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　三重の木でできた昆虫型木
製遊具を鈴鹿フラワーパーク
（カブトムシ型とクワガタ型）と鼓
ケ浦サン・スポーツランド（カブト
ムシ型）に設置しました。木の香
りや温もりを感じてください。
※遊具の作製には、みえ森と緑
の県民税市町交付金を活用し
ています。

　12月4日㈪から10日㈰は
「第69回人権週間」です。近
所や家庭内のもめごと、DV、
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
気軽にご相談ください。相談
無料で秘密は守られます。
◆特設人権相談
と  き　12月4日㈪10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）

三重県産木製
昆虫型遊具設置

市街地整備課　382-9025　 382-7615

人権擁護委員にご相談を
人権政策課　382-9011　 382-2214

ふじ た ひで あき たか の えい こ

◆人権擁護委員（敬称略）

藤田秀昭（国府町）、髙野栄子

（小岐須町）、山本陽子（池田

町）、中尾征郎（小田町）、山

尾教雄（江島町）、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）、熊沢

美知子（自由ヶ丘二丁目）、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）

問合せ　津地方法務局人権擁

護課（　059-228-4193）
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年金の日
保険年金課　382-9401　 382-9455

　11月 30日㈭は「年金の日」
です。「ねんきんネット」をご
利用いただくと、いつでもご
自身の年金記録を確認できる
ほか、将来の年金受給見込額
について、ご自身の年金記録
を基にさまざまなパターンの
試算をすることもできます。
年金記録や将来の年金受給見
込額を確認し、未来の生活設
計について考えてみましょう。
※「ねんきんネット」は日本年金機構
ホームページ（　 http://www.nen
     kin.go.jp/n_net/）で確認できます。
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

年末の交通安全県民運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　市内では、今年も尊い命が
交通事故により失われていま
す。このような中、12月 1日
から 10日までの 10日間、「年
末の交通安全県民運動」が実
施されます。師走に入ると、
気ぜわしさから運転に集中で
きなくなり、交通事故を引き
起こすことが危惧されます。
特に視認性が低下する夕暮れ
時と夜間の交通事故防止に努
めましょう。また、忘年会な
ど飲酒する機会が増えますが、
飲酒運転は犯罪です。一人一
人が交通ルールを守り、正し
い交通マナーを大切にして交
通事故を防ぎましょう。

　12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　11月24日㈮、12月
5日㈫～8日㈮・11日㈪・22
日㈮全日程とも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、広報広聴会議お
よび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。ただし、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。

　三重県市町総合事務組合
が共同受付を行う県内24市
町と四日市港管理組合の
「物件関係（物品及び工事
関連以外の業務委託）入札
参加資格者名簿」の有効期
限が平成30年3月31日で終
了します。現在登録中の業者
の方には、更新申請書類が
10月中旬に三重県市町総
合事務組合から郵送されて
いますので、平成30年度か
ら33年度までの登載を希望
される方で更新申請手続き
がお済でない方は、手続きを
お急ぎください。本手続きを
行わなければ、平成30年度
以降の入札参加資格者名簿

市議会テレビ中継
議事課 　382-7600　 382-4876

入札参加資格の
更新手続きがまだの方は

お急ぎください
契約検査課 　382-9039　 382-9050

から抹消されますのでご注
意ください。
申込み　11月30日㈭までに
三重県市町総合事務組
合（〒514-0003津市桜
橋2-96　 059-221-37
　01　  http://shichoso
　go-mie.jp/buppin.ht
　ml）へ

　市民の多様なニーズに対
応し生涯スポーツの推進を
図るため、「鈴鹿市スポーツ
指導者バンク」に登録してい
ただけるスポーツ指導者を
募集します。
対　象　市内に在住・通勤・
通学する20歳以上の方
で、次のいずれかに該当す
る方
・日本体育協会加盟団体の
公認指導者などの資格を
有する方

・日本レクリエーション協会
加盟団体の公認指導者な
どの資格を有する方
・スポーツなどに関係する指
導者などの資格を有する方

登録期間　平成30年4月1日
から5年間
申込み　平成30年2月28日
㈬までに