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　図書館では平成29年3月か
ら、市内の企業、店舗、団体な
ど民間事業者に雑誌を提供し
ていただき、雑誌の最新号カ
バーと雑誌架にスポンサー名
(会社名や団体名など)を掲載
する「雑誌スポンサー制度」を
始めます。この制度は、事業者
の皆さんに雑誌を提供してい
ただき、地域貢献の機会とし
て、また情報発信の場として活
用していただくことで、併せて
図書館のサービス向上を図る
ことを目的としています。
対　象　市内に事業所を有し、
または事業活動をしている
企業・商工業者・団体・個人
とします。
期　間　原則1年間以上
申込み　申込書に必要書類を
添付し、直接または郵送で
図書館へ

※申込書と詳しい資料は、図書館
窓口または図書館ホームページ
で入手できます。

　平成29年度の自分の土地
や家屋の価格を他の土地や家
屋の価格と比較できる土地・家
屋価格等縦覧帳簿が縦覧でき
ます。ただし、市内の土地または
家屋の固定資産税の納税者に
限ります。
と　き　4月3日㈪～5月1日㈪
(土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分)
ところ　資産税課
手数料　無料
持ち物　窓口に来られる方の
本人確認ができるもの(運転
免許証、パスポート、マイナン
バーカードなど)

※代理人(同一世帯の親族以外の
方)が縦覧する場合は、委任状
が必要です。

※法人は、法人印または法人印が
押印された委任状が必要です。

閲覧用雑誌の
スポンサー募集

図書館　382-0347　 382-4000

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧

資産税課　 382-9007　 382-7604

人事課　 382-9037　 382-2219　教育総務課　 382-7617　 383-7878

組織変更のお知らせ

4月1日㈯から次のように変更します。
◆文化スポーツ部
スポーツ課国体推進室を廃止し、国体推進課を新たに設置します。

変更前 変更後 主な所管内容

スポーツ課
スポーツ課 スポーツの振興に関すること

国体推進課（新設）
国民体育大会に関すること
全国高等学校総合体育大会に関すること

◆教育委員会事務局
教育政策課を新たに設置します。

⇒

変更前 変更後 主な所管内容

教育総務課

学校教育課

教育総務課
教育委員会の庶務、学校施設に関すること
学校及び幼稚園の給食に関すること

教育政策課（新設）
小中学校の適正規模、適正配置に関すること
教育情報化の推進に関すること

学校教育課
児童生徒の就学や学校の管理運営に関すること
学校の経理、保健衛生に関すること

⇒
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放課後児童クラブ名 所在地小学校区 電話番号
国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 国府町2598‐1国　府 370-0605
庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 庄野東二丁目5-35庄　野 379-0811
旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 東旭が丘四丁目9-19旭が丘 368-2033
旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子 白子町2006-1旭が丘 386-2611
旭が丘小学校区放課後児童クラブ　かけはし 中旭が丘三丁目13-25旭が丘 386-2939
桜島学童保育ももたろう１組・２組 桜島町三丁目10-1桜　島 387-0371
明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 住吉一丁目4-29明　生 367-1711
一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 高岡町2665-2一ノ宮 369-2780
箕田学童保育所 南堀江一丁目14-19箕　田 395-1003
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 東玉垣町523-1玉　垣 373-4734

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

放課後児童クラブの支援員・補助員募集

　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後から18時ご
ろまで、保護者に代わって児童をお預かりする場です。現在、次の放課後児童クラブで、放課後児童支
援員や補助員の募集を行っています。
※詳しくは、直接放課後児童クラブにお問い合わせください。
※放課後児童支援員は、保育士などの資格をお持ちで、都道府県が行う研修を修了した方です。補助員には
必要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。

　重度障がい者の方がタク
シーを利用する場合に、その
料金の一部を助成する福祉タ
クシー事業を行っていますが、
現在交付している乗車券の有
効期限は3月31日までとなっ
ています。4月1日以降に利用
する場合は新たに交付申請が
必要です。
対　象  障がい者本人または家
族が、障がいを事由とした軽自
動車税または自動車税の減免
を受けていない方で、身体障
害者手帳の下肢または体幹
機能障がいの1・2級、視覚障
がいの1・2級、内部障がいの1
級、療育手帳のA1(最重度)・
A2(重度)、精神障害者保健
福祉手帳の1級に該当する方

※内部障がいとは、心臓・じん

臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこ
う・直腸・免疫の各機能障が
いの総称です。

助成額  申請月に応じて、一カ
月あたり500円券2枚を、平
成30年3月分までまとめて
交付します。1回の乗車につ
き複数枚の利用が可能で
す。ただし、釣り銭を受け取
ることはできません。

※使用できるのは4月1日㈯以
降です。

※5月以降の申請は、合計交付
枚数が順次減りますのでご注
意ください。

申込み  身体障害者手帳などの
該当する手帳(原本)、本人の
印鑑、代理人による申請の場
合は、代理人の方の本人確
認できるもの(免許証、保険証
など)を必ずご持参の上、3月
27日㈪から障がい福祉課へ

※地区市民センターでも申し込
めますが、受け取りまでに一定
の日数がかかります。

　この事業は、市と委託契約
を締結した事業所などが、毎
月1回程度の見守りなど安否
確認のため、障がい者の自宅
に個別訪問を行うサービスで
す。何かあったときの不安が
あり、身近に頼れる人が存在
しないという方は登録をして
みませんか。
※家事支援を行うサービスでは
ありません。　　

