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　 (公財)救急医療情報セン
ターコールセンターでは、救
急車を呼ぶほどではない病
気やケガなどのとき、診療が
受けられる医療機関を24時
間3 6 5日紹介しています。
10月1日㈰0時からコールセ
ンターの電話番号が下記の
とおり変わりますのでご注意
ください。

コールセンター
　059-229-1199

※県ホームページ「医療ネットみえ」
（　http://www.qq.pref.mie.
　lg.jp）からも今診てもらえる医
療機関などを検索できます。

※自動音声とファクス案内は9月
末で一旦終了となります。

　10月の日曜日は、全国的な

救急医療情報センター
コールセンターの
電話番号変更

健康づくり課　382-2252　 382-4187

マイナンバーカード
受取窓口開設日変更

戸籍住民課　327-5056　 382-7608

システムメンテナンスのため、
マイナンバーカード受取窓口の
開設日を変更させていただきま
す。
10 月の日曜受取窓口開設日

　10 月 8日、29日（第 2、第

5日曜日）9時～ 11時 40分
※11 月以降は、これまで通り第 2・

第 4 日曜日 9 時～ 11 時 40 分で

す。

※スケジュールは変動することがあ

ります。

※日曜日は予約枠が埋まりやすいた

め、早めにご予約ください。なお、

4 週間先まで予約できます。

※平日（年末年始、祝日を除く月～

金曜日）は 9 時～ 16 時 40 分

図書館の休館
図書館 　382-0347　 382-4000

　図書館本館と江島分館は、蔵
書点検のため下記の期間休館し
ます。
と　き　9月 28日㈭～ 10月 6
日㈮

※休館中の本の返却は、本館・江島

分館の夜間返却口をご利用くださ

い。

秋の全国交通安全運動

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　9月 21日㈭から 30日㈯ま
での 10日間、秋の全国交通安
全運動が実施されます。
　これからの季節は、日ごとに
日が沈むのが早くなります。歩
行者の皆さんは、反射材の活用
や明るい服装を着用し、横断歩
道を渡るときは手を挙げて渡る
よう心掛けましょう。
　自転車や自動車に乗る方は、
早めにライト点灯を行い、子ど
もや高齢者の方を見かけたら、
スピードを控えて交通事故を防
止する思いやりのある運転に心
掛けましょう。

　この調査は、総務省統計
局が10月1日現在で実施す
るものです。国民のふだん
の就業・不就業の状態を調
査し、その結果は各種雇用
政策、少子・高齢化対策な
どの基礎資料となります。調
査をお願いする無作為に選
出された世帯に、9月下旬か
ら調査員がお伺いしますの
で､調査の趣旨をご理解い
ただき、調査票への回答を
お願いします。後日、回答い
ただいた調査票を回収する
ため調査員がお伺いします。
指定の期日までであれば、
パソコンやスマートフォンに
よるインターネット回答も可
能ですので、ぜひご利用くだ
さい。
※国や県が行う統計調査は、顔
写真入りの「調査員証」を持っ
た調査員が訪問し、調査実施
者や連絡先を記載した書類を
お渡しして行います。電話や
電子メールで、直接調査の回
答をお尋ねすることはありま
せん。

※調査員には、調査で得た情報
を漏らしてはならない守秘義
務が課せられています。

就業構造基本調査の
実地調査

～働く人の明日をつくる～
総合政策課 　382-7676　 382-9040

ため調査員がお伺いします。
指定の期日までであれば、

　防犯カメラ設置事業とし
て、平田町駅前周辺に防犯
カメラを5カ所、10基を設置
しました。
　これを機に地域で見守り合
い、安全に安心して暮らせるま
ちとなるようご協力ください。

　通学区域の弾力化とは、将
来推計に基づき過大規模校
やそれに準じる大規模校とし
て対応が必要な学校につい
て、指定校以外の学校への
就学を認めるものです。平成
28年4月から旭が丘小学校
と白子中学校で通学区域の
弾力化を実施しています。
対　象　旭が丘小学校、白子
中学校の通学区域在住
で、平成30年4月1日に小
学1年生、中学1年生にな
る方

～働く人の明日をつくる～

防犯カメラ設置
交通防犯課 　382-9022　 382-7603

平成30年度通学区域
弾力化制度の希望者募集
学校教育課 　382-7618　 382-9054

居住している校区

旭が丘小学校 愛宕小学校
玉垣小学校

白子小学校

千代崎中学校
鼓ヶ浦中学校

天栄中学校
鼓ヶ浦中学校

千代崎中学校
創徳中学校

創徳中学校

白子中学校
（旭が丘小学区）

白子中学校
（桜島小学区）

白子中学校
（稲生小学区）

就学が認められる学校

申込み　10月2日㈪から31日
㈫までに、現在就学してい
る学校（新小学1年生は学
校教育課（平日8時30分～
17時15分））へ

※11月中に受入者を決定します。
※就学を希望する学校までの距
離が、小学校の場合は概ね直
線で2km以内、中学校の場合
は概ね直線で6km以内である
ことなどの条件があります。ま
た、受入校ごとに定員を決めま
すので、希望しても認められな
いこともあります。

