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国民健康保険脳ドック
受診希望者募集

保険年金課　382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

対　象　次の全てに該当する方

◯平成 28 年 4 月 1 日から平成 29

年 3 月 31 日の 1年間を通じて

鈴鹿市国民健康保険に加入し、

その期間の国民健康保険税の滞

納がない方

◯昭和 18 年 4 月 3 日から昭和 52

年 4 月 2 日生まれの方（平成

29 年 4 月 1 日現在 40 歳以上 74

歳未満の方）

◯平成 29 年 4 月 1 日現在鈴鹿市

国民健康保険に加入しており、

脳ドック受診時も継続して加入

している方
※本事業で平成 26 ～ 28 年度の過

去３年間に当選された方、脳疾患

で治療中の方は応募できません。

受診期間　8月 1日㈫～平成 30

年 3 月 30 日㈮

ところ・定員　鈴鹿中央総合病院

（280 人）、鈴鹿回生病院（120

人）、塩川病院（300 人）
※応募多数の場合は抽選

内　容　磁気共鳴コンピュータ断

層撮影装置による検査（ＭＲ

Ｉ）、磁気共鳴血管撮影（ＭＲ

Ａ）、頸動脈超音波検査を含む

脳ドック
※閉所恐怖症の方は検査できない場

合があります。また、体内に電子

機器（心臓ペースメーカーなど）、

手術などで金属類（外科用クリッ

プ、ステント、コイル、人工関節

など）がある場合は検査できない

場合がありますので、治療された

医療機関でご相談ください。

受診補助額　2万 570 円

自己負担額　1万 4,400 円

申込み　6月 20 日㈫から 7月 7

日㈮まで（当日必着）に件名「脳

ドック受診希望」、保険証の記

号番号、郵便番号、住所、氏名

（ふりがな）、電話番号、希望す

る受診医療機関名（第 3希望ま

で記入可）を記入の上直接、は

がき（1人 1枚）、封書、ファ

クスまたは電子メールで保険年

金課へ
※地区市民センター窓口でも申し込

みできます。

※電話での申し込みはできません。

※当選者には 7 月下旬に受診券など

を発送します。

総合教育会議を
傍聴できます

総合政策課　 382-9038　 382-9040

　総合教育会議は、市長と教育委

員会が十分に意思の疎通を図り、

本市の教育、学術および文化に関

する課題ならびにそれらの目指す

姿を共有しながら、同じ方向性の

もとに連携して効果的な教育行政

を推進するために設置されたもの

です。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　7月 3日㈪ 10 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 9時 30 分から 9時

50 分まで会場で受け付け

鈴鹿市男女共同参画審議会が
傍聴できます

男女共同参画課　

381-3113　 381-3119

と　き　7月 4日㈫ 14 時 30 分か

ら

ところ　男女共同参画センター

ホール（神戸 2-15-18）

内　容　鈴鹿市男女共同参画基本

計画の進捗状況評価

定　員　10 人 ( 先着順 )

申込み　当日 14 時 15 分までに男

女共同参画課へ



　5月23日に鈴鹿市自治会連
合会の総会が文化会館けや
きホールで行われ、事業計画
などの各議案が承認されまし
た。また次の方々が役員として
就任されました。
平成29年度役員の主な方々
○会長　麻生洋一郎さん（中
冨田町の山）

○副会長　福嶋誠さん（庄野
羽山三、四丁目）

　加藤清さん（国府台）
　太田孝美さん（飯野寺家町）
　片岡昌昭さん（長法寺町）
　内山安司さん（築地）
　長谷川彦英さん（南若松町
山）

　なお、当日は永年在職自治
会長への表彰が行われ、37
人の方々へ市長から感謝状の
贈呈を行いました。

　7月から8月にかけて農地の
利用状況調査を実施します。
地域の農業委員が農地のパト
ロールを行いますので、草刈り
など維持管理のご協力をお願
いします。

鈴鹿市自治会連合会総会が
開催されました

地域協働課 　382-8695　 382-2214

農地の利用状況調査
農業委員会事務局

　382-9018　 382-7610

　現在児童手当を受給中の方
は、現況届の提出が必要です。対
象者には6月上旬に郵送で案内
していますので、6月末日までに提
出してください。この届出をしない
と、6月分以降の手当の支給が停
止されますのでご注意ください。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で6月分からの児童
手当を申請した方は、現況届を
提出する必要はありません。

