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　戸籍住民課では、平日に市役
所へ来られない方のために毎
週日曜日の9時から12時まで日
曜窓口を開設していますが、11
月19日はシステムメンテナンス
のため開設しません。ご不便を
お掛けしますがご了承ください。
※住基カードやマイナンバーカー
ドによるコンビニでの証明書自
動交付サービスは、通常どおり
利用できます。

　国民健康保険税は、国保に
加入している方の医療費に必
要な大事な財源です。納期限
内の納付をお願いします。
　10月下旬から11月上旬に
かけて、国民健康保険税の納
め忘れがある人に対して、三重
県国民健康保険税収納コール
センター（NTTマーケティング
アクト 0120-968-703）が電
話でお知らせします。
　なお、この電話でATMなど
に振り込みを誘導することは
一切ありません。

　国民年金保険料は、所得税
および住民税の申告において
全額が社会保険料控除の対
象となります。対象となるのは、
平成29年1月から12月までに
納付した保険料の全額です。
　日本年金機構から「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明
書」が送付されますので、年末
調整や確定申告の申告書の提
出の際には、必ずこの証明書ま
たは領収書を添付してください。
送付時期　

○平成29年1月1日から9月30
日までの間に国民年金保険料
を納付された方…11月上旬
○平成29年10月1日から12月
31日までの間に今年初めて
国民年金保険料を納付され
た方…平成30年2月上旬

※再発行は、津年金事務所（　059-
　228-9112）またはねんきん加入
者ダイヤル（　0570-003-004

　（IP電話などは　03-6630-25
　25)）に連絡してください。市役所
では再発行できません。

　平成29年中に納付した国民

健康保険税の納付済額のお
知らせを、10月下旬に発送しま
す。納付済額は、年末調整や
確定申告の際に社会保険料控
除の対象となります。年金から
天引きされた保険税は含まれ
ていませんので、その分は年金
機構などから送付される源泉
徴収票を確認してください。

　国土利用計画法では、土地
の乱開発や無秩序な土地の
利用を防止するために、一定
面積以上の土地を取引した
場合、権利取得者が契約締
結日を含めて2週間以内に、
市を経由して知事に届出する
ことと定められています。
届出が必要な土地の面積
① 市街化区域　2,000㎡以上
② ①を除く都市計画区域
　 5,000㎡以上
③ 都市計画区域外の区域
　 10,000㎡以上
※届出をしなかったり、虚偽の届
出をした場合は、法律で罰せら
れることがあります。

※取引する土地の区域が不明な
場合や届出の要否や手続きに
ついては、都市計画課へお問い
合わせください。

11月19日の戸籍住民課
日曜窓口休止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書発行

保険年金課　382-9401　 382-9455

一定面積以上の大規模な
土地取引に伴う国土法に基づく届出
都市計画課　382-9024　 384-3938

収納コールセンターによる
国民健康保険税の納付案内
保険年金課　382-7605　 382-9455

国民健康保険税納付済額
のお知らせ発送

保険年金課　382-7605　 382-9455
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　平成24年10月1日に障害
者虐待防止法が施行され、5
年が経過しました。虐待は障
がい者の尊厳をおびやかし、
自立や社会参加を妨げます。
虐待であると気付かないまま
起きている恐れもありますの
で、次の点を確認し、見かけ
た際はご連絡ください。
虐待の種類
・身体的虐待　傷や痛みを
負わせる暴行を加えること。
・性的虐待　わいせつな行為
をしたり、させたりすること。
・心理的虐待　暴言や拒絶
的な態度で精神的な苦痛
を与えること。
・放棄・放任　著しい減食や
長時間の放置など、必要な
養護を怠ること。
・経済的虐待　財産を不当に
処分すること、障がい者から不
当に財産上の利益を得ること。
通報、届出、相談窓口
○障がい福祉課（　382 -
　7626　382-7607（平日8
時30分～17時15分))
○障害者総合相談支援セン
ターあい（　381-1035　
　381-1036（平日9時～
16時））

※虐待を受けた障がい者の方は
届出をすることができます。

　全国瞬時警報システム（Ｊア

ラート）を利用した緊急地震速
報の訓練が全国一斉に実施さ
れます。本市でも防災スピー
カーやコミュニティＦＭ放送か
ら訓練放送が流れるとともに、
津波浸水予測区域のモーター
サイレンを鳴らす訓練と、いの
ちの鐘（お寺の鐘）を打ち鳴ら
す訓練を行います。
と　き　11月1日㈬午前10
時ごろから約5分間程度

※気象状況や災害の発生などに
より訓練を中止する場合があ
ります。
◆Jアラートを利用した緊急
地震速報の訓練放送
対象設備　市内93カ所の防
災スピーカー（地区市民セ
ンター、公民館、小中学校
など）、鈴鹿ヴォイスＦＭ
（78.3ＭＨz）
放送内容　「緊急地震速報。
大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。」を
3回繰り返し

対　象　昭和33年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得の方
雇用期間　12月1日～平成
30年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育
に関する業務
勤務条件
・月額17万300円で、期末手
当、通勤手当などもあります。
・社会保険、雇用保険に加入
します。
・基本的な勤務時間は8時
30分から17時15分までで、
7時30分から18時30分ま

での間に時差出勤もありま
す。また、時間外勤務、休日
勤務もあります（職場の勤
務形態に準じる）。
・年休は年間20日（初年度は
7日）で、病気休暇、看護休
暇などもあります。慶弔など
は鈴鹿市職員に準じます。
採用予定人数　1人程度
申込み　10月20日㈮から11
月7日㈫まで(土･日曜日、祝
日を除く8時30分～17時15
分)に、採用試験申込書と作
文・エントリーシートを直接ま
たは郵送（簡易書留）で、子
ども育成課(〒513-8701
住所不要)へ。
※採用試験申込書、作文用紙、エ
ントリーシートは、直接または
郵送で子ども育成課へ請求し
てください。郵送の場合は、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 、9 2 円 切 手 を 貼 っ た
12cm×23㎝程度)を同封して
ください。

