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固定資産税や国民健康保険税

などの市税は、市民の皆さん

が安心して健康な暮らしをす

るための財源です　納期限内

の納付にご協力ください

納税課　 382-9008　 382-7660

　納付された税は、福祉や教
育、環境、防災などの施策や公
園・道路などの社会資本の整備
に使われ、皆さんの日々の生活
を支えています。このように税
は、国や県、市町など行政サー
ビスの財源となるものであり、日
本国憲法第30条に納税の義務
として定められており、自主的に
納税する義務があります。
　市税を滞納されますと、必要
な財源が確保できないばかり
か、皆さんが納めた税金から余
分な徴収経費がかかります。そ
のため、納期限を過ぎると督促
状や催告書を発送して納付を
促していますが、自主的に滞納
の早期解消が見込めない場合
は、財産調査を行い給与や預貯
金・不動産などの財産を差し押
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えしています。財産などが見つ
からない場合は、居宅捜索も行
っており、動産などの公売も実
施しています。なお、市税などの
債権回収を専門とする三重地
方税管理回収機構へ徴収権を
市から移管して徴収する場合も
あります。
　また、納期限までに納めた方
との公平を保つため、税金のほ
かに督促手数料や納期限の翌
日から納付する日までの延滞金
がかかり、その利率は、平成28
年では、納期限の翌日から1カ月
以降が、9.1％と高く設定されて
います。
　そのため、納期限までに納付
いただけるよう口座振替やコン
ビニ・クレジット収納や夜間・休日
窓口(実施日時は毎号の広報す
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　そのため、納期限までに納付
いただけるよう口座振替やコン
ビニ・クレジット収納や夜間・休日
窓口(実施日時は毎号の広報す

ずかやホームページでご確認く
ださい)を行っていますが、病気
や失業などの特別な事情によ
り、納付期限内の納付が困難な
場合は、分

差し押さえし公売したバイク

1

　10月下旬から11月上旬の
間に、国民健康保険税の納め
忘れがある人に対して、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。
電話は、次の業務委託先の事
業者がかけます。
事業者名　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)

※国民健康保険税は、国民健康保
険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
限内に納め忘れのないようお
願いします。

 「社会保険料(国民年金保険
料)控除証明書」が日本年金
機構から送付されますので、大
切に保管してください。年末調
整や確定申告の際には必ずこ
の証明書(または領収証書)を
添付してください。
送付時期
○平成28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

社会保険料
(国民年金保険料)

控除証明書が発行されます
保険年金課　 382-9401　 382-9455

国民健康保険税収納
コールセンターによる
納付のご案内を行います
保険年金課　 382-7605　 382-9455

導することは一切ありません。

○平成28年10月1日から12
月31日までの間に初めて国
民年金保険料を納付された
方…平成29年2月上旬

※国民年金保険料は、所得税や
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。

※再発行は、年金事務所か次の
年金加入者ダイヤルへ依頼し
てください。市役所では再発行
できません

問合せ　津年金事務所 (　
059-228-9112)、年金加
入者ダイヤル(　0570 -
003-004 IP電話などは　
　03-6630-2525)

　緊急地震速報の訓練放送
や、消防分団車庫などのモー
ターサイレンを鳴らす訓練、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4日㈮10時ごろ
から約5分間程度

◆緊急地震速報
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。」(3回
繰り返し)

※防災スピーカーの放送が聞き
取りにくい場合は、電話で放送
内容を聞くことができます。放
送内容確認サービス(　383-
8007)　 

