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　夏休みに入り、屋外でのキャン
プやバーベキューなどでカセット
ボンベやスプレー缶を使用する機
会も増えてきます。スプレー缶や
カセットボンベには使用済みで
あっても可燃性のガスが含まれて
います。これらをもやせないごみの
収集日に出す際には、処理施設や
収集車での爆発・火災事故を防ぐ
ため、次の3点を守ってください。

・中身を使い切る。
・屋外の風通しのよい火気のな
いところで缶に穴を開ける。

・中身が見える無色透明の袋
に入れ、他のもやせないごみ
と別にする。

※ガス抜き器は廃棄物対策課、各地
区市民センターで配布しています。

　第20回を記念して見所盛り
だくさんの大会です。ぜひご参
加ください。
と　き　12月17日㈰8時15

分から（雨天決行）
ところ　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース
内　容　10㎞、5.6㎞、2㎞、
競技用車いす5.6㎞、生活
用車いす1.5㎞

参加料　1,000円～3,500円
（種目によって異なります）
定　員　先着7,500人
　（10km2,500人、5.6km
　2,500人、2km2,500人）
※車いす種目は定員なし
申込み　申込方法によって締
切期日が異なりますのでご
注意ください。

○インターネット　9月29日㈮
までに次のホームページで
・鈴鹿シティマラソン公式ホー
ムページ（　http://suzuka
　city-m.com/）
・ランネット（　https://run
　net.jp/）
○郵便振替　8月1日㈫から10
日㈭までに電話で専用郵便振
替用紙をエントリーセンター
(㈱ファインシステム　079-

　420-6663　土・日曜日、祝
日を除く9時30分～17時30
分）に依頼し、専用郵便振替
用紙が届いたら、8月15日㈫
から31日㈭までに郵便局で
申し込みと参加料の振り込
みをしてください。

◆大会当日の運営スタッフ募集
対　象　中学生以上
※中学生は保護者同伴
内　容　受付、選手誘導、給
水など（7時ごろ～14時ごろ）

申込み　8月31日㈭までにス
ポーツ課へ

　市が発注する工事以外の業
務委託の入札において、契約
内容の適正な履行と健全な競
争を確保するため、最低制限価
格の設定を試行導入します。
対象業務　人件費が大半を占
める役務の契約で予定価格
が50万円を超える建築物等
清掃業務、警備業務（機械
警備を除く）、その他市長が
必要と認める業務

算定方法　予定価格×10分
の7（1万円未満切り上げ）

周知方法　設定した場合は入
札公告または入札指名通知
書にその旨を記載

導入時期　平成30年2月1日
以降に入札公告または指名
競争入札の通知を行う案件
から適用

スプレー缶やカセットボンベの
分別にご注意を
廃棄物対策課

　382-7609　 382-2214

工事以外の業務委託の
入札に最低制限価格設定の

試行導入
契約検査課

　382-9039 382-9050

鈴鹿シティマラソン
スポーツ課 　382-9029　 382-9071
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所得区分 外来＋入院（世帯単位）
3回目まで

57,600円

4回目以降外来（個人ごと）

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％ 44,400円

44,400円

57,600円

8,000円

14,000円
（年間上限144,000円）

自　己　負　担　限　度　額（月　額）

現役並み所得者

一　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

24,600円
15,000円

国民健康保険高額療養費の制度改正 保険年金課　 382-7605　 382-9455

対　象　昭和32年4月2日以
降生まれの調理師免許、栄
養士免許のいずれかを取得
または給食調理現場での勤
務経験を有する方

定　員　2人程度
勤務条件　給与は15万5,800
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険
にも加入します。雇用期間
は、雇用した日（平成29年
9月採用予定）から平成30
年3月31日まで

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程

に準じます。
勤務場所　小学校調理室（市内
18カ所）または学校給食セン
ター（岡田町）のいずれか
申込み　7月20日㈭から8月17
日㈭まで（土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分）に、
採用試験申込書を直接また
は郵送（受付期間内に必着）
で教育総務課（〒513-8701
（住所不要））へ
※採用試験申込書は、直接また
は郵送で教育総務課へ請求し
てください。郵送で請求する
場合は、封筒の表に朱書きで
「嘱託職員採用試験申込書希
望」と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、92円切手を
貼った12cm×23cm程度）を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　8月27日㈰
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　個別面接、実技試験

　戦没者の死亡当時のご遺
族の方で、平成27年4月1日
現在公務扶助料や遺族年金
などを受ける方がいない場合
に、先順位の遺族お一人に支
給されます。請求期限を過ぎ
ると受ける権利がなくなります
ので、まだ手続きをしていない
方は早めに請求してください。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

請求期限　平成30年4月2日
申込み　印鑑、本人確認がで
きるもの、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）または
通知カードを持って健康福
祉政策課へ