対　象　以下の要件を全て
満たす方

・市内に在宅(自宅、アパート
など)で居住している方
・65歳未満の方で、身体障害
者手帳2級以上・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている方

※65歳以上は別の見守り制度
があります。

・独り暮らしか独り暮らしに準
じる世帯である方
※独り暮らしに準じる世帯とは、
同居人が75歳以上または15
歳以下の場合、または同居人
が身体障害者手帳2級以上・療
育手帳・精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている場合
です。

申込み　障がい者手帳を持っ
て障がい福祉課へ

※申込時に災害時要援護者台帳
へ登録をしていただく必要が
あります。

　IATSS(イアッツ)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  6月3日㈯～4日㈰
1泊2日

募集数  18家族(応募多数の
場合は抽選)

申込み　4月14日㈮までに、(公財)
　国際交通安全学会IATSS

　フォーラム(廣野・池田　
370-0511　370-0505

　　http://www.iatssfor
　um.jp/)へ

対　象
○昭和62年4月2日～平成8年
4月1日生まれの方

○平成8年4月2日以降生まれ
で、次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成30年3月までに卒業見込
みの方

・上記と同等の資格があると
人事院が認める方

申込み　3月31日㈮9時から4月
12日㈬まで(受信有効)に、国
家公務員採用試験インター
ネット申込みサイト
　(　http://www.jinji-shi
　ken.go.jp/juken.html)で
問合せ　名古屋国税局人事第
　二課試験係（　052-951-
　3511(内線3450)、国税庁
ホームページ名古屋国税局
コーナー　http://www.
　nta.go.jp/nagoya)

◆試験日　第1次：6月11日㈰、
第2次：7月12日㈬～19日㈬
のうち指定する日

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月か
かります。申込手続きは金融
機関、地区市民センター、納
税課の窓口で行っていますの
で、口座振替を希望される方
は、お早めに手続きをお願いし
ます。手続きの際には、通帳と
通帳の届出印が必要です。

◆休日窓口
と　き　3月26日㈰8時30分
～17時15分
◆夜間窓口
と　き　3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。

福祉タクシー乗車券
障がい福祉課

　382-7626　 382-7607

障がい者の
安心生活応援事業

障がい福祉課
　382-7626　 382-7607
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電　話 電子メール ホームページファクス

ところ農園名 面積
石薬師町字蒲川3775川北農園 30㎡

区画数
2

年間利用料(1区画）
3,000円

開園者(連絡先)
川北 清司（　374-1529）

ふれあい農園
農林水産課　 382-9017　 382-7610

臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこ
う・直腸・免疫の各機能障が
いの総称です。

助成額  申請月に応じて、一カ
月あたり500円券2枚を、平
成30年3月分までまとめて
交付します。1回の乗車につ
き複数枚の利用が可能で
す。ただし、釣り銭を受け取
ることはできません。

※使用できるのは4月1日㈯以
降です。

※5月以降の申請は、合計交付
枚数が順次減りますのでご注
意ください。

申込み  身体障害者手帳などの
該当する手帳(原本)、本人の
印鑑、代理人による申請の場
合は、代理人の方の本人確
認できるもの(免許証、保険証
など)を必ずご持参の上、3月
27日㈪から障がい福祉課へ

※地区市民センターでも申し込
めますが、受け取りまでに一定
の日数がかかります。

　この事業は、市と委託契約
を締結した事業所などが、毎
月1回程度の見守りなど安否
確認のため、障がい者の自宅
に個別訪問を行うサービスで
す。何かあったときの不安が
あり、身近に頼れる人が存在
しないという方は登録をして
みませんか。
※家事支援を行うサービスでは
ありません。　　

対　象　以下の要件を全て
満たす方

・市内に在宅(自宅、アパート
など)で居住している方
・65歳未満の方で、身体障害
者手帳2級以上・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳
の交付を受けている方

※65歳以上は別の見守り制度
があります。

・独り暮らしか独り暮らしに準
じる世帯である方
※独り暮らしに準じる世帯とは、
同居人が75歳以上または15
歳以下の場合、または同居人
が身体障害者手帳2級以上・療
育手帳・精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている場合
です。

申込み　障がい者手帳を持っ
て障がい福祉課へ

※申込時に災害時要援護者台帳
へ登録をしていただく必要が
あります。

　IATSS(イアッツ)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  6月3日㈯～4日㈰
1泊2日

募集数  18家族(応募多数の
場合は抽選)

申込み　4月14日㈮までに、(公財)
　国際交通安全学会IATSS

岸岡町字ユウ35-1三田農園 30㎡ 3 3,000円 三田 久憲（　386-1630）

中江島町261ニコちゃん農園1 15㎡～ 1 2,000円

山形 納（　387-0166）東江島町2858-1ニコちゃん農園2 30㎡～ 10 3,000円
江島町1229-1　ニコちゃん農園3 30㎡～ 3 3,000円
中江島町326ニコちゃん農園4 15㎡～ 7 2,000円

庄野共進1-3517-5美濃部農園 15㎡
20㎡

1
1

1,500円
2,000円 美濃部 信子（　378-3001）

汲川原町字河次1044
こつご（河次）
ふれあい農園 50㎡ 6 2,000円 松井 昌彦（　379-2082）

　フォーラム(廣野・池田　
370-0511　370-0505

　　http://www.iatssfor
　um.jp/)へ

対　象
○昭和62年4月2日～平成8年
4月1日生まれの方

○平成8年4月2日以降生まれ
で、次の要件を満たす方
・大学を卒業した方および平
成30年3月までに卒業見込
みの方

・上記と同等の資格があると
人事院が認める方

申込み　3月31日㈮9時から4月
12日㈬まで(受信有効)に、国
家公務員採用試験インター
ネット申込みサイト
　(　http://www.jinji-shi
　ken.go.jp/juken.html)で
問合せ　名古屋国税局人事第
　二課試験係（　052-951-
　3511(内線3450)、国税庁
ホームページ名古屋国税局
コーナー　http://www.
　nta.go.jp/nagoya)