◆モーターサイレン
対象設備　一ノ宮、箕田、若

控除証明書が発行されます

緊急地震速報の
訓練放送などを行います

防災危機管理課
　 382-9968　 382-7603

ー、公民館、小中学校など)、

　「緊急地震速報。

松、玉垣、白子、寺家、稲生、
天名の消防分団車庫およ
び、磯山公民館

◆いのちの鐘(お寺の鐘)
対象の鐘　津波浸水予想区域
およびその隣接区域で協力
いただくお寺

　会議では教育を行うための
諸条件の整備その他の地域
の実情に応じた教育、学術お
よび文化の振興を図るために
重点的に講ずべき措置などを
議題とし、意見の交換が行な
われます。
と　き　11月1日㈫15時から
ところ  市役所本館6階庁議室
定　員　10人(希望者多数の
場合は抽選)

申込み　当日14時30分から
14時50分まで、会場で受け
付け

変更案件　鈴鹿都市計画地区
計画の変更(鈴鹿市決定)

※深溝町、伊船町、長澤町周辺の
地区計画の決定を行います。

縦覧期間　10月24日㈪～11
月7日㈪(土・日曜日、祝日を
除く8時30分～17時15分)

縦覧場所　都市計画課(市役
所本館9階)

意見書の提出　11月7日㈪ま
でに都市計画課へ

都市計画の案を
縦覧します

都市計画課　 382-9063　 384-3938
 　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

総合教育会議を
傍聴できます

総合政策課　 382-9038　 382-9040



　第2期鈴鹿市地域福祉計画
の進捗状況などについて、審
議会で調査・審議をしていただ
く市民公募委員を募集します。
対　象 次の全てに該当する方
・市内在住、在勤、在学してい
る方
・平成29年2月1日現在20歳
以上の方

・地域福祉に関心のある方
・年2回程度平日昼間に開催
する会議に出席できる方

任　期　委嘱の日から2年
定　員　2人以内(応募者多
数の場合は抽選)

※審議会は市民公募委員のほか、
学識経験者など15人以内で構
成します。

申込み　11月10日㈭までに、
住所、氏名、生年月日、年
齢、性別、職業(市外の方は
勤務先または学校の所在地
と名称)、電話番号、応募動
機を記入の上、直接または
郵送・ファクス・電子メールで
健康福祉政策課(〒513-
8701(住所不要))へ

※応募用紙は、健康福祉政策課
窓口と市ホームページで入手
できます。なお、任意の様式で
も応募できます。

※条例に基づき報酬をお支払い
します。

近年、上司・同僚からの妊
娠・出産・育児休業・介護休業
などを理由とする不利益取扱
い、いわゆるマタハラなどが問

ハラスメント対応
特別相談窓口開設

産業政策課　 382-8698　 382-0304

鈴鹿市地域福祉計画
審議会委員募集

健康福祉政策課　 382-9012　 382-7607
　　kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

※審議会は市民公募委員のほか、

　11月10日㈭までに、

題となっています。三重労働局
では、マタハラ、セクハラ、パワ
ハラの相談に対応する特別窓
口を開設します。
と　き　12月28日㈬まで8時
30分～17時15分

相談料　無料
問合せ　三重労働局雇用環
境・均等室 ( 津市島崎町
327-2津第二地方合同庁
舎　059-226-2318(マタ
ハラ、セクハラ)　0 5 9 -
226-2110(パワハラ))

※匿名で相談できます。秘密は守
ります。

　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
であって、市内全域を通学区域
として認める学校です。
就学の条件
①就学希望の児童が市内に在
住または平成29年4月1日ま
でに市内に転入見込みであ
ること
②保護者の負担と責任で、児

小規模特認校
(合川小学校)の児童募集
学校教育課　 382-7618　 382-9054

童を通学させられること
③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

④教育活動に賛同し、協力す
ること

※新1年生のみ募集し、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。
定　員　新1年生10人程度
申込み　11月1日㈫から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、お問い合わせいただ
くか、市教育委員会ホームペー
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8日㈫～11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)

と　き　10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

納税の夜間窓口
納税課　 382-9008　 382-7660

　鼓ケ浦サン・スポーツランド
のD・E・Fコートの人工芝改修
工事が終了しました。新しくなっ
たコートでテニスをお楽しみく
ださい。

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃド
クターがお応えします。当日お
もちゃを説明書と共にお持ち込
みください。当日都合の悪い方
は、事前に廃棄物対策課にお
持ちください。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りに来ていただきます。当
日修理が完了したものは、当日
お渡しすることもできます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。