※公立保育所の臨時保育士・延
長保育補助員（有資格者）・臨
時給食調理員の登録も随時受
け付けています。
◆採用試験
と　き　11月18日㈯
内　容　面接（簡単な実技を
含む）、作文・エントリーシート
（申し込み時に提出）

　小規模特認校制度で合川
小学校に入学を希望する新1
年生を募集します。同校は、
文部科学大臣指定の教育課
程特例校として全学年で英

語教育に取り組んでいるほ
か、ICT教育推進のモデル校
としてタブレット型パソコンな
どを効果的に活用した授業づ
くりに取り組んでいます。
※「小規模特認校」とは、特色ある
教育活動を行う小規模な学校
であり、市内全域を通学区域と
して認める学校です。
就学の条件
○就学希望の児童が市内に
在住または平成30年4月1
日㈰までに市内に転入見
込みであること
○保護者の負担と責任で、
児童を通学させられること
○児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中
学校へ入学することについ
て承諾していること
○教育活動に賛同し、協力す
ること
定　員　新1年生10人程度
※新2～6年生は募集しません。
ただし、新1年生の兄姉が同時
に就学を希望する場合は除き
ますが、兄姉の在籍校での状
況などによっては、認められな
い場合があります。
申込み　11月1日㈬～30日㈭
まで（土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時）に合川
小学校へ
入学の決定時期　12月中
※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。
◆オープンスクール（学校
見学会）
　参加希望者は、事前に学
校へ連絡してください。
と　き　11月6日㈪～10日㈮
10時30分～12時30分
問合せ
○制度に関すること　学校
教育課（　382-7618）

○学校見学会などに関するこ
と　合川小学校（　372-
　0014）

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化な
どにより、水路から汚れた水
がなくなり、蚊やハエなどの
発生を防いで伝染病を予防
し、清潔で快適な生活環境が
確保されます。また、家庭や
工場から流された汚水は処
理場で浄化されるので、海や
川がきれいになります。公共
下水道への接続に関しては、
以下の点にご注意ください。
○「排水設備」は供用開始
後1年以内に設置していた
だきます。くみ取り便所は、
3年以内に水洗便所に改
造し、公共ますに接続して
ください。
○排水設備工事が適正に施
工されるよう、工事店の指
定を行っています。｢鈴鹿
市排水設備指定工事店｣
以外は下水道の排水設備
工事はできません。

※契約する際は、後でトラブルが
生じないように工事の内容・支
払方法などを十分に検討し、納
得のいく内容で契約しましょう。

○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度
｣がありますので、指定工事
店にお問い合せください。

※上下水道局では、下水道への接
続の普及促進として戸別訪問し
ています。お伺いする者は、「身分
証明書」を携帯しています。不審
な点があれば確認してください。

◆下水道は大切に使ってく
ださい
○油を下水道に流すと施設
を傷めたり、環境に負荷が
かかります。油のついた食
器などは、キッチンペー
パーなどでふき取ってから
洗い、油を含んだスープ類
は、浮いた油を除いてから
流してください。
○事業所・飲食店の方は、
「除害施設」を通してから、
下水道に流してください。
油や残飯でいっぱいになっ
ていると十分な能力を発揮
することができないだけで
なく、そのままにしておくと、
悪臭の原因にもなってしま
いますので、適時清掃や点
検をしてください。

　平成30年度の鈴鹿市コ
ミュニティバス関係媒体への
広告（有料）を募集します。
申込み　12月22日㈮までに
都市計画課へ

※市ホームページ「コミュニティ
　バス広告事業（　http://www.
　city.suzuka.lg.jp/ad.html）」
　で募集要領を入手できます。

　

◆夜間窓口
と　き　10月30日㈪・31日㈫
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税
相談、口座振替の手続き
など

※北通用口は利用できません。
南玄関からお越しください。

障がい者への虐待に
気づいたら通報を

障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

平成29年度公立保育所
嘱託保育士募集

子ども育成課 　382-7606　 382-9054

小規模特認校
（合川小学校）児童募集
学校教育課 　382-7618　 382-9054緊急地震速報の訓練放送と

モーターサイレン・
いのちの鐘鳴動訓練

防災危機管理課
　382-9968　 382-7603
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電　話 電子メール ホームページファクス

ラート）を利用した緊急地震速
報の訓練が全国一斉に実施さ
れます。本市でも防災スピー
カーやコミュニティＦＭ放送か
ら訓練放送が流れるとともに、
津波浸水予測区域のモーター
サイレンを鳴らす訓練と、いの
ちの鐘（お寺の鐘）を打ち鳴ら
す訓練を行います。
と　き　11月1日㈬午前10
時ごろから約5分間程度

※気象状況や災害の発生などに
より訓練を中止する場合があ
ります。
◆Jアラートを利用した緊急
地震速報の訓練放送
対象設備　市内93カ所の防
災スピーカー（地区市民セ
ンター、公民館、小中学校
など）、鈴鹿ヴォイスＦＭ
（78.3ＭＨz）
放送内容　「緊急地震速報。
大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。」を
3回繰り返し

対　象　昭和33年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得の方
雇用期間　12月1日～平成
30年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育
に関する業務
勤務条件
・月額17万300円で、期末手
当、通勤手当などもあります。
・社会保険、雇用保険に加入
します。
・基本的な勤務時間は8時
30分から17時15分までで、
7時30分から18時30分ま

での間に時差出勤もありま
す。また、時間外勤務、休日
勤務もあります（職場の勤
務形態に準じる）。
・年休は年間20日（初年度は
7日）で、病気休暇、看護休
暇などもあります。慶弔など
は鈴鹿市職員に準じます。
採用予定人数　1人程度
申込み　10月20日㈮から11
月7日㈫まで(土･日曜日、祝
日を除く8時30分～17時15
分)に、採用試験申込書と作
文・エントリーシートを直接ま
たは郵送（簡易書留）で、子
ども育成課(〒513-8701
住所不要)へ。
※採用試験申込書、作文用紙、エ
ントリーシートは、直接または
郵送で子ども育成課へ請求し
てください。郵送の場合は、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 、9 2 円 切 手 を 貼 っ た
12cm×23㎝程度)を同封して
ください。