◆試験日　第1次：6月11日㈰、
第2次：7月12日㈬～19日㈬
のうち指定する日

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月か
かります。申込手続きは金融
機関、地区市民センター、納
税課の窓口で行っていますの
で、口座振替を希望される方
は、お早めに手続きをお願いし
ます。手続きの際には、通帳と
通帳の届出印が必要です。

◆休日窓口
と　き　3月26日㈰8時30分
～17時15分
◆夜間窓口
と　き　3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。

ホストファミリー募集
市民対話課　382-9058　 382-7660

納税の夜間・休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

国税専門官
(大学卒業程度)募集

市民税課 　382-9446　 382-7604

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課 　382-7831　 382-7660

 ガーデニング感覚で四季の花や野菜を育て、土に親しむことができる「ふれあい農園」の利用者を募
集しています。利用希望者は開園者へお問い合わせください。
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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。

　4月1日㈯から次のとおり変
更します。
変更内容
○メルモニの登録・変更・解除
方法が変わります

　次のメールアドレスに空メールを
送信していただくことで、手続き
ができるようになります。

　　merumoni.suzuka-city
＠raiden2.ktaiwork.jp

※merumoni@city.suzuka.
　lg.jpから手続き案内の返信メー
ルが届きますので、空メール送
信前に、受信できるように設定
してください。

※登録・変更・解除を希望されない
方は、手続き不要です。

※システム変更に伴い、3月31日㈮
は、9時ごろから登録・変更・解除
手続きの受け付けを停止します。

○メルモニに「子育てメール」
を追加します
　健診の案内やイベント情報
など、子育てに役立つ情報を
配信しますので、ぜひご登録
ください。
○メルモニのメールマガジン・ア
ンケート、データ放送を終了
し、テレビ広報とラジオ広報の
番組をそれぞれ一つにします。

　永らくご愛読、ご回答いただき
ありがとうございました。テレビ
広報とラジオ広報の放送時
間など詳しくは毎月20日号の
裏表紙をご覧ください。

　平成28年度分の市民税・県
民税が課税されていない方対象
の臨時福祉給付金(経済対策
分)を支給します(課税されてい
る方の扶養親族になっている方
などは除く)。この給付金を受け
取るためには、申請受付期限ま
でに申請をすることが必要です。
本市での受付期間は、3月16日㈭
から8月31日㈭までです。
　支給対象になると思われる世
帯には、申請書を発送しました。
内容を確認していただき、申請・
受給者および支給対象者の本
人確認書類などの必要書類を添
付の上、申請書を提出してくださ
い。対象と思われるのに申請書
が届いていない方は、臨時給付
金室へお問い合わせください。
◆給付金に関する詐欺に注
意してください

　市や厚生労働省などが、給付
のために手数料の振り込みや
ATM(現金自動預払機)の操作を
求めることは絶対にありません。不

審な電話がかかってきたり、郵便
物が届いたら、迷わず臨時給付金
室または警察署(警察相談専用電
話♯9110)に連絡してください。

◆危険物取扱者試験(鈴鹿会場)
と　き　

○乙種第4類6月11日㈰・18日㈰
○丙種　6月11日㈰
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
  4月13日㈭から24日㈪まで(当
日消印有効)に、消防本部、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、郵送で
(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
  4月10日㈪9時から4月21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
(　https://www.shoubo-

　shiken.or.jp/)で
◆予備講習会(乙種第四類)
と 　き　5月12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　4月10日㈪以降 (土・日
曜日、祝日を除く8時30分～17
時15分)に、鈴鹿市防火協会
事務局(消防本部予防課)へ

　1チーム5人から参加でき、踊り
のジャンルは問いません。また、年
齢制限もありません。鈴鹿の夏を
共に盛り上げ、楽しみましょう。
と　き　8月5日㈯・6日㈰
申込み　3月21日㈫から5月12
日㈮までに、すずかフェスティ
バルホームページ(　http://

　www.suzufes.com)へ
問合せ　同実行委員会事務局
　(鈴鹿市観光協会〒510-0241
白子駅前17-12 火～日曜日9
時30分～18時　380-5595

　　info@suzufes.com)

　伊勢鉄道は3月27日㈪に、開
業(昭和62年3月27日)から30周
年を迎えます。ミニ列車の体験乗
車やご当地キャラクターが集合
する記念撮影などを行います。

と　き　3月26日㈰10時～15
時(小雨決行)

ところ　伊勢鉄道「玉垣駅」構
内、駅前広場(桜島町1-20)

内　容　記念入場券の発売、伊
勢鉄道グッズ販売、クイズ大
会、地元幼稚園・保育園児によ
る踊り・楽器演奏、観光PRブー
ス、県立四日市農芸高校によ
る実習製品の販売、鈴鹿市物
産協会による飲食ブースなど

※会場および周辺に駐車場はあ
りませんので、伊勢鉄道をご
利用ください。

問合せ　伊勢鉄道株式会社
　(　383-2112)