　業者がプリペイドカードな
どの購入を指示してくる場
合、詐欺の可能性が高いので
注意しましょう。身に覚えのな
い請求には簡単に折り返し連
絡しないようにし、万が一トラ
ブルに気が付いた場合はすぐ
にプリペイドカード発行会社
に連絡しましょう。
相談時間　9時～16時（祝日
を除く月～金曜日）

　8月は北方領土問題に対
する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還

要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調
月間です。
　内閣府では、若い世代への啓
発活動として、SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）を活
用しての広報・啓発活動の周知
や、北方領土問題を啓発する
キャラクター「エリカちゃん」の
動画および学習コンテンツの
配信などを行っています。
フェイスブック
　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.erika）
ツイッター
　https://twitter.com/hop
　pou_erika）
※詳しくは、内閣府のホームペー
ジをご覧ください。

対　象　市内に在住する20歳
以上の市民の方（平成29年
4月1日現在）

任　期　委嘱の日から1年間
内　容　学校規模適正化・適
正配置に関する「基本方
針」策定にあたり学識経験
者、学校関係者、自治会代
表者などとともに調査審議
を行います。
定　員　2人（応募者多数の
場合は、男女比率を考慮し
て抽選、抽選日は8月8日
㈫予定）

申込み　7月20日㈭から8月
2日㈬までに、申込書に必
要事項を記入の上、直接、
郵送または電子メールで教
育政策課へ

※申込書は、教育政策課窓口、市
ホームページで入手できます。

◆教育委員会定例会
と　き　8月9日㈬9時から
ところ　市役所本館11階　
教育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日8時30分から8
時50分まで教育総務課で
受け付け

◆教育委員会懇談会
　教育委員会では、教育行政事
務の管理執行状況について自己
点検および評価を行い、その結
果に関する報告書を議会に提出
するとともに、ホームページなどで
公表しています。提出する報告書
を作成するための協議の場として
教育委員会懇談会を開催します。
と　き　8月9日㈬教育委員会
定例会終了後

ところ　市役所本館11階　
教育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　教育委員会定例会終
了後から受け付け

◆休日窓口
と　き　7月30日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7月28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。

第十回戦没者等の
遺族に対する

特別弔慰金請求の受付
健康福祉政策課

 　382-9012　 382-7607

小学校給食
嘱託調理員募集

教育総務課
　382-1214　 383-7878

　70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が変更となります。対象期間は平成29年8月から平成
30年7月までです。平成30年8月以降は再度、自己負担限度額が変更になる予定です。

所得区分について
・現役並み所得者…世帯内の70歳以上の国保被保険者のうち、一人でも住民税の課税所得が
145万円以上の人がいる世帯

・一般…「現役並み所得者」・「低所得者Ⅰ・Ⅱ」以外の世帯
・低所得者Ⅱ…世帯主および世帯の国保加入者全員（70歳未満の人を含む）が住民税非課税の
世帯（低所得者Ⅰの世帯を除く）

・低所得者Ⅰ…世帯主および世帯の国保加入者全員（70歳未満の人を含む）が住民税非課税で、
所得が0円の世帯（年金の所得は、控除額を80万円として計算）
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電　話 電子メール ホームページファクス

に準じます。
勤務場所　小学校調理室（市内
18カ所）または学校給食セン
ター（岡田町）のいずれか
申込み　7月20日㈭から8月17
日㈭まで（土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分）に、
採用試験申込書を直接また
は郵送（受付期間内に必着）
で教育総務課（〒513-8701
（住所不要））へ
※採用試験申込書は、直接また
は郵送で教育総務課へ請求し
てください。郵送で請求する
場合は、封筒の表に朱書きで
「嘱託職員採用試験申込書希
望」と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、92円切手を
貼った12cm×23cm程度）を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　8月27日㈰
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　個別面接、実技試験

　戦没者の死亡当時のご遺
族の方で、平成27年4月1日
現在公務扶助料や遺族年金
などを受ける方がいない場合
に、先順位の遺族お一人に支
給されます。請求期限を過ぎ
ると受ける権利がなくなります
ので、まだ手続きをしていない
方は早めに請求してください。
支給内容　額面25万円、5年
償還の記名国債

請求期限　平成30年4月2日
申込み　印鑑、本人確認がで
きるもの、マイナンバーカー
ド（個人番号カード）または
通知カードを持って健康福
祉政策課へ

　業者がプリペイドカードな
どの購入を指示してくる場
合、詐欺の可能性が高いので
注意しましょう。身に覚えのな
い請求には簡単に折り返し連
絡しないようにし、万が一トラ
ブルに気が付いた場合はすぐ
にプリペイドカード発行会社
に連絡しましょう。
相談時間　9時～16時（祝日
を除く月～金曜日）

　8月は北方領土問題に対
する国民の理解をさらに深
め、全国的な北方領土返還

要求運動の一層の推進を図
ることを目的とした全国強調
月間です。
　内閣府では、若い世代への啓
発活動として、SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）を活
用しての広報・啓発活動の周知
や、北方領土問題を啓発する
キャラクター「エリカちゃん」の
動画および学習コンテンツの
配信などを行っています。
フェイスブック
　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.erika）
ツイッター
　https://twitter.com/hop
　pou_erika）
※詳しくは、内閣府のホームペー
ジをご覧ください。