と　き　11月13日㈰10時～
13時

ところ 図書館2階視聴覚室
※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器(電子ピ
アノ・笛・ハーモニカほか)など

トイなおす(おもちゃ病院)
の開設

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

鼓ケ浦サン・スポーツランド
テニスコートの人工芝を
一部張り替えました

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

は修理できません。



と　き　11月12日㈯9時～16
時、13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)など

内　容　
・ウオークラリー(スタンプを7
つ以上集めて記念品と交
換、完歩賞あり)

・伊勢型紙の彫刻実演(匠の
技仕事場拝見)

・伊勢型紙の彫刻体験(LED
型紙あかり)

・伊勢型紙の展示・販売
・鈴鹿グルメ弁当・型紙お菓
子の販売

・着物姿で街歩き(着物姿の
方には記念品贈呈)

・大黒屋光太夫の紙しばい
・名古屋友禅の実演
・リアル謎解きアトラクション
・伊勢型紙のハンカチ染め(大
人100円、子ども無料)

・きもの男子コンテスト入賞者
トークショー
・来場者にくじ引き景品進呈
参加料　無料
主　催　伊勢形紙協同組合

鼓ケ浦サン・スポーツランド
催 し 物

匠の里・伊勢型紙フェスタ
地域資源活用課

　 382-9016　 382-0304

共　催　伊勢型紙産地協議
会・白子まちかど博物館

問合せ　 伝統産業会館( 　
38 6 - 7 5 1 1 )

◆フォトコンテスト
テーマ　伊勢街道に息づく
「匠の里」－くらし、まちな
み、ひと、わざ－

サイズ　四つ切、A4サイズ、ワ
イド四つ切(カラー・白黒は問
いません)

賞　グランプリ(賞金3万円、1
人)、準グランプリ(賞金1万
円、2人)など

※12月中旬に郵送で入賞者に通
知します。

※伝統産業会館、市役所市民ギャ
ラリーなどで展示します。

申込み　11月30日㈬まで(当
日消印有効)に、郵送で「匠
の里」フォトコンテスト係(〒
510-0254 寺家3-10-1伝
統産業会館内)へ

問合せ　白子まちかど博物館
( 伊 藤　 0 9 0 - 1 7 2 8 -
8760)

　江戸時代には伊勢詣の旅人
で賑わった白子の参宮街道。
その街道を楽しみ交流を図り
ましょう。
と　き　10月29日㈯10時～
15時(予備日30日㈰)

白子街道ウォーク
白子公民館　 　  388-1920

・

・

ところ　白子公民館(江島本
町1-1)、伊達忠兵衛邸(江
島本町7-8)、参宮街道、白
子地区の景観箇所

内　容　
・仮装行列(白子公民館を起
点に参宮街道を歩く)

・景観ウォッチウォーク
・忠兵衛茶屋
・パフォーマンス、フードコー
ト、ゲームコーナーほか
申込み・問合せ　白子公民館

有 料 広 告

告

広

料

有

※「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。

※「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。
※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

　深谷公園内を散策し、植物
や昆虫などを観察します。
と　き　11月13日㈰10時～
12時(雨天決行)

集　合　深谷公園管理事務
所前(八野町)

講　師　桐生定巳さん(三重
自然誌の会)、篠木善重さん
(三重昆虫談話会)

参加料　無料
申込み　11月4日㈮17時15分
までに、電話・ファクス・電子メ
ールで、住所・氏名・電話番
号・参加人数を環境政策課へ

ところ 市民会館
◆中学校の部

植物・昆虫自然観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市小中学校音楽会
教育指導課　 382-9028　 383-7878