　7月11日㈫から20日㈭まで

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054

夏の交通安全県民運動
交通防犯課 　382-9022　 382-7603

の10日間、「夏の交通安全県
民運動」が実施されます。ドラ
イバーの皆さんは横断歩道に
おける歩行者保護を徹底し、
横断中の交通事故を防止し
ましょう。

　地球温暖化防止を目的とし
て夜間に市立公共施設の一斉
消灯（ライトダウン）を行います。
と　き　6月21日㈬、7月5日㈬、
8月2日㈬、9月6日㈬、10月4
日㈬　全日とも19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や必須業務部
署は実施しません。

ライトダウン
環境政策課 　382-7954　 382-2214

鈴鹿市まちづくり
応援補助金の交付団体決定

地域協働課　 382-8695　 382-2214

　市民の皆さんの自主的なまち

づくり活動を応援するための補

助金を交付する団体が決定しま

した。

団体名 事業名 交付金額
にじいろNWの会 にじいろノルディックウォーキング 30,000円

笑の会 笑の会内 鈴鹿ハロウィン実行委員会 30,000円
キモノdeおさんぽ実行委員会 第4回キモノdeおさんぽ 30,000円

金を交付する団体が決定しました。
○はじめの一歩コース（市民活動団体対象）

団体名 事業名 交付金額
鈴鹿地区みえ防災コーディネーター 防災・減災活動 50,000円
NPO法人21世紀の子育てを

考える会．鈴鹿
子ども子育て支援団体の
ネットワーク拡大 50,000円

NPO法人うらら スクエアステップ普及事業 50,000円
いのちと心を守る鈴鹿市民の会 おむすびの会Deナイト＆うつ講演会 50,000円

ウミガメネットワーク ウミガメ情報交換会 50,000円

○つぎの一歩コース（市民活動団体対象）

団体名 事業名 交付金額
庄内地区地域づくり協議会 庄内地域づくり事業 350,000円

夢ある稲生まちづくり協議会 まちづくり協議会立ち上げ
広報活動 200,000円

郡山まちづくり協議会 郡山まちづくり協議会事業 100,000円
牧田地区地域づくり協議会 前川定五郎翁顕彰事業 150,000円

○地域の一歩コース（地域づくり活動団体対象） 

団体名 事業名 交付金額
劇団花さつき 第11回公演「女人堤防（仮）」 200,000円

都波岐奈加等ファーマーズ 耕作放棄地対策及び
野菜・花共同栽培 110,000円

NPO法shining 子ども達のやりたい！
やってみようを育てよう 90,000円

白子の歴史文化を活かす会 我がまちを再発見し語ろう講座 70,000円

FACE 読み書き療育プログラム開発事業 130,000円

○さらなる一歩コース（市民活動団体対象）

  子どもをめぐる種々の人権問題
の解決を図るための取り組み強
化を目的として、全国一斉「子ど
もの人権110番」強化週間を実
施します。
と　き　6月26日㈪～7月2日㈰
8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　
　　0120-007-110（全国
共通フリーダイヤル・無料）

問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193）

　今後発生が予想される南海ト
ラフ地震などの大規模地震や台
風などにより、ため池が決壊した
場合に想定される浸水被害の範
囲や避難場所などの情報を分か
りやすく地域住民の方々に提供
することを目的として「ため池ハ
ザードマップ」を作成しました。防
災マップ、耕地課のホームペー
ジ内「ため池ハザードマップ」の
ページでご覧いただけます。

◆休日窓口
と　き　6月25日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　6月29日㈭・30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。