※公立保育所の臨時保育士・延
長保育補助員（有資格者）・臨
時給食調理員の登録も随時受
け付けています。
◆採用試験
と　き　11月18日㈯
内　容　面接（簡単な実技を
含む）、作文・エントリーシート
（申し込み時に提出）

　小規模特認校制度で合川
小学校に入学を希望する新1
年生を募集します。同校は、
文部科学大臣指定の教育課
程特例校として全学年で英

語教育に取り組んでいるほ
か、ICT教育推進のモデル校
としてタブレット型パソコンな
どを効果的に活用した授業づ
くりに取り組んでいます。
※「小規模特認校」とは、特色ある
教育活動を行う小規模な学校
であり、市内全域を通学区域と
して認める学校です。
就学の条件
○就学希望の児童が市内に
在住または平成30年4月1
日㈰までに市内に転入見
込みであること
○保護者の負担と責任で、
児童を通学させられること
○児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中
学校へ入学することについ
て承諾していること
○教育活動に賛同し、協力す
ること
定　員　新1年生10人程度
※新2～6年生は募集しません。
ただし、新1年生の兄姉が同時
に就学を希望する場合は除き
ますが、兄姉の在籍校での状
況などによっては、認められな
い場合があります。
申込み　11月1日㈬～30日㈭
まで（土・日曜日、祝日を除
く8時30分～17時）に合川
小学校へ
入学の決定時期　12月中
※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。
◆オープンスクール（学校
見学会）
　参加希望者は、事前に学
校へ連絡してください。
と　き　11月6日㈪～10日㈮
10時30分～12時30分
問合せ
○制度に関すること　学校
教育課（　382-7618）

○学校見学会などに関するこ
と　合川小学校（　372-
　0014）

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化な
どにより、水路から汚れた水
がなくなり、蚊やハエなどの
発生を防いで伝染病を予防
し、清潔で快適な生活環境が
確保されます。また、家庭や
工場から流された汚水は処
理場で浄化されるので、海や
川がきれいになります。公共
下水道への接続に関しては、
以下の点にご注意ください。
○「排水設備」は供用開始
後1年以内に設置していた
だきます。くみ取り便所は、
3年以内に水洗便所に改
造し、公共ますに接続して
ください。
○排水設備工事が適正に施
工されるよう、工事店の指
定を行っています。｢鈴鹿
市排水設備指定工事店｣
以外は下水道の排水設備
工事はできません。

※契約する際は、後でトラブルが
生じないように工事の内容・支
払方法などを十分に検討し、納
得のいく内容で契約しましょう。

○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度
｣がありますので、指定工事
店にお問い合せください。

※上下水道局では、下水道への接
続の普及促進として戸別訪問し
ています。お伺いする者は、「身分
証明書」を携帯しています。不審
な点があれば確認してください。

◆下水道は大切に使ってく
ださい
○油を下水道に流すと施設
を傷めたり、環境に負荷が
かかります。油のついた食
器などは、キッチンペー
パーなどでふき取ってから
洗い、油を含んだスープ類
は、浮いた油を除いてから
流してください。
○事業所・飲食店の方は、
「除害施設」を通してから、
下水道に流してください。
油や残飯でいっぱいになっ
ていると十分な能力を発揮
することができないだけで
なく、そのままにしておくと、
悪臭の原因にもなってしま
いますので、適時清掃や点
検をしてください。

　平成30年度の鈴鹿市コ
ミュニティバス関係媒体への
広告（有料）を募集します。
申込み　12月22日㈮までに
都市計画課へ

※市ホームページ「コミュニティ
　バス広告事業（　http://www.
　city.suzuka.lg.jp/ad.html）」
　で募集要領を入手できます。

　

◆夜間窓口
と　き　10月30日㈪・31日㈫
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税
相談、口座振替の手続き
など

※北通用口は利用できません。
南玄関からお越しください。

コミュニティバス
（C-BUS）への広告募集
都市計画課 　382-9024　 384-3938

納税の夜間窓口開設
納税課 　382-9008　 382-7660

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課 　368-1674　 368-1685
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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。

　今年は、家族、社会、あなた
にとってどんな1年であったで
しょうか。今年1年に象徴され
る漢字一字を募集し、考古博
物館で展示します。
応募方法　11月10日㈮から
12月１日㈮までに、漢字一
字を毛筆で半紙（習字紙）
に書いたものを考古博物
館（〒513 -0013国分町
224）へ

※応募作品は返却しません。
※名前の記載は自由です。
※漢字を選んだ事由を名刺大程度
の用紙に書き添えてください。
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会　（中森　383-
　1995）
◆応募作品展示期間
と　き　12月2日㈯～17日㈰
（休館日は除く）

と　き　12月10日㈰14時～
15時30分　　

ところ　考古博物館 講堂
内　容　歴史遺産を生かし
た街づくり－国史跡・城之
越遺跡の保存と活用につ
いて－

講　師　福島伸孝さん（伊賀
市教育委員会文化財課）

と　き　11月11日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容　美濃国武義郡衙と
寺院-国指定史跡 弥勒寺
官衙遺跡群-
講　師　田中弘志さん（関市
教育委員会）
聴講料　無料
※この講演会に参加された方は、
常設展と特別展の観覧料が
無料になります。

　平成27年度伊奈冨神社
七島池発掘調査の様子を写
真パネルで紹介しています。
と　き　平成30年1月14日㈰
までの10～16時

※休館日（月曜日（休日の場合は開
館）、火曜日、第3水曜日、年末年
始（12月28日～1月4日））を除く

ところ　稲生民俗資料館
（稲生西2-24-18）

対　象　市内在住の1歳か

ら3歳のお子さんをもつ
保護者

と　き　11月10日㈮10時～
11時30分

ところ　子育て支援センター
りんりん（御薗町4135-124）
内　容　「子育てで大切にし
たいこと～イヤイヤ期の子
どもとのつきあい方～」を
テーマに、お子さんが安定
して楽しい日々を過ごすこ
とができるような関わり方
を学びます。
講　師　田口鉄久さん（鈴鹿
大学　教授）　
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
託　児　1歳以上20人（先
着順）
申込み　10月27日㈮から11
月6日㈪までに、電話で子
ども政策課（土･日曜日、祝
日を除く9時～17時）へ