対　象　市内に在住する20歳
以上の市民の方（平成29年
4月1日現在）

任　期　委嘱の日から1年間
内　容　学校規模適正化・適
正配置に関する「基本方
針」策定にあたり学識経験
者、学校関係者、自治会代
表者などとともに調査審議
を行います。
定　員　2人（応募者多数の
場合は、男女比率を考慮し
て抽選、抽選日は8月8日
㈫予定）

申込み　7月20日㈭から8月
2日㈬までに、申込書に必
要事項を記入の上、直接、
郵送または電子メールで教
育政策課へ

※申込書は、教育政策課窓口、市
ホームページで入手できます。

◆教育委員会定例会
と　き　8月9日㈬9時から
ところ　市役所本館11階　
教育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日8時30分から8
時50分まで教育総務課で
受け付け

◆教育委員会懇談会
　教育委員会では、教育行政事
務の管理執行状況について自己
点検および評価を行い、その結
果に関する報告書を議会に提出
するとともに、ホームページなどで
公表しています。提出する報告書
を作成するための協議の場として
教育委員会懇談会を開催します。
と　き　8月9日㈬教育委員会
定例会終了後

ところ　市役所本館11階　
教育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　教育委員会定例会終
了後から受け付け

◆休日窓口
と　き　7月30日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7月28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。

特殊詐欺にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター
 　375-7611　 370-2900

北方領土返還運動
全国強調月間

総合政策課
　382-9038　 382-9040

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660

鈴鹿市学校規模適正化
検討委員会委員募集

教育政策課
　382-9112　 383-7878

教育委員会定例会、
教育委員会懇談会を
傍聴できます

教育総務課　 382-7617　 383-7878

事 例　スマートフォンに有料
サイトの料金を請求するメー
ルが届いた。心配になり業者
に連絡したところ、「未納料
金がある。今日中に支払わ
ないと裁判にする」と言わ
れ、コンビニでプリペイドカー
ドを購入するよう指示され発
行番号を伝えてしまった。
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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。

　交通教育指導員は幼稚園、
小中学校や老人会などで楽し
みながら学べる交通安全教室
などを行います。
募集期間　7月20日㈭～8月
21日㈪

活動内容　交通安全教室、
交通安全講話、自転車の
乗り方指導（屋外での実
技を含む）、交差点の横断
要領を始めとする歩き方
指 導 、交 通 安 全 啓 発 活
動、交通安全キャンペーン
などへの参加
給与など　1回あたり5,000円
（交通安全教室）、3,000円
（研修）
※交通費を含みます。
任　期　委嘱日から平成31年
3月31日まで（再委嘱あり）

定  員   2人程度
申込み　応募用紙に必要事
項を記載の上、直接、郵
送、または電子メールで交
通防犯課（〒51 3 - 8 7 0 1
（住所不要））へ
※応募用紙は交通防犯課窓口ま
たは市ホームページで入手で
きます。

対　象　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育
諸学校への就学を猶予また
は免除された方など

と　き　10月26日㈭10時～
15時40分

ところ　県庁舎講堂棟　第
131会議室（津市広明町13）

試験科目　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）　

申込み　8月21日㈪～9月8日
㈮（消印有効）

※願書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください

問合せ　県高校教育課（　
059-224-2913）

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員（パ
ートも含む）のための外部積立
型の国の退職金制度で、次の
メリットがあります。

○新規に加入する事業主に対
して1年間掛金の一部を国と
市が助成します。

○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円
を超える法人の法人事業税
には、外形標準課税が適用さ
れます。

○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況や
退職金試算額を事業主にお
知らせします。

問合せ　中小企業退職金共
済事業本部(　03-6907-

　1234)、中退共名古屋コー
ナー(　052-856-8151)

　
対　象　市内在住の平成29
年5月1日現在20歳以上
で、スポーツに対する知
識・経験があり、平日昼間
に開催する会議に出席で
きる方
任　期　選任の日（平成29年
9月予定）からスポーツ推進
計画策定まで

内　容　スポーツ推進審議

会委員（非常勤特別職）
として、スポーツ振興計画
の進捗状況の把握、評価
および再検討を行い、ス
ポーツ推進計画策定に向
けての提言を行っていた
だきます。

※審議会は年2回程度開催
定　員　2人以内
※委員構成は市民委員のほか、
学識経験者、関係団体の代表
者などで構成します。

申込み　7月24日㈪から8月
10日㈭までに応募用紙に必
要事項を記入の上、作文
（「応募動機と私が考えるス
ポーツ推進」をテーマに400
字程度）を添付し、直接、郵
送または電子メールでス
ポーツ課（〒513-8701（住
所不要））へ

