
1484

地域産業の基盤を支える市内
の中小製造業者などの技術力向
上を図り、次世代産業の活性化
を目指すため、技術開発に要する
経費の一部を補助します。
対象事業　市内に本社または主
たる事業所があり、事業者な
どが行う新商品や新技術の
研究開発で、大学や高専など
の高等教育機関や研究機関
などと共同で行う事業開発や
その指導を受けて行う事業

補助金額　交付対象経費の2
分の1以内 ( 5 0万円以上
220万円以内)

申込み　6月16日㈮17時15分
まで(必着）に、申請書に必要事
項を記入の上、直接産業政策
課ものづくり産業支援センター
(市役所別館第3　2階)へ

※申請後は、支援事業検討会議で
研究開発事業の内容を説明し
ていただき、意見聴取後、交付
の可否を決定します。

鈴鹿市モノづくり元気企業
支援事業補助金
交付対象者募集

産業政策課　382-7011　 384-0868

※要領・申請書などは、同センター

窓口または市ホームページで入手

できます。

農地中間管理事業に係る
農地の借り受け公募実施

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　三重県農地中間管理機構が、

農家 (出し手 )から農地を借

り受け、規模拡大などを望む

担い手農家など (受け手 )へ、

一定の貸付ルールに基づき、

農地を貸し付ける農地中間管

理事業を実施しています。農

地の借り受けを希望される方

は、機構が募集する受け手の

公募に応募してください。

申込み　6月 20 日㈫までに、

「農用地等借受申込書」を農

地中間管理機構または農林

水産課、JA 鈴鹿農畜産課へ

※「農用地等借受申込書」は三重県農

地中間管理機構ホームページ、農

林水産課窓口、JA 鈴鹿農畜産課

窓口で入手できます。

問合せ　(公財 )三重県農林

水産支援センター農地中間

管理課 (　0598-48-1228) ま

たは農林水産課へ

鈴鹿市駅自転車駐車場
定期利用の受付開始

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　7月 1日㈯に近鉄鈴鹿市駅

周辺に有料の自転車駐車場が

2カ所オープンします。この

駐車場は公益財団法人自転車

駐車場整備センターにより、

管理・運営されます。

　定期利用の応募方法など、

詳しくは同センターのホーム

ページ（　https://jitensha.

jp/）または市ホームページを

ご覧ください。

　6月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　6月1日㈭・12日㈪・
13日㈫・14日㈬・15日㈭・
16日㈮・29日㈭10時から当
日の会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派
代表者会議、広報広聴会議、
議会だより編集会議は傍聴す
ることができます。

※日程は、市役所の掲示板と市
議会のホームページに掲載し
ます。日時が変更される場合
がありますので、傍聴される
場合は事前に議事課へご確認
ください。

対　象　鈴鹿市に住所を有す
る20歳以上の方（平成29年
4月1日現在）

任　期　委嘱の日から1年間
内　容　高齢者福祉の施策・
事業を明らかにする鈴鹿市
高齢者福祉計画の進捗状
況の把握、評価および再検
討を行い、平成30年度か
ら32年度までの計画策定
にあたり、学識経験者、医
療、福祉関係者などととも
に計画の審議を行っていた
だきます。
定　員　2人（応募者多数の
場合は抽選）

申込み　5月22日㈪から6月5
日㈪までに所定の応募用紙

市議会テレビ中継
議会事務局 　382－7600　 382－4876

健康福祉政策課
　382-9012　 382-7607

鈴鹿市高齢者施策推進
協議会委員募集

　6月1日㈭・12日㈪・
13日㈫・14日㈬・15日㈭・

代表者会議、広報広聴会議、

高齢者福祉の施策・

に必要事項を記入の上、健
康福祉政策課へ

※応募用紙は健康福祉政策課、
各地区市民センター、市ホー
ムページで入手できます。

雇用期間　雇用した日（6月末
予定）～平成30年3月23日

勤務場所　市内小中学校
雇用条件　時給860円（一日
の勤務時間は5時間45分
以内）

申込み　勤務条件や経験など
を考慮して雇用しますので、
市販の履歴書（写真貼付）
に記入・押印し、事前に連絡
の上直接学校教育課へ

　石薬師町出身の故天野修
一さんのご遺族のご厚志に
よって設けられた奨学金です。
対　象　保護者が市内に在住
し、学業成績優秀、品行方
正であり、学資に困っている
高校生以上の学生

奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間
（毎年度審査有り）
奨学金額(給付月額)
・高校6,000円
・高専・短大7,000円
・国・公立大学1万円
・私立大学1万4,000円
申込み　6月1日㈭から30日㈮
までに、願書または届出書に
記入の上、必要書類を添え
て直接学校教育課へ

※願書、届出書は学校教育課、
市ホームページで入手できます。

小中学校の支援員募集
学校教育課 　382-7618　 382-9054

天野奨学金奨学生募集
学校教育課 　382-7618　 382-9054



※応募用紙は健康福祉政策課、

を考慮して雇用しますので、
市販の履歴書（写真貼付）

よって設けられた奨学金です。

※願書、届出書は学校教育課、
市ホームページで入手できます。

　下記の方に「国民健康保
険のための平成29年度所得
申告書」を、5月19日㈮に発
送します。必要事項を記入の
上、6月6日㈫までに保険年金
課に提出してください。適正な
課税のために、必ず提出をお
願いします。
対　象　国民健康保険に加入
中で、確定申告書や市・県
民税申告書の提出がなく、
給与や公的年金の支払者
から支払報告書が提出され
ていないなど、前年中の所
得金額が不明な方