　ファミリー･サポート・セン
ターは、子育てを助けてほし
い人（依頼会員）の要望に
応じて、子育てを助ける人
（提供会員）を紹介し、相互
の信頼と了解の上、一時的
にお子さんを預かる会員組

織です。今回、一時的にお
子さんを預かったり、学校・
保育所・幼稚園などの送り
迎えをする提供会員になっ
ていただくための養成講座
を行います。
※ファミリー･サポート・センター
の運営業務は、市が特定非営
利活動法人こどもサポート鈴
鹿へ委託しています。

対　象　市内に在住の方
とき・内容　

・11月7日㈫10時～12時　子
どもの権利、提供会員の役割
と心得、13時～16時　小児
看護　
・11月9日㈭9時30分～12
時　子どもの病気、13時～
15時30分　子どもの栄養
・11月10日㈮9時30分～12
時　気になる子どもの支
援、13時～15時30分　子
どもの遊びと生活　
・11月15日㈬9時40分～12
時10分　子どもの発達とこ
ころ、13時～16時　幼児の
安全と対応　
・11月16日㈭9時30分～10
時30分　子育て支援事業
の必要性、10時30分～11
時30分　登録について、12
時30分～14時30分　事業
を円滑に進めるために
ところ　男女共同参画センター
講　師　医師・臨床心理士ほか

定　員　30人　　　
受講料　無料（テキスト代
2,000円は必要）
託　児　5カ月以上5人まで、
午前午後各200円
申込み　電話またはファクスで
鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター（　 381-1171）へ

と　き　11月4日㈯13時30
分～16時

ところ　イオンモール鈴鹿 中
央コートほか
内　容
・カウントダウンボード除幕式
・友情の花の種伝達式
・高校生によるアトラクション
・競技の紹介、体験
・小川直也さんのゲストトーク
・ゆるキャラ写真撮影・塗り
絵コーナー
問合せ　平成30年度全国
高等学校総合体育大会
三重県実行委員会事務
局（三重県教育委員会事
務局全国高校総体推進
課内　059-224-2838）

※詳しくはホームページ（　
https://www.koukouso
utai .com/2018soutai/）
をご覧ください。

と　き　11月11日㈯9時～16
時、12日㈰9時～15時30分

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)、伊勢型紙資料館
(白子本町21-30 )、伊達
忠兵衛家、子安観音寺、そ
の他白子周辺
内　容　

・スタンプラリー
・伝統的工芸ふるさと体験
交流事業（形紙LEDあか
り製作体験）（無料、各日
50人）
・名古屋友禅の実演、体験
(有料)
・ハンカチ染体験（子ども無
料、大人100円）
・伊勢型紙実演
・ミニ手帳体験彫り（無料、
各日50人）
・語り部ツアー（伝統産業会
館～伊達忠兵衛家）10時
30分～12時、13時30分
～15時
・大黒屋光太夫の紙芝居
・キモノｄｅおさんぽ（1,000
円）
・鈴鹿墨　デザイン書道の
無料体験、実演
・フォトコンテスト
問合せ　伝統産業会館（　
　386-7511）

催 し 物

今年の漢字募集
考古博物館　 374-1994　 374-0986 寺院・官衙シリーズ講演会

考古博物館　 374-1994　 374-0986

七島池　平成27年度
発掘調査報告展

文化財課　 382-9031　 382-9071

ファミリー･サポート・
センター事業の提供会員
養成講座受講生募集

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

子育て支援セミナー
参加者募集

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

文化財講演会
考古博物館　 374-1994　 374-0986
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※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

講　師　福島伸孝さん（伊賀
市教育委員会文化財課）

と　き　11月11日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容　美濃国武義郡衙と
寺院-国指定史跡 弥勒寺
官衙遺跡群-
講　師　田中弘志さん（関市
教育委員会）
聴講料　無料
※この講演会に参加された方は、
常設展と特別展の観覧料が
無料になります。

　平成27年度伊奈冨神社
七島池発掘調査の様子を写
真パネルで紹介しています。
と　き　平成30年1月14日㈰
までの10～16時

※休館日（月曜日（休日の場合は開
館）、火曜日、第3水曜日、年末年
始（12月28日～1月4日））を除く

ところ　稲生民俗資料館
（稲生西2-24-18）

対　象　市内在住の1歳か

ら3歳のお子さんをもつ
保護者

と　き　11月10日㈮10時～
11時30分

ところ　子育て支援センター
りんりん（御薗町4135-124）
内　容　「子育てで大切にし
たいこと～イヤイヤ期の子
どもとのつきあい方～」を
テーマに、お子さんが安定
して楽しい日々を過ごすこ
とができるような関わり方
を学びます。
講　師　田口鉄久さん（鈴鹿
大学　教授）　
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
託　児　1歳以上20人（先
着順）
申込み　10月27日㈮から11
月6日㈪までに、電話で子
ども政策課（土･日曜日、祝
日を除く9時～17時）へ

　ファミリー･サポート・セン
ターは、子育てを助けてほし
い人（依頼会員）の要望に
応じて、子育てを助ける人
（提供会員）を紹介し、相互
の信頼と了解の上、一時的
にお子さんを預かる会員組

織です。今回、一時的にお
子さんを預かったり、学校・
保育所・幼稚園などの送り
迎えをする提供会員になっ
ていただくための養成講座
を行います。
※ファミリー･サポート・センター
の運営業務は、市が特定非営
利活動法人こどもサポート鈴
鹿へ委託しています。