※応募用紙はスポーツ課窓口ま
たは市ホームページで入手で
きます。

※書類審査および面接により選
考を行います。結果は応募者
全員に書面でお知らせします。

※面接日など詳しくは後日連絡
します。

と　き　8月11日（金・祝）10時
～16時、12日㈯10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺家
3－10－1）

内　容　工芸士作品展示、実
演・指導（10時～11時30
分、13時～14時30分）、小
林豊子きもの学院の着付け
教室・体験、形紙ふうりんの
製作（無料、各日80人）

※伊勢形紙商品の販売は行い
ません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業
をお考えの方、実際に創
業・起業に向けて取り組ん
でいる方

と　き　8月6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
北会議室　

内　容　
◆第1部　起業を事業として
考える

講　師　高橋澄子さん（㈱
MOMO（モモ））

◆第2部　アイデア発想
講　師　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

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
し込み時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者に
は日本政策金融公庫融資
担当者による個別相談会を
行います。

　創業・起業準備を進める中
で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている
方を対象に個別相談会を開
催します。
と　き　8月6日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

定　員　 2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
教育指導課　 382-9028　 383-7878

中小企業退職金共済制度
産業政策課　 382-8698　 382-0304

鈴鹿市スポーツ推進審議会
市民委員再募集

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
 supotsu@city.suzuka.lg.jp

交通教育指導員募集
交通防犯課　 382-9022　 382-7603
　 kotsubohan@city.suzuka.lg.jp　
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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

対　象　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育
諸学校への就学を猶予また
は免除された方など

と　き　10月26日㈭10時～
15時40分

ところ　県庁舎講堂棟　第
131会議室（津市広明町13）

試験科目　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）　

申込み　8月21日㈪～9月8日
㈮（消印有効）

※願書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください

問合せ　県高校教育課（　
059-224-2913）

　中小企業退職金共済制度
は、中小企業で働く従業員（パ
ートも含む）のための外部積立
型の国の退職金制度で、次の
メリットがあります。

○新規に加入する事業主に対
して1年間掛金の一部を国と
市が助成します。

○掛金は法人企業の場合は
損金として、個人企業の場
合は必要経費として、全額
非課税となります。手数料も
かかりません。

※資本金または出資金が1億円
を超える法人の法人事業税
には、外形標準課税が適用さ
れます。

○社外積立で管理が簡単で
す。従業員ごとの納付状況や
退職金試算額を事業主にお
知らせします。

問合せ　中小企業退職金共
済事業本部(　03-6907-

　1234)、中退共名古屋コー
ナー(　052-856-8151)

　
対　象　市内在住の平成29
年5月1日現在20歳以上
で、スポーツに対する知
識・経験があり、平日昼間
に開催する会議に出席で
きる方
任　期　選任の日（平成29年
9月予定）からスポーツ推進
計画策定まで

内　容　スポーツ推進審議

会委員（非常勤特別職）
として、スポーツ振興計画
の進捗状況の把握、評価
および再検討を行い、ス
ポーツ推進計画策定に向
けての提言を行っていた
だきます。

※審議会は年2回程度開催
定　員　2人以内
※委員構成は市民委員のほか、
学識経験者、関係団体の代表
者などで構成します。

申込み　7月24日㈪から8月
10日㈭までに応募用紙に必
要事項を記入の上、作文
（「応募動機と私が考えるス
ポーツ推進」をテーマに400
字程度）を添付し、直接、郵
送または電子メールでス
ポーツ課（〒513-8701（住
所不要））へ

※応募用紙はスポーツ課窓口ま
たは市ホームページで入手で
きます。

※書類審査および面接により選
考を行います。結果は応募者
全員に書面でお知らせします。

※面接日など詳しくは後日連絡
します。

と　き　8月11日（金・祝）10時
～16時、12日㈯10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺家
3－10－1）

内　容　工芸士作品展示、実
演・指導（10時～11時30
分、13時～14時30分）、小
林豊子きもの学院の着付け
教室・体験、形紙ふうりんの
製作（無料、各日80人）

※伊勢形紙商品の販売は行い
ません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業
をお考えの方、実際に創
業・起業に向けて取り組ん
でいる方

と　き　8月6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
北会議室　

内　容　
◆第1部　起業を事業として
考える

講　師　高橋澄子さん（㈱
MOMO（モモ））

◆第2部　アイデア発想
講　師　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

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
し込み時にお知らせください。

※セミナー終了後、希望者に
は日本政策金融公庫融資
担当者による個別相談会を
行います。

　創業・起業準備を進める中
で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている
方を対象に個別相談会を開
催します。
と　き　8月6日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

定　員　 2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

催 し 物

「形紙の祭典」
伊勢形紙伝統工芸士展

地域資源活用課
　382-9016　 382-0304

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

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304
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対　象　市内在住の小学3年
生～6年生