※所得がない方も提出してくだ
さい。

※すでに確定申告書や市・県民
税申告書を提出した方に届い
た場合は、行き違いですので
提出していただく必要はあり
ません。 

 

　65歳未満の方で解雇など
の会社都合により離職され、
雇用保険の失業等給付を受
給している方または受給して
いた方で、雇用保険受給資格
者証の離職理由コードが以下
の数字の場合は、申告するこ
とで国民健康保険税が軽減
される場合があります。申告
手続きについては保険年金
課に、雇用保険受給資格者証
については公共職業安定所
（ハローワーク　382-8609）へ
お問い合わせください。

国民健康保険のための
平成29年度所得申告書を
提出してください

保険年金課 　382-7605　 382-9455

非自発的理由による
離職に伴う

国民健康保険税の軽減
保険年金課 　382-7605　 382-9455

離職理由コード　1 1、1 2、
21、22、23、31、32、33、
34

申告に必要なもの　雇用保険
受給資格者証

1 1、1 2、
21、22、23、31、32、33、

　国民健康保険税を指定の口
座から振替で納付していただい
ている世帯は、口座の変更また
は廃止の手続きがされていない

国民健康保険税の
振替口座を確認してください
保険年金課 　382-7605　 382-9455

場合、平成29年度も引き続き契
約いただいている口座から振替
を行います。振替口座を変更ま
たは廃止する必要がある場合
は、早目に手続きをしてください。
なお、口座振替の変更などの手
続きについては納税課へ

合併処理浄化槽設置費の
補助申請の受付

上下水道総務課

　 368-1696　 368-1688

区分 補助金額

25万5,000円5人槽

31万8,000円

9万円

6万円

6～7人槽

8～10人槽
42万円11～50人槽

（高度処理型）

12万7,000円5人槽

15万9,000円6～7人槽

8～10人槽
21万円11～50人槽

（高度処理型）

⑴　既設の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽か
ら合併処理浄化槽に転換する場合（建築確認を要
する住宅の建替え、増築および改築に伴い転換する
場合を除く。）の合併処理浄化槽設置費用

⑵　⑴の場合を除く場合における合併処理浄化槽
設置費用

⑶　⑴の場合における当該単独処理浄化槽の撤去費用

⑷　⑴の場合における配管費用

対象地域

　次の区域を除いた地域

　・下水道事業計画区域

　・農業集落排水事業採択区域

　・大型合併処理浄化槽の処理

区域

対象浄化槽

○10 人槽以下

　国庫補助の対象となるもの

で、生物化学的酸素要求量

（BOD）除去率 90％以上、放流

水の BOD が日間平均値 20 ㎎ /

ℓ以下のもの

○11 人槽以上 50 人槽以下

　高度処理型合併処理浄化槽

で、下記のいずれかの要件を

満たすもの

　・放流水の総窒素濃度が 20 ㎎

/ℓ以下または総リン濃度が 1

㎎ /ℓ以下のもの

　・BOD 除去率が 97％以上で放

流水の BOD が日間平均値 5㎎

/ℓ以下のもの

対象となる建築物など

　補助金申請後に工事着工し、

平成 29 年度中に工事が完了

するもので、以下の要件に該

当するもの

　・専ら居住の用に供する住宅

（建売住宅、賃貸を目的とす

る建築物などを除く）

　・延べ床面積の 2分の 1以上

を居住の用に供する建築物

　・鈴鹿市自治会集会所建築等

補助金の交付対象になる集会

所（10 人槽以下に限る）
※ただし、それぞれの費用に相当す

る額（その額に 1,000 円未満の端

数があるときは、これを切り捨て

た額）が補助金額を超えない場合

は、当該額とします。

申込み　上下水道総務課に備え

付けの申請書に必要事項を記

入の上、同課へ
※この事業は、予算の範囲内で実施

し、予算額に達した時点で打ち切

ります。

と　き　6月20日㈫14時30
分から

ところ　市役所本館12階　
1202会議室

内　容　鈴鹿市男女共同参画
実施計画の進捗状況評価

定　員　10人(先着順)
申込み　当日14時から14時
15分まで会場で受付

と　き　5月26日㈮13時15
分～15時15分

ところ　市役所本館10階　
1004会議室

内　容　子ども・子育て支援施
策の実施状況

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
10分まで会場で傍聴整理
券を配布

鈴鹿市男女共同参画
審議会を傍聴できます

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

鈴鹿市子ども・子育て会議を
傍聴できます
子ども政策課

　382-7661　 382-9054

　これから気温の高くなる夏
にかけて、危険物による事故が
発生しやすくなります。これは
ガソリン、灯油、塗料などの石
油類から可燃性ガスが発生す
るためです。
　私たちが日常生活で使用し
ている危険物には、ガソリンや
灯油などの燃料やペンキ、シ
ンナーなどの塗料があります。
危険物の安易な取り扱いや、
火気の近くなど危険な場所で
の保管や使用は大事故につ
ながります。危険物の事故を
防ぐため、次のことに気を付け
ましょう。
危険物取り扱いの注意点
・たばこやコンロなどを火気の
近くでは取り扱わないように
しましょう。
・換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓を
しましょう。
・ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管しましょう。
・直射日光のあたる場所や、
高温になる場所で保管しな
いようにしましょう。