対　象　市内に在住の方
とき・内容　

・11月7日㈫10時～12時　子
どもの権利、提供会員の役割
と心得、13時～16時　小児
看護　
・11月9日㈭9時30分～12
時　子どもの病気、13時～
15時30分　子どもの栄養
・11月10日㈮9時30分～12
時　気になる子どもの支
援、13時～15時30分　子
どもの遊びと生活　
・11月15日㈬9時40分～12
時10分　子どもの発達とこ
ころ、13時～16時　幼児の
安全と対応　
・11月16日㈭9時30分～10
時30分　子育て支援事業
の必要性、10時30分～11
時30分　登録について、12
時30分～14時30分　事業
を円滑に進めるために
ところ　男女共同参画センター
講　師　医師・臨床心理士ほか

定　員　30人　　　
受講料　無料（テキスト代
2,000円は必要）
託　児　5カ月以上5人まで、
午前午後各200円
申込み　電話またはファクスで
鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター（　 381-1171）へ

と　き　11月4日㈯13時30
分～16時

ところ　イオンモール鈴鹿 中
央コートほか
内　容
・カウントダウンボード除幕式
・友情の花の種伝達式
・高校生によるアトラクション
・競技の紹介、体験
・小川直也さんのゲストトーク
・ゆるキャラ写真撮影・塗り
絵コーナー
問合せ　平成30年度全国
高等学校総合体育大会
三重県実行委員会事務
局（三重県教育委員会事
務局全国高校総体推進
課内　059-224-2838）

※詳しくはホームページ（　
https://www.koukouso
utai .com/2018soutai/）
をご覧ください。

と　き　11月11日㈯9時～16
時、12日㈰9時～15時30分

ところ　伝統産業会館(寺家
3-10-1)、伊勢型紙資料館
(白子本町21-30 )、伊達
忠兵衛家、子安観音寺、そ
の他白子周辺
内　容　

・スタンプラリー
・伝統的工芸ふるさと体験
交流事業（形紙LEDあか
り製作体験）（無料、各日
50人）
・名古屋友禅の実演、体験
(有料)
・ハンカチ染体験（子ども無
料、大人100円）
・伊勢型紙実演
・ミニ手帳体験彫り（無料、
各日50人）
・語り部ツアー（伝統産業会
館～伊達忠兵衛家）10時
30分～12時、13時30分
～15時
・大黒屋光太夫の紙芝居
・キモノｄｅおさんぽ（1,000
円）
・鈴鹿墨　デザイン書道の
無料体験、実演
・フォトコンテスト
問合せ　伝統産業会館（　
　386-7511）

平成30年度
全国高等学校総合体育大会

300日前イベント
国体推進課　 382-9106　 382-9071

匠の里・伊勢型紙フェスタ
地域資源活用課

　 382-9016　 382-0304

・

・
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　県内のがん患者・患者家
族・サポーターが集まり「お
しゃべりパーティー」を開催
します。がんを体験された医
師の講演、歌やおしゃべりを
一緒に楽しみましょう。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方など 

と　き　11月18日㈯13時～
16時

ところ　男女共同参画セン
ター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支
援センター（　059-223-
　1616）

対　象　市内在住・在勤で、
創業・起業に興味のある方
や市内で創業・起業をお考
えの方
と　き　11月10日㈮18時
～19時
ところ　市役所本館　１２
階会議室　
内　容　創業・起業を始める
一歩
講　師　池田裕一さん（株式
会社日本能率協会コンサ
ルティング）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまた
は電子メールで産業政
策課へ

と　き　11月7日㈫13時30
分～16時（受付13時から）

ところ　市役所本館12階　
1203会議室
内　容　災害などの緊急事態
が発生したときに企業の損
害を最小限に抑え、事業の
継続や復旧を図るための
計画づくりについて
定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み　事業所名、住所、電話
番号、ファクス番号、参加者
名を明記し、電子メールまた
はファクスで産業政策課へ

対　象　貿易ビジネスに関心
のある方や企業・団体などで
貿易業務に携わっている方

と　き　11月22日㈬9時30
分～17時30分（受付9時、
休憩12時～13時）

ところ　市役所別館第3　2
階会議室
定　員　30人程度（先着順）
参加料　会員1,000円、一般
3,000円

※会員：ジェトロ・メンバーズ、農
林水産情報研究会、鈴鹿商工
会議所会員

主　催　ジェトロ三重
共　催　鈴鹿市
後　援　鈴鹿商工会議所
申込み・問合せ　11月20日㈪
17時までに、ファクス、電子
メールまたはホームページ
で 、ジェトロ 三 重（ 　
059-228-3185　mie@

　jetro.go.jp　 https://
　www.jetro.go.jp/even
　ts/mie/d360blfbeb4a
　9e20.html/）へ

　11月11日から17日は「税
を考える週間」です。この機
会に私たちの暮らしを支える
税について考えてみましょう。
◆税を考える週間関連イベント
と　き　11月5日㈰13時～16時
ところ　鈴鹿ハンター　1階
サブコート
内　容
・「小学生の税に関する習
字・絵はがきコンクール」表
彰式・入賞作品展示

・「中学生の税についての作
文・税の標語」表彰式・入
賞作品展示

※入賞作品は、11月6日㈪から
19日㈰まで鈴鹿ハンター1階
東入口特設会場で展示します。

・税理士による「税金よろず
無料相談会」

・各種パンフレット配付
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署
問合せ　公益社団法人鈴鹿
法人会（　383-7561）
◆国税庁ホームページ
　特設ページを開設し、国税庁
の取組を紹介するインターネッ
ト番組「Web-TAX-TV」や税
に関するさまざまな情報を掲載
します（　www.nta.go.jp）。
問合せ　鈴鹿税務署総務課
（　382-1476）

対　象　事業を行っている方

と　き　11月9日㈭14時～
15時30分

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　軽減税率制度の
概要や対応に係る支援
制度など
定　員　500人（先着順）
※駐車場に限りがありますので、
公共交通機関のご利用や乗
り合わせにご協力ください。
問合せ　鈴鹿税務署 法人課
税第一部門（　382-0351
(音声案内後「2」を押してく
ださい。）