と　き　8月26日㈯8時50
分～10時40分（集合8時
40分）

※雨天中止
ところ　AGF鈴鹿陸上競技
場（石垣池公園陸上競技場）

内　容　希望種目（短距離、
ハードル、走り幅跳び、走り高
跳び、長距離、ヴォーテックス
投げ）を選択し、専門練習を
行います（基礎から指導）。

講　師　衛藤昂さん（リオデ
ジャネイロオリンピック男子
走高跳選手）、鈴鹿市陸上
競技協会のコーチ

定　員　100人（先着順）
参加料　無料
主　催　AGF鈴鹿㈱、鈴鹿
市陸上競技協会

申込み　7月31日㈪から8月10
日㈭までに、参加児童の氏名、
学年、希望種目（第1希望・第
2希望）、保護者氏名、保護者
電話番号を電子メールで
AGF鈴鹿㈱（　 suzukaso

　mu1_agf@agf.co.jp）へ
問合せ　AG F鈴鹿㈱（　
382-3181）　

対　象　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

と　き　8月5日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタ
リウム
内　容　夏の星座の解説と木
星の衛星や月などを望遠鏡
で観察します。

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から
プラネタリウムギャラリーで
受け付け

※曇天や雨天時は中止します。当
日16時30分に判断しますので、文
化会館へお問い合わせください。

　児童虐待と非行、発達障が
いとの関連性などについて、講
師のこれまでの実務経験を通
じて講演をしていただきます。
対　象　学校・幼稚園・保育
園関係者・児童福祉関係
者、テーマに関心のある市
民の方

と　き　8月24日㈭10時～
12時

ところ　ふれあいホール（玉
垣町6600）　

講　師　橋本和明さん(花園
大学教授)

定　員　200人（先着順）
参加料　無料
託　児　あり（事前申し込み
が必要）

申込み　電話またはファクス
で子ども家庭支援課へ

※駐車場に限りがありますので、
乗り合わせなどご協力ください。

　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歳以上の求職者の方
と　き　9月25日㈪　
ところ　河川防災センター(庄

野町981-1)　
内　容　刈払機を使用する作
業において、適切な取扱の
知識・技能を習得し安全作
業を徹底します。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　7月25日㈫から8月
25日㈮までに鈴鹿市シル
バー人材センターへ

申込み  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へ

※会員に加入されると特典があ
ります。詳しくはお問い合わせ
ください。

※オーダーメイド講習も可能です。
◆玉掛技能講習
と　き   ①学科8月21日㈪・
22日㈫、実技8月23日㈬・
24日㈭・25日㈮の中で選択
受講　8時45分～17時

　②学科9月11日㈪・12日
㈫、実技9月13日㈬・14日
㈭・15日㈮の中で選択受講
8時45分～17時

受講料　1万2,445円（教材
費込）

◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月29日㈫・30日㈬
8時40分～16時20分　

受講料　9,720円（教材費込）
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科9月5日㈫8時～
17時30分、実技Ⅰコース9月
10日㈰・16日㈯・17日㈰、Ⅱ
コース9月6日㈬～8日㈮8

時～17時15分　
受講料　2万8,000円（教材
費込）

※8月1日㈫から受け付け
◆パソコン講座＜Word・
Excelパソコンスキルアッ
プ塾＞

　Wo r dは写真の編集、図
形の作成、差し込み印刷など
の中級レベル、Exce lはデー
タベースの利用、関数などの
講習を行います。
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
※随時受け付け中

申込み　7月24日㈪より先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページで。

◆パワーヨガ教室
　夏でもバテないカラダづくり
対　象　一般成人
と　き　8月4日㈮・18日㈮10
時～11時

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人
参加料　各850円
◆はじめてのスティラミック
ス教室

　シンプルなエアロと筋トレ、
太極ヨガをミックス
対　象　一般成人
と　き　8月7日㈪・9日㈬13時
30分～14時30分

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人
参加料　各850円
◆親子で飾り巻き教室　

対　象　親子
と　き　8月17日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　ロール巻子さん
定　員　15組

参加料　１組2,000円
◆テニスアカデミー夏期教室
と　き　7月21日㈮～8月31日㈭
クラス
○キッズクラス　16時～16時
50分（定員6人）

○チャレンジクラス17時～18時
（定員15人）
参加料　各5,940円から
申込み・問合せ　テニスアカデ
ミー田中(　080-9733 -
　6629)へ
※レッスン中は電話に出られな
い場合があります。

催 し 物

児童虐待防止講演会
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

高齢者のための
刈払機取扱講習

鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

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

AGFキッズアスリート教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580
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果があります。
　また、コンポストなどの生ごみ処理容器・電
気式生ごみ処理機を使用して生ごみを堆肥化
し再利用することで、生ごみの資源循環をする
こともできます。
　鈴鹿市では、生ごみ処理容器・電気式生ごみ
処理機の購入費の2分の1（限度額15,000円）
を助成しています。ぜひこの制度を活用し、生ご
み処理機器を使って家庭から出る生ごみを減量
し、ごみ問題について考える契機にしてください。