ため池ハザードマップ
耕地課 　382-7653　 382-7610

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

人権政策課 　382-9011　 382-2214

納税の夜間窓口・
休日窓口

納税課 　382-9008　 382-7660

平成 28 年度下半期
上下水道事業の業務状況を

お知らせします

経理課 　368-1664　 368-1688 

河川雨水対策課　382-7614  382-7612

◆水道事業の業務状況

業務の概況

　給水戸数は、平成 29 年 3 月

31 日現在 8万 3,852 戸です。ま

た、総配水量は 1,213 万 1,586

㎥、一日平均配水量は 6万 6,6

57 ㎥で、昨年同時期に比べると

0.504％減少しています。

工事請負費の執行状況

・配水管布設・移設工事など　

2億 990 万円

・第 5期拡張事業に伴う送水場

等更新工事など　

19 億 9,499 万円

・配水管布設替工事など　

1,546 万円

●予算の執行状況
区　分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出

予算現額 43億 900万円 41億2,900万円 23億6,208万円 51億5,783万円

年間執行額 43億6,119万円 38億8,501万円 18億7,191万円 44億7,662万円

下半期執行額 22億1,713万円 23億4,439万円 17億4,277万円 30億3,791万円

●予算の執行状況

※収益的収入・支出：水道事業の管理・

運営に関する収入・支出

※資本的収入・支出：水道施設の建設・

改良などに関する収入・支出

◆下水道事業の業務状況

業務の概況

・公共下水道事業 下半期の総

処理水量は 504 万 5,867 ㎥、

一日平均汚水処理水量は 2万

7,725 ㎥で、昨年度の下半期

に比べると 3.12％増加してい

ます。

・農業集落排水事業 下半期の

総処理水量は 71 万 1,735 ㎥、

一日平均汚水処理水量は

3,911 ㎥で、昨年度の下半期

に比べると 1.50％増加してい

ます。

工事請負費の執行状況

・汚水処理普及促進事業に伴う

工事（公共下水道事業） 

13 億 8,262 万円

・浸水対策事業に伴う工事　

3億 1,734 万円

・管路施設移設工事（農業集落

排水事業）          

450 万円

●予算の執行状況

区　分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出

予算現額 59億5,435万円 55億　839万円 66億1,962万円 84億4,135万円

年間執行額 58億  537万円 52億6,940万円 48億4,845万円 65億5,462万円

下半期執行額 25億9,019万円 29億9,045万円 37億7,314万円 47億5,948万円

※下水道事業：公共下水道事業およ

び農業集落排水事業をいいます。

※収益的収入・支出：下水道事業の

管理・運営に関する収入・支出

※資本的収入・支出：下水道施設の

建設・改良などに関する収入・支

出

※詳しい内容を上下水道局のホーム

ページ

　（　 http://www.city.suzuka.l

     g.jp/suido/outline/）に掲載し

ています。

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


　深谷公園内を散策しながら
生息している植物や昆虫の観
察を行います。
と　き　7月8日㈯10時～12
時（少雨決行）

ところ　深谷公園（八野町）
※9時50分に深谷公園管理事
務所前に集合。

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　7月5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、
電子メールで環境政策課へ

対　象　小学生以上（小学生
は保護者同伴）

と　き　7月22日㈯10時～12時
※雨天や当日の水量により屋内
のプログラムに変更する場合
があります。

ところ　鈴鹿高等学校、鈴鹿
川（庄野橋付近）

内　容　鈴鹿高等学校自然科
学部の皆さんと一緒に鈴鹿

催 し 物

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

鈴鹿川のいきもの観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

でに住所、氏名、電話番号、
参加人数を電話、ファクス、

川に入り、タモを使った魚の
採集方法や観察方法を学
びます。

講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）

参加料　無料
定　員　40人（先着順）
申込み　6月21日㈬から7月
12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、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
後日申込者に連絡します。

対　象　市内在住の小学5年
生から中学3年生までの児
童生徒と保護者

※保護者は児童生徒1人につき
1人

と　き　7月24日㈪9時30分
～13時

ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　調理場内の見学、調
理体験、給食の試食

予定献立　マーボー豆腐、中
華サラダ、マーラーカオ（中
華蒸しパン）

※アレルギー対応は行いません。
定　員　25組50人（希望者
多数の場合は抽選）

自然観察会（植物・昆虫観察）

夏休み第二学校
給食センター調理体験
教育総務課　 382-1214　 383-7878

高等学校自然科学部顧問）

第二学校給食セン

アレルギー対応は行いません。

参加料　無料
共　催　(公財)三重県学校給
食会

申込み　6月30日㈮(土・日曜
日を除く)までに、直接または
電話で教育総務課へ

※参加の可否は7月7日㈮まで
に郵便でお知らせします。

対　象　小学生以上の方
と　き　7月2日㈰13時30分
～15時30分

ところ　男女共同参画センター
3階ホール（神戸2-15-18）

内　容　盆おどり講習、鈴鹿
おどり　ほか
参加料　300円
申込み　不要
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟（　382-2915）