　自然豊かな鈴鹿青少年の森
で、森林浴とBBQをしながら交流
します。リラックスした心で、あなた
の自然体の魅力をコミュニケーショ
ンタイム、レクリエーションタイムで
アピールしてみませんか。BBQで
は、贅沢な鈴鹿山麓「氷温熟成牛
肉」「氷温熟成豚肉」や、ジュー
シーな「若鳥バーベキューチキ
ン」、またIFFA(国際食肉専門見
本市)2016金賞受賞「バーベ
キューウインナー」をはじめこだわ
りの地元食材を用意します。また、
参加者全員に「鈴鹿抹茶米ロー
ルカット」をプレゼントします。
対　象　25歳から35歳くらい

までの独身男女
と　き　4月23日㈰10時～
14時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森公
園第2炊飯場(住吉町南谷
口、受付事務所集合)

定　員　男女各10人
※最少催行人数男女各6人、応
募多数の場合は抽選

参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※みえ出逢いサポートセンター支
援金500円を含んでいます。

※キャンセル料は、4月17日㈪～前
日は参加料の50％、当日は100％

申込み　4月14日㈮までに、み
え出逢いサポートセンター
(　355－1322)へ　

と　き　4月1日㈯～30日㈰
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669)

内　容　体育館トレーニング室
利用者に、体育館事務所で
カードを配布します。1日1回の
スタンプを10個溜めると抽選
で景品(体育館トレーニング室
利用券、スポーツマンハウス鈴
鹿レストラン食事券、天名乃湯
入浴券など)が当たります。

※カードは1人1枚限り

催 し 物

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447

臨時福祉給付金
(経済対策分)の
申請受付開始

臨時給付金室 　382-9886　 382-9887

メルモニなどの
情報配信が変わります
情報政策課　 382-9036　 382-2219
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告

広

料

有

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

　永らくご愛読、ご回答いただき
ありがとうございました。テレビ
広報とラジオ広報の放送時
間など詳しくは毎月20日号の
裏表紙をご覧ください。

　平成28年度分の市民税・県
民税が課税されていない方対象
の臨時福祉給付金(経済対策
分)を支給します(課税されてい
る方の扶養親族になっている方
などは除く)。この給付金を受け
取るためには、申請受付期限ま
でに申請をすることが必要です。
本市での受付期間は、3月16日㈭
から8月31日㈭までです。
　支給対象になると思われる世
帯には、申請書を発送しました。
内容を確認していただき、申請・
受給者および支給対象者の本
人確認書類などの必要書類を添
付の上、申請書を提出してくださ
い。対象と思われるのに申請書
が届いていない方は、臨時給付
金室へお問い合わせください。
◆給付金に関する詐欺に注
意してください

　市や厚生労働省などが、給付
のために手数料の振り込みや
ATM(現金自動預払機)の操作を
求めることは絶対にありません。不

審な電話がかかってきたり、郵便
物が届いたら、迷わず臨時給付金
室または警察署(警察相談専用電
話♯9110)に連絡してください。

◆危険物取扱者試験(鈴鹿会場)
と　き　

○乙種第4類6月11日㈰・18日㈰
○丙種　6月11日㈰
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
  4月13日㈭から24日㈪まで(当
日消印有効)に、消防本部、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、郵送で
(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
  4月10日㈪9時から4月21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
(　https://www.shoubo-

　shiken.or.jp/)で
◆予備講習会(乙種第四類)
と 　き　5月12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　4月10日㈪以降 (土・日
曜日、祝日を除く8時30分～17
時15分)に、鈴鹿市防火協会
事務局(消防本部予防課)へ

　1チーム5人から参加でき、踊り
のジャンルは問いません。また、年
齢制限もありません。鈴鹿の夏を
共に盛り上げ、楽しみましょう。
と　き　8月5日㈯・6日㈰
申込み　3月21日㈫から5月12
日㈮までに、すずかフェスティ
バルホームページ(　http://

　www.suzufes.com)へ
問合せ　同実行委員会事務局
　(鈴鹿市観光協会〒510-0241
白子駅前17-12 火～日曜日9
時30分～18時　380-5595

　　info@suzufes.com)

　伊勢鉄道は3月27日㈪に、開
業(昭和62年3月27日)から30周
年を迎えます。ミニ列車の体験乗
車やご当地キャラクターが集合
する記念撮影などを行います。

と　き　3月26日㈰10時～15
時(小雨決行)

ところ　伊勢鉄道「玉垣駅」構
内、駅前広場(桜島町1-20)

内　容　記念入場券の発売、伊
勢鉄道グッズ販売、クイズ大
会、地元幼稚園・保育園児によ
る踊り・楽器演奏、観光PRブー
ス、県立四日市農芸高校によ
る実習製品の販売、鈴鹿市物
産協会による飲食ブースなど

※会場および周辺に駐車場はあ
りませんので、伊勢鉄道をご
利用ください。

問合せ　伊勢鉄道株式会社
　(　383-2112)

　自然豊かな鈴鹿青少年の森
で、森林浴とBBQをしながら交流
します。リラックスした心で、あなた
の自然体の魅力をコミュニケーショ
ンタイム、レクリエーションタイムで
アピールしてみませんか。BBQで
は、贅沢な鈴鹿山麓「氷温熟成牛
肉」「氷温熟成豚肉」や、ジュー
シーな「若鳥バーベキューチキ
ン」、またIFFA(国際食肉専門見
本市)2016金賞受賞「バーベ
キューウインナー」をはじめこだわ
りの地元食材を用意します。また、
参加者全員に「鈴鹿抹茶米ロー
ルカット」をプレゼントします。
対　象　25歳から35歳くらい

