用ダイヤル(　080-9733-
6629)へ

鈴鹿の花 即売会・園芸教室
農林水産課　 382-9017　 382-7610

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

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

産業政策課　 382-8698　 382-0304

消費税軽減税率・転嫁対策
ミスゼロの仕事術セミナー

契約書に中途解約条項があるか、解約
条件を確認しましょう。法律の規定によ

り、クーリング・オフ期間経過後に家庭教師の
契約を中途解約する場合は、契約した教材も
「関連商品」として解約できる場合がありま
す。詳しくは鈴鹿亀山消費生活センターまでお
問い合わせください。

市政に対するご意見などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　382-7660
　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

家庭教師の派遣会社から電話があり、
「ベテランの家庭教師を派遣する。家

庭教師の指導を受けるために教材を買って
ほしい」と説明され、中学3年分5科目の教材
を契約したところ、家庭教師はベテランでは
なく研修も受けていない学生でした。購入し
た教材もあまり使用していないので解約を申
し出たところ、家庭教師派遣については解約
できるが、教材は解約できないと言われまし
た。どうしたらよいでしょうか。

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。

学習教材の解約

鈴鹿亀山消費生活センター　375-7611　370-2900
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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12月初旬ごろ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。

○持病のある方は主治医に相談の上受診してください。
○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。
※1月6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12月16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

※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

12月15日㈭・1月15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）。　

※生理中、または性経験がない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。
※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

1月6日㈮　午前・午後
1月15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、乳がん検診ネットワークカード（お持ち
の方）をご持参ください。

12月20日㈫・1月15日㈰　午前
1月6日㈮・10日㈫・26日㈭　午前・午後

1月10日㈫・26日㈭　午後
1月6日㈮　午前・午後

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11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

1月15日㈰　午前
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健康診査健康診査

・乳　児　乳児期に2回（4カ月・10カ月）県内の協力医療機関で公費負担で健診を受けられます。「母子保健
のしおり」の中の健康診査票（4カ月児・10カ月児）が必要です。

・幼　児　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行います。対象の方に個別に通知します。受診日の変更希望は、
健康づくり課へご連絡ください。

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。教　室教　室

材料費
受付中

12月2日㈮まで
（先着順）

保健
センター

マタニティクッキング
コース
妊娠中の方

20組

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

12月9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

無料保健
センター

離乳食コース
平成28年6月～平成28年
8月生まれの乳児をもつ方

30組12月19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

無料保健
センター

むし歯予防コース（乳児） 
平成28年3月～4月生まれの
乳児とその保護者の方

30組12月22日㈭
10時～11時30分

むし歯予防の話、ふれあ
い遊び、個別相談

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）

12月15日㈭
13時～14時15分

中瀬真治医師（精神科）
「すこやかココロ健康術」

親子2人で
300円

保健
センター
（調理室）

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

12月3日㈯または17日㈯
9時45分～12時30分

11月24日㈭から
（先着順）

11月21日㈪から
（先着順）

無料保健
センター

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12月8日㈭

10時～11時30分
むし歯予防の話、ブラッ
シング指導、個別相談

11月21日㈪から
（先着順）

無料保健
センター

健康ひろば（音楽編） 
65歳以上の方 40人12月22日㈭

10時～11時30分
音楽療法による
認知症予防の教室

11月29日㈫から
（先着順）

11月22日㈫から
（先着順）

 生後2～3カ月の赤ちゃんのご家庭に、「こん
にちは赤ちゃん訪問員」が訪問します。訪問す
る前月の下旬に案内を郵送します。生後28日
以内の方の新生児訪問は、健康づくり課にお
問い合わせください。

■定期接種 ＭＲ（麻しん・風しん混合）

■おたふくかぜワクチン（任意接種）の費用助成

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

予防接種予防接種

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
ところ　実施医療機関　 持ち物　母子健康手帳・健康保険証・予診票・在留カード（外国籍の方）
※2期の方の無料接種期間は平成29年3月31日までです。
※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交付しますので、母子健康手帳、在留
カード（外国籍の方）を持ってお越しください（外国籍の方は健康づくり課へ）。

対　象　生後12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・予診票、在留カード（外国籍の方）
※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で申請が必要です。母子健康手帳、在留カード   
（外国籍の方）を持ってお越し下さい。
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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

食品ロスを削減しましょう

食べ残しのない「エコ宴会」食べ残しのない「エコ宴会」

キーワードは30・10（さんまる いちまる）キーワードは30・10（さんまる いちまる）

スプレー缶などを捨てる際のお願い

スプレー缶、カセットボンベ 乾電池使い捨てライター

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

　まだ食べられるのにごみとして捨てられる食品は「食品ロス」と呼ばれ、全
国で年間600万トン以上出ていると推計されています。「もったいない」の心
を大切にして食べ残しをなくし「食品ロス」を減らしましょう。