対　象　市内在住の就学前の
子どもをもつ保護者（お子さ
んと一緒に参加可）

※託児はありません。
と　き　7月13日㈭10時～11
時30分

ところ　子育て応援館　プレ
イルーム（白子駅前6-33）
内　容　乳幼児の「急な病気

盆おどり講習会
文化振興課　 382-7619　 382-9071

乳幼児をもつ
保護者のための救急法講座
子ども政策課 　382-7661　 382-9054

やケガ」「誤飲誤食」などに
対する応急処置の方法や心
肺蘇生法などについて実践
を交えて参加者の皆さんと
一緒に学びます。

講　師　消防職員
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　6月23日㈮から7月4
日㈫まで（土・日、祝日を除く
10時～16時30分）に直接
または電話で子育て応援館
（　387-6125）へ
※参加希望者が10人に満たな
い場合は中止になります。

　地域の中小企業の成長によ
り地域経済を活性化させる施
策である「エコノミックガーデニ
ング」を専攻する大学教授を招
き、講演していただきます。
対　象　創業・起業に興味の
ある方、実際に創業や起業
に向けて取り組んでいる方

と　き　7月2日㈰13時30分
～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室　

内　容
◆第1部　地域経済を救うエ
コノミックガーデニング

講師：山本尚史さん（拓殖

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

大学教授）
◆第2部　創業・起業とは
講師：池田裕一さん（㈱日本能
率協会コンサルティング）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクス、電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、
事前にお知らせください。

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

　創業・起業準備を進める中
で事業計画書の作成方法な
ど、不安や悩みを抱えている
方を対象に開催します。
と　き　7月2日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング）

定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

創業に関する個別相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

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　7月17日(月・祝)～9月
30日㈯

鈴カレースタンプラリー
産業政策課　 382-8698　 382-0304

内　容　異なる店舗でスタン
プを3個以上集めて、お気
に入りの鈴カレー料理に1
票投票できます。また、スタ
ンプの数（3個、6個、9個）
に応じた商品に応募するこ
ともできます。
申込み　10月2日㈪まで(消印
有効)にパンフレットの応募
ハガキを切り取り必要事項
を記入の上、直接または郵
送で鈴鹿商工会議所へ

※パンフレットは参加店舗や鈴鹿
商工会議所窓口にあります。

問合せ　鈴鹿商工会議所（飲
食部会　382-3222）

と　き　7月1日㈯～8月31
日㈭9時～1 7時（荒天時
休止）

ところ　石 垣 池 公 園 市 民
プール（桜島町7-1-3）
利用料　高校生以上210円、
中学生以下100円

※いずれも2時間以内の料金で、
以後１時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を
加算します。

※小学生以下は保護者同伴でご
利用ください。

※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理事
務所（　383-9010）

市民プールオープン
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

◆山開き式（鈴鹿山渓）
と　き　 7月1日㈯10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式（千代崎・鼓ヶ浦海
水浴場）

と　き　 7月7日㈮10時から
ところ　鼓ヶ浦海水浴場
※海水浴場開設期間は7月7日
㈮～8月27日㈰

対　象　市内在住の小学4年
生の児童と保護者

※きょうだいの同行はできま
せん。

と　き　8月3日㈭9時～16時
内　容　水道施設の見学など
（上下水道局に集合し、バ
スで市内を移動）
定　員　25組50人(応募多
数の場合は抽選)

参加料　無料
申込み　7月12日㈬まで(必
着 )に、往復はがきに次の
事項を記入の上、上下水
道総務課へ

○往信表面　〒510-0253
　寺家町1170　上下水道局
「夏休み親子水道教室」係
○往信裏面　①住所、電話番
号②児童と保護者の氏名（ふ
りがな）③児童の通学校名
○返信表面　郵便番号、住所、
氏名

※1組につき往復はがき1枚
※昼食、飲み物などは各自で用
意してください。

夏休み親子水道教室
上下水道総務課

　368-1696　 368-1688

山開き・海開き
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304

○返信表面　郵便番号、住所、

対　象　市内在住の小学4年
生から6年生までの児童と
保護者

※児童だけでの参加はできません。
※小学生の弟、妹も参加できます。
と　き　7月26日㈬13時30
分～15時30分

ところ　(公財)三重県下水道
公社　南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地に集合してください。
内　容　水の循環と下水処
理場の仕組みを学び、施設
を見学します（処理場で働く
微生物を顕微鏡で観察）。