と　き　11月4日㈮10時30分
～14時30分
内　容　合唱発表
◆小学校の部
と　き　11月17日㈭ ・18日㈮ 
9時30分～11時20分、13
時30分～15時20分

内　容　合唱、合奏発表

と　き　11月12日㈯14時から
ところ　考古博物館講堂(国
分町224)

講　師　大脇潔さん(奈良文
化財研究所名誉研究員)

聴講料　無料
※参加者は常設展と特別展の観
覧料が無料

　認知症高齢者が望む意思を
引き出す対応方法を、講師が
実際のケア体験をもとに語る
講座です。
と　き　11月5日㈯10時～12時
ところ　ふれあいホール(南玉
垣町6600)

講　師　渡辺哲雄さん(日本

講座｢ストーリー・ケア～
認知症高齢者の自発性
意思を引き出す為に～｣

健康福祉政策課
　 382-9012　 382-7607

特別展関連講演会
「瓦と 仏からみた
伊勢・伊賀の寺」

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　11月17日㈭ ・18日㈮ 

福祉大学中央福祉専門学
校専任教員)

定　員　200人(先着順)
参加料　無料
申込み・問合せ　10月31日㈪
までに電話・ファクスで鈴鹿
西部地域包括支援センター
( 370-3751 370-
3752)へ

と　き　11月5日㈯8時～10
時(荒天中止)

ところ　千代崎港　山中公園前
(メイン会場)、千代崎観光案
内所前、原永第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員
会（中村　385-1249）

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

と　き　11月3日（木・祝）9時30
分～15時

ところ　文化会館 茶室(表千
家)、和室(裏千家)、美術工
芸室(庸軒流)

参加料　1席500円(前売券
3席1,000円)

主催・問合せ　鈴鹿市芸術文
化協会(鈴木　383-1173)

市民茶会
文化振興課　 382-7619　 382-9071

若松海岸の清掃ボランティア
若松地区市民センター
　 385-0200　 385-4752



　この資格を取得すると、ご自
身が所属する組織の方々へ、普
通救命講習の指導ができます。
対　象　市内に在住か在勤で、
この資格をお持ちでない方

と　き　11月18日㈮～20日
㈰9時～18時

※3日間全ての受講が必要です。
ところ　中央消防署4階多目
的室(飯野寺家町217-1)

内　容　3日間の講習におい
て、成人・小児・乳児の心肺
蘇生法、AEDの取り扱い、
傷病者の管理、搬送法など
救命に必要な応急手当の実
技と救命に必要な基礎医学
(解剖学)を習得していただ
き、普通救命講習の指導に
必要な指導要領を学んでい
ただきます。

※講習中はテキストをお貸ししま
すが、講習後は必要であれば購
入してください。なお、消防署
では販売していません。

定　員　30人(先着順)
参加料　無料　
申込み　直接または電話で中
央消防署へ

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

◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　11月24日㈭・25日㈮
8時45分～17時

催 し 物

応急手当普及員講習
中央消防署　 382-9165　 382-3905

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

通救命講習の指導ができます。
市内に在住か在勤で、

蘇生法、AEDの取り扱い、

受講料　8,640円(別途教材
費1,645円)

◆ガス溶接技能講習
と　き　12月1日㈭・2日㈮8
時45分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費864円)

◆玉掛け技能講習
と　き　学科：12月5日㈪・6日
㈫、実技：12月7日㈬・8日
㈭・9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)

◆アーク溶接特別教育
と　き　12月14日㈬～16日
㈮8時30分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費1,080円)

対　象　ひきこもりの本人やそ
の家族、支援機関・団体の
職員、関心のある方

と　き　12月1日㈭13時30
分～16時

ところ　県津庁舎6階大会議
室(津市桜橋3-446-34)

講　師　西隈亜紀さん(NPO
法人東京フレンズ理事長)