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

高温多湿の夏は生ごみの始末に困るこ
とが多いです。環境にもやさしい、生ご

みのよい処理方法はありませんか。

まず、生ごみのもとを減らす工夫をしま
しょう。食材を買いすぎない、適切に使

いきる、食事はできるだけ残さずに食べること
を心掛けてみましょう。
　次に、生ごみの水分を減らしましょう。家庭の
ごみの約3分の1が生ごみで、生ごみの約80パ
ーセントが水分と言われています。水分が多い
ほど悪臭のもとになりますので、水分をよく切っ
て、古新聞などに包むだけでも悪臭抑制に効

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。

生ごみの処理方法について

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

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。

　児童虐待と非行、発達障が
いとの関連性などについて、講
師のこれまでの実務経験を通
じて講演をしていただきます。
対　象　学校・幼稚園・保育
園関係者・児童福祉関係
者、テーマに関心のある市
民の方

と　き　8月24日㈭10時～
12時

ところ　ふれあいホール（玉
垣町6600）　

講　師　橋本和明さん(花園
大学教授)

定　員　200人（先着順）
参加料　無料
託　児　あり（事前申し込み
が必要）

申込み　電話またはファクス
で子ども家庭支援課へ

※駐車場に限りがありますので、
乗り合わせなどご協力ください。

　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歳以上の求職者の方
と　き　9月25日㈪　
ところ　河川防災センター(庄

野町981-1)　
内　容　刈払機を使用する作
業において、適切な取扱の
知識・技能を習得し安全作
業を徹底します。

定　員　15人
受講料　無料
申込み　7月25日㈫から8月
25日㈮までに鈴鹿市シル
バー人材センターへ

申込み  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へ

※会員に加入されると特典があ
ります。詳しくはお問い合わせ
ください。

※オーダーメイド講習も可能です。
◆玉掛技能講習
と　き   ①学科8月21日㈪・
22日㈫、実技8月23日㈬・
24日㈭・25日㈮の中で選択
受講　8時45分～17時

　②学科9月11日㈪・12日
㈫、実技9月13日㈬・14日
㈭・15日㈮の中で選択受講
8時45分～17時

受講料　1万2,445円（教材
費込）

◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月29日㈫・30日㈬
8時40分～16時20分　

受講料　9,720円（教材費込）
◆フォークリフト運転技能講
習（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科9月5日㈫8時～
17時30分、実技Ⅰコース9月
10日㈰・16日㈯・17日㈰、Ⅱ
コース9月6日㈬～8日㈮8

時～17時15分　
受講料　2万8,000円（教材
費込）

※8月1日㈫から受け付け
◆パソコン講座＜Word・
Excelパソコンスキルアッ
プ塾＞

　Wo r dは写真の編集、図
形の作成、差し込み印刷など
の中級レベル、Exce lはデー
タベースの利用、関数などの
講習を行います。
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
※随時受け付け中

申込み　7月24日㈪より先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページで。

◆パワーヨガ教室
　夏でもバテないカラダづくり
対　象　一般成人
と　き　8月4日㈮・18日㈮10
時～11時

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人
参加料　各850円
◆はじめてのスティラミック
ス教室

　シンプルなエアロと筋トレ、
太極ヨガをミックス
対　象　一般成人
と　き　8月7日㈪・9日㈬13時
30分～14時30分

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人
参加料　各850円
◆親子で飾り巻き教室　

対　象　親子
と　き　8月17日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　ロール巻子さん
定　員　15組

参加料　１組2,000円
◆テニスアカデミー夏期教室
と　き　7月21日㈮～8月31日㈭
クラス
○キッズクラス　16時～16時
50分（定員6人）

○チャレンジクラス17時～18時
（定員15人）
参加料　各5,940円から
申込み・問合せ　テニスアカデ
ミー田中(　080-9733 -
　6629)へ
※レッスン中は電話に出られな
い場合があります。

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜
　392-7071　 372-2260

 7月5日号27ページで7月の
納税について、「○市民税・県
民税・・・全期・1期【納期限は7
月31日㈪です】」と掲載しまし
たが、正しくは「○固定資産
税・都市計画税・・・2期、○国
民健康保険税・・・1期【納期
限は7月31日㈪です】」です。
訂正しておわびします。

訂正とおわび
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相　談

保健
センター 不要8月25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。

　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。対象の方には訪問する前月の下旬に案内を郵送します。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

　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。

妊婦健康診査妊婦健康診査

＜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による通知はありません。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で抽選を行った場合は、落選した方に8月中旬ごろはがきで別日を案内します。

※9月5日㈫の午前・午後と14日㈭の午後は、検査時のみ、お子さんの一時預かりを行います（予約不要）。

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・経過観察中の方は除きます。
持病のある方は主治医にご相談ください。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。

○市民税非課税世帯・生活保護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。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

申し込みは7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

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

胃がん
（バリウム）
40歳以上

9月5日㈫・23日（土・祝）　午前・午後

9月14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。

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診で
きません。また、問診の結果、受診ができない場合があります。