※雨天の場合は内容を変更する
場合があります。

定　員　10組（応募多数の
場合は抽選）

参加料
※飲み物、カメラなどは各自で用
意してください。

申込み　7月12日㈬まで(必
着)に、往復はがきに次の事
項を記入の上、南部浄化セ
ンターへ
○往信表面　〒510-0103
　四 日 市 市 楠 町 北 五 味
1085-18　南部浄化セン
ター「親子探検ツアー」係
○往信裏面　①住所、電話
番号②児童と保護者の
氏名（ふりがな）③児童の
通学校名

○返信表面　郵便番号、住所、
氏名

※1組につき往復はがき1枚
問合せ　(公財)三重県下水道
公社　南部浄化センター
(　059-397-7411）

南部浄化センター
親子探検ツアー

営業課 　368-1673　 368-1685



※児童だけでの参加はできません。

○返信表面　郵便番号、住所、

対　象　小学5・6年生の児童
と保護者

※保護者は小学生1人につき1人
と　き　7月28日㈮13時30分
～16時（集合13時15分）

ところ　津地方裁判所（津市
中央3-1）

内　容　裁判員裁判○×クイ
ズ、模擬裁判員裁判、裁判
官への質問コーナーなど

定　員　20組40人（応募者
多数の場合は抽選）

申込み　7月7日㈮まで(必着)
に往復はがきに次の事項を
記入の上、津地方裁判所事
務局へ

○往信表面　〒514-8526　津
市中央3-1　津地方裁判所
事務局総務課庶務係

○往信裏面　①夏休み自由研
究＜ようこそ！裁判所へ＞参
加希望②参加者の氏名・ふ
りがな・学年③保護者の氏
名・住所・電話番号

○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※1組につき1応募のみ
問合せ　津地方裁判所事務
局（土・日曜日、祝日を除く
9時～17時　 059-226-

　4171）

対　象　鈴鹿市、亀山市内在
住の小学4～6年生の児童と
保護者

※保護者は小学生1人につき1人
と　き　8月7日㈪8時30分
～16時
内　容　バスで日本銀行名古

「夏休み親子日銀見学会」
鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611　 370-2900

夏休み自由研究
「ようこそ！裁判所へ」
市民対話課 　382-9004　 382-7660

屋支店とでんきの科学館を
見学し、お金や電気エネル
ギーについて学びます。

集　合　8時30分に鈴鹿市
役所西側ロータリー

定　員　13組26人(応募多
数の場合は抽選)

料　金　無料
持ち物　弁当、飲み物、筆記
用具など

主　催　三重県金融広報委
員会

申込み　7 月 1 5 日 ㈯まで
( 必着 )に住所、名前 (ふ
りがな ) 、学 年 、電 話 番
号、参加する保護者名を
はがきに記入の上、鈴鹿
亀 山 消 費 生 活センター
(〒5 1 3 - 0 8 0 6 　 算 所
1 - 3 - 3 )へ

※1組につきはがき1枚

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話でお問い合わせの上、鈴
鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。詳しくはお問い合わせ
ください。

※オーダーメイド講習も可能です。
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　7月24日㈪・25日㈫
8時45分～17時

受講料　1万285円（税・教材
費込）

◆アーク溶接特別教育
と　き　7月25日㈫～27日㈭
8時30分～17時

受講料　9,7 20円（税・教材
費込）

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

◆ガス溶接技能講習
と　き　 8月8日㈫・9日㈬8
時45分～17時

受講料　 9,504円（税・教材
費込）

対　象　2カ月～歩く前までの
お子さんとお母さん

と　き　7月19日㈬11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
内　容  ベビーマッサージと
ママのエアロビクス

定　員　各30組（先着順）
参加料　1,200円
申込み　6月2 3日㈮から水
泳 場 窓 口またはホーム
ページで

　外国籍の子どもたちは宿
題を両親に見てもらえないな
ど、学習環境がまだまだ整っ
ていません。そうした子ども
たちの支援をしていただく学
習支援ボランティアの養成
講座です。
対　象　地域や学校で学習
支援活動に参加できる方
で、できる限り全講座に参
加できる方

と　き　7月13日㈭・20日㈭
10時～11時30分

※7月21日から28日までに1回
市内小学校での活動見学を
予定しています。

ところ　男女共同参画センター

外国籍児童・生徒の学習を
支援するボランティア

養成講座
鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

ベビービクス・ママビクス教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

研修室（神戸2-15-18）
講　師　市教育委員会　日
本 語 教 育コーディネー
ター
定　員　15人(先着順)
参加料　無料
申込み　7月7日㈮までに郵
便番号、住所、氏名、電話
番号を記入の上はがき、
ファクス、電子メールで鈴
鹿　国際交流協会(〒513-

　0801　神戸1-17-5)へ
※市内小・中学校での放課後教
室や長期休み時の支援、ボラ
ンティア運営の学習支援室
などで活動予定です。

対　象　身長145cm以上の方
と　き　7月23日㈰、8月13
日㈰、9月1 7日㈰1 0時～
12時(雨天時は中止または
延期とします。)

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿 多目的広場（御
薗町1669）

内　容　初心者、初級者を
対象とした基本的技能の
習得

講　師　三重県アーチェリー
協会の公認指導員

定　員　10人(先着順)
受講料　1 回 5 0 0 円（当日
払い）

※傷害保険料が含まれていま
せんので、各自ご加入くだ
さい。

※運動のできる服装でお越し
ください。道具は貸与します。
申込み・問合せ　三重県アー
チェリー協会事務局　森下
(　takumaru.archery@

　gmail.com)

アーチェリー教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511　 372-8002

ベビービクス・ママビクス教室



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6月30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・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。

※8 月 4 日 ( 金 ) の午前・午後と

21 日 ( 月 ) の午後は、検査時のみ

お子さんの一時預かりを行います

（予約不要）。

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

※8月4日㈮の午前・午後と21日㈪の午後は、検査時のみお子さんの一時預かりを行います（予約不要）。
と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

8月4日㈮　午前・午後
8月21日㈪　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

8月4日㈮・21日㈪・27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

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

8月4日㈮・21日㈪・27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 7 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７月２８日㈮

9時30分～11時（育児相談・栄養相談・助産師に
よるおっぱい相談・身体計測）

と　　き ところ 備　　　　　考申 込 み相　　談
すくすく広場 母子健康手帳（相談希望者）

※おっぱい相談は希望者多数の場合、
ご希望に沿えないことがあります。

　生後 2 ～ 3 カ月の赤ちゃんのご家

庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」

が訪問します。対象の方には訪問す

る前月の下旬に案内を郵送します。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

健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。

　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。

赤ちゃん訪問赤ちゃん訪問

妊婦健康診査妊婦健康診査

　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。

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

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

１５組
７月９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

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7月24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）

7月21日㈮
13時15分～14時30分

深井一郎医師（呼吸器外科）
「知っておきたい
肺がんの話」

6月28日㈬から
(先着順)

６月2６日㈪から
（先着順）

無料保健
センター

離乳食コース
平成２９年１月～平成２９年
３月生まれの乳児をもつ方

30組７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
６月2７日㈫から
（先着順）

親子クッキング
コース

平成２３年4月2日～平成25
年4月1日生まれの幼児とそ
の保護者の方で初参加の方

無料保健
センター１５組

7月2４日㈪・２５日㈫
9時４５分～１2時３０分

親子でクッキング体験
（軽食とおやつ）

6月30日㈮から
（先着順）

教　室教　室

※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）

対　象　生後 12 ～ 24 月未満（1

期）と平成 23 年 4 月 2 日～平成

24 年 4 月 1 日生まれ（2 期）の

方　

ところ　実施医療機関　

費　用　無料（対象期間内で 1 回限

り）　

持ち物　母子健康手帳、健康保険証

、予防接種予診票

※予診票がお手元にない方は、健康

づくり課または地区市民センター

でお渡しします。母子健康手帳を

持ってお越しください。

■おたふくかぜワクチン（任意接

種の費用助成）

対　象　生後 12 月～小学校就学始

期の前日までの方

ところ　実施医療機関

助成額　2,500 円（1 回のみ）　

持ち物　母子健康手帳、健康保険証

、予防接種予診票

※予防接種予診票は、市内実施医療

機関に置いてあります。

※市外医療機関で接種をご希望の場

合は、事前に健康づくり課へ申請

が必要です。

予診票・受診票交付窓口が

変わります

予診票・受診票交付窓口が

変わります

　4 月から、予防接種の予診票の

交付や妊産婦健診、乳児健診の受

診票の交換・交付は、健康づくり

課が窓口になりました。必要書類

を確認の上、健康づくり課へお越

しください。都合がつかない方は

、健康づくり課へお問い合わせく

ださい。
り課へお問い合わせください。

受診票・予診票の種類 必 要 書 類
母子健康手帳、前市町村の受診票、申請者の本人確認書類（運転免
許証、在留カードなど）

妊婦健康診査・妊婦歯科健康診査・
産婦健康診査の受診票

母子健康手帳、前市町村の受診票（交付されている方）、在留カード
（外国籍の方）

乳児健康診査（4カ月児・10カ月児）
の受診票

母子健康手帳（接種履歴のわかるもの）、在留カード（外国籍の方）予防接種の予診票



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

 

清掃ボランティアで

まちをきれいに
廃棄物対策課

　 382-7609　　382-2214
　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　自治会をはじめ各種団体や企業の

皆さんの清掃ボランティア活動によ

り、美しいまちが維持されています。

市ではこのような清掃ボランティア

活動に対して、実施団体からの申し

出により、毎年約 200 件の支援を行っ

ています。

こんなに

きれいに

なりました

清掃ボランティア

活動を支援します

　神戸地子町自治会では、5

月 14 日㈰に清掃ボランティア

活動として、地域の道路や公

園などのポイ捨てごみの回収、

草刈りなどが実施されました。

約 1時間の清掃活動により、

まちがどんどんきれいになり、

参加された皆さんは喜びを感

じている様子でした。

神戸地子町自治会長 

中西 尚さんのお話

　「春と秋に清掃ボランティアを

実施しており、毎回約 40 人の会

員に参加していただいています。

道路や公園が美しくなるだけでな

く、交差点などの見通しも良くな

り、地域の皆さんや保育所の子ど

もたちも喜んでくれていると思い

ます。」

　地域の市道など、市管理地を清

掃していただく清掃ボランティア

活動を対象に、専用ごみ袋の配布

と清掃後のごみ袋の回収を行って

います。自治会だけでなく、各種

団体（ P T A、こども会、老人会

など）や、企業の社会貢献活動の

一環として実施いただく場合にも

対応しています。

　１週間前までに「清掃ボラン

ティアに伴う回収依頼書」と「回

収場所の地図」を廃棄物対策課ま

たは地区市民センターに提出して

ください。

〈申込方法〉

〈ご注意ください〉

・専用ごみ袋は、家庭ごみを出す

ときには使用できません。

・回収対象となるのは、市道など

の市管理地の清掃ボランティア

です。

・清掃後のごみの回収は原則月曜

日に行います。申し込み多数の

場合は、回収日が火曜日以降に

なる場合があります。

※詳しくは廃棄物対策課へお問い

合わせください。



7 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　

7 月図書館

●休館日　金曜日、4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）
1日、9日、15日14時30分～15
時、13日10時30分～10時50分
、22日10時30分～11時江島分
館（1階閲覧室）6日10時30分～
11時、（2階ギャラリー）8日11
時～11時45分

●配本／ふれあいライブラリー

7 月相談

ポ
ー
ツ

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
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
9：00～17：00