と　き　11月4日㈯9時～15
時（雨天時11月5日㈰）

ところ　西条中央公園（文
化会館西）
内　容　模擬店（やきそば、か
らあげなど）、こども縁日、ビン
ゴ大会や子どもたちによる
伊勢型紙紙ひこうき大会
主催・問合せ　西条発展会事
務局（　 384-2122）

と　き　11月7日㈫9時45
分～11時45分、13時15
分～15時15分

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　合唱発表

　地域の方々にも楽しんでいた
だけるような医療大学ならでは
のさまざまな催し物を行います。
と　き　11月11日㈯10時～
17時、12日㈰10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）
内　容　各学科の発表、サー
クルの発表、模擬店、音楽
ライブ、お笑いライブ
問合せ　同大学学生課（　
340-0336）

対　象　小学生以上（小学
生は保護者同伴）

と　き　11月12日㈰10時～
12時（小雨決行）

ところ　鈴鹿青少年の森の
ディスクゴルフ場（住吉町
南谷口）
講　師　三重県ディスクゴル
フ協会　　　　　　
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で鈴鹿青少年
の森受付事務所(　378-
　2946)へ
※動きやすい服装（汚れてもい
い服装）でお越しください。

※飲み物は各自ご用意ください。
※用具は貸し出します。

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。
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　11月28日㈫・29日㈬
8時45分～17時

受講料　10,285円（教材費込）
◆ガス溶接技能講習
と　き　12月6日㈬・7日㈭
8時45分～17時
受講料　9,504円（教材費込）
◆玉掛け技能講習
と　き　学科　12月11日㈪・
12日㈫　実技　12月13日㈬・
14日㈭・15日㈮の中で選択
受講します。8時45分～17時
受講料 12,445円（教材費込）
◆アーク溶接特別教育
と　き　12月19日㈫～21日㈭
8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
◆パソコンスキルアップ塾
（エクセル）
　データベースの活用、統合、ピ
ボットテーブルの作成、マクロなど、
中級レベルの講習を行います。
と　き　水曜日（18時～18時
50分、19時～19時50分）ま
たは土曜日（10時～10時50
分、11時～11時50分）

※水曜日と土曜日は同一内容
受講料　1講座（50分）1,000円
申込み　随時
※講師がマンツーマンで対応す
る補講も開催します（各時間1
人限定）。受講料など詳しくは
お問い合わせください。

　年中から小学2年生クラス、
小・中学生クラス、選手コース
に分かれて体験を行います。
と　き　10月25日㈬～11月
14日㈫

※時間などはお問い合わせください。
ところ　テニス場センターコート
参加料　無料
問合せ　田中　080-9733-
　6629

催 し 物

創業支援イブニングセミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

税を考える週間
市民税課　382-9446　 382-7604

BCP（事業継続計画）
セミナー

産業政策課　382-9045　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

ジェトロ貿易実務講座
（基礎編）

産業政策課　382-9045　 382-0304

消費税の軽減税率制度等
説明会

市民税課　382-9446　 382-7604
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電　話 電子メール ホームページファクス

と　き　11月7日㈫13時30
分～16時（受付13時から）

ところ　市役所本館12階　
1203会議室
内　容　災害などの緊急事態
が発生したときに企業の損
害を最小限に抑え、事業の
継続や復旧を図るための
計画づくりについて
定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み　事業所名、住所、電話
番号、ファクス番号、参加者
名を明記し、電子メールまた
はファクスで産業政策課へ

対　象　貿易ビジネスに関心
のある方や企業・団体などで
貿易業務に携わっている方

と　き　11月22日㈬9時30
分～17時30分（受付9時、
休憩12時～13時）

ところ　市役所別館第3　2
階会議室
定　員　30人程度（先着順）
参加料　会員1,000円、一般
3,000円

※会員：ジェトロ・メンバーズ、農
林水産情報研究会、鈴鹿商工
会議所会員

主　催　ジェトロ三重
共　催　鈴鹿市
後　援　鈴鹿商工会議所
申込み・問合せ　11月20日㈪
17時までに、ファクス、電子
メールまたはホームページ
で 、ジェトロ 三 重（ 　
059-228-3185　mie@

　jetro.go.jp　 https://
　www.jetro.go.jp/even
　ts/mie/d360blfbeb4a
　9e20.html/）へ

　11月11日から17日は「税
を考える週間」です。この機
会に私たちの暮らしを支える
税について考えてみましょう。
◆税を考える週間関連イベント
と　き　11月5日㈰13時～16時
ところ　鈴鹿ハンター　1階
サブコート
内　容
・「小学生の税に関する習
字・絵はがきコンクール」表
彰式・入賞作品展示

・「中学生の税についての作
文・税の標語」表彰式・入
賞作品展示

※入賞作品は、11月6日㈪から
19日㈰まで鈴鹿ハンター1階
東入口特設会場で展示します。

・税理士による「税金よろず
無料相談会」

・各種パンフレット配付
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署
問合せ　公益社団法人鈴鹿
法人会（　383-7561）
◆国税庁ホームページ
　特設ページを開設し、国税庁
の取組を紹介するインターネッ
ト番組「Web-TAX-TV」や税
に関するさまざまな情報を掲載
します（　www.nta.go.jp）。
問合せ　鈴鹿税務署総務課
（　382-1476）

対　象　事業を行っている方

と　き　11月9日㈭14時～
15時30分

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　軽減税率制度の
概要や対応に係る支援
制度など
定　員　500人（先着順）
※駐車場に限りがありますので、
公共交通機関のご利用や乗
り合わせにご協力ください。
問合せ　鈴鹿税務署 法人課
税第一部門（　382-0351
(音声案内後「2」を押してく
ださい。）

と　き　11月4日㈯9時～15
時（雨天時11月5日㈰）

ところ　西条中央公園（文
化会館西）
内　容　模擬店（やきそば、か
らあげなど）、こども縁日、ビン
ゴ大会や子どもたちによる
伊勢型紙紙ひこうき大会
主催・問合せ　西条発展会事
務局（　 384-2122）