定　員　100人
参加料　無料
申込み　11月21日㈪までに、
氏名、電話番号を、電話で
三重県こころの健康セン
ター( 059-223-5243 

講演会
「ひきこもる人たちの
こころの理解～本人への
かかわり方と家族の役割～」
障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

11月21日㈪までに、

 

　059-223-5242)へ

　今回は、クリーム作りからの
アイシング教室です。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)

　11月8日㈫ 10時～
12時

定　員　10人
参加料　3,000円(材料費込)
申込み　10月21日㈮から先
着順受け付け。水泳場窓口
またはホームページで

　鈴鹿医療科学大学創立25
周年を記念して開催されます。
と　き 10月29日㈯10時～
12時

ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念
館100年記念ホール(岸岡
町1001-1)

講　師　三浦俊宏さん(鈴鹿
医療科学大学教授)、森下
芳孝さん(同)

参加料　無料
申込み　不要
主催・問合せ　同大学医療
栄養学科(  3 8 3 - 8 9 9 1

   http://www.suzuka-
u.ac.jp)

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

講演「三重県の食と健康」
「健康と臨床検査」

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

かかわり方と家族の役割～」

　食料自給率向上を目指し
て、鈴鹿医療科学大学と東海農
政局が連携して開催されます。
と　き　10月29日㈯13時～
16時(受付12時30分から)

ところ　鈴鹿医療科学大学
千 代 崎 キャンパス B 棟
3513(岸岡町1001-1)

参加料　無料
問合せ　東海農政局企画調
整室(　052-223-4610)

シンポジウム
「未病・予防の観点から
旬の食材を利用した季節の
家庭薬膳メニューを考える」
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

入試区分　社会人入試、シニ
ア入試、有職者社会人1年
制コース入試

受験料　3万5,000円
出願期間　Ⅱ期：1 0月2 8日
㈮～11月4日㈮、Ⅲ期：平
成29年2月17日㈮～3月
3日㈮

※Ⅰ期の募集は終了しました。
試験日　Ⅱ期：1 1 月 1 2 日
㈯、Ⅲ期：平成 2 9 年 3月
11日㈯　

選考方法　面接、書類審査
※詳しくはお問い合わせいただ
くか、同大学ホームページを
ご覧ください。

問合せ　鈴鹿大学入試広報
キャリア課(　372-3999)

鈴鹿大学大学院国際学研究科
シニア社会人学生募集

総合政策課　 382-9038　 382-9040
家庭薬膳メニューを考える」

と　き　11月5日㈯ 9時～15
時(雨天時は11月6日㈰)

ところ　西条中央公園(文化
会館西)

内　容 フリーマーケット、模擬
店(やきそば、からあげ)など

◆フリーマーケット参加者募集
出店料　1ブース(2m×2m)
　2,000円
募集数　120ブース
申込み　10月28日㈮までに、
住所、氏名、電話番号、出店
数、出店品目を記入の上、
電子メールまたはホームペ
ージで 西 条 発 展 会 ( 　
genki_free@yahoo.co.

   jp   http://nishijo.jp/
   fleamarket/)へ
主催・問合せ　西条発展会(　
　384-2122 月・水・木・
金曜日10時～15時）