※旭が丘小学校1年生になる方
には詳しい案内を就学時健康
診断の案内と同時に送付する
予定です。

※詳しくは市教育委員会ホーム
ページをご覧ください。



対  象　昭和32年4月2日以
降生まれで調理師免許、
栄養士免許のいずれかを
取得または給食調理現場
での勤務経験を有する方
定　員　1人
勤務条件　給与は15万5,800
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、雇用した日（平成29年
11月採用予定）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　小学校調理室
（市内18カ所）または学校
給食センター（岡田町）の
いずれか
申込み　9月20日㈬から10月

小学校給食
嘱託調理員募集

教育総務課 　382-1214　 383-7878

13日㈮まで（土・日曜日、 内  容　個別面接、実技試験

　10月から、㈱百五銀行が
市の指定金融機関として今
後2年間、市の税金などの
収納と支払の事務を行いま
す。税金などを市に納めて
いただくときは、これまでど
おり次の金融機関でも取り
扱います。
金融機関　㈱三重銀行、㈱
第三銀行、北伊勢上野
信用金庫、東海労働金
庫、㈱中京銀行、㈱三菱
東京U F J 銀行、鈴鹿農
業協同組合、三重県信用
漁業協同組合連合会、

指定金融機関変更
会計課 　382-9002　 382-8222

10月から、㈱百五銀行が
市の指定金融機関として今
後2年間、市の税金などの
収納と支払の事務を行いま
す。税金などを市に納めて
いただくときは、これまでど
おり次の金融機関でも取り

㈱三重銀行、㈱
第三銀行、北伊勢上野
信用金庫、東海労働金
庫、㈱中京銀行、㈱三菱
東京U F J 銀行、鈴鹿農
業協同組合、三重県信用
漁業協同組合連合会、

㈱ゆうちょ銀行
※㈱ゆうちょ銀行では一部取り扱
いできない納付書があります。

◆休日窓口
と　き　9月24日㈰9時～
16時30分

◆夜間窓口
と　き　9月28日㈭・29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・休日窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

健全化判断比率などの公表

財政課　 382-9041　 382-9040

　平成 28年度決算に基づいて算
定した健全化判断比率（実質赤字
比率、連結実質赤字比率、実質公
債費比率、将来負担比率）と公営
企業を対象とした資金不足比率を
公表します。
※算定の詳しい内容は市ホームペー

ジ（行政ガイド→計画・財政・施

策→財政→健全化判断比率及び資

金不足比率）に掲載しています。

実質赤字比率

比率区分

ー

算定結果

11.54

早期健全化基準

会計名 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計

20

下水道事業会計
（公共下水道事業）

ー

ー

下水道事業会計
（農業集落排水事業） ー

20

連結実質赤字比率 ー 16.54 30

実質公債費比率 5.1 25 35

将来負担比率 13.9 350

財政再生基準

比率）に掲載しています。

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

（単位：％）

（単位：％）

※各会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。

対　象　次の要件を全て満
たしている方
○昭和32年4月2日以降生ま
れの方
○介護支援専門員、保健師
または看護師の資格を取
得の方

○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ま
たは平成29年10月末日ま
でに取得見込みの方
業務内容　鈴鹿市および亀
山市での要介護認定調査
および調査票の作成業務
定　員　1人
勤務条件　 給 与 は 1 8 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、平成29
年11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　鈴鹿市役所また
は鈴鹿亀山地区広域連合
（鈴鹿市役所西館2階）
申込み　9月20日㈬から10

平成29年度採用市嘱託職員
（介護保険認定調査員）募集
人事課　 382-9037　 382-2219　

当など）があります。また、

月6日㈮まで（土・日曜日
を除く8時 3 0分～1 7時
1 5 分）（必着）に、嘱託
職員採用試験申込書を
直接または郵送で人事
課へ

※嘱託職員採用試験申込書は、
直接または郵送で人事課
(〒513-8701（住所不要）)
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　10月13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。

と　き　10月11日㈬13時
30分から

ところ　市役所本館12階　
1201会議室

内　容　第2期鈴鹿市地域
福祉計画進捗状況の評価
などについて

平成29年度採用市嘱託職員

鈴鹿市地域福祉計画審議会を
傍聴できます
健康福祉政策課

　 382-9012　 382-7607

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
25分まで、会場で受付

2

1 3 日㈮まで（ 土・日曜日、
祝日を除く 8 時 3 0 分～ 1 7
時 1 5 分）（ 必着）に、採用
試験申込書を直接または
郵送で教育総務課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵 送 で 教 育 総 務 課