・参加者の年齢層や男女比、好みなどから食べきれる量を考え、
コースやメニューを選びましょう。

・少量コースやハーフサイズのメニューがあるかもチェックしまし
ょう。

・乾杯後30分はできたての料理を楽しむ
・開始時に「おいしい料理を残さず食べよう」と呼び掛ける

・「残っている料理を食べきろう」と呼び掛ける
・大皿の残った料理は食べられる人に勧める
・終了前にもう一度料理を楽しむ

　宴会で出された料理の19％が食べ残されています。おいしい料理を残さず食べること
で、ごみの減量につながります。料理が残らないように工夫しましょう。

　10月14日、不燃物リサイクルセンターで火災が発生しました。詳しい原因については
調査中ですが、スプレー缶や乾電池、ライターを捨てるときは注意してください。

食品ロス削減の取組みは
消費者庁のホームページで
紹介されています。

消費者庁ホームページ

食べ物のムダを
なくそうプロジェクト

使い切って屋外で穴を
開け、もやせないごみ
※他のもやせないごみと
は別の透明な袋に入
れてください。

有害ごみまたは拠点回収
※充電式電池やボタン電
池はできるだけ店頭回
収に出してください。

ガスを抜いて
もやせないごみ
または拠点回収

予約時の一工夫予約時の一工夫

開始時の一工夫開始時の一工夫

終了10分前の一工夫終了10分前の一工夫

拠点回収 廃棄物対策課、地区市民センター・公民館、ふれあいセンター
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●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
9：00～17：00
13：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～12：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～17：00
18：00～21：00
15：00～17：00
13：00～21：00

2・16日
14・23日
21日
22日
5・6・19・20日
2・10日
3・8日
6・16・17・23～25・27日
7日
14日

19日

1・4・9日

5・15日

6日
10日
13・20日
21日
1・15日
8・27日
9日
13日

第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

天皇誕生日

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

1・2・7～10・14～16・22日
3・17・23日
4・11・18日
5・6・13・19・20・25・27日
24日

9：00～21：00
18：00～21：00
13：00～21：00

1・2・5～9・13～16・19～23・25・27日
3・11・18日
4・10・17・24日

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

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

9：00～21：001～11・13～25・27日

●休館日　金曜日、6日㈫、29日㈭～1月4日㈬
●開館時間　本館　9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時　　　　　　江島分館　9時～17時
●おはなし会
（絵本などの読み聞かせ）

382-0347

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

387-0665

相
　
談

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）●

休業日　5日㈪・6日㈫・7日㈬・31日㈯

◎交通事故相談（弁護士）20日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・22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） 19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・22・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 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㈪
26日㈪

鈴峰 公民館
加佐登公民館
合川公 民 館
天名公 民 館
稲生公民館

神戸公 民 館
清 和公民 館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣 公民 館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

8日㈭
22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㈪
19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

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

土

休館日  12日㈪・26日㈪・28日㈬～31日㈯　 休館日　12日㈪・26日㈪・28日㈬～31日㈯

14日㈬
28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 

鈴鹿ハンター人権相談 10：00～15：00 人権政策課 382-9011　　382-22145日

※相談希望の方は、事前にお問合せください。
※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㈭
27日㈫
(29日㈭から

変更 )

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

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

　　　

2・9・16・23日
3・5・6・10～13・17・19・20・24～27日
4・18日
1・2・7～9・14・15・21～23日
3・10・17・24日
16日

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

1～3・5～17・19～27日
4・18日
1・7・8・15・22日
3・17・24日
4・18日
5・6・11～14・19～21・25～27日
10日

卓　　　球 バドミントン

バレーボール

●西部体育館 371-1476 休館日　28日㈬～31日㈯　

12
December

12月

12月

12月
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動画が見られま
す。詳しくは二次
元コードから

寛政10年（1798年）に建てられた建物

旧松野家の持ち船「勢松丸」の看板

〒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［10月31日現在］

10
広報すずか　2016年11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5件（30件、１件増） 出動数/737件（7,235件、172件増）

人口/200,536人（4人増） 男性/100,116人（2人増） 女性/100,420人（2人増） 世帯数/83,694世帯（1世帯減）

事故数/628件、うち人身事故57件（5,477件、134件増） 死者数/1人（6人、1件増） 傷者数/67人（799人、36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

○12月 1 日㈭～15日㈭…地域づくり
○12月16日㈮～31日㈯…施設紹介「保健センター」「応急診療所」

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。

芙蓉館・勢松丸資料館

〒510-0234
江島本町36-3
386-0023
1・6・11・16・21日9時～12時
不要
無料

江戸中期の古伊万里の大皿です。

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

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  松野 郁子さん

　江戸時代に廻船業をしていた旧松野家の土
蔵を改装した資料館で、電灯や梁などは当時の
まま使用しています。現在は資料館として江戸
から明治・大正時代にかけて作られた大皿や漆
器、雛飾りなどを保管していて、季節に合わせて
2カ月毎に入れ替えて展示しています。また、当
時の持ち船の一つ「勢松丸」の看板が残されて
います。
　先祖代々受け継がれてきた文化財を、ぜひ見
に来てください。

資料

23

コンビニ

白子駅前北

江島本町

近
鉄
名
古
屋
線

中江島南

体育館東
銀行

6

ガソリンスタンド

AGF鈴鹿
体育館

体育館前

陶器