元気フリーマーケット
産業政策課　382-8698　 382-0304

鈴鹿大学大学院国際学研究科

・

http://www.suzuka-u.ac.jp/index.shtml
http://nishijo.jp/fleamarket/


考えよう障害者差別解消法

障がい福祉課　 

382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

障がいの種類やサポートできる

ことなどについて

お知らせしています。

内臓機能の障がい者へのサポート

　内臓機能の障がいのため、外見

からは分かりにくいことと認知度

が低いことから、誤解が生じるこ

とが多い障がいです。その種類に

は、心臓機能、腎臓機能、呼吸機

能、肝臓機能、膀胱・直腸機能、

免疫機能等の障がいあります。障

がいのある器官によっては、慢性

的な体力低下や不整脈、呼吸器不

全などが起こり、対処が遅れると

命に関わるため、周囲の注意とサ

ポートが重要です。

サポートのポイント

○電車やバスなどで席を譲った

り、重い荷物を代わりに持った

りして、体力的な負担を軽く　

しましょう。

○内部障がいのある方は、病状な

どが急変することがあります。

早めに気付いて、救急車を呼ん

だり、かかりつけ医への連絡の

協力をしましょう。

周囲の方が注意することは

○呼吸機能障がいの方は、たばこ

の煙が悪影響を及ぼします。近

くでの喫煙は控えましょう。

○免疫力が低下している方が多い

ので、風邪などの感染症をうつ

さないよう注意しましょう。



健康づくり課（保健センター内）
受付時間 平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

〒513-0809　西条五丁目 118-3

　382-2252　 382-4187　 

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

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、定期的に検診申し込みは 10 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

○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

ることはできません。

○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。

※12 月 7 日 ( 水 ) 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）。

＜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）、

※12月7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）。

1,000円
（70歳以上の方は500円）子宮頸がん

（細胞診）
20歳以上の女性

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

11月13日㈰、12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）。

※生理中の方は受診できません。　※前日から洗浄と性交は避けてください。　
※性経験がない方は、集団検診は受診できません。希望される方は医療機関へご相談ください。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成9年4月1日以前
で、40歳の誕生日前日までの方）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

12月7日㈬　午前・午後 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

稲生地区市民センター

保健センター

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳房
内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施
行されている方は受診できません。　※バスタオルを持参してください。

※乳がん検診ネットワークカードをお持ちの方は持参してください。

12月1日㈭・5日㈪　午前・午後
11月13日㈰、12月15日㈭　午前

11月25日㈮、12月7日㈬・20日㈫ 午前・午後

11月25日㈮、12月20日㈫　午後
12月15日㈭　午前
12月7日㈬　午前・午後

稲生地区市民センター12月1日㈭・5日㈪　午後

＜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 11 月初旬ごろはが

きで別日を案内します。赤ちゃん訪問赤ちゃん訪問

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、公費助成の手続きが必

要です。申請期間は県外で受診した

日から 1 年以内です。

相　談

ところ／保健センター　申込み

相　談

保健
センター 不要11月18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。

教　室教　室
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
10月21日㈮～
12月2日㈭
（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