までの独身男女
と　き　4月23日㈰10時～
14時(雨天決行)

ところ　鈴鹿青少年の森公
園第2炊飯場(住吉町南谷
口、受付事務所集合)

定　員　男女各10人
※最少催行人数男女各6人、応
募多数の場合は抽選

参加料　男性4,500円、女性
2,500円

※みえ出逢いサポートセンター支
援金500円を含んでいます。

※キャンセル料は、4月17日㈪～前
日は参加料の50％、当日は100％

申込み　4月14日㈮までに、み
え出逢いサポートセンター
(　355－1322)へ　

と　き　4月1日㈯～30日㈰
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669)

内　容　体育館トレーニング室
利用者に、体育館事務所で
カードを配布します。1日1回の
スタンプを10個溜めると抽選
で景品(体育館トレーニング室
利用券、スポーツマンハウス鈴
鹿レストラン食事券、天名乃湯
入浴券など)が当たります。

※カードは1人1枚限り

伊勢鉄道30th
アニバーサリーフェスタ
都市計画課　 382-9024　 384-3938

体育館開館10周年ありが10
キャンペーンスタンプラリー

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　 372-8850　 372-3722

とう

すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

婚活BBQパーティー
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706
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水素エネルギーフェア 
産業政策課　 382-9045　 382-0304

裁判所・検察庁・弁護士会
共同見学会

市民対話課　 382-9004　 382-7660

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

催 し 物

　本市は、来るべき水素社会
の実現に向け、燃料電池自動
車の普及を先導的に進めるた
め、昨年10月に導入した本田
技研工業株式会社製の燃料
電池自動車 ｢ C L A R I T Y 
FUEL CELL｣の展示・試乗
会を実施するとともに、未来
を担う子どもたちに水素社会
を「見て」「触れて」「感じ
て」もらうため、同社および鈴
鹿工業高等専門学校と共に
水素エネルギーに関する体
験型イベントを開催します。
◆燃料電池自動車「CLARITY
   FUEL CELL｣などの展示
と　き　4月6日㈭～7日㈮10
時～22時

ところ　イオンモール鈴鹿1階
中央コート

◆燃料電池自動車「CLARITY
　FUEL CELL｣試乗会
と　き　4月8日㈯10時～15時
ところ　イオンモール鈴鹿イオ
ン西側大駐車場
申込み　4月5日㈬17時まで
に、試乗会参加希望の旨
と、氏名、連絡先、希望時間
(希望に添えない場合があ
ります)を電話・ファクス・電
子メールで産業政策課へ

◆水素エネルギー体験イベント
と　き　4月8日㈯10時～15時
ところ　イオンモール鈴鹿1階

中央コート、イオン西側大駐
車場

内　容　水素に関する科学実
験や、スタンプラリー、エアー
マットの設置(雨天中止)など

申込み　不要

申込み　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

※会員に加入されると特典があ
ります。また、オーダーメイド講
習もできます。詳しくはお問い
合わせください。

◆パソコン講座Office2016
　 初 心 者 の 方 を 対 象 に
Word、Excel、PowerPoint
の基本操作からアプリケーショ
ン間の連携までを効率良く学
習します。
と　き　4月24日㈪～28日㈮ 
9時～12時

受講料　1万508円(別途教材
費2,592円)

◆パソコン講座Word・Excel
パソコンスキルアップ塾

　基礎から応用まで、スキル
アップに必要な講座を選択し
て参加できます。
※詳しくはお問い合わせいただく
か、同センターホームページを
ご覧ください。

と　き　隔週水曜日18時～
18時50分、19時～19時50
分、隔週土曜日10時～10時
50分、11時～11時50分

受講料　1講座(50分)1,000円
申込み　4月3日㈪から
◆ガス溶接技能講習

と　き　4月25㈫・26日㈬8時
45分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費864円)

◆クレーン運転業務特別教育
  (5ｔ未満)
と　き　5月9日㈫・10日㈬8時
45分～17時

受講料　8,640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：5月9日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコース
5月10日㈬～12日㈮8時～
17時15分、Ⅱコース5月16
日㈫～18日㈭8時～17時
15分

受講料　2万8,000円(教材
費込)

申込み　4月3日㈪から
◆高所作業車運転技能講習
と　き　学科：5月19日㈮8時
20分～18時10分、実技：5
月20日㈯・21日㈰8時～17
時10分のどちらか1日

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

申込み　受付中

　5月1日から7日の憲法週間
に伴い、津地方裁判所、津地
方検察庁、三重弁護士会で
は、刑事手続きについて理解
を深めていただくため、共同見
学会を行います。
と　き　5月9日㈫13時30分
～16時30分(13時15分ま
でに津地方検察庁(津市中

央3-12)に集合)
内　容　裁判員裁判法廷・
検察庁の取調室などの見
学、裁判官・検察官・弁護
士などによる刑事手続に関
する説明

定　員　30人(先着順)
申込み　4月6日㈭から26日
㈬まで(土・日曜日を除く)
に、電話かファクスで津地
方検察庁検察広報官(　
0 5 9 - 2 2 8 - 4 1 6 5 　
0 5 9 - 2 2 8 - 4 8 0 1  9時
～17時)へ