と　き　11月7日㈫9時45
分～11時45分、13時15
分～15時15分

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　合唱発表

　地域の方 に々も楽しんでいた
だけるような医療大学ならでは
のさまざまな催し物を行います。
と　き　11月11日㈯10時～
17時、12日㈰10時～16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）
内　容　各学科の発表、サー
クルの発表、模擬店、音楽
ライブ、お笑いライブ
問合せ　同大学学生課（　
340-0336）

対　象　小学生以上（小学
生は保護者同伴）

と　き　11月12日㈰10時～
12時（小雨決行）

ところ　鈴鹿青少年の森の
ディスクゴルフ場（住吉町
南谷口）
講　師　三重県ディスクゴル
フ協会　　　　　　
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で鈴鹿青少年
の森受付事務所(　378-
　2946)へ
※動きやすい服装（汚れてもい
い服装）でお越しください。

※飲み物は各自ご用意ください。
※用具は貸し出します。

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。
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　11月28日㈫・29日㈬
8時45分～17時

受講料　10,285円（教材費込）
◆ガス溶接技能講習
と　き　12月6日㈬・7日㈭
8時45分～17時
受講料　9,504円（教材費込）
◆玉掛け技能講習
と　き　学科　12月11日㈪・
12日㈫　実技　12月13日㈬・
14日㈭・15日㈮の中で選択
受講します。8時45分～17時
受講料 12,445円（教材費込）
◆アーク溶接特別教育
と　き　12月19日㈫～21日㈭
8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
◆パソコンスキルアップ塾
（エクセル）
　データベースの活用、統合、ピ
ボットテーブルの作成、マクロなど、
中級レベルの講習を行います。
と　き　水曜日（18時～18時
50分、19時～19時50分）ま
たは土曜日（10時～10時50
分、11時～11時50分）

※水曜日と土曜日は同一内容
受講料　1講座（50分）1,000円
申込み　随時
※講師がマンツーマンで対応す
る補講も開催します（各時間1
人限定）。受講料など詳しくは
お問い合わせください。

　年中から小学2年生クラス、
小・中学生クラス、選手コース
に分かれて体験を行います。
と　き　10月25日㈬～11月
14日㈫

※時間などはお問い合わせください。
ところ　テニス場センターコート
参加料　無料
問合せ　田中　080-9733-
　6629

鈴鹿医療科学大学　碧鈴祭
健康づくり課　382-2252　 382-4187

ディスクゴルフ体験会
鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

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

テニスアカデミー無料体験週間
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿
　372-2250　 372-2260

元気フリーマーケット
産業政策課　382-8698　 382-0304

鈴鹿市中学校音楽会
教育指導課　382-9028　 383-7878

・
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相　談

保健
センター 不要11月24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。

＜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11月初旬ごろはがきで別日を案内します。

※12月8日㈮と25日㈪の午前・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10月31日㈫までに（先着順ではありません）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

12月8日㈮・25日㈪　午前・午後

12月16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

保健センター

保健センター

1,500円

12月16日㈯　午前

11月28日㈫、12月4日㈪・8日㈮
午前・午後

12月25日㈪　午後
12月12日㈫　午前

12月13日㈬　午前・午後

1,800円

稲生公民館

12月12日㈫　午前
12月13日㈬　午後

12月16日㈯　午前
12月4日㈪・8日㈮　午前・午後

11月28日㈫、12月25日㈪　午後

稲生公民館

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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対　象　　市内に住民登録をしている満65歳以上の方、または満60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓また
　　　　は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する方、およ
　　　　 びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

期間・回数　平成30年1月31日（水）までに１回
ところ　　実施医療機関
費　用　　1,500円（対象の方で生活保護受給者は無料）
持ち物　　予診票、健康保険証、健康手帳（接種の記録をします。ご希望の方は健康づくり課・保険年金課・
　　　　　地区市民センターで交付します）
※インフルエンザ予診票は、市内実施医療機関に設置してあります。市外の医療機関で接種を受ける場合は、事前に
健康づくり課、地区市民センターまたは長寿社会課で受け取ってください。

※詳しくは、市ホームページ、または「広報すずか10月5日号10ページ」をご覧ください。

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

ふれあい
センター
ふれあい
ホール

保健
センター

こころの健康
セミナー

妊産婦とその家族の
方など

２００人
1１月２９日㈬

13時３０分～１５時

菅谷亜弓医師（産婦人科）
「知っておきたい！お母さん
のこころとからだ～大切な
お母さんと赤ちゃんへ～」

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）

11月１6日㈭
１３時１５分～１４時３０分

10月27日㈮から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成２９年５月～平成
２９年７月生まれの
乳児をもつ方

30組

40人

１１月１０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

１０月３０日㈪から
(先着順)

材料費
５００円

無料

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人1２月５日㈫

９時４５分～１３時
妊娠中の栄養につい
ての講話、調理実習

１０月３１日㈫～
１１月２７日㈪
(先着順)

保健
センター

プレパパ・ママ
コース

妊娠５カ月～妊娠８カ
月の方とその夫で初

参加の方

各
１５組

11月19日㈰
９時３０分～１１時４５分、
１３時３０分～１５時４５分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世
話体験、パパの妊婦

体験など

１０月３１日㈫から
(先着順)

健康ひろば
（口腔編）
65歳以上の方

11月３０日㈭
１０時～１１時３０分

歯科医師・歯科衛生
士による講話や実技

１０月２７日㈮から
(先着順)

無料保健
センター50人

骨こつ教室
２０歳～６４歳の方

（骨粗しょう症の治療中
の方を除く）

1０月２７日㈮
１３時３０分～１５時

骨粗しょう症予防の講話
と骨折危険度チェック
※11月7日㈫に簡易
骨密度測定を実施

受付中

無料保健
センター30人

健康セミナー
（ヨガ編）

２０歳～６４歳で運動
を始めたい方

1２月１８日㈪
１０時～１２時

生活習慣病予防の
講話とヨガ体験

11月1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 ■高齢者インフルエンザ予防接種（定期接種）

※動きやすい服装でお越しください。

※最近受けた健康診断の結果がある方は、お持ちください。

の村信介医師（腎臓内科）
「あなたの腎臓は何点ですか？
～どれくらい危ないのか
お教えします～」
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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