・ガソリン、灯油などを必要
以上に保管しないようにし
ましょう。

危険物安全週間
予防課　 382-9159　 383-1447

推進標語　あなたなら　無
事故の着地　決められる！ 

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



にかけて、危険物による事故が
発生しやすくなります。これは

油類から可燃性ガスが発生す

　私たちが日常生活で使用し
ている危険物には、ガソリンや
灯油などの燃料やペンキ、シ
ンナーなどの塗料があります。
危険物の安易な取り扱いや、
火気の近くなど危険な場所で
の保管や使用は大事故につ
ながります。危険物の事故を
防ぐため、次のことに気を付け

近くでは取り扱わないように

換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓を

直射日光のあたる場所や、
高温になる場所で保管しな

以上に保管しないようにし

◆休日窓口
と　き　5月28日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　5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。

　オオキンケイギクは、北米
原産の多年草で、5月から7
月にかけてコスモスに似た花
を咲かせます。花びらの先端
がぎざぎざしており、花びらと
花の中央部は鮮やかな黄色
をしています。しかし、繁殖力
が非常に強く在来の野草の
生息場所を奪ってしまうた
め、特定外来生物に指定さ
れています。
　このため、オオキンケイギク
は生きたままの運搬が禁止さ
れています。家に持ち帰ったり
育てたりすることは違法行為
になりますので、絶対にしない

納税の夜間窓口・
休日窓口開設

納税課　 382-9008　 382-7660

オオキンケイギクに
ご注意ください

環境政策課
　382-7954　 382-2214

でください。また、自宅の庭先
や畑のふちなどで見つけた
ら、根から引き抜いてくださ
い。根から引き抜いた個体を
天日干しして枯らす、またはご
み袋に入れて腐らせるなどし
てから、もやせるごみとして処
分してください。
※オオキンケイギクの詳しい特
徴については、市ホームペー
ジ（ごみ・環境→鈴鹿の自然）
をご覧ください。

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で寝たきりなどの
症状により、寝具の衛生管理
が困難な40歳以上の方

内　容　中ワタが、綿・合成
繊維・羊毛・羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません（毛布は対象外）。
対象者一人あたり2枚まで
で、1週間から10日間程お

ふとん丸洗いサービス
長寿社会課

　382-7935　 382-7607

いません（毛布は対象外）。

預かりします（7月中に実施
します）。
料　金　無料（貸ふとんは有
料）

申込み　6月30日㈮までに、地
域包括支援センターなどを通
じて申請書を長寿社会課へ
※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳
しくは長寿社会課へお問い合
わせください。

※次回は10月に募集します。

　居宅で介護を受けている
重度の要介護者・身体障が
い者の家庭を訪問する理美
容サービスの出張経費を支
援します。
対　象　市内に住所があり、
市内の居宅で介護を受け
ている40歳以上の方のう
ち、要介護3から5と認定さ
れている方、または身体障
害者手帳1・2級を持ち障
がい名が下肢または体幹
機能障害の方

支援額　上限2,000円（1回）
利用可能回数　最高4回（申請
する時期により異なります）

申込み　長寿社会課または
地区市民センターへ

訪問理美容サービスの
出張経費一部支援

長寿社会課
　382-7935　 382-7607

　市内に住所があり、

※要介護認定が要介護3から5
に該当する方は介護保険被
保険者証を、該当しない方
は、障害者手帳のコピーを持
参してください。

※年度ごとに申請が必要です。

と　き　6月11日㈰9時30分
～12時（最終受付は11時
30分）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　遺言・遺産分割協議
など相続登記に関する相談、
売買・贈与・担保権抹消など
不動産登記に関する相談、
会社・法人登記に関する相
談、金銭トラブルなど身近な
法律問題に関する相談、借
金や自己破産に関する相談、
成年後見に関する相談など

定　員　50人（先着順）
相談料　無料　　　
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会
鈴亀支部（日々野　387-

　5667）

司法書士会無料相談会
市民対話課

　382-9004　 382-7660

　人権擁護委員法が施行され
た6月1日を「人権擁護委員の
日」と定め、人権思想の普及・
高揚に努めています。市内で
は市長が推薦し、法務大臣が
委嘱した人権擁護委員の方が
人権相談、啓発活動、人権救
済などで活躍されています。
　隣近所のもめごと、家庭内
の問題、いじめや体罰、職場で
のセクハラなどでお悩みの方
は、人権擁護委員または相談
所へご相談ください。相談は無
料で、秘密は守られます。
と　き　6月1日㈭10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター2階特
設会場

◆人権擁護委員（敬称略）
　藤田秀昭（御薗町）、髙野栄
子（小岐須町）、山尾教雄
（江島町）、中尾征郎（小田
町）、浅野正士（下箕田三丁
目）、西村則子（木田町）、白
藤和也（大池三丁目）、嶋か
をり（柳町）、神﨑佳代子
（若松北一丁目）、濵野勇夫
（加佐登四丁目）、林義智
（高岡町）、山本陽子（池田
町）、熊沢美知子（自由ヶ丘
二丁目）

　世界禁煙デーは世界保健
機関（WHO）によって制定さ
れた禁煙を推進するための記
念日です。たばこの煙に含ま
れる化学物質のうち、発がん
性物質は70種類にもなり、肺
がんをはじめ多くの病気の危
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こ
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やま　お　のり　 お