申込み　3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

◆こども水泳教室～夏までに
泳ぎ隊～

対　象　年長～中学生
と　き　水曜コース4月12日
～6月14日(5月3日は除く)、
金曜コース4月14日～6月
16日(5月5日は除く)16時
～17時または17時～18時
定　員　各30人(先着順)
参加料　1万4,580円(9回分)
◆はじめてみよう水泳
　クロールを泳げるようになる
ことを目標とします。
対　象　一般成人
と　き　4月17日・24日、5月
15日・22日・29日、6月12
日・19日・26日(各月曜日)
20時～21時

定　員　15人(先着順)
参加料　7,600円(8回分)
◆水中ウォーキング教室
対　象　一般成人

と　き　4月11日・18日・25
日、5月9日・16日・23日、6月
6日・13日・20日(各火曜日)
13時～14時

定　員　20人(先着順)
参加料　5,400円(9回分)
◆ママのためのベリーダンス
教室

対　象　一般女性(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　4月11日・25日、5月
9日・23日、6月6日・20日
(各火曜日) 1 4時 1 0分～
15時

定　員　15人(先着順)
参加料　5,100円(6回分)
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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

　行政相談は、総務省の出先機関である
三重行政評価事務所（　059-227‒1100
　059-227-6662）で随時受け付けている
ほか、市では、総合相談（毎月第3金曜日）の
際に、3人の「行政相談委員※」が交代で相
談に応じています。詳しくは、広報すずか毎月
20日号「相談」のページをご覧ください。

※行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間の
有識者で、皆さんの身近な相談相手です。相談
は無料で、相談の秘密は固く守ります。

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

国の行政に対して意見を述べたいので
すが、どこに相談したらよいでしょうか。

国の行政などへの苦情・意見・要望を
受け付け、その解決や実現を促進し、

行政の制度や運営の改善に活用するため
に、総務省が行う行政相談という制度があ
ります。行政相談では、国の行政機関や特
殊法人などの仕事や手続き、サービスにつ
いて、相談を受け付けています。例えば、国
道の道路標示の見直しや郵便ポストの設
置に関することなど、生活に身近な要望を
お伺いしています。

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。

国の行政に対する相談

市民対話課　 382-9004 　 382-7660
　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

中央コート、イオン西側大駐
車場

内　容　水素に関する科学実
験や、スタンプラリー、エアー
マットの設置(雨天中止)など

申込み　不要

申込み　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

※会員に加入されると特典があ
ります。また、オーダーメイド講
習もできます。詳しくはお問い
合わせください。

◆パソコン講座Office2016
　 初 心 者 の 方 を 対 象 に
Word、Excel、PowerPoint
の基本操作からアプリケーショ
ン間の連携までを効率良く学
習します。
と　き　4月24日㈪～28日㈮ 
9時～12時

受講料　1万508円(別途教材
費2,592円)

◆パソコン講座Word・Excel
パソコンスキルアップ塾

　基礎から応用まで、スキル
アップに必要な講座を選択し
て参加できます。
※詳しくはお問い合わせいただく
か、同センターホームページを
ご覧ください。

と　き　隔週水曜日18時～
18時50分、19時～19時50
分、隔週土曜日10時～10時
50分、11時～11時50分

受講料　1講座(50分)1,000円
申込み　4月3日㈪から
◆ガス溶接技能講習

と　き　4月25㈫・26日㈬8時
45分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費864円)

◆クレーン運転業務特別教育
  (5ｔ未満)
と　き　5月9日㈫・10日㈬8時
45分～17時

受講料　8,640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：5月9日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコース
5月10日㈬～12日㈮8時～
17時15分、Ⅱコース5月16
日㈫～18日㈭8時～17時
15分

受講料　2万8,000円(教材
費込)

申込み　4月3日㈪から
◆高所作業車運転技能講習
と　き　学科：5月19日㈮8時
20分～18時10分、実技：5
月20日㈯・21日㈰8時～17
時10分のどちらか1日

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

申込み　受付中

　5月1日から7日の憲法週間
に伴い、津地方裁判所、津地
方検察庁、三重弁護士会で
は、刑事手続きについて理解
を深めていただくため、共同見
学会を行います。
と　き　5月9日㈫13時30分
～16時30分(13時15分ま
でに津地方検察庁(津市中

央3-12)に集合)
内　容　裁判員裁判法廷・
検察庁の取調室などの見
学、裁判官・検察官・弁護
士などによる刑事手続に関
する説明

定　員　30人(先着順)
申込み　4月6日㈭から26日
㈬まで(土・日曜日を除く)
に、電話かファクスで津地
方検察庁検察広報官(　
0 5 9 - 2 2 8 - 4 1 6 5 　
0 5 9 - 2 2 8 - 4 8 0 1  9時
～17時)へ

申込み　3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

◆こども水泳教室～夏までに
泳ぎ隊～

対　象　年長～中学生
と　き　水曜コース4月12日
～6月14日(5月3日は除く)、
金曜コース4月14日～6月
16日(5月5日は除く)16時
～17時または17時～18時
定　員　各30人(先着順)
参加料　1万4,580円(9回分)
◆はじめてみよう水泳
　クロールを泳げるようになる
ことを目標とします。
対　象　一般成人
と　き　4月17日・24日、5月
15日・22日・29日、6月12
日・19日・26日(各月曜日)
20時～21時

定　員　15人(先着順)
参加料　7,600円(8回分)
◆水中ウォーキング教室
対　象　一般成人

と　き　4月11日・18日・25
日、5月9日・16日・23日、6月
6日・13日・20日(各火曜日)
13時～14時

定　員　20人(先着順)
参加料　5,400円(9回分)
◆ママのためのベリーダンス
教室

対　象　一般女性(お子さんを
連れて参加できます)