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5月～平成28年
7月生まれの乳児をもつ方

30組11月14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11月28日㈪

10時～11時30分
認知症予防のための
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）

11月17日㈭
13時～14時15分

川端栄理子医師（皮膚科）
「かさつき・痒み　皮膚の

トラブル解消法」

無料保健
センター

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

プレパパ・ママ
コース

妊娠5カ月～8カ月の方と
その夫で初参加の方

各
15組

11月6日㈰
9時30分～11時45分
13時30分～15時45分

10月21日㈮から
（先着順）

10月31日㈪から
（先着順）

10月24日㈪から
（先着順）

※基本講座（①または②）は必ず参加してください。同じ内容の講座は1回しか参加できません。

下表のとおり行っています。詳細は、広報4月5日号の折り込みチラシや市ホームページをご覧ください。

予防接種予防接種
■Ｂ型肝炎ワクチン

　10 月 1 日から B 型肝炎ワクチン

が定期接種になりました。また、任

意接種についても一部接種費用助成

を実施しています。接種を希望され

る方はお早めにかかりつけ医にご相

談ください。　※詳しくは、市ホーム

ページをご覧ください。

【定期接種】

対象・接種回数 　平成 28 年 4 月

1 日以後に生まれた接種時 1 歳未満

の方、1 歳になるまでに 3 回

※対象者で定期接種導入以前に任意

で接種を受けている場合は、3 回

のうち残りの回数を定期接種とし

て接種できます。

【任意接種の費用助成】

対　 象　平成 28 年 3 月 31 日以

前に生まれた接種時１歳未満の方

助成金額・回数　2,000 円（上限 3

回） 　

助成期間　平成 29 年 3 月 31 日ま

で

※費用助成の対象は、平成 28 年

10 月 1 日以降の接種に限ります

（平成 28 年 9 月 30 日以前の接

種は対象外です）。

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）

※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

接種をご希望の場合は、母子健康

手帳、在留カード（外国籍の方）

を持って健康づくり課にお越しく

ださい。

　１歳６カ月、３歳６カ月児

健康診査健康診査

妊婦健康診査妊婦健康診査

・乳　児　乳児期に 2 回（4 カ月と

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、

健康づくり課に問い合わせてくだ

さい。個別通知はありません。健

診を受けるときは、医療機関に予

約が必要です。

・幼　児　1 歳 6 カ月、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

健康手帳を持って健康づくり課までお越しください。接種に際しては、接種医とよくご相談ください。

　生後 2 ～ 3 カ月ごろの赤ちゃんの

いるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん

訪問員」がお伺いします。対象の方

には、訪問する前月の下旬ごろに案

内を郵送します。訪問の内容は、市

の子育てサービスの紹介、子育て情

報の提供などで、費用は無料です。



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

 

里山の豊かな自然を

守りましょう

環境政策課
　 382-7954　　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では平成 22 年度から深谷公園

（八野町）で里山保全活動を実施して

います。この活動内容についてお知

らせします。

里山保全活動の概要

活動の成果

里山ボランティア募集

　里山保全活動とは、里山林を維

持する活動を体験することで、人

と自然が共存できるようにするこ

との大切さを感じていただくこと

を目的とする活動です。市内・市

外からのボランティア、企業など

と協力し、間伐や下草刈りを行っ

ています。他にも野草の天ぷらや

七草粥の試食会、シイタケの菌打

ちなども行っています。

里山保全活動の様子

　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

が差し込むようになりました。

その結果、三重県の準絶滅危惧種

であるササユリを多数確認するこ

とができました。

作業前

作業後

三重県の準絶滅危惧種「ササユリ」

　この活動の参加者を募集してい

ます。里山ボランティアでは、幅

広い年代の方が活躍されています

。年 3回程度の活動ではあります

が、1回の参加でも構いません。

里山保全活動に興味があり、参加

していただける方は、環境政策課

へご連絡ください。

本年度の活動予定

12 月 10 日 ( 土 )

　間伐・下草刈りおよびシイタ

ケ菌打ち用の原木づくり

平成 29 年 1 月 28 日 ( 土 )

　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

平成 29 年２月 11 日 ( 土 )

　間伐・下草刈りおよびシイタ

ケの菌打ち



11 月スポーツ

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　

●AGF鈴鹿体育館 387-6006

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

1・5・9・13・18・30日
4・25日
29日
8・21・22日
1・18日
2・9・11・12日
4・5・17・19・20・22・25・27日
16・30日
3・10・13日
6・24日

7・21日

8・15・29日
22日
3・6・20日
7・15日
10・17・24日
11日

372-2285 372-2250
休業日　7日㈪

休館日　14日㈪・28日㈪　11月

388-0622●市武道館
18：00～21：00
15：00～21：00
13：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00
13：00～17：00
15：00～17：00

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

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

1・7・8・15・21・22・29日
3日
4・9～12・16・17・24・25日
5・26日
6・20・27日

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

1・3・4・7・8・10・11・15・17・18・21～25・29日
2・9・16・30日
5・6・27日
12・19・20・26日

13日

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

1・8・10・15・17・22・24・29日
2・9・16・30日
3・5・12・26日
4・7・11・21・25・27日
6・18・20・23日

9：00～21：001～13・15～27・29・30日

休館日　14日㈪・28日㈪　 休館日　14日㈪・28日㈪ 1

バスケットボール

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

1・2・4・5・7～25・28～30日
3・6・27日

26日

1・7・8・10・13～15・17・20～22・24・29日
2・16・23・28日
3・6・26・27日
5・12・19日
9・30日

卓　　　球

バレーボール

●西部体育館 371-1476

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

　　　18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～12：00

1・5・7・8・12～15・20～22・28・29日
4・11・18・25日
6・27日
19日

26日

2・9～11・17・23～25・30日
3日
4・16・18日
5・12・19・26日

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

バドミントン

バレーボール

11 月図書館

●休館日　金曜日、1 日 ( 火 )