はま  の　いさ　お

はやし よし　とも

やま もと よう　こ
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にし むら のり　こ しら

ふじ  かず  や しま

特設人権相談所開設
人権政策課 　382-9011　 382-2214

世界禁煙デー
健康づくり課

　327-5030　 382-4187

険因子であることが知られて
います。また、受動喫煙による
周囲の人に対する健康への
影響も明らかになっています。
自分自身のために、子どもたち
や大切な家族、そして未来の
世代を守り、健康な社会をつく
るために、この機会に禁煙に
ついて考えてみましょう。公益
財団法人健康・体力づくり事
業団の運営する「最新たばこ
情報(　 www.health-net.
o r . jp )」では、厚生労働省に
よるたばこのリスクや、たばこ
に関する統計情報、禁煙支援
についての情報などがご覧い
ただけます。



　6月5日は「環境の日」です。
平成27年度から国が取組ん
でいる「COOL CHOICE」
啓発の一環として、市民の皆
さんに広く環境について意識
していただくことを目的に開催
します。
と　き　6月4日㈰10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター1階　
サブコート(算所2-5-1）

内 容　牛乳パックなどを使っ
たエコ工作などの子ども向
けの体験型環境学習（無
料）、13時から緑のカーテン

催 し 物

環境月間啓発イベント
環境政策課　 382-7954　 382-2214

影響も明らかになっています。

世代を守り、健康な社会をつく

　6月5日は「環境の日」です。

でいる「COOL CHOICE」

育成用のゴーヤとアサガオ
の種と苗を先着300人（1
人5つまで)に無料配布

※苗は育成状況により数量に限
りがあります。

と　き　6月11日㈰10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山
緑地（岸岡町）

内　容　公園内の散策と野鳥
観察

講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　6月2日㈮17時15分
までに住所、氏名、電話番
号、参加人数を電話、ファク
スまたは電子メールで環境
政策課へ

※集合場所など詳細については後
日申込者にお知らせします。

と　き　6月11日㈰10時か
ら、13時30分から
ところ　考古博物館　展示
ホール
演奏者　オカリナサークルの
樋口尚美さん、大道奈緒美
さんほか
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。ご利用希

オカリナコンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

野鳥観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

望の方は、考古博物館ホーム
ページへ

対　象　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

と　き　6月3日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容　初夏の星座と土星の
リング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。

　ファミリー･サポート・セン
ターは、子育てを助けてほし

天体観望会
文化会館　 382-8111　 382-8580

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

※曇天や雨天時は中止します。

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。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。
対　象　市内に在住の方（資
格・年齢不問）

とき・内容
○6月14日㈬10時～12時子
どもの権利、提供会員の役
割と心得、13時～15時30
分子どもの遊びと生活

○6月15日㈭9時30分～12
時子どもの病気、13時～
15時30分気になる子ども
の支援　

○6月16日㈮9時30分～12時
30分小児看護、13時30分
～16時子どもの栄養
○6月21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　

○6月22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（神戸2-15-18）
講　師　医師・臨床心理士ほか
定　員　30人　　　
受講料　無料（ただし、テキス
ト代2,000円必要）
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(　   381-11

ファミリー･サポート・センター

・

時的にお子さんを預かったり、

　71)へ
※ファミリー･サポート・センター
の運営業務は、市がNPO法
人こどもサポート鈴鹿へ委託
しています。

◆保育士就職支援ガイダンス
　保育所への就職を希望する
方、保育の仕事に興味・関心
のある方などを対象に、就職
支援ガイダンスを開催します。
と　き　6月25日㈰午後
ところ　三重県社会福祉会館
(津市桜橋2-131)

◆潜在保育士現場復帰支援
研修会

　保育士としての就職・再就
職の不安を解消していただき、
保育現場への就職を支援する
ための研修会を開催します。
とき・ところ
○6月13日㈫・20日㈫津会場
（三重県社会福祉会館　津
市桜橋2-131）　

○8月8日㈫・24日㈭四日市会
場（じばさん三重　四日市
市安島1-3-18）

※後日、県内保育施設で2日間
体験研修も行います。

主　催　三重県
問合せ　三重県社会福祉協議
会保育士・保育所支援セン
ター（　 059-227-5160）

保育士向け各種研修会
子ども育成課

　382-7606　 382-9054

ター（　 059-227-5160）



防火管理講習
（甲種新規・乙種）

防火・防災管理講習（再講習）
予防課　 382-9157　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、
イベントホール、百貨店など多
くの人が出入り、勤務、または
居住する建物には、建物の用
途・規模・収容人員に応じて、
防火管理者を置かなければな
りません。
　また、大規模な建物の甲種
防火管理者と防災管理者は5
年ごとに再講習を受講しなけ
ればなりません。
とき・内容
○防火・防災管理再講習
　7月4日㈫13時～16時30分
○防火管理甲種新規
　7月5日㈬9時～15時50分、
6日㈭9時～15時40分（2日
間の受講）

○防火管理乙種
　7月5日㈬9時～16時
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　防火管理甲種新規・
乙種あわせて80人

　防火・防災管理再講習40人
（先着順）
参加料　防火管理甲種新規・
乙種は3,650円、防火・防
災再講習は1,950円（テキ
スト代）
申込み　申込用紙に必要事項
を記入の上、裏面に氏名を記
載した写真（縦4 . 5 cm・横
3.5cm、正面上三分身）を
貼付の上、下記期間中に直
接予防課へ