（〒513-8701（住 所 不 要））

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、92 円切手を貼っ

た 12ｃｍ×23ｃｍ程度）を必

ず同封してください。

◆採用試験
と    き　10 月 22 日㈰
ところ　第二学校給食センター
（稲生 4-2-50）



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
直接または郵送で人事

嘱託職員採用試験申込書は、

　10月11日㈬13時

　市役所本館12階　

　第2期鈴鹿市地域
福祉計画進捗状況の評価

　厚生労働省では、戦没
者遺骨のDN A鑑定につ
いて、これまで遺留品など
からご遺族が推定できる場
合に、ご遺族からの申請に
基づいて戦没者遺骨との
DNA鑑定を行ない、判明
した場合、遺骨を返還して
います。
　厚生労働省では試行的
な取り組みとして、沖縄県
の 1 0 地 域で収 容された
戦没者の遺骨について、
ご遺族と思われる方から
の申請を募り、ある程 度
戦没者とのつながりが確
認できる場合に、DNA鑑
定を行います。希望される
方は、厚 生 労 働 省 社 会・
援 護 局 事 業 課 （ 〒
1 0 0 - 8 9 1 6 東 京都千代
田区霞が関1 - 2 - 2
　d n a k a n t e i @mh lw .
g o . j p　 0 3 - 3 5 9 5 - 2 2
1 9　 0 3 - 3 5 9 5 - 2 2 2 9）
へお問い合わせください。

鈴鹿市地域福祉計画審議会を

戦没者遺骨の
DNA鑑定の実施

健康福祉政策課
　 382-9012　 382-7607

◆対象地域
真嘉比（那覇市）、幸地
（西原町）、大里字高平
（南城市）、経塚（浦添
市）、前田（浦添市）、伊
原（糸満市）、米須（糸満
市）、喜屋武（糸満市）、
真壁（糸満市）、具志頭
須武座原（八重瀬町）

　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3カ月以上
「ねたきり」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

と　き　11月中
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（毛布は対象外で
す）。対象者一人あたり2
枚までで、1週間から10日
間ほどお預かりします。

費　用　無料（貸ふとんは有
料）

申込み　10月31日㈫まで
に、地 域 包 括 支 援セン
ターなどを通じて申請書

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課
　 382-7935　 382-7607

ま 　 か 　 び こう　ち

う ら そ えきょうづか

お お ざ と あ ざ た か ひ ら

い と ま ん

き ゃ ん

こ め す

ぐ 　 し か みま 　か べ

す ん 　 ざ ば る や え せ

市）、喜屋武（糸満市）、

「ねたきり」などの症状によ

枚までで、1週間から10日

に、地 域 包 括 支 援セン

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

と　き　9月29日㈮15時から
ところ　男女共同参画セン
ター  ホール（神戸2-15-18）
内　容　市内事業所事業報
告など
定　員　5人程度(先着順)
申込み　当日14時30分か
ら14時50分まで、会場で
受付

　特許、実用新案、商標、意

SUZUKA女性活躍推進
連携会議が傍聴できます

男女共同参画課
　 381-3113　 381-3119

知的財産に関する相談会
産業政策課

　 382-8698　 382-0304

支援センターの連絡先など、

ター  ホール（神戸2-15-18）

匠などに関して、具体的な相
談から素朴な疑問までアドバ
イザーが相談に応じます。
と　き　10月24日㈫13時
30分～16時

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階第一応接室
内　容　手続き書類の書き
方・権利取得までの流れ
など
申込み・問合せ　電話で鈴
鹿商工会議所（　382 -
　3222）へ
※1相談45分程度（要事前予約、
個別相談）

　事業者を対象に軽減税率
制度の概要や制度対応に係
る支援制度などについて説
明します。
と　き　10月18日㈬、11月
9日㈭14時～15時30分

※両日とも内容は同じです。
ところ　文化会館けやきホー
ル（飯野寺家町810）
定　員　500人（先着順）
問合せ　鈴鹿税務署
　（　382-0351（音声案内
後2を押してください。））

※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。

消費税軽減税率制度等説明会
市民税課

　 382-9446　 382-7604



　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　10月14日㈯10時～
12時（少雨決行）

ところ　深谷公園（八野町）
※9時55分を目処に深谷公園管
理事務所前にお越しください。

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　10月11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

　新名神高速道路および
（仮称）鈴鹿PAスマートIC、
東海環状自動車道の進捗状
況についてパネル展示を行
います。
と　き　9月22日㈮～28日
㈭

ところ　市役所本館15階
展示スペース

催 し 物

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

新名神高速道路・東海環状
自動車道パネル展示

土木総務課　382-9072　 382-7612

と　き　10月7日㈯19時から
ところ　文化会館　プラネタ
リウム（飯野寺家町810）
内　容　スーパームーンと中
秋の名月についてのお話
と、望遠鏡で月・土星を観
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
で受付

※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。

　交通安全対策の一環とし
て、子どもたちの交通安全に
対する意識の高揚を図るた
め、児童生徒の交通安全に
関する図画・ポスターを募集
しました。応募作品の中か
ら、特選入賞者、入選・佳作
入賞者の作品を展示します。
と　き　9月21日㈭～30日㈯
ところ　鈴鹿ハンター3階　
市民ギャラリー

「道でつながる古代の役所」

交通安全図画・
ポスターの展示

交通防犯課　382-9022　 382-7603

15分までに、住所、氏名、

（仮称）鈴鹿PAスマートIC、

と　き　10月14日㈯14時
から

ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
講　師　近江俊秀さん（文
化庁）
聴講料　無料
※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。