※検診前日21時以降と当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治医
にご確認ください）。　

※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
（視触診とマンモグラフィ）
40歳以上の女性

1,000円

9月14日㈭　午後
保健センター 1,500円

9月1日㈮　午前・午後
9月5日㈫・14日㈭・23（土・祝）　午前・午後 保健センター

1,800円

9月1日㈮　午後
9月5日㈫・23（土・祝）　午前・午後

9月14日㈭　午後

石薬師公民館

石薬師公民館

保健センター
1,000円

※生理中・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。

子宮頸がん
（細胞診）

20歳以上の女性

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
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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、公費負担で受けられます。
幼　児　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行います。対象の方には個別に通知します。

※いずれも１回目は、生後14週6日までに接種しましょう。早めに実施医療機関にご相談ください。
※市外の医療機関で接種をご希望の場合は、直接医療機関にお問い合わせください。
※予診票を紛失した場合は、事前に健康づくり課で再交付の手続きが必要です。母子健康手帳を持ってお越しく
ださい。

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

無料

無料

保健
センター

健康ひろば
（スクエアステップ開放デー）
65歳以上でスクエアステッ
プを体験したことのある方

50人8月31日㈭
10時～11時30分

スクエアステップの
実践

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）

8月17日㈭
13時15分～14時30分

高島慎吾医師（神経内科）
認知症の心構え
「予防と介護」

7月27日㈭から
(先着順)

保健
センター

健康セミナー
（筋トレ編）

20歳～64歳で運動を
始めたい方

30人9月7日㈭
10時～12時

家にある身近な道具を
使った筋トレと

生活習慣病予防の講話
7月28日㈮から
(先着順)

300円
（食材費）

保健
センター

健康ひろば
（栄養編）
65歳以上の方

20人8月22日㈫
10時～12時

栄養士による講話と
簡単な調理実習

7月27日㈭から
(先着順)

500円
（食材費）

保健
センター

井田川
公民館
庄野
公民館

健康セミナー
（栄養編）
20歳～64歳の方

30人9月26日㈫
10時～12時30分

脂質異常症予防の
講話と調理実習

7月28日㈮から
(先着順)

健康ひろば
（出前編）
65歳以上の方

各
20人9月25日㈪

10時～11時30分

9月4日㈪
10時～11時30分 スクエアステップに

よる転倒・認知症予防
のための体と頭の体操

7月27日㈭から
(先着順)

無料保健
センター

むし歯予防コース（乳児）
平成２８年１１月～１２月生ま
れの乳児とその保護者の方

30組8月10日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

7月25日㈫から
（先着順）

無料保健
センター

離乳食コース
平成２９年2月～平成２９年
4月生まれの乳児をもつ方

30組8月7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

7月24日㈪から
（先着順）

申し込みは、電話で健康づくり課へ
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。教　室教　室

予防接種予防接種 ■ロタウイルスワクチンの接種費用助成
2回接種ワクチン（ロタリックス） 3回接種ワクチン（ロタテック）

生後6週～32週未満生後6週～24週未満助成対象者
3回（1回あたり3,000円）2回(1回あたり4,500円)助成回数・助成額

①母子健康手帳　②健康保険証　③接種費用（各医療機関の定める接種費用
から助成額を除いた額は自己負担）　④本市が定めるロタウイルスワクチン接
種予診票（4月1日から、「予防接種のしおり」に同封）

接種時に必要なもの
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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

環境政策課　 382-7954　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

 深夜の花火や草木の繁茂は近所迷惑です

深夜の花火は近所迷惑です

土地の管理を怠るとさまざまな問題が発生します

交通事故や非行・犯罪の誘発

　この時期の楽しみである花火も、時間帯や場所によっては近所迷惑になる
場合があります。また、土地の管理をおろそかにすると衛生面や不法投棄な
どさまざまな問題が発生します。周辺住民の方の生活環境に気遣いと思い
やりの心を持って、気持ちよく暮らせるようにしましょう。

　雑草の繁茂により見通しが悪くなると、交通事故が発
生する可能性や犯罪が起こる確率も高まります。

土地の管理を怠るとさまざまな問題が発生します

害虫の発生

　不衛生な環境になり、
蚊やムカデなどの害虫が
発生します。

土地の管理を怠るとさまざまな問題が発生します土地の管理を怠るとさまざまな問題が発生します

交通事故や非行・犯罪の誘発交通事故や非行・犯罪の誘発交通事故や非行・犯罪の誘発

隣家の損傷

　木や枝の伸びだしや倒木などによ
り、隣家や隣地に被害を加えた場
合、土地所有者の責任になります。

不法投棄の誘発
　青草が伸びた土地では、不法投棄を
されやすくなります。捨てられたゴミの処
理は土地所有者の責任になります。

火災の恐れ
　秋から冬にかけての乾燥し
た時期は、枯草が燃えやすくな
り火災の恐れも出てきます。

　22時から翌日6時までの時間に海岸など公共の場所で、打上げ花火や
ロケット花火などで大きな音を出したり、大声で騒ぐ行為は、県条例（公衆
に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例）で禁止さ
れています。線香花火や手持ち花火など音の出ない花火は禁止されてい
ませんが、近所の迷惑にならないようマナーを守って楽しみましょう。また、ご
みは必ず持ち帰ってください。

◆早めに対処しましょう
　地域住民が快適に暮らせるように、定期的な草刈りや枝払いをお願いし
ます。ご自身での管理が難しい場合は業者への草刈りの依頼や、土地の
譲渡などもご検討ください。
　また、刈り取った草や剪定した枝は、燃やせるごみとして出すか、清掃セ
ンターに持ち込むなど適切に処分しましょう。

※昼間でも鈴鹿市が管理する公園内での花火は、禁止されています。
※公共の場所以外であっても近隣に配慮しましょう。

　地域住民が快適に暮らせるように、定期的な草刈りや枝払いをお願いし
ます。ご自身での管理が難しい場合は業者への草刈りの依頼や、土地の

　また、刈り取った草や剪定した枝は、燃やせるごみとして出すか、清掃セ
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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

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

●西部体育館 371-1476

1・11日
2・9・12・16・22・23・29日
4日
24・30日
31日
15日
16日
20日
21日
5・26・27日
7・11・12・16・20・21・25日
13・22日
15・21日
17・29日
1・6・10・23・31日
2・11・18日
3・9・17・24・27・29日
7・24日
15・30日
16日
3・10日
6・17・31日
7日
18日
25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

山の日

8
August9:00～12:00

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

  

1日

3・5・10・19・26日  
4・9・11・18・23・30・31日
6・7・13・17・20・21日  
8・12・22・29日 
15・16・27日

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

1・3～5・7・8・10・11・13・15～19・21・22・24～27・29・31日
2・9・23・30日
6・20日
12日

1・3・8・10・15・17・22・24・29・31日
2・9・11・16・30日  
4・6・7・13・18・20・21・25・27日
12・19・26日

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

9：00～21：001～13・15～27・29～31

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）

◎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。

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

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

休館日  14日㈪・28日㈪ 休館日  14日㈪・28日㈪

休館日  なし

バスケットボール

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

3日
4・10・11・17・24・31日
5・12・19・26日
18・25日
1日
2・6・8～10・13～17・20～24・28～31日
3・26日
5・12・19日

7日

27日

卓　　　球

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

1・2・4～6・8～26・28～31日
3日

7日

27日
1・2・5・6・8・9・12～16・19～23・26・28～30日
4・11・18・25日

7日

27日

バドミントン

バレーボール

8月

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士）29日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 4・25日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 1日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 21日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 10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 9・23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・3・4・8・10・17・18・
22・24・29・31日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

鼓ヶ浦公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-22148日

◎総合相談 18日 10：00～15：00

※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

●休館日　金曜日、1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

9日㈬
23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

10日㈭
24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

2日㈬
16日㈬
30日㈬

14日㈪
28日㈪

3日㈭
17日㈭
31日㈭

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

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松公民館

本館（1階おはなしのへや）5日、13日、19日14時30分～15時、10日10時30分～10時50分、26日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）3日10時30分～11時、（2階ギャラリー）12日11時～11時45分 

7日㈪
21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

8月

8月
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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/3件、うち建物2件（25件、11件増） 出動数/649件（4,500件、256件増）

人口/200,215人（9人増） 男性/99,980人（43人増） 女性/100,235人（34人減） 世帯数/84,357世帯（71世帯増）

事故数/525件、うち人身事故53件（3,286件、101件増） 死者数/1人（5人、1人増） 傷者数/71人（432人、70人減）

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

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。

※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

78.3MHz

学校給食人気メニューのレシピを紹介します
白身魚のピザソースかけ

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

ピザソースが食

べやすく、魚によく合

います。魚が苦手なお

子さんでもおいしく食

べられるレシピです。ピ

ザソースには、旬のピー

マンや鈴鹿市産の玉ね

ぎをたっぷり使います。

白身の魚　4切れ
塩 　 　 　 　 1 g
白ワイン　5m l
片栗粉　　　20g
揚げ油　　適量
玉ねぎ　　200g
ピーマン　15g

サラダ油　適量
ケチャップ　40g
チリソース　20g
塩 　 　　　 1 g
こしょう　　少々
パセリ　　　少々
チーズ　　　15g

〈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玉ねぎ、ピーマンは薄く切り、ピーマンはさっと

下ゆでを

する。チーズは小さく切る。

②魚に塩、白ワインで下味をつけ、片栗粉をまぶし
て揚げる。

③フライパンに油を熱し、玉ねぎをよく炒める。

④ケチャップ、チリソース、塩、こしょうを加えて玉
ねぎに味

がなじむように炒める。

⑤ピーマンを加えて炒め、パセリ、チーズを加えて
炒め合わ

せる。揚げた魚にピザソースをかける。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉

8月1日㈫～15日㈫…第20回鈴鹿シティマラソン