・市内在住または市内の事
業所に勤務する方（市外の
事業所で鈴鹿市防火協会

防火・防災管理講習（再講習）

介護職員初任者研修
受講生募集
長寿社会課

　382-7935　 382-7607

　学校、病院、工場、事業場、

途・規模・収容人員に応じて、

　7月5日㈬9時～15時50分、

　防火管理甲種新規・

　防火管理甲種新規・

員を含む）
　6月12日㈪～23日㈮(土、日
曜日を除く)8時30分～17
時15分

・上記以外の方
　6月19日㈪～23日㈮8時30
分～17時15分

※申込用紙は予防課窓口とホー
ムページで入手できます。

※電話による予約はできません。

　資格取得後、介護・福祉職
場に就労していただくために
開催します。
◆第1回　介護職員初任者
研修

対　象　三重県に住民登録
している離職者で満75歳未
満の方

と　き　6月22日㈭～8月31
日㈭（全23回）
募集期間　6月１日㈭まで（必
着）

◆夏季集中講座　介護職員
初任者研修

対　象　三重県に住民登録し
ている平成30年3月に卒業
予定の学生および離職者で
満75歳未満の方

と　き　7月24日㈪～8月31
日㈭（全23回）
募集期間　6月2日㈮～7月6日
㈭（必着）

(公財)三重県下水道公社
下水道排水設備工事
責任技術者試験

給排水課　 368-1674　 368-1685

ところ　三重県社会福祉会
館（津市桜橋2-131）

定  員　各39人（応募者多数
の場合は抽選）

受講料　無料（教材費は実費
負担）

問合せ　三重県社会福祉協議
会三重県福祉人材センター
（　059-227-5160）へ

受験資格　下記のいずれかに
該当する方

○排水設備工事などの設計ま
たは施工に関し2年以上の
実務経験を有する方

○高等学校または旧中学校
令による中等学校以上の
学校の土木工学科などを
卒業した方

○専修学校または各種学校に
おいて、土木またはこれに相
当する課程を修了した方

○職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設に
おいて配管科を修了した方
○高等学校などを卒業した方
で、排水設備工事などの設
計または施工に関し、1年以
上の実務経験を有する方

と　き　11月29日㈬13時から
ところ　県総合文化センタ－
生涯学習センタ－4階（津市
一身田上津部田1234）

受験料　8,000円
申込み　申込書に必要事項を
記入の上、8月1日㈫から31
日㈭までに、(公財)三重県下
水道公社へ

※申込書類は、(公財)三重県下水
道公社(〒515-0104　松阪市
高須町3922　総務課　　

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課

　327-5030　 382-4187

赤十字講習会
健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

0598-53-2331）へ郵送請求
していただくほか、同ホーム
ページで入手できます。同公社
にお問い合せください。

　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、あなたの話をお聴き
します。気軽にお越しください。
と　き　6月9日㈮、7月14日
㈮、8月9日㈬13時～16時
（出入り自由）
ところ　保健センター 2階会
議室（西条5-118-3）

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

※1人の相談時間は1時間が目
安です。

　日本赤十字社三重県支部で
は、災害や不慮の事故、急病
に際しての応急手当や、健康
で安全な生活を送るために、各
講習会を開催しています。
対　象　15歳以上の健康な
方、一定の泳力を有する方

しゃべり場「傾聴カフェ」

します。気軽にお越しください。

◆水上安全法講習会短期講習
と　き　6月3日㈯10時～12時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿

◆資格継続研修（水上安全
法講習）

と　き　6月3日㈯13時～17時
ところ 三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿

受講料　800円
◆水上安全法救助員養成講
座Ⅰ

と　き　7月1日㈯・2日㈰・8日
㈯・9日㈰（全4日）9時～17時

ところ　県消防学校　
受講料　2,200円
◆水上安全法救助員養成講
座Ⅱ

と　き　8月5日㈯・6日㈰（全
2日）9時～17時

ところ　鼓ヶ浦公民館
受講料　300円
申込み・問合せ　電話で日本赤
十字社三重県支部事業推進
課　059-227-4145）へ(



脳卒中市民講座
「知り・学び・防ごう

脳卒中」
健康づくり課

　382-2252　 382-4187

対　象　市民の方
と　き　6月10日㈯13時～
15時30分

ところ　ふれあいセンターふ
れあいホール（南玉垣町
6600）

内容・講師
　講演1「脳卒中と家庭」梶
川博之さん（鈴鹿回生病院
神経内科副部長）

　講演2「脳卒中とカテーテ
ル治療」三浦洋一さん（鈴
鹿回生病院脳神経外科副
部長）　

薬草・薬樹を学ぼう
鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

　講演3「出血性脳疾患は2
種類：脳（内）出血とクモ膜
下出血」清水重利さん（鈴
鹿中央総合病院脳神経外
科部長）　

　講演4「災害と脳卒中」荒
木朋浩さん（鈴鹿回生病院
副院長）

参加料　無料
共　催　鈴鹿市、鈴鹿回生病
院、鈴鹿中央総合病院

後　援　鈴鹿市医師会、日本
脳卒中協会三重県支部

問合せ　鈴鹿回生病院（大久
保　 059-375-1212）

と　き　6月3日㈯10時～12
時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園内（集合は鈴鹿青少年の
森受付事務所）