と　き　4月11日・25日、5月
9日・23日、6月6日・20日
(各火曜日) 1 4時 1 0分～
15時

定　員　15人(先着順)
参加料　5,100円(6回分)
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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4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（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。

教　室教　室

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

無料保健
センター

離乳食コース
平成28年10月～平成28年12月
生まれの乳児をもつ方

30組4月12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

健康ひろば
（スクエアステップ編）

65歳以上の方
40人4月24日㈪

10時～11時30分
認知症・転倒予防の
ための頭と体の体操

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 申込みと 　 　 き

不要ふれあいセンター
ふれあいホール

市民健康講座
（医師による講演会と質疑応答）

4月21日㈮
13時15分～14時30分

八木秀行医師（内科）
健康長寿の秘訣「サルコ
ペニアとフレイル」の予防

3月29日㈬から
先着順

むし歯予防コース（幼児）
平成28年7月～8月生まれの

乳児とその保護者

3月27日㈪から
（先着順）

無料保健
センター 30組

4月27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

3月28日㈫から
（先着順）

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）2期

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

予防接種予防接種

対　象　平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれの方
ところ　実施医療機関　 
持ち物　母子健康手帳、健康保険証、予防接種予診票
※無料接種期間は3月31日㈮までです。
※予防接種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
康手帳を持ってお越しください。

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

※4月から開催場所が「鈴鹿市ふれあいセンター　ふれあいホール（南玉垣町6600）」に変更になり
ます。
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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、妊娠の届出をして「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

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助成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。健康診査票がないとき
は、健康づくり課にお問い合わせください。個別通知はありません。健康診査を受けるときは医療
機関に予約が必要です。
幼　児　1歳6カ月児、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。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

妊娠届出（母子健康手帳の交付）窓口
　平成29年4月から、妊娠届出（母子健康手帳の交付）窓口は健康づくり課になります。
受付時間　8時30分～17時15分（土・日曜日・祝日を除く）
持ち物　医療機関でもらった妊娠届出書、妊婦の個人番号（マイナンバー）が分かるもの（通知カー
ド、個人番号カードまたは個人番号記載のある住民票）、申請される方の本人確認ができるもの
（運転免許証など）、外国籍の方は在留カード

お渡しするもの　母子健康手帳、母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果票、乳児健康診査結果
票、低体重出生届）

　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日以内の方には助産師の新生児訪問もあります。ご希望の方は予約
が必要ですので、健康づくり課へお問い合わせください。

月 献 血4 日 程の

とき・ところ 4月1日㈯ 10時～16時 アピタ鈴鹿店
　4月2日㈰・9日㈰・16日㈰・23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
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。

※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

問合せ　三重県赤十字血液センター　 059-229-3582

保健センター地図

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局○鈴鹿郵便局

○市役所○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター○社会福祉センター

○図書館○図書館

○文化会館○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター

応急診療所歯科診療を終了します応急診療所歯科診療を終了します

　日曜日・祝日の午前中と大型連休・年末年始の昼間に診察をしている応急診療所の歯科診療は平成
29年3月26日で終了します。4月以降の日曜日と祝日の歯科診療は三重県救急医療情報センターコー
ルセンター（　382-1199）、医療ネットみえ（　http://www.qq.pref.mie.jp）または応急診療所
（　382-5066）に診療可能な医療機関をお問い合わせください。なお、その医療機関に受診が可能
かどうかを必ず電話で確認してからお出掛けください。
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マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

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

ごみ減量に取り組む販売店を紹介します

　ごみ減量推進店等制度の趣旨に賛同し、ごみ減量に取り組む販売店を
紹介します。

　ごみの発生抑制と減量の推進を目的に実施している
制度です。一定基準を満たす取り組みを行っている販売
店などを、ごみ減量推進店として認定しています。
　認定の有効期間は2年間です。また、5年間更新を継
続した販売店には表彰を行います。

※ごみ減量推進店からの実績報告による推計値

〈平成29年3月現在、認定を受けている販売店〉〈平成29年3月現在、認定を受けている販売店〉 認定を受けてみませんか？認定を受けてみませんか？

　これだけの資源を回収し、ごみの減量化ができました。回収した資源はさまざまな形で
リサイクルされます。皆さんもごみの減量化、再資源化にご協力ください。

「ごみ減量推進店等制度」とは「ごみ減量推進店等制度」とは

ごみ減量推進店による資源回収実績（平成27年度）ごみ減量推進店による資源回収実績（平成27年度）
リサイクルリサイクル

食品トレイ　　 18トン

あきかん　　　 62トン

ペットボトル    156トン

食品トレイ　　 18トン

あきかん　　　 62トン

ペットボトル    156トン
※ごみ減量推進店からの実績報告による推計値

牛乳パック  27トン

段ボール  935トン

牛乳パック  27トン

段ボール  935トン

株式会社鈴鹿ハンター株式会社鈴鹿ハンター

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ加佐登店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ加佐登店

イオンリテール株式会社 イオン白子店イオンリテール株式会社 イオン白子店

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿住吉店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿住吉店

イオンリテール株式会社 イオン鈴鹿店イオンリテール株式会社 イオン鈴鹿店

マックスバリュ中部株式会社 ザ・ビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店マックスバリュ中部株式会社 ザ・ビッグエクスプレス鈴鹿ユーズ店

イオンモール株式会社 イオンモール鈴鹿イオンモール株式会社 イオンモール鈴鹿

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ岡田店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ岡田店

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ長太の浦店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ長太の浦店