　就学前の乳幼児と保護者
の皆さんに子育て応援館で
自由に遊んでいただけるよう
に一般開放します。
対　象　市内在住の就学前
の乳幼児と保護者

と　き　10月6日㈮9時～12
時、13時～16時

ところ　子育て応援館　プレ
イルームと体育室(白子駅
前6-33)
内　容　親子で自由に遊んで
いただけます。また11時15分
ごろと15時15分ごろに手遊
び、パネルシアター、絵本の読
み聞かせなどを行います。
参加料　無料
申込み 不要
※施設内ではおやつ、食事を摂
ることはできません。

※水分補給についてはスペース
を設けてありますので、各自
でご用意ください。

対　象　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

特別展関連講演会
「道でつながる古代の役所」
考古博物館　374-1994　 374-0986

子育て応援館一般開放
子ども政策課

　382-7661　 382-9054

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

と　き　10月28日㈯13時
30分～16時30分

ところ　消防本部(飯野寺家
町217-1)
内　容　自動車の仕組みと
作動、日常点検、トラブル
の対処法、119番通報方
法、車両からの救出方法、
車両火災の対処方法など

※受講者には記念品を進呈
定　員　100人（先着順）
受講料　無料
申込み・問合せ　10月20日
㈮までに鈴鹿自動車整備
組合（中川　090-7300-
　0063)へ

　鈴鹿川の河川敷（庄野橋
～定五郎橋）をボランティア
清掃します。
対　象　ボランティア団体、
自治会、一般団体、個人
の方

と　き　1 0月2 2日㈰8時
から1時間程度（雨天中止）
集　合　河川防災センター
（庄野町981-1）
申込み　10月13日㈮までに
電話で河川雨水対策課へ

※軍手は各自で用意してくださ
い。ゴミ袋、ゴミばさみは用意
します。

鈴鹿川クリーン大作戦
参加者募集
河川雨水対策課

　382-7614　 382-7612

女性マイカー点検教室
交通防犯課　382-9022　 382-7603



法、車両からの救出方法、

　ボランティア団体、

から1時間程度（雨天中止）

と　き　10月21日㈯・22日
㈰9時～16時　

ところ　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690－1）
内　容　
○三重県植木品評会の出
品物および入賞品の特別
展示
○寄せ植え作り体験　各日
13時から（受付11時）、
各日先着3 0人、参加料
1500円
○植木オークション　各日
14時から
○キッズECOハンギングバ
スケット作り　小学生対
象　各日11時から（受付
9時）、各日先着30人、参
加無料　
○苗木購入券プレゼント　
中学生以上対象（1人につ
き１枚）、各日10時からと14
時から、各回先着100人
○鈴鹿の特産物の販売
○青空教室
　「ブルーベリーの育て
方」21日13時から
　「サツキの育て方」22日
13時から

※各イベントは、天候の都合で
変更または中止となる場合が
あります。
問合せ　三重県花植木振
興会事務局（県農産園芸
課内）(　059 -224 -28
　08　059-223-1120)

三重県植木まつり
農林水産課　382-9017　 382-7610

1 3時から（受付11時）、

　「椿の農業と地域を考える
会」では、皆さんとの交流と
ご縁づくりの体験イベントを
実施します。
と　き　10月8日㈰9時～13
時ごろ

ところ　矢田しいたけ園（大
久保町 3 7 6 ）、サファリ
ファーム（大久保町地内）
内　容　黒大豆枝豆、マコ
モタケ、原木しいたけ収
穫体験と試食会、焼きた
てマイピザ、焼き芋などで
昼食交流会と軽トラ市

定　員　40人程度（先着順）
参加料　中学 生 以 上 1 人
2 , 5 0 0円、小学生以下
1,000円

申込み　10月1日㈰までに、
参加者全員の氏名・年
齢・性別、代表者連絡先
（住所、電話番号）を電
話またはファクスで椿の
農業と地域を考える会
（大谷　090-9029-96
　88　328-1562）へ
※小学生以下は、大人（中学生以
上）1人につき2人まで。

※天候により内容を変更する
ことがありますが、雨でも実
施します。

鈴鹿・椿の縁結びプロジェクト
「椿収穫祭」

農林水産課　382-9017　 382-7610

　スクエアステップリーダー
は、地域の介護予防ボラン
ティアとして、スクエアステ
ップを指導できる人です。ス
クエアステップリーダーにな
って、一緒に地域の健康づ
くりをしましょう。
※スクエアステップとは、マス
目で区切ったマットを使って
ステップを踏み、楽しみなが
ら介護予防（転倒予防・認知
機能向上）を目指す運動です。

対　象　2日間受講できる
65歳以上の方（営利目的・
非営利目的を問わず、デイ
サービスなどの事業所やス
ポーツクラブなどでの指導
を目的としている方は除く）
と　き　11月13日㈪10時
～15時と20日㈪9時30分
～14時30分
ところ　保健センター
定　員　20人（先着順）
受講料　無料（認定登録料
2,000円は別途必要）

申込み　10月31日㈫まで
に健康づくり課へ

対　象　県内に住民登録し
ている離職者で、満75歳
未満の方

と　き　11月8日㈬～12月
22日㈮

ところ　三重県社会福祉
会館（津市桜橋2-131）

定　員　39人（応募者多数
の場合は抽選）

第5期スクエアステップ
リーダー養成講座

健康づくり課
　327-5030　 382-4187

介護職員初任者研修
長寿社会課　382-7935　 382-7607

機能向上）を目指す運動です。

65歳以上の方（営利目的・

を目的としている方は除く）

受講料　無料（教材費は実
費負担）

申込み　9月25日㈪から10
月1 6日㈪まで（必着）に
電話で三重県社会福祉
協議会福祉人材課（　
059-227-5160）へ

  鈴鹿亀山地区介護支援専
門員協会が、設立１０周年記
念講座として、介護の日市民
公開講座を開催します。
と  き  １０月３日㈫14時３０分
～16時（開場１3時３０分）
ところ  鈴鹿市文化会館　
けやきホール（飯野寺家
町810）

テーマ　「私の暮らしとこれ
からの社会～年齢を重ね
ても、住み慣れた場所で
暮らし続けるために～」

講　師　堀田聰子さん（慶
応義塾大学　大学院健
康マネジメント研究科教
授・社会保障審議会介護
給付費分科会委員）

参加料　無料
定　員　500人
問合せ　鈴鹿亀山地区介護
支援専門員協会事務局
（鈴鹿西部地域包括支援
センター内　370-3751）

介護の日　市民公開講座
健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

センター内　370-3751）



センター内　370-3751）

対　象　事業を営んでいる方
と　き　10月19日㈭15時
～16時30分
ところ　鈴鹿商工会議所 2
階 特別会議室

内　容　「カリスマ駅弁販
売員」が伝授する究極の
コミュニケーション術を
テーマに講演。NHK総
合テレビ「プロフェッショ
ナル仕事の流儀」出演で
大反響の驚異的な売上を
あげた秘訣とは。
講　師　三浦由紀江さん
(㈱日本レストランエンタ
プライズ　 駅 弁マイス
ター)
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　10月13日㈮まで
に、電話で鈴鹿商工会議
所(　382-3222)へ

と　き　1 1月4日㈯9時～
1 5時（雨天時1 1月5日
㈰）

ところ　西条中央公園（文
化会館西）
募集数　120ブース
出店料　1ブース（2m×2m）
2,000円
申込み　10月31日㈫まで
に、西条発展会ホームペー
ジ（　ht tp : / /n i s h i j o .
　 jp /）へ
主催・問合せ　西条発展会
事務局（　 384-2122）

消費税軽減税率・
転嫁対策セミナー

産業政策課　382-8698　 382-0304

元気フリーマーケット
出展者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

・

　ストレス発散、ダイエット
効果、全身の筋力を使った
健康効果、和太鼓を通じて
仲間づくりを図ります。
と　き　10月23日㈪・30日
㈪、11月3日(金･祝)・20日
㈪・27日㈪、12月4日㈪
全6回　19時～20時

ところ　農村環境改善セン
ター（岸田町1549-12　
　374-3455）　

講　師　和太鼓凛さん(鈴鹿
と・き・め・きカルチャー大
使)

定　員　10人(先着順)　
参加料　5 ,000円（保険料
を含む）
申込み　9月22日㈮から10
月8日㈰9時から20時ま
でに、参加料を添えて鈴
鹿市農村環境改善セン
ターまたはAGF鈴鹿体育
館（9月25日㈪を除く）へ

申込み  フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1
カ月前から受付。事前に電
話で問い合わせの上、鈴
鹿地域職業訓練センター
窓口へ

※会員に加入されると特典が
あります。

和太鼓教室参加者募集
鈴鹿市体育協会

　387-6006　 387-6008

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

ターまたはAGF鈴鹿体育
館（9月25日㈪を除く）へ

職業訓練講座

　ストレス発散、ダイエット

※オーダーメイド講習も可能です。
◆ガス溶接技能講習
と　き　10月23日㈪・24日
㈫8時45分～17時

受講料　9 ,504円（教材費
込）

◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　10月25日㈬・26日
㈭8時45分～17時

受講料　1万28 5円（教材
費込）

◆陶芸講座
　酔月窯の講師と共に、カ
ップやお皿、お茶碗などを
作ります。
と　き　10月31日㈫10時
～15時　
受講料　4 ,320円（教材費
込）

◆玉掛け技能講習
と　き　学科：1 1月1 3日
㈪・14日㈫8時45分～17
時　実技：11月15日㈬・
16日㈭・17日㈮の中で選
択受講します。8時45分
～17時　
受講料　1万2 , 4 4 5円（教
材費込）

◆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：11月7日㈫8
時～17時30分　実技：Ⅰ
コース11月18日㈯・25日

オーダーメイド講習も可能です。

時　実技：11月15日㈬・

時～17時30分　実技：Ⅰ

㈯・26日㈰、Ⅱコース11月
8日㈬～10日㈮、Ⅲコース
11月14日㈫～16日㈭　
各日8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　10月2日㈪から受付

◆パソコンスキルアップ塾
　ワードはエクセル表の貼
付、検索と置換、プロパティ
の設定、エクセルはグラフ
の活用、図形の挿入など、
中級レベルの講習
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　1 講 座（ 5 0 分 ）
1,000円
申込み　随時
※講師がマンツーマンで対応
する補講講座も開催（上記各
時間1人のみ）。詳しくはお
問い合わせください。

申込み 10月2日㈪から受付



対　象　小中学生とその家
族（小学生未満の付き添
い参加は不可）

と　き　10月28日㈯・29
日㈰1泊2日
ところ　鈴鹿青少年セン
ターおよびその周辺
内　容　レクリエーション、ア
ウトドアクッキング、キャン
プファイヤーなど
定　員　18家族（応募多数
の場合は抽選）
参加料　小中学生2 , 5 0 0
円、 保護者3,500円
申込み　9月20日㈬から10
月10日㈫まで（必着）に所
定の用紙に記入し、郵送ま
たはファクスで鈴鹿青少年
センター（〒513-0825　
住吉町南谷口）へ

対　象　小学1・2年生と保
護者

と　き　10月15日㈰～12月
10日㈰全8回（予備日12
月17日㈰）10時～12時

ところ　Hondaアクティブ
ランド　室内野球練習場

わくわくファミリー
キャンプ

鈴鹿青少年センター
　378-9811 　378-9809

親子野球スクール
鈴鹿市体育協会

　387-6006 　387-6008

（住吉町6731-2）
内　容　Honda鈴鹿硬式
野球部の現役選手および
OB選手の指導で、ティー
ボールなどを使い親子で
野球の基本を楽しく学び
ます。子どもたちの技術の
向上に合わせて、運動能
力を伸ばしスポーツを楽
しむ心を育てます。
定　員　親子50組（先着順）
参加料　5,000円（保険料を
含む）

申込み　9月22日㈮～10月
8日㈰9時～20時（9月25
日㈪を除く）までに、参加
料を添えてAGF鈴鹿体
育館（江島1-1-1）へ

と　き  10月9日(月・祝）10時～
16時

ところ  三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿（御薗町1669）
参加料  無料
内　容
○施設開放(プール・テニス
コート・卓球・バドミントン・
トレーニング)
○スポーツ体験(クライミン
グ・吹矢・アーチェリー・シ
ンクロ・水球・テニス・ラグ
ビー・サッカーなど)

スポーツフェスタ’17
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2250 　372-2260

　親子50組（先着順）

コート・卓球・バドミントン・

○ダンス発表会・クイズラ
リー・Waraマルシェ・ミニ
フリマ・レスキュースイム 
など
○地震体験車、白バイ展示
※詳しくはホームページをご覧
ください。
申込み  テニスのみ事前予
約必要(先着順)。10月3
日㈫から直接または電話
で庭球場窓口(　37 2 -
　2 2 8 5）へ

申込み　9月22日㈮から先
着順受付。水泳場窓口
（御薗町 1 6 6 9 ）または
ホームページで。
◆杜のひよこクラブ～運動
あそび教室～

　走ったり、跳んだり、ボー
ルで遊んだり、遊びの中で
体の動かし方を学びます。
対象･とき　10月16日・23
日・30日、11月13日・20
日・27日、12月11日・18日
各月曜日、①2、3歳児15
時15分～16時、 ②4、5歳
児16時～16時50分

ところ　体育館
定　員　①10人 ②15人
参加料　6,400円（全8回）

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

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

◆親子でボール遊び教室
対　象　歩くようになったお
子さんから3歳までのお子
さんとその保護者
と　き　10月26日、11月2
日・16日各木曜日10時～
10時45分

ところ　体育館
定　員　15組
参加料　2,400円（全3回）
◆ベビービクス・ママビクス
教室
対　象　2カ月から歩く前ま
でのお子さんと保護者

と　き　10月18日㈬11時
～12時30分、13時30分
～15時
ところ　水泳場　会議室
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆ロール巻子の飾り巻き寿
司教室

  ハロウィンの「おばけかぼ
ちゃ」を巻きます。
対　象　一般成人(お子さん
連れ可)

と　き　10月19日㈭10時
30分～12時

ところ　水泳場　会議室
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費
込）込）

◆テコンドー体験会
　武道を通して「心・技・
体」の向上と礼儀礼節を重
んじ、お子さんの成長のサ
ポートを元日本代表の講師
が指導します。
対　象　小学生
と　き　10月24日㈫17時
15分～18時15分

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　30人
参加料　500円参加料　500円



SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

白子駅西口駅前広場

ロータリーの適正な

利用について

　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。

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

交通防犯課　382-9022　382-7603

　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

路線バス、タクシー専用
のスペースに、送迎にき

た自家用車を駐停車する人が多
く、運行の支障になっています。
交通安全上、危険であるため、
交通マナーの向上など対策をお
願いします。

白子駅西口駅前広場内
は、駐車を禁止する場所

に全面指定されており、特に、
バスの停留所の標示板（標示柱）
から 10メートル以内の部分（た
だし、運行時間中に限る。）は、
停車も駐車も禁止の規制がされ
ています。
　早朝および夕方には送迎車も
多く混雑し、一部の利用者によ
る違法駐停車などで、公共交通
機関を利用する方々に迷惑をか
けています。
　自家用車で送迎される方は、
交通ルールを遵守し、バスやタ
クシーなど公共交通機関の安全
運行にご協力をお願いします。



※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。

　　　　　　　　　　　■ロタウイルスワクチンの接種費用助成のお知らせ

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

　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

相　談

ところ／保健センター　申込み

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 9月 29 日㈮まで（先着

順ではありません）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。

※11 月 2日㈭と 20 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）。

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

※11月2日㈭と20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）。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

胃がん
（バリウム）
40歳以上

11月2日㈭・20日㈪　午前・午後

11月12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）。

※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

11月12日㈰　午後
保健センター

保健センター

1,500円

11月2日㈭・12日㈰・20日㈪・28日㈫　午前・午後
10月19日㈭・30日㈪　午前

1,800円

11月2日㈭・20日㈪　午前・午後
10月30日㈪・11月12日㈰・28日㈫　午後

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

＜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 10 月初旬ごろはが

きで別日を案内します。

相　談

保健
センター 不要10月27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。

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。

　生後 2～ 3カ月ごろの赤ちゃんの
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。

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

無料

無料

無料

保健
センター

保健
センター

むし歯予防コース
（乳児）

平成２９年１月～平成２９年２月
生まれの乳児とその保護者の方

30組10月19日㈭
10時～11時30分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び、
個別相談

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）
10月19日㈭

13時15分～14時30分
北村哲也医師（循環器内科）
「ストレスと心臓病の

意外な関係」

9月26日㈫から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成２９年4月～平成
２９年6月生まれの
乳児をもつ方

30組

50人

10月11日㈬
10時～11時30分

離乳食の進め方につ
いて（５～８カ月ごろの
離乳食）、栄養相談

9月25日㈪から
(先着順)

健康ひろば
（スクエアステップ開放デー）
65歳以上でスクエアステップ
を体験したことのある方

10月25日㈬
10時～11時30分

スクエアステップの
実践

9月28日㈭から
(先着順)

無料保健
センター30人

スクエアステップ
体験会

65歳以上でスクエアステップ
初心者の方

11月20日㈪
10時～11時30分

認知症予防のための
頭と体の体操

（初めての方向け）

受付中
10月31日㈫まで
(先着順)

無料保健
センター30人

健康セミナー
（ハッピーウォーキング・初級編）
20歳以上で健康のために
ウォーキングを始めたい方

10月23日㈪・31日㈫
9時30分～12時
（2回シリーズ）

ウォーキングについての
講話、運動体験

9月27日㈬から
(先着順)

無料保健
センター40人

健康ひろば
（体力チェック編）
65歳以上の方

10月26日㈭
10時～11時30分

転倒予防に役立つ
体力チェック

9月28日㈭から
(先着順)

教　室教　室

※持病があり受診中の方は、主治医に相談の上申し込みください。

■高齢者用肺炎球菌（23価）予防接
種（①または②を生涯で 1回限り）

①定期接種

対　象　過去にこのワクチンの接種
歴のない方で、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　8,000 円のうち、自己負担
額は助成額 3,000 円を除いた 5,000
円（生活保護受給者は無料）。

65歳となる方

70歳となる方

75歳となる方

80歳となる方

年 　 齢 生 　 年 　 月 　 日
昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生
昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生
昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生
昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生

85歳となる方

90歳となる方

95歳となる方

100歳となる方

昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生
年 　 齢 生 　 年 　 月 　 日

昭和 7年4月2日生～昭和 8年4月1日生
昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生 昭和 ２年4月2日生～昭和 ３年4月1日生

8年4月1日生 大正1１年4月2日生～大正1２年4月1日生
3年4月1日生 大正 ６年4月2日生～大正 ７年4月1日生

②任意接種の費用助成

対　象　定期接種対象者を除く満６
５歳以上の方、または、６０歳以
上６５歳未満の方で医師が必要と
認めた方
費　用　助成額（3,000 円）を除い
た額を医療機関でお支払いくださ
い。

※接種には、健康保険証予診票と健

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。



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

 

スプレー缶類のごみ出し

ルールを徹底しましょう

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　スプレー缶やカセットボンベが原

因となり、火災が発生することがあ

ります。処理施設や収集車での火災

を防ぐために、排出ルールを守って

ください。

スプレー缶類などの

混入状況

　7月から 8月にかけて、家庭ご
み集積所から収集した「もやせな
いごみ」約 2トンを検査したと
ころ、「スプレー缶類」が 39本、
「ガスライター類」が 62本混入
していました。もやせないごみの
1日あたりの平均収集量の約 50
トンを基に推計すると、「スプレー
缶類」約 550 本、「ガスライター
類」約 4,300 本が毎回混入して
いる可能性があります。

【検査の様子】【検査の様子】

【混入していたスプレー缶】【混入していたスプレー缶】

※検査結果の混入重量比から、スプ

レー缶類は 1 本 100ｇ、ガスラ

イター類は 1 本約 15ｇとして算

出しています。

※スプレー缶類：ヘアスプレー、カ

セットボンベ、殺虫剤など

※ガスライター類：ガスライター、

着火用ライターなど

排出時のルールを

必ず守ってください

　火災を防ぐためには、きちんと
分別してごみを排出することが大
切です。大きな火災が発生すると
ごみの安定的な処理ができなくな
る場合もありますので、スプレー
缶類やガスライター類を排出する
際には、次の点を必ず守ってくだ
さい。