講　師　倉本敬正さん(薬剤師)
定　員　20人
参加料　無料
持ち物　筆記用具
申込み　鈴鹿青少年の森 受付
事務所（　378-2946）へ

※動きやすい服装でお越しくだ
さい。

※飲み物は各自ご用意ください。

キーワードを探せ
鈴鹿青少年の森

　 378－2946　 370－4706

　3つの県営都市公園（鈴鹿
青少年の森、北勢中央公園、
亀山サンシャインパーク）では
合同企画イベント「キーワード
を探せ」を開催しています。公
園受付事務所で記入用紙を
受け取り、公園内の隠れた
キーワードを探して完成させて
ください（粗品進呈）。また、他
の公園のキーワードを記入し
応募すると、抽選で素敵なプレ
ゼントがもらえます。
と　き　6月30日㈮までの10
時～17時

ところ　鈴鹿青少年の森公
園内

定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　鈴鹿青少年
の森

◆抽選内容
○3つの公園のキーワードを
集めた方　鈴鹿サーキット
ホテル S－PLAZA ナチュ
ラルビュッフェ「そら・たべ
よ」ほかで使用できるお食
事券2,000円×ペアチケッ
ト（3人）
○2つの公園のキーワードを
集めた方　3都市公園で使
用できるわくわくチケット
セット（20人）

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

青少年の森、北勢中央公園、

申込み　5月22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お申し
込みください。

◆親子でボール遊び教室
　幼児期に大事な五感をフル
に使ってバランス感覚を養って
みませんか。
対　象　歩けるお子さんから3
歳児までとその親

と　き　6月1日・15日・22日各
木曜日　10時～10時45分

定　員　20組（40人）
参加料　1組2,700円（全3回）
◆ベビービクス・ママビクス
教室

　ベビーマッサージとママの
エアロビクス
対　象　2カ月から歩く前まで
の子どもとその保護者

と　き　6月21日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

定　員　各30組（60人）
参加料　1組1,200円
◆飾り巻き寿司教室
  カエルを巻きます。
対　象　一般成人(お子さん
連れ可)

と　き　6月15日㈭10時30
分～12時

定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）



高齢者向けパソコン講座
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

対　象　おおむね60歳以上で
市内在住の方

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（市役所別館第3）

定　員　各15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキ
スト代1,000円）
申込み　5月19日㈮から6月
20日㈫までにシルバー人材
センターへ

※パソコンは、シルバー人材セン
ターで準備します。

※各講座とも5人以下の場合は、
中止する場合があります。

◆ワード初級講座
　パソコンで文字入力ができ
る方を対象に、Windows10
のパソコンでワード2013を使
用して操作を習得していただ
きます。
と　き　7月4日㈫～7日㈮9時
30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン
初級講座

　パソコン初級程度の操作技
術を習得された方を対象に、
デジタルカメラの操作方法と
「フォトショップエレメンツ12」
を使って、写真の取り込み・保
存・整理、印刷および画像加
工（レタッチ）などを習得して
いただきます。
と　き　7月4日㈫～7日㈮13
時30分～16時

◆エクセル初級講座
　パソコンで文字入力ができ
る方を対象に、Windows10
のパソコンでエクセル2013を
使用して操作を習得していた
だきます。
と　き　7月10日㈪・12日㈬
～14日㈮9時30分～12時

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

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

申込み　記載のないものは受
講開始日の1カ月前から受
け付け。事前に電話でお問
い合わせの上、同センター
窓口（鈴鹿ハイツ1-20）へ

※会員特典があります。オーダー
メイド講習も可能です。詳しく
はお問い合わせください。

◆刈払機取扱作業安全衛生
教育

と　き　7月4日㈫8時40分～
16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費2,571円）

◆JW_CAD 
と　き　7月3日㈪・5日㈬・7
日㈮9時～16時
受講料　12,636円（別途教
材費3,456円）

◆危険予知訓練（KYT）
と　き　7月6日㈭8時40分～
16時20分　

受講料　7,560円（別途教材
費756円）　　

◆玉掛け技能講習
と　き　学科：7月10日㈪・11
日㈫、実技：7月12日㈬・13
日㈭・14日㈮から選択受講
8時45分～17時

受講料　10,800円（別途教
材費1,645円）

◆低圧電気取扱特別教育
と　き　7月19日㈬・20日㈭
8時30分～17時

受講料　10,800円（別途教
材費648円）

◆7月の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：7月4日㈫8時
～17時3 0分（2コース共
通）実科：Ⅰコース　7月5日
㈬～7日㈮8時～17時15
分、Ⅱコース　7月11日㈫～
13日㈭8時～17時15分

受講料　28,000円（教材費込）

28,000円（教材費込）

申込み　上記2コースを6月1
日㈭から受け付けします。
◆パソコン講座＜Word・Excel
パソコンスキルアップ塾＞

　初級から中級まで苦手な部
分だけを選んで、1講座から申
し込みができます。実施日と講
習内容はホームページでご確
認ください。
と　き　隔週水曜日18時～
18時50分、19時～19時
50分　　 

　隔週土曜日10時～10時50
分、11時～11時50分

受講料　各1,000円
申込み　随時

 　5月5日号24ページの毎
週介護予防教室で、伊勢マ
リンホームデイサービスセン
ターの申込み先を「　386-
6889」と記載しましたが、
正しくは「　387-6889」で
す。訂正しておわびします。

訂正とお詫び



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。

ペットの飼い方について

環境政策課　382-9014　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

家の周りや敷地内で、
犬や猫にフンをされ困

っています。市で何か対策を
とってもらえませんか。

ペットの存在は、日々
の生活に潤いと安らぎ

をもたらしてくれます。その
一方で、モラルの無い飼い方
をしたためにトラブルの元と
なる事例も少なくありません。
ペットと人が地域で共存でき
るように、飼主の皆さんには
ご近所への気配りをお願いし
ます。
　犬の散歩時には必ずリード
でつなぎ、フンは持ち帰りま
しょう。猫については、交通
事故や病気、けがから守るた
めにも、屋内飼育に努めまし
ょう。猫は上下に動く空間と
適度な遊びで十分に室内で飼
うことができます。
　市では、広報紙やホームペ
ージを通じ、ペットの飼育に
ついてモラル向上を呼びかけ
ています。なお、近隣に迷惑
を掛けているマナーの悪い飼
主に対しては、県の保健所か
らも直接、飼い方の注意など
を行っています。飼主が特定
できる場合は、県鈴鹿保健所
（  382-8674）へ一度相談して
はいかがでしょうか。　　

市政に対するご意見などは、

市民対話課へ

〒513-8701（住所不要） 

382-9004　　382-7660

  http://www.city.suzuka.lg.jp/

mail/iken/index.html



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5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・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・肺

がん検診のたんの検査・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。

※7 月 12 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＞

※7月12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）。
と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

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）。

1,000円

肺がん
40歳以上

7月20日㈭　午前

7月20日㈭　午前

保健センター

保健センター

※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・たんの検査　各500円

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

7月12日㈬・29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。

※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。

1,500円

7月12日㈬・29日㈯ 午前・午後
保健センター 1,800円乳がん

（視触診とマンモグラフィ）
40歳以上の女性

7月20日㈭　午前

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

7月12日㈬　午前・午後
7月20日㈭　午前
7月29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 6 月中旬ごろはがき

で別日を案内します。

相　談

ところ／保健センター　申込み

相　談

保健
センター 不要6月23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。

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。対象の方には訪問す

る前月の下旬に案内を郵送します。

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

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6月28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

健康ひろば
（体力チェック編）
65歳以上の方

むし歯予防コース（幼児）
１歳半～２歳未満の幼児と

その保護者の方

40人6月26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）

6月15日㈭
13時15分～14時30分

濵口幸吉医師（耳鼻咽喉科）
「めまいと難聴　
なぜ起こる？どう治す？」

5月30日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

健康セミナー（筋トレ編）
20歳～64歳の
運動を始めたい方

30人7月6日㈭
10時～12時

自宅でも実践できる
エクササイズと生活習慣

病予防の講話
5月31日㈬から
(先着順)

5月24日㈬～
6月20日㈫
（先着順）

無料保健
センター

離乳食コース
平成28年12月～平成29年
2月生まれの乳児をもつ方

30組6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
5月29日㈪から
（先着順）

無料保健
センター 20組

6月15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

5月23日㈫から
（先着順）

むし歯予防コース（乳児）
平成28年9月～10月生まれ
の乳児とその保護者の方

無料保健
センター 30組

6月29日㈭
10時～11時30分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

5月23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

■高齢者用肺炎球菌（23 価）

  予防接種
　今年度の対象者は、過去にこのワ

クチンの接種歴がない方で下記の表

に該当する年齢の方、または 60 歳以

上 65 歳未満の方で医師が特に必要と

認めた方です。費用は、8,000 円の

うち自己負担 5,000 円（生活保護受

給者は無料）です。
必要と認めた方です。費用は、8,000円のうち自己負担5,000円（生活保護受給者は無料）です。
年 　 齢

65歳となる方
生 年 月 日

昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生
年 　 齢

85歳となる方
生 年 月 日

昭和  7年4月2日生～昭和  8年4月1日生
70歳となる方 昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生 90歳となる方 昭和  ２年4月2日生～昭和  ３年4月1日生
75歳となる方 昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生 95歳となる方 大正1１年4月2日生～大正1２年4月1日生
 80歳となる方 昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生 100歳となる方 大正  ６年4月2日生～大正  ７年4月1日生

※接種には予診票と健康手帳が必要

です（予診票は市内実施医療機関、

健康手帳は健康づくり課、戸籍住

民課、保険年金課、地区市民セン

ターにあります。）

※市外の医療機関で接種する場合は、

あらかじめ健康づくり課で申請し、

予診票を受け取ってください。

※65 歳となる方のうち、これまで

に本市の費用助成制度を利用して

いない方に限り、個別にはがきを

送付しました。

※定期接種の対象にならない方でも

接種希望の場合は、本市が行う費

用助成制度（助成額 3,000 円）

を利用できます。

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。

　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

の方に個別に通知します。



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

 

環境政策課
　 382-7954　　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　強い毒を持つセアカゴケグモは、