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

13：00～17：00
9：00～12：00

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

5・9・12・17・19・23・25～27日
11日
18日
3日
4日
5日

3・7・24・25日

4・14日
8・9・20日
11日
15日
16日
1・17・22・31日
5・12・19日

18日

21・27日
2・30日
3・6・20日
31日

休業日 3日㈪・4日㈫・5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）

休館日  10日㈪　

月

388-0622●市武道館

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
9：00～17：00

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

13：00～17：00
9：00～12：00

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

13：00～17：00
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

1・8・15日
3・18・29・31日
4・6・7・12～14・20・21・26・28日
9・16日
17・23日

25日

27日

9：00～21：00
13：00～21：00
9：00～17：00

18：00～21：00

1・3・4・6・7・11・13・14・17・18・20・21・25・27～31日
2・8・23日
5・12・19・26日
9・15・16・22日

13：00～17：00
9：00～21：00
9：00～17：00

13：00～21：00
18：00～21：00

1・8・15・22日
2・3・7・14・16・21・28・31日
4・6・11・13・18・20・25・27日
5・12・17・19・26日
9・23・30日

9：00～21：00
18：00～21：00

1・3～9・11～23・25～31日
2日

（県営鈴鹿スポーツガーデン）

休館日  10日㈪　 休館日  10日㈪・24日㈪

卓　　　球

●西部体育館 371-1476

　　　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
9：00～17：00
18：00～21：00

　　　

1・3～8・10～29・31日

2日

9日
1・3・8・10・11・15～18・22～26・29・31日

2・4日

5・7・12・14・19・21・28日
9日

バドミントン

バスケットボール

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

1・8・15・22・29日

2・4日

3・5・6・10～13・16～20・23～25・27・31日
9日
26日
1・8・15・22・29日
6・13・20・27・28日
7・14・21日

　　　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
9：00～17：00
18：00～21：00

　　　

バレーボール

図
書
館

●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

3日㈪
18日㈫

※(17日㈪か
ら変更 )

31日㈪

10日㈪
24日㈪

 

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

12日㈬
26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

10：00～10：30

11：00～11：30

13：30～14：00

14：30～15：00

15：30～16：00

5日㈬
19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

11：00～11：30

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

13日㈭
27日㈭

6日㈭
20日㈭

10：00～10：30

11：00～11：30

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

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士）25日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15

◎法律相談 7・14・28日 10：00～15：00

◎クレジット・サラ金相談 4日 13：00～16：00

◎交通事故相談（NPO） 18日 10：00～15：00

外国人のための行政書士相談 13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 12・26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

4・6・7・11・13・14・
20・21・25・27日

女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 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 6日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

石薬師公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221411日

◎総合相談 21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
月

2017・6・20



おおううちち dede 給給 食食

学校給食人気メニューの

レシピを紹介します

ラタトゥイユ

　     フランスの煮

込み料理｢ラタトゥイ

ユ」を給食に取り入れ

ています。なすやトマ

ト、ズッキーニなどの

夏野菜をおいしく食べ

られるレシピです。

　そのままでもおいし

いですが、パンやパス

タにもよく合います。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●ベーコン　40g

●なす　100g

●人参　50ｇ

●ピーマン　50g

●玉ねぎ　150g　　

●ズッキーニ　50g

●トマト　75g

●トマト水煮　50ｇ

●おろしにんにく　5ｇ

●オリーブ油　5g

●コンソメ　5g

●砂糖　5ｇ

●トマトケチャップ　10ｇ

●薄口しょうゆ　5ｇ

●水　25ｍｌ

〈作り方〉〈作り方〉

①ベーコンは 1ｃｍに切り、なす・

人参はいちょう切り、ズッキー

ニは半月切り、ピーマン・玉ね

ぎは色紙切り、トマトは角切り

にし、ピーマンは下ゆでする。

②鍋にオリーブ油、おろしにんに

くを入れて点火し、にんにくの

香りが出たら、ベーコンを入れ

て炒める。

③ 玉ねぎ、人参、なす、ズッキー

ニを加えて、油がなじむまで、

3 ～ 4 分炒める。

④水、トマト水煮、トマト、調味

料を加えて 15 ～ 20 分ほど煮

込む。

⑤ピーマンを加えて、一煮立ちさ

せる。

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』

7月1日㈯～15日㈯…大地震から生き残るために
　　　　　　　～家屋の耐震化と家具固定の補助制度

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

※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

　　　　　　　～家屋の耐震化と家具固定の補助制度

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

[5 月31日現在 ] 月

 火　災　件　数/1件、うち建物0件
（22件、13件増）

 救　急　出動数/761件（3,851件、
205件増）

 交　通　事故数/508件、うち人身事
故48件（2.784件、91件増）
死者数/1人（4人、1人増） 
傷者数/68人（361人、82
人減）

人口･世帯数 人口/200,206人（16人増）

 男性/99,937人（ 9人増   ） 

女性/100,269人（  7人増） 

世帯数/84,286世帯（118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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