ユニー株式会社 アピタ鈴鹿店ユニー株式会社 アピタ鈴鹿店

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ若松店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ若松店

株式会社オークワ　オークワ鈴鹿木田店株式会社オークワ　オークワ鈴鹿木田店

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿中央店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿中央店

株式会社マルヤス 西条店株式会社マルヤス 西条店

マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿店マックスバリュ中部株式会社 マックスバリュ鈴鹿店

　認定を受けると、認定証とエコショップマ
ークを店頭に掲げることができ、ごみ減量に
取り組んでいることをアピールできます。

● レジ袋を有料化している
● 量り売りや無包装販売をしている
● 詰め替え商品を販売している
● 再生トレイを10％以上使用している
● 資源回収ボックスを常設している
● 環境美化に関する活動を年1回以上している
※店舗の規模により基準は異なります。

事業所や市民グループに対する認定制度もあり
ます。詳しくは 市ホームページをご覧ください。

対　象／主に食料品を扱
う市内小売店
認定基準／ごみ減量、資
源回収、簡易包装など
で一定以上の取り組み
を行っていること

＜基準例＞

かん びん PET トレイ

ペットボトル    156トンペットボトル    156トンペットボトル    156トン

食品トレイ　　 18トン食品トレイ　　 18トン食品トレイ　　 18トン

など
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●AGF鈴鹿体育館 387-6006 388-0622●市武道館

詳
し
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は
、
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施
設
へ
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問
い
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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

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

1・2・5・11・15日
3日
7・14日
12日
19・26日
3・17日
4・18日
5日
1日
2・13・26日
7・15・16・22・28日
8・9・20日
19日

21日

3・4・11・12・18・25日
5日
6・21・23・27日
7日

17日

6日
9・16・23日
11日
13・27日
25日
28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

昭和の日

4
April

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

1・29日
3・4・6・11・17・18・25日
7・12・13・14・20・21・26～28日
8・15・22日
9・23・30日

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

1・3・4・6～8・11・13～18・20～22・25・27・28日
2・9・23・30日
5・12・19・28日

29日

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

1・8・15・22・29日
2・3・7・14・17・21・28日
4・6・11・13・18・20・25・27日
5・12・19・26日
9・16・23・30日

9：00～21：001～9・11～23・25～30日

相
　
談

庭球場 水泳場372-2285 372-2250休業日　10日㈪
●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）

◎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

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

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

休館日  10日㈪・24日㈪　 休館日  10日㈪・24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，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

バスケットボール

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

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

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

1・3～8・10～15・17～29日
2・9・16・30日
1・8・22・29日
2・9・16・30日
3～5・10～12・17～19・23～25日
6・13・20・26・27日
15日

卓　　　球
バドミントン

バレーボール

●西部体育館 371-1476

4月

●休館日　金曜日、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

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

12日㈬
26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

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

13日㈭
27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㈬

3日㈪
17日㈪

6日㈭
20日㈭

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

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松公民館

本館（1階おはなしのへや）1日、9日、15日14時30分～15時、13日10時30分～10時50分、22日10時30分～
11時江島分館（1階閲覧室）6日10時30分～11時、（2階ギャラリー）8日11時～11時45分 

10日㈪
24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

4月

4月
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　甘辛いみそ味

で季節の野菜が

たっぷり食べられる炒

め物です。春キャベツを

使うと食感がやわらか

く、おいしく食べられま

す。鈴鹿市産大豆で作ら

れた赤みそを使います。

〒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［2月28日現在］

2
広報すずか　平成29年(2017年)3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

さまざまな媒体で情報を発信しています

※スマホの場合は2次元コードを読み取って、パソコンの場合は市ホームページからアクセスしてください。

ツイッターツイッター 広報すずかスマホ版メルモニ

件　数/5件、うち建物2件（9件、2件増） 出動数/683件（1,628件、88件増）

人口/200,402人（69人減） 男性/100,040人（66人減） 女性/100,362人（3人減） 世帯数/83,786世帯（13世帯増）

事故数/557件、うち人身事故60件（1,217件、117件増） 死者数/0人（1人、増減なし） 傷者数/85人（173人、1人増）

78.3MHz

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分
16時30分

月・水・金曜日

8時03分
17時30分

火・木曜日

8時03分
13時30分

土・日曜日4月  1日㈯～15日㈯…市長の施政方針
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）

『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。

※4月1日からの放送時間です。
※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

学校給食人気メニューのレシピを紹介します
ホイコーロー

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

豚肉 150g
おろししょうが  3g
おろしにんにく  1g　
サラダ油　適量
玉ねぎ　160g
タケノコ水煮　60g
キャベツ　200g
にんじん　120g　
ピーマン　40g

赤パプリカ　20g
〈合わせ調味料〉
赤みそ　30g
砂糖　20g　
しょうゆ　10ml
酒　5ml
トウバンジャン 2g
片栗粉　2g

〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉
〈作り方〉〈作り方〉
①豚肉を3cm巾に、玉ねぎ、キャベツは四角に切

る。

②にんじんはいちょう切りに、たけのこ、ピーマ
ン、赤

パプリカは四角に切り、下ゆでする。

③フライパンにサラダ油、しょうが、にんにくを入
れて点

火し、香りが出たら豚肉を炒め、火が通ったら玉
ねぎ

を入れて炒める。
④キャベツ、にんじん、タケノコを入れて炒める。

⑤合わせ調味料と水溶き片栗粉を合わせて加え
、ピー

マン、赤パプリカを加えて炒め合わせる。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉


