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　次回の広報すずか3月5日号
と共に次のものを配布します。
○平成29年度版ごみ収集カ
レンダー
○家庭ごみの分け方・出し方
(保存版)

※これまで毎年配布していまし
たが、次年度以降は、分別方
法などに変更がない限り新た
に配布しませんので、今回配
布するものを大切に保管して
ください。
○有害ごみ専用収集袋
※一部地域では、3月20日号と
共に配布します。

ごみ収集カレンダーなどを
配布します 
廃棄物対策課

382-7609　 382-2214

次回の広報すずか3月5日号

平成29年度版ごみ収集カ

○家庭ごみの分け方・出し方

※これまで毎年配布していまし
たが、次年度以降は、分別方
法などに変更がない限り新た
に配布しませんので、今回配
布するものを大切に保管して

※一部地域では、3月20日号と

オートバイや軽自動車などに課
税される軽自動車税は、毎年4月
1日現在の所有者に課税されま
す。車両を処分したときは廃車の
手続き、譲渡したときは名義変更
の手続きが必要です。手続きをし
ないと、いつまでも課税されます。
普通車とは異なり月割制度がな
いため、4月2日以降に手続きをさ
れても、全額課税となりますので
ご注意ください。
　また、トラクターやフォークリフト
などの小型特殊自動車を所有さ
れている場合、標識の交付を受
け、車体に取り付ける必要があり
ますので、手続きをしてください。
　3月末になると、窓口が大変混
み合います。まだ手続きをしていな
い方は、早めに済ませてください。

ごみ収集カレンダーなどを

オートバイや軽自動車などの
廃車・名義変更を
お忘れなく

市民税課　 382-9006　 382-7604

オートバイや軽自動車などに課
税される軽自動車税は、毎年4月
1日現在の所有者に課税されま
す。車両を処分したときは廃車の
手続き、譲渡したときは名義変更
の手続きが必要です。手続きをし
ないと、いつまでも課税されます。
普通車とは異なり月割制度がな
いため、4月2日以降に手続きをさ
れても、全額課税となりますので

また、トラクターやフォークリフト
などの小型特殊自動車を所有さ
れている場合、標識の交付を受
け、車体に取り付ける必要があり
ますので、手続きをしてください。
3月末になると、窓口が大変混

み合います。まだ手続きをしていな
い方は、早めに済ませてください。

　なお、車両によって手続きに
必要なものや手続き場所が異
なりますので、次の担当機関へ
詳細を電話で確認の上、手続
きをしてください。
①125cc以下の原付自転車・
小型特殊自動車(農耕車を
含む)⇒市民税課

②125ccを超え250cc以下の軽
二輪車⇒三重県軽自動車協
会(津市雲出長常町1190-1
　050-5540 -2055 )

③軽四輪車⇒軽自動車検査協
会三重事務所(津市雲出長常町
1190-10　050-3816-1779)
④250ccを超える小型二輪車⇒
中部運輸局三重運輸支局
(津市雲出長常町1190-9
　050-5540 -2055 )

※②③④については、鈴鹿市自家
用自動車協会(矢橋1-21-23
059-382-1075)で手続きを

代行(有料)しています。

オートバイや軽自動車などの

対　象　次の要件を全て満た
している方
・スペイン語と日本語の翻訳・
通訳ができる方

・普通自動車免許を取得の方
または平成29年3月末日ま
でに習得見込みの方（国際
運転免許は不可）

・昭和32年4月2日以降生ま
れの方

※外国籍の方は、永住者の在留資
格が必要

業務内容　保育所でのコー
ディネーター業務(翻訳・通
訳など)

勤務条件　月額17万5,500円
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、4月1日から
平成30年3月31日まで

定　員　1人
申込み　2月20日㈪から3月6日
㈪まで(土・日曜日を除く8時
30分～17時15分)に、採用試
験申込書を直接または郵送
(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、8 2 円 切 手を貼った
12cm×23cm程度のもの)を必
ず同封してください。

◆採用試験
と　き　3月12日㈰　

公立保育所外国人
コーディネーター
(嘱託職員)募集

子ども育成課　 382-7606　 382-9054

スペイン語と日本語の翻訳・

その他各種手当(期末手当、
通勤手当など)があります。

ところ　市役所本館12階会
議室

内　容　面接、筆記試験（翻訳）

対　象　次の要件を全て満た
している方
○介護支援専門員の資格を取
得している方、または平成
29年3月末日までに取得見
込みの方

○パソコン操作(入力・検索な
ど)ができる方
○普通自動車免許を取得の
方、または平成29年3月末
日までに取得見込みの方
○昭和32年4月2日以降生ま
れの方

業務内容　鈴鹿市および亀山
市での要介護認定調査・調
査票の作成業務

勤務条件 給与は18万4,800
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、4月1日
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　市役所または鈴鹿
亀山地区広域連合(市役所
西館3階)

定　員　1人
申込み　2月20日㈪から3月6
日㈪まで(土・日曜日を除く8
時30分～17時15分)に、採
用試験申込書を直接または
郵送で人事課(〒513-8701
(住所不要))へ

※採用試験申込書は、直接または郵
送で人事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

介護支援専門員
(嘱託職員)募集

人事課　 382-9037　 382-2219

面接、筆記試験（翻訳）

送で人事課へ請求してください。

験申込書希望」と記入の上、返信
用封筒(宛先を記入し、82円切手
を貼った12cm×23cm程度のも
の)を必ず同封してください。

◆採用試験
と　き　3月10日㈮
ところ　市役所本館
内　容　面接
※時間など詳しくは受験者に通
知します。

平成22年度から深谷公園
で、かつての里山における自然
との関わりや間伐作業などの手
入れ手法を伝える里山保全活
動を行っています。
　その舞台となっている深谷公
園のガイドブック「深谷公園いき
ものガイド」を作製しました。ガイ
ドブックは、A5サイズの16ペー
ジで、小さなお子さんも楽しんで
いただける内容となっています。
次の場所で配布していますの
で、ぜひご覧いただき、この機会
に深谷公園で自然を堪能してみ
てはいかがでしょうか。
配布場所　環境政策課、地区市
民センター、図書館、考古博物
館、深谷公園管理棟(不定休)

※市のホームページにも掲載します。
※ガイドブックはみえ森と緑の県
民税を活用して作製しています。

深谷公園いきものガイドを
作製しました

環境政策課　 382-7954　 382-2214



　市が定める実施要件を満た
す介護予防教室を、平成29年
度に実施する事業者を募集しま
す。詳しくは、2月20日㈪から市
ホームページトピックスに掲載
する募集要項をご覧ください。

と　き　2月27日㈪・28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。

納税の夜間窓口開設
納税課　 382-9008　 382-7660

介護予防教室を
実施する事業者募集

健康福祉政策課
　 382-9012　 382-7607

解体処分用の救急車を
一般競争入札により

売却します

消防課　 382-9155　 383-1447

と　き　3月 1日㈬ 13 時 30

分から
※13 時 20 分までにお集まりくだ

さい。

ところ　消防本部 4階消防学

習室 (飯野寺家町 217-1)

申込み　2月 20 日㈪から 28

日㈫まで (土・日曜日を除

く )の 9時から 17 時までに

直接消防本部 3階消防課へ
※郵送、ファクスなどによる受け付

けは行いません。

※入札当日は、内容説明を行いませ

んので、「公用車 ( 消防車両等 ) 売

却 ( 解体処分 ) 説明書」を熟読の上、

不明な点は事前にお問い合わせく

ださい。

※申込書は直接消防課へ持参してく

ださい。

※申込書と「公用車 ( 消防車両等 )

売却 ( 解体処分 ) 説明書」は、消

防課で配布するほか、市ホームペー

ジから入手できます。

◆車両の公開

と　き　2月 21 日㈫～ 24 日

㈮

ところ　中央消防署鈴峰分署

敷地内
※現地での説明・試乗・試運転は行

いません。

※入札に参加される方は、売却車両

を実際にご覧になってお確かめく

ださい。

車名

救急車
(トヨタ AT)

初年度登録

平成19年1月

備考

(Nox・PM)適合

車検有効
期限

平成29年
1月24日

走行距離
(1月1日時点)

約 19万Km

予定価格
(最低売却価格)

15万円

乗車
定員

7人

催 し 物

ひとり親家庭に育つ児童の
学習支援｢まなびーの｣

子ども政策課　 382-7661　 382-9054
　学習支援ボランティアの指
導を通じ、児童が学習方法や
学習習慣を身に付けて、勉強
に対する苦手意識を克服する
ことを目標としています。
対　象　経済的な理由で学習塾
に通えない市内在住のひとり親
家庭で、次の全てに該当する方

・小学4年生～中学3年生
・児童扶養手当受給世帯
・現在、学習塾・家庭教師・通信
教育などを利用していない方

・三重県または本市が実施する他
の学習支援を受けていない方

期　間　平成29年4月～平成
30年3月(月2回土曜日午
後、計50回程度)

ところ　子育て応援館(白子駅
前 6-33)

定　員　小学4～6年生10人、
中学1～2年生10人、中学3
年生10人

受講料　無料
申込み　2月20日㈪から3月
10日㈮まで(消印有効)に、
ひとり親家庭等学習支援登
録書に必要事項を記入の
上、児童扶養手当証書の写
しを同封して、郵送で鈴鹿市
母子寡婦福祉会(〒513－
0052下箕田3-9-18北野
　090-4855-2261)へ

※登録書は、子ども政策課窓口と
市ホームページで入手できます。

※受講者決定後、説明会を開催し
ます(事業の説明や申込要件の
確認など)。

　女性落語家による二人会を
開催します。後半では、「女性
の活躍」をテーマに対談を実施
します。さまざまな分野で女性
の進出が注目されている今、落
語をとおして女性の活躍につい
て楽しく考えてみませんか。
と　き　3月26日㈰13時30
分～15時30分(13時開場)

ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)
講　師　露の都さん(日本で
第1号の女性落語家)、桂三
扇さん(ママさん落語家)

定　員　100人(先着順)
参加料　無料
申込み　氏名と電話番号を直
接または電話・ファクス・電子
メールで男女共同参画課へ
託　児　無料、先着10人、6
カ月～未就学児、3月17日㈮
までに申し込んでください。

※手話通訳あります。

女性活躍推進セミナー
｢笑う門には女性活躍
～女性落語家二人会～｣
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
  　  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp 



と　き　3月4日㈯・5日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
内　容　中嶋悟さんと星野一義
さんによるF1マシンを使ったラ
イバル対決のほか、多種多様
なレーシングマシンが登場しま
す。詳しくは鈴鹿サーキットホ

　ームページ(　http://www.su
　zukacircuit.jp/)をご覧く
ださい。
入場料　このページ下部に掲

モータースポーツ
ファン感謝デー

地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

◆鈴鹿F1日本グランプリ地域
活性化協議会ブース

内　容　同協議会の取り組み
紹介、本市と三重県、周辺市
町(桑名市・四日市市・亀山市・
津市・菰野町)の観光・物産
のPR、ご当地キャラ登場など

※詳しくは同協議会ホームページ
 (　http://suzuka21.com/)を
ご覧ください。

◆鈴鹿モータースポーツ友の会
ブース

町(桑名市・四日市市・亀山市・

内　容　2輪・4輪マシンの展
示・搭乗、キッズモータース
ポーツ教室など
問合せ　NPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
(中野　080-4537-2005) 

※詳しくは鈴鹿モータースポーツ
友の会ホームページ(　http://

　www.suzuka-msa.jp/)をご覧
ください。

　集中力と瞬時に的確な判断
が求められるサーキット走行で
は「脳が活性化し、神経や感覚
が研ぎ澄まされてくる」と、プロド
ライバーは口々に言います。鈴
鹿モータースポーツ友の会で
は、このようなモータースポーツ
のチカラに着目し、50歳以上の
方を対象に走行会を行います。
プロのレーシングドライバーのア
ドバイスを受けながら、自身のク
ルマでサーキットを思う存分走
り、ドライビングテクニックや交
通安全などを楽しく学べます。
対　象　運転免許証をお持ち
で50歳以上の市民

※鈴鹿モータースポーツ友の会
会員であれば、市外の方も参
加できます。当日入会できます
(入会費・年会費計3,000円)。

と　き　3月19日㈰9時～17

鈴鹿サーキット市民走行会
「脳内活性inサーキット」
地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

時30分(予定)
ところ　鈴鹿サーキット国際
南コース

講　師　畑川治、福山英朗、
脇田一輝、水谷竜也など地
元出身・在住のレーシングド
ライバー(予定)
定　員　40人(先着順)
車両規定　車検整備されたナ
ンバー付きのクルマであれ
ば、軽自動車から商用車、ミ
ニバンでも可(トラックやオー
プンカーなどは不可)
参加料　3,500円(傷害保険料
500円込、昼食は各自負担)

申込み・問合せ　2月20日㈪か
ら3月11日㈯までに電話・電子
メールでNPO法人鈴鹿モー
タースポーツ友の会(中野　
080-4537-2005 　smsa@

　mecha.ne.jp　http://www.
　suzuka-msa.jp/)へ

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

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

※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

と　き　4月9日から平成30
年3月までの毎月第2・第4日
曜日13時～16時

ところ　伝統産業会館研修室
(寺家3-10-1)

内　容　伝統工芸士から、型
紙の彫り方・図案・型染めな
どを学びます。
定　員　10人程度(先着順)
参加料　年間1万円(別途材

伊勢型紙教室
地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

　畑川治、福山英朗、

料費)
※初回に一括納付
申込み・問合せ　3月12日㈰9
時から電話で伝統産業会館
(　386-7511)へ

と　き　3月2日㈭～5日㈰10
時～17時(最終日は15時まで)

ところ　文化会館
内　容
・伊勢型紙彫刻技術継承者
による実演(各日13時～16
時(最終日は15時まで))

・伊勢型紙技術継承のパネル
の展示

・伊勢型紙の型紙および試験
染めの展示

・彫刻用具の展示
・小紋染着物・反物・古代型
紙の展示

入館料　無料
主催・問合せ　伊勢型紙技術
保存会（　368-0240）

と　き　3月11日㈯～6月11日㈰
内　容
○天の川をさぐる　古代、人
類は天の川をどのように理
解したのでしょう。ガリレオは
望遠鏡で宇宙を初めてのぞ
いた時に、星の集まりである

伊勢型紙 技の継承展
文化財課　 382-9031　 382-9071

プラネタリウム春の番組
文化会館　 382-8111　 382-8580

ことを知りました。そして天
の川銀河へ科学的な思考に
変わっていきます。この銀河
系について分かりやすく解
説します。

○春の星座解説　「北斗七
星」など春の星座解説や、カ
ラス座のギリシャ神話を紹
介します。

と　き　3月18日㈯14時～
15時30分

ところ　鈴鹿大学国際文化
ホール(郡山町663-222)
参加料　無料
定　員　150人
申込み・問合せ　氏名、参加人
数、住所、連絡先を、電話・ファ
クス・電子メールで鈴鹿大学
短期大学部(　372-3900
　372-3903　kosodate@

　suzuka-jc.ac.jp)へ

と　き　3月11日㈯ 14時から
ところ　考古博物館展示ホー
ル(国分町224)
演奏者　澤田真弓さん
入場料　無料
※展示ホールでは、ミニコンサー
トが開催できます。詳しくはお
問い合わせください。

親子で楽しむコンサート
総合政策課　 382-9038　 382-9040

ケルティックハープコンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

http://www.suzuka-msa.jp/
http://www.suzuka-msa.jp/


火の夢フェスタ
中央消防署　 382-9133　 382-3905

速報展
「発掘された鈴鹿2016」
考古博物館　 374-1994　 374-0986

働く人のためのメンタル
トレーニングセミナー
｢打たれ強い自分を
作るメンタル力！｣

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　消防本部、消防団、防火協
会などの消防関係機関が、
持っている特技などを披露し、
市民の皆さんに楽しみながら防
火や防災について知り、触れ、
学んでいただくイベントです。
と　き　3月4日㈯10時～15時
ところ 消防本部(飯野寺家
町217-1)

※駐車場は、JA鈴鹿、MGM鈴
鹿店、鈴鹿市労働福祉会館の
駐車場の一部を借りています
ので、係員の指示に従って駐
車してください。

内　容　ちびっこレスキュー、
放水体験、消防訓練披露など

昨年市内で行われた発掘
調査の成果をいち早く紹介し
ます。
と　き　3月11日㈯～6月18日㈰
ところ　考古博物館特別展示
室(国分町224)

※休館日を確認の上、お越しく
ださい。

　メンタルヘルスや自殺などの
社会問題に対して、メンタルト
レーニングを取り入れることで、
悩みを軽減するセミナーです。
対　象　働いている方
と　き　2月26日㈰10時～12
時(受付9時30分から)

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

若者のこころの健康講演会
｢子どもの育ち支援とは｣
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

会などの消防関係機関が、
持っている特技などを披露し、

火や防災について知り、触れ、

ちびっこレスキュー、

レーニングを取り入れることで、

ところ　文化会館けやきホール
講　師　高畑好秀さん(メンタ
ルトレーナー)
入場料　無料
託　児　無料
※詳しくはお問い合わせください。
問合せ　鈴鹿勤労者連絡協
議会(　383-3359 火～金
曜日10時～16時)

　育てにくいと感じる子どもや
切れやすい子ども、生きにくさ
を持っている若者などに対する
親や地域の大人たちの役割や
対応など、子どもの育ち支援に
ついて考える講演会です。
と　き　3月7日㈫10時～11時
30分

ところ　文化会館 さつきプラザ
講　師　西田寿美さん(児童精
神科医)

定　員　200人(先着順)　
入場料　無料
申込み　3月3日㈮までに、氏名、
電話番号を直接または電話、
ファクス、電子メールで鈴鹿
保健所健康増進課(　382
-8672　382-7958   zho
ken@pref.mie.jp)へ

　お茶を飲みながら日頃のストレ
スや悩み事をゆっくり話しません
か。聴き方を学んだスタッフが、
あなたのお話をお聴きします。
と　き　3月8日㈬、4月14日
㈮、5月12日㈮13時～16時
(出入自由)

※1人1時間が目安です。
ところ　保健センター2階会議
室(西条5-118-3)

しゃべり場「傾聴カフェ」

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

詳しくはお問い合わせください。

3月3日㈮までに、氏名、
電話番号を直接または電話、

か。聴き方を学んだスタッフが、

参加料　無料
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手(宮崎　080-5133-
　3771)へ

申込み　フォークリフト、クレー
ン、高所作業車以外は、受講
開始日の1カ月前から受け付
け。事前に電話で問い合わ
せの上、同センター窓口(鈴
鹿ハイツ1-20)へ

◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月5日㈬8時40分～
16時20分

受講料　5,400円(別途教材費
648円)

◆自由研削砥石特別教育
と　き　4月6日㈭・7日㈮のど
ちらか1日8時40分～16時
20分

受講料　5,400円(別途教材費
1,188円)

◆職長・安全衛生責任者教育
と　き　4月12日㈬・13日㈭ 8
時30分～17時

受講料　1万2,960円(別途教
材費2,060円)

◆玉掛技能講習
と　き　学科：4月17日㈪・18
日㈫、実技：4月19日㈬・20日
㈭・21日㈮から選択受講8時
45分～17時

受講料　1万800円(別途教材
費1,645円)

◆フォークリフト運転技能講
習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証を
お持ちの方

と　き　学科：4月11日㈫8時～
17時30分、実技：Ⅰコース4月
12日㈬～14日㈮8時～17時
15分、Ⅱコース4月18日㈫～
20日㈭8時～17時15分 　

受講料 2万8,000円(教材
費込)

申込み　3月13日㈪から
◆小型移動式クレーン運転技
能講習(5ｔ未満)

と　き
①学科：6月17日㈯・18日㈰8時
20分～17時、実技：6月24日
㈯・25日㈰どちらか1日8時～
17時10分

②学科：7月27日㈭・28日㈮8時
20分～17時、実技：8月3日
㈭・4日㈮どちらか1日8時～
17時10分

③学科：10月21日㈯・22日㈰8
時20分～17時、実技：10月
28日㈯・29日㈰どちらか1日
8時～17時10分

受講料　1万8,500円(教材
費込)

申込み　3月1日㈬から

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

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

②学科：9月1日㈮8時20分～18
時10分、実技：9月2日㈯・3日㈰
どちらか1日8時～17時10分
③学科：11月24日㈮8時20分
～18時10分、実技：11月25
日㈯・26日㈰どちらか1日8時
～17時10分
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　3月1日㈬から

申込み　2月21日㈫から先着
順受け付け。水泳場窓口(御
薗町166 9 )またはホーム
ページで

◆キッズアスレチック教室
マット運動やリズムに合わせ

ての体操を中心に行います。
対　象　3歳児
と　き　3月13日㈪・20日（月・祝）
15時15分～16時

定　員　10人(先着順)
参加料　1,700円
◆ゆったりのびのび水泳教室
長い距離を楽にきれいに泳

げるコツを学びます。
対　象　大人(クロールで50m
泳げる方)

と　き　3月16日㈭・23日㈭13
時～14時

定　員　15人(先着順)
参加料　1,900円（入場料込）



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

精神障がい者へのサポート

　統合失調症、うつ病などさまざ

な精神疾患により、日常生活や社

会生活のしづらさを感じる方を精

神障がい者といいます。精神疾患

は、誰もがなりうる疾患です。多

くの場合、服薬治療、休養、リハ

ビリテーションなどで安定します

が、治ったようでも症状が残った

り、再発することがあります。ま

た、精神疾患は早期治療が必要で

すが、周囲の無理解、偏見などに

より、相談や受診が遅れる場合が

あります。

○精神障がい者とのコミュニケー

ション①

　相手の話をよく聞こうとする姿

勢が大切です。その姿勢が伝わる

だけで相手の気持ちは楽になり、

自分の意思や悩みなどの思いを素

直に打ち明けてくれるきっかけに

なります。

○精神障がい者とのコミュニケー

ション②

　話をする時は、あせらず落ち着

いて、相手が理解できるまで、ゆっ

くり丁寧に話しましょう。命令口

調で、こちらの意見を押し付けた

り、相手を否定することはやめま

しょう。相手に不安を感じさせな

いように、穏やかな応対やコミュ

ニケーションを心掛けることが大

切です。



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2月28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・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

談の上、受診してください。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。

○生活保護世帯・市民税非課税世帯

の方は無料です（肺がん検診のた

んの検査は除く）。

○検診当日の受付時間は 9 時から

11 時までです。
と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

3月5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）。

3月5日㈰　午前 保健センター肺がん
40歳以上 ※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。

※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

レントゲン撮影  500円
たんの検査      500円

＜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、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通

知はありません。申し込まれた日

時にお越しください。

相　談

ところ／保健センター　申込み

相　談

保健
センター 不要3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。

　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・

10 カ月）、県内の協力医療機関で

公費負担で健診を受けられます。

「母子保健のしおり」の中の健康診

査票（4 カ月児・10 カ月児）が

必要です。

幼　児　1 歳 6 カ月、3 歳 6 カ月児

の健診を行います。対象の方に個

別に通知します。受診日の変更希

望は、健康づくり課（保健センター

内）へご連絡ください。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、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。

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

内の新生児訪問をご希望の方は、健

康づくり課へご連絡ください。

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

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9月～平成28年11月
生まれの乳児をもつ方

30組3月13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
（体力チェック編）
65歳以上の方

35人3月22日㈬
10時～11時30分

転倒予防に役立つ
体力チェック

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）

3月16日㈭
13時～14時15分

徳力雅治医師（耳鼻咽喉科）
「辛い…アレルギー性
　鼻炎が楽になる秘訣」

無料

※動きやすい服装でお越しください。

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

3月12日㈰
9時30分～11時45分
13時30分～15時45分

2月21日㈫から
（先着順）

2月28日㈫から
先着順

虫歯予防コース（幼児）
1歳半～2歳未満の幼児と
その保護者の方

2月27日㈪から
（先着順）

無料保健
センター 20組

3月16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

2月20日㈪から
（先着順）

材料費保健
センター

マタニティ
クッキングコース

妊娠中の方
20組3月4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 受付中

※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

■MR（麻しん・風しん混合）2 期

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、

予診票

※無料接種期間は 3 月 31 日 ( 金 )

までです。

※予診票がない方は、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。

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）

で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

3月 の 献血日程

と き 3 月 19 日 ( 日 )・26 日 ( 日 ) 

ところ イオンモール鈴鹿　WEST

コート

受付時間 10 時～ 11 時 30 分、13

時～ 16 時 30 分　

※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

7月3日㈰、10日㈰、17日㈰、31

※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。

三重県赤十字血液センター　 059-229-3582

保健センター地図



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

 

「マイバッグでお買い物」が

地球の未来を変えます
レジ袋削減の

取り組みにご協力ください

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　ごみ減量と地球温暖化防止を目的

として平成 20 年から亀山市と合同で

開始したレジ袋有料化・マイバッグ

推進運動が 9年目を迎えます。今後

も皆さんのご協力をお願いします。

買い物にはマイバッグを

持っていきましょう

販売店も頑張っています

　買い物にマイバッグを持参するこ

とは、誰にでも簡単にできる「地球

環境保護運動」です。皆さんのご協

力により、平成 27 年度の１年間で

下記のとおり原油使用量や CO2（二

酸化炭素）排出量を削減することが

できました。

マイバッグ持参率・・・88.3％

NO!!
レジ袋 !!
NO!!
レジ袋 !!

使われなかったレジ袋

約 2,000 万枚

原料となる原油削減量

ドラム缶約 2,000 本分

CO2（二酸化炭素）削減量

約 800 トン

（570 人が 1 年間に家庭から排出す

る量に相当）

レジ袋ない・ない君レジ袋ない・ない君レジ袋ない・ない君

※鈴鹿市と亀山市の合計

　マイバッグ推進運動に賛同する販

売店で有料販売されたレジ袋の収益

金は、地域の社会貢献事業に使われ

ています。

( 例 )

小学校へ電力チェッカーを寄贈小学校へ電力チェッカーを寄贈

小中学校へ

環境学習に役立つ図書を寄贈

小中学校へ

環境学習に役立つ図書を寄贈

  2 月 17 日㈮に、2つの販売店と協

定を結び、市内の協力販売店は 26 店

舗になりました。販売店の一覧は市

ホームページでご覧になれます。

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8112.html


3 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

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

1・8・12・23・26・30・31日
7・22日
14・17日
15日
16日
1日
2・21日
8・12・16・18・23・26・30日
9・31日
14日
2・6・10・21日
3・11日
7・23日
15日
17・22日
2・9日

3日

6日
10日
21日

休館日  13日㈪・27日㈪　3月

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

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

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

2・3・8～10・16・17・23・24・31日
4・5・28日
6・7・14・19～21・26・30日
11・18・25日

12日

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

1日
2・3・6～10・14～17・20～24・28～31日
4・5・11・19・25日
12・18・26日

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

1・8・15・22・29日
2・9・16・23・30日
3・10・12・17・19・20・24・31日
4・11・25日
5・6・26日
7・14・17・21・24・28・31日

9：00～21：001～12・14～26・28～31日372-2250
（県営鈴鹿スポーツガーデン）

　 休館日  13日㈪・27日㈪　

13：00～21：0021日

372-2285 372-2250
●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）
休業日　6日㈪ 372-2285 372-2250

バスケットボール

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

1～3・6～10・13～17・21～25・27～31日
4・5・11・12・19・20・26日
18日
1・6～8・13～15・22・27・29・30日
2・9・16・21・23・28日
5・11・12・19・20・26日
18・25日

卓　　　球
バドミントン

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

　　　

1・6～8・13・14・21・22・25・27～29・31日
3・10・17・24日
4・5・11・12・19・20・26日

15日

18日
2・9・10・16・24日
3・17・23・30・31日
25日

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

バドミントン

バレーボール

3 月図書館

●休館日　金曜日、7 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）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

（絵本などの読み聞かせ）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

※石薬師公民館のみ3月1日㈬から2月28日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

（絵本などの読み聞かせ）
●配本／ふれあいライブラリー

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

13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

江島分館（1階閲覧室

6日㈪
21日㈫
 ※(20日㈪
から変更)

※石薬師公民館のみ3月1日㈬から2月28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

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
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

1日㈬
15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

※

※石薬師公民館のみ3月1日㈬から2月28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

9日㈭
23日㈭

2日㈭
16日㈭

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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

3 月相談

※石薬師公民館のみ 3 月 1 日 ( 水 )

から 2 月 28 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）28日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・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） 13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・3・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31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。

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

◎総合相談 17日 10：00～15：00

白子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

※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

※石薬師公民館のみ3月1日㈬から2月28日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

3月



　たんぱく質が豊富で

「畑の肉」と呼ばれる

「大豆」と、頭からし

っぽまで骨ごと食べら

れて、特にカルシウム

が豊富な春を告げる魚

「こうなご」を材料に

作ります。大豆は全て

鈴鹿市産を使用してい

ます。

おおううちち dede 給給 食食

小魚入りフライビーンズ

学校給食人気メニューの

レシピを紹介します

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●ゆで大豆 200ｇ

●片栗粉 30ｇ

●こうなご 10ｇ

●揚げ油 適量

●砂糖 25ｇ

●しょうゆ 10ｍｌ

●水 5ｍｌ

〈作り方〉〈作り方〉

①大豆に片栗粉をまぶして、油で

じっくりカラッと揚げ、油をきる。

②こうなごは、油で素揚げするか、

フライパンでかりかりになるまで

炒める。

③なべに砂糖、しょうゆ、水を煮

立たせタレを作る。

④あら熱をとった大豆、こうなご

にタレをからめる。

3月  1日㈬～15日㈬…上下水道への接続や修理
3月16日㈭～31日㈮…施設紹介「金生水沼沢植物群落」

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

さまざまな媒体で情報を

発信しています

メルモニ

すずかデータバンク

[1 月 31 日現在 ]   1 月

 火　災　件　数/4件、うち建物3件
（4件、増減なし）

 救　急　出動数/945件（945件、
134件増）

 交　通　事故数/694件、うち人身事
故53件（694件、69件増）
死者数/1人（1人、1人増） 
傷者数/69人（69人、18
人減）

人口･世帯数 人口/200,471人（40人減）

 男性/100,106人（増減なし  ） 

女性/100,365人（40人減） 

世帯数/83,773世帯（60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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