平成 25 年 9 月に市内で初めて確認さ

れ、現在では市内全域で確認されて

います。見つけた場合は素手で触ら

ないようにし、殺虫剤などで駆除し

てください。かまれた場合は、すぐ

に医療機関を受診してください。

セアカゴケグモとは

約 1cm

雌 ( メス ) の写真です。毒はメスだけが持

ち、成熟したものの体長は 1cm くらい

です。

　特定外来生物に指定された毒

グモで、毒は雌（メス）だけが

持ちます。メスの体長は 1cm 程

度で、全体が黒く、腹部背面に

赤い模様があります。雄（オス）

には毒がなく、体長は 4～ 5mm

程度で、全体が白っぽく、赤い

模様はありません。

　年間を通じて生息しています

が、暖かくなる 4月から 10 月

にかけて多くなります。雨風が

当たりにくく、巣を作る適度な

隙間のある場所を好みます。

見つけたときは、

触らずに駆除しましょう

１ 絶対に素手で触らない

　触るとかまれることがあり

ますので、絶対に素手で触ら

ないようにしてください。保

護者の方は、子どもが触らな

いように気を付けてください。

※おとなしいクモなので、素手で触

らない限り、かまれることはあり

ません。

２ 駆除

　家庭用殺虫剤（ピレスロイ

ド系）で駆除するか、熱湯を

かけたり、踏みつぶして駆除

してください。

　卵のう（卵や子グモの入っ

た 1cm 程度の袋）は殺虫剤が

効きにくいので、ビニール袋

に入れて踏みつぶしてくださ

い。そのまま踏むと、子グモ

が散らばる恐れがあります。

卵のう

こんなところに注意

・室外機や自動販売機の裏など人

工的な熱源の周り

・外置きの靴やサンダルなど

・花壇や植木鉢、プランターの持

ち手の裏

・ブロックのくぼみ

・ベンチの裏

・すべり台のスロープの裏や階段

部分

もしかまれたら、

洗ってから受診しましょう

１ 洗い流す

　患部を温水

やせっけん水

でやさしく洗

い流してくだ

さい。

２ 医療機関を受診

　速やかに医療機関（皮膚科

や内科など）を受診してくだ

さい。できればクモを殺して

持参してください。

※詳しい情報は、市ホームページ（ご

み・環境→セアカゴケグモに通知

してください）や環境省ホームペー

ジにも掲載されています。



6 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

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

1・15日
6・7・21・28日
27・29日
11日
13・14・19日
20日
3・4・16・22日
7・8日
9・29日

19日

23日
1・5日
6・13・27日
14・20・21・28日

30日

2・9日
4日
5日

休業日　5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）

休館日  12日㈪・26日㈪　6月

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

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

1・4～6・13・19・20・27日
2・8・9・14・22・28～30日
3・10・15日
11・18・25日

9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～17：00

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

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

1・6・8・13・15・20・22・27・29日
2・4・5・9・19・23・30日
3・10・24日
7・14・21・28日
11・18・25日

9：00～21：00
18：00～21：00

1～11・13～24・27～30日
25日

（県営鈴鹿スポーツガーデン）

　 休館日  12日㈪・26日㈪　

バスケットボール
卓　　　球

●西部体育館 371-1476
　　　9：00～17：00

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

　　　

2・7・9・14・16・21・23・28日
3・5・6・10・12・13・17・19・20・24・26・27・30日

4・11日

18・25日
1～3・5～10・12～17・19～24・26～30日

4・11日

18・25日

バドミントン
バレーボール

バスケットボール

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

1・2・8・9・15・22・23・29・30日
3・10・17・24日
16日
1・5～7・12・14・19・21・27・28日
3・10・17・24日

4・11日

8・13・15・20・22・26・29日
18・25日

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

　　　

バレーボール

6 月図書館
●休館日　金曜日、6 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（絵本などの読み聞か

せ）　本館（1 階おはなしのへや）

3 日、11 日、17 日 14 時 30 分

～ 15 時、8 日 10 時 30 分～

10 時 50 分、24 日 10 時 30 分

～ 11 時　江島分館（1 階閲覧室）

1 日 10 時 30 分～ 11 時、（2 階

ギャラリー）10 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

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

久間田公民館
河曲公 民 館
郡山公 民 館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

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

5日㈪
19日㈪

江島分館（1階閲覧室

12日㈪
26日㈪

 
●配本／ふれあいライブラリー

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

14日㈬
28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

7日㈬
21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

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

1日㈭
15日㈭
29日㈭

8日㈭
22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

6 月相談

◎交通事故相談（弁護士）27日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 2・9・23・30日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 6日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 19日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 8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 14・28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・2・6・8・9・13・15・
16・22・27・29・30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。

鈴鹿ハンター人権相談 10：00～15：00 人権政策課 382-9011　　382-22141日

◎総合相談 16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、行政書士による相談です。

※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　　382-76606月



おおううちち dede 給給 食食

鈴鹿茶蒸しパン

学校給食人気メニューの

レシピを紹介します

　お茶の香りが楽しめ

る、簡単に作れるメニ

ューです。スキムミル

クを入れることで自然

な甘みが増し、成長期

に必要なカルシウムを

多く摂ることができま

す。お茶の産地である

鈴鹿市のかぶせ茶粉末

を使います。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●ホットケーキミックス　70g

●かぶせ茶粉末　1.6g

●スキムミルク（脱脂粉乳）　20g

●牛乳　70ml

●アルミカップ　4 枚

〈作り方〉〈作り方〉

①ホットケーキミックス、かぶせ

茶粉末、スキムミルクを混ぜ合

わせる。

②牛乳を加えてよく混ぜ、生地を

作る。

③アルミカップに生地を流し込

み、10 ～ 15 分ほど蒸す。

6月1日㈭～15日㈭…鈴鹿市認知症初期集中支援チーム
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』

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・日曜日鈴鹿市認知症初期集中支援チーム

※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

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

[4 月 30 日現在 ] 月

 火　災　件　数/5件、うち建物3件
（21件、13件増）

 救　急　出動数/689件（3,090件、
110件増）

 交　通　事故数/532件、うち人身事
故42件（2.295件、74件増）
死者数/1人（3人、増減なし） 
傷者数/50人（293人、50
人減）

人口･世帯数 人口/200,190人（39人増）

 男性/99,928人 （ 3人増 ） 

女性/100,362人 （ 3人減） 

世帯数/84,168世帯（204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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