●開館時間　本館　9 時～ 19 時　

土・日曜日・祝日は 9 時～ 17 時

  ３８２－０３４７　        

   江島分館　9 時～ 17 時

３８７－０６６５

●おはなし会　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（絵本などの読

み聞かせ）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（絵本などの読み聞かせ）
●配本／ふれあいライブラリー

※旭が丘公民館のみ１０日㈭から１５日㈫に、清和公民館のみ２４日㈭から２９日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

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

14日㈪
28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

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

7日㈪
21日㈪

江島分館（1階閲覧室

●配本／ふれあいライブラリー

※旭が丘公民館のみ１０日㈭から１５日㈫に、清和公民館のみ２４日㈭から２９日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

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㈬
22日㈫
(23日(水・祝）
から変更)

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

10：00～10：30
1：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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

※旭が丘公民館のみ１０日㈭から１５日㈫に、清和公民館のみ２４日㈭から２９日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

10：00～10：30
1：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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㈭

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

8日㈫
(3日(木・祝）
から変更)

17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

※

※

1 1 月相談

※旭が丘公民館のみ１０日 ( 木 ) か

ら１５日 ( 火 ) に、清和公民館の

み２４日 ( 木 ) から２９日 ( 火 ) に

巡回日を変更します（時間の変更

はありません）。

◎交通事故相談（弁護士）22日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 4・11・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・4・8・10・11・17・
18・22・24・29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。

10日◎こころの健康相談 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

◎総合相談 18日 10：00～15：00

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　　382-221411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

2016・10・20

11月



街道の美術館

ギャルリ G I G A

　旧伊勢街道沿いにあり、江戸時

代の大名行列の休み所になってい

た場所で、当時使われていた膳や

器などを展示しています。ほかに

も江戸後期に用いられた鬼瓦や明

治初期の土地の登記書などの書

類、岸岡町の地図、昭和中期ごろ

の陶器類などがあり、当時の様子

を垣間見ることができます。

　時代背景の分かる貴重な資料を

当時の状態のまま保管していま

す。興味のある方はぜひご来館く

ださい。

美術 資料

江戸時代に使用されていた膳や器

江戸後期に使用された鬼瓦

手書きで記された土地の登記書です。

動画

館長 儀賀 美智子さん

所　在　〒510-0226 岸岡町 2257-1

電　話　386-3827

開　館　月・水～金曜日 10 時～ 16 時

予　約　必要

入館料　無料

16時

CNS

フジクラ鈴鹿工場

北江島1号公園

鈴鹿警察署鈴鹿警察署前
岸岡町

江島台二

江島台一丁目

桜の森公園

23

○11月 1 日㈫～15日㈫…地域とともにある学校づくり
○11月16日㈬～30日㈬…施設紹介「ものづくり産業支援センター 」

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』

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

 」

報」もご覧ください（「ｄ」ボタン）。
※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

月［9月30日現在］

9
 火　災　件　数/4件、うち建物1件

（24件、増減なし）

 救　急　出動数/706件（6,498件、
175件増）

 交　通　事故数/584件、うち人身事
故47件（4,872件、30件減）
死者数/1人（5人、増減なし） 
傷者数/72人（732人、38
人減）

人口･世帯数 人口/200,532人（82人増）

 男性/100,114人（66人増） 

女性/100,418人（16人増） 

世帯数/83,695世帯（107世

帯増）

（　）内の数字は 1 月からの累計と

その前年との比較です。

（　）内の数字は前月との比較です。
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