 里山保全活動で自然の魅力を
体験しましょう

活動の内容

活動の成果

里山ボランティアを募集しています

　本市では、ボランティア団体、事業所などと協力し、深谷公園のコナラ林
を、かつての明るい多様な生きものの住む林に復元するため、里山保全
活動を行っています。

　「人と自然の共存」の大切さを体験し
ていただくことを目的に深谷公園で里山
林を維持する活動を行っています。木の
間伐や下草刈りのほか、シイタケの菌打
ち、野草の天ぷらや七草粥の試食会な
ども行っており、里山の自然の魅力を味
わっていただいています。

　間伐や下草刈りを行うことによって、うっそうとしていた
森に光が届くようになりました。その結果、ササユリやキ
ンランなど、かつて里山に生えていた多くの植物が再び
見られるようになりました。

　自然に親しみながら活動できる里山
ボランティアには、幅広い年代の方が参
加されています。団体だけでなく1人で
の参加も可能です。年3回の活動です
が、1回の参加でも構いません。参加し
ていただける方は、環境政策課までご
連絡ください。

野草の試食会の様子野草の試食会の様子里山保全活動の様子里山保全活動の様子

作業後作業後作業前作業前

成果の一例

深谷公園内で県の準絶滅危惧種
であるササユリが開花しました。

本年度の活動予定

・12月9日㈯　間伐・下草刈りおよび
　　　　　　シイタケ菌打ち用の原木づくり
・1月27日㈯ 　間伐・下草刈りおよび
　　　　　　シイタケ菌打ち用の原木づくり、
　　　　　　野草の天ぷら・七草粥試食会
・2月10日㈯　 間伐・下草刈りおよび
　　　　　　シイタケの菌打ち

10 2017・10・20
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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

バドミントン・
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
9：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00
15：00～21：00
13：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～12：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～21：00
13：00～17：00
9：00～21：00

●西部体育館 371-1476

1・4・7・15・17・22・25・29日
2日

8日

10日
24日
20・21日
1・3・10・15・16・24～26・29日
4・5日
7・17日
22日
5・7・12・19日

6・20日

8・29日
9・30日
14・21・28日
15日
5・12・19・26日
6・14日
9・16・30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

文化の日

勤労感謝の日

11
November13:00～17:00

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

3・11・25日    
4日     
5・19・23・26日   
6・7・14・20・21・28日 
9・10・15～18・24・29・30日

 9:00～17:00
9:00～12:00
18:00～21:00

 18:00～21:00
9:00～21:00
13:00～17:00

1・15・22・29日

2・12・19日

3・5・26日
4・6・7・ 9～11・14・16～18・20・21・23～25・28・30日
8日

1・8・15・19・26・29日
2・7・9・14・16・21・28・30日
3日
4・11・18・22・25日
5・6・10・12・17・20・24日

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

9：00～21：001～12・14～26・28～30日
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。

※旭が丘公民館のみ9日㈭から14日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

こころの健康相談 2日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

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

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  13日㈪・27日㈪ 休館日  13日㈪・27日㈪

休館日 6日㈪

バスケットボール

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

1・2・6・8・9・15・16・20・22・23・27・29・30日
5・12・19日
7・11・14・18・21・25日
13日
28日
2・9・10・16・23・30日
3日
17・24日
18・25日

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

1・2・6・8～11・15～18・20・22～25・27・29・30日
3～5・12・19日
7・14・21・28日
13日
1・8・10・13・15・17・22・24・29日
4・5・12・19日
6・11・18・20・25・27日
7・14・21・28日

バドミントン
バレーボール

11月

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士）28日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・10・24日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 7日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 20日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9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 8・22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

2・7・9・10・14・
16・17・28・30日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

神戸コミュニティセンター人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221414日

◎総合相談 17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、7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

8日㈬
22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

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日㈬
15日㈬
29日㈬

13日㈪
27日㈪

2日㈭
16日㈭
30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）4日、12日、18日14時30分～15時、9日10時30分～10時50分、25日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）2日10時30分～11時、（2階ギャラリー）11日11時～11時45分  

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

11月

11月

6日㈪
20日㈪

9日㈭
21日㈫
【23日㈭
から変更】

※
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〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   
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火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［9月30日現在］

9
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（　）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。
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■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/6件、うち建物3件（37件、13件増） 出動数/731件（6,887件、389件増）

人口/200,716人（196人増） 男性/100,250人（100人増） 女性/100,466人（96人増） 世帯数/84,800世帯（151世帯増）

事故数/550件、うち人身事故50件（4,949件、105件増） 死者数/0人（5人、0人増減なし） 傷者数/62人（624人、108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
ひじき豆

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

給食を通して、

昔からあるひじき

や大豆などを使った煮

物料理を子どもたちに

伝えています。

　給食では、鈴鹿市で

作られた大豆を使用し

ています。

乾燥ひじき　20ｇ
にんじん　　100g
油揚げ 　 　 20ｇ
さやいんげん　25g
砂糖　　　　10ｇ
こいくちしょうゆ　15g

大豆（水煮）　150g
ごぼう　　　50ｇ
こんにゃく　　75ｇ
みりん　　　　5ｇ
水　　　　100g

〈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ひじきはぬるま湯で戻し、さっと洗う

。

②にんじん、ごぼうは皮をむき、こん
にゃくと共に1cm

角に切る。
③油揚げは短冊切り、さやいんげんは2

cmの長さに切る。

④こんにゃくは下ゆでをし、油揚げは油
ぬきをする。

⑤鍋に水を入れ、にんじん、ごぼう、こ
んにゃくを煮る。

半煮えになったら、大豆、ひじき、油揚
げ、砂糖、みり

んを加え、5～10分煮る。

⑥しょうゆを加え、味がしみるまで煮る
。

⑦最後にさやいんげんを加えて、ひと煮
立ちさせる。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉
①ひじきはぬるま湯で戻し、さっと洗う

。

11月1日㈬～15日㈬…ジェフリー15周年
　　　　　　　　　  記念ふぇすた