スプレー缶類の分け方・出し方

○中身を使い切る
○屋外の風通しのよい火気のないと
ころで缶に穴を開ける

※廃棄物対策課では、ガス抜き器を配

布しています。

○中身が見える無色透明の袋に入れ、
他の「もやせないごみ」とは別の
袋で出す

ガスライター類の分け方・出し方
○中身を使い切る
○屋外の風通しのよいところでノズ
ルをゆるめてガスを抜く
○「もやせないごみ」で出す

※下記の拠点回収場所でも受け付けて

います。

　○廃棄物対策課（市役所本館 4 階）

　○地区市民センター

　○公民館

　○ふれあいセンター

ルールを守って

事故防止につなげましょう

　誤って混入したスプレー缶類な
どは、収集時や処理施設での処理
前に、作業員により抜き取りを行
って火災防止に努めていますが、
処理施設や収集車の火災が起きて
います。安全・安心なごみの収集
と処理を引き続き行っていくため
には、皆さん一人一人がきちんと
分別を行い、排出ルールを守って
いただくことが必要不可欠ですの
で、ご協力をお願いします。



10 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

バドミントン・
インディアカ・
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
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～17：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～12：00
9：00～17：00
13：00～21：00
13：00～17：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
15：00～17：00
13：00～21：00
13：00～17：00
9：00～12：00

4・8・9・11・18・20～22・25日
12日
24日
2・3日
30・31日
3・7・15・19日
4・30日
5・6日
8・17日

16・18日

2・5日

3日
6・24日
9・12日
11・25日
21・31日
22・30日
5・6日
12・15日
13日
16日
19日
20・26日

休館日  10日㈫・23日㈪0月

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

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

1
13:00～21:00
9:00～21:00
9:00～17:00
18:00～21:00
13:00～17:00
9:00～12:00
18:00～21:00

1・15日  
2・3・16・17・24・30・31日
4～6・12・13・19・20・26・27日  
7～9・22日 
14・21・25・28日

29日

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

1～3・5・6・9・12・13・16・17・19・20・24・26・27・29～31日
4・7・11・14・18・21・25日
8・15・22日
28日

1・2・6・9・13・16・20・27・29・30日
3・5・12・17・19・24・26・31日  
4・11・15・18・25日
7・14・21・28日
8・22日

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

9：00～21：001～9・11～22・24～31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  10日㈫・23日㈪

休館日  2日㈪
ファミリーバドミントン

●西部体育館 371-1476

バスケットボール卓　　　球
9：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
18：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00

1～6・9～14・16～19・23～28・30日
20・31日
8・15・21・22・29日
1～3・9・10・14・16・17・23・24・28・30日
4・6・11・13・18・25・27日
8・15・21・22・29日
20日
31日

バドミントン
バレーボール

●休館日　金曜日、1日㈰～6日㈮
0 バスケットボール

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

1～5・9～12・16～19・24～26日
8・15・21・22・29日
14・28・31日
23・30日
5・12・13・19・26・27日
6日
14・28日
20日

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

バレーボール

0 月図書館1

●休館日　金曜日、1 日 ( 日 ) ～ 6

日 ( 金 )

●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）

7 日、8 日、21 日 14 時 30 分

～ 15 時　12 日 10 時 30 分～

10 時 50 分 28 日 10 時 30 分

～ 11 時  江島分館（2 階ギャラ

リー）14 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

16日㈪
30日㈪

江島分館（2階ギャラリー

10日㈫
 ※9日㈪
から変更
23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

11日㈬
25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

18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

12日㈭
26日㈭

19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

10月相談

◎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。

◎交通事故相談（弁護士）24日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 6・13・27日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 3日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 16日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 12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 11・25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

3・5・6・10・12・13・
19・20・24・26・31日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

住吉公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221416日

◎総合相談 20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、不動産鑑定士による相談です。

※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　　382-76600月



　給食で人気のある魚

料理です。東海地方の

特産品である豆みそ（ 

赤みそ）を使いますが

、子どもたちが食べや

すいように白みそと合

わせます。三重県産の

さばと、鈴鹿市産大豆

の赤みそを使います。

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

さばのみそ煮

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●さば切身　4 切れ

●しょうが　1 かけ

●赤みそ　　   10g

●白みそ　　   40g

●酒　　　    10ml

●みりん　    30ml

●砂糖　　      20g

●水　　　  150ml

〈作り方〉〈作り方〉

①しょうがはせん切りまたはみじ

ん切りにする。

②赤みそ、白みそ、酒、みりん、

砂糖、水を合わせ、なべに入れ

て煮立たせる。

③火を弱め、しょうが、さばの切

身を加えて 10 分から 15 分煮

る。

※煮えたさばは、タレごと盛り付

ける。

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』

10月1日㈰～10月15日㈰…三重県植木まつり

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

※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

[8 月31日現在 ] 月

 火　災　件　数/5件、うち建物3件
（31件、11件増）

 救　急　出動数/901件（6,156件、
364件増）

 交　通　事故数/587件、うち人身事
故60件（4.425件、140件増）
死者数/0人（5人、1人増） 
傷者数/78人（561人、99
人減）

人口･世帯数 人口/200,520人（108人  増  ）

 男性/100,150人（43人増  ） 

女性/100,370人（65人増） 

世帯数/84,679世帯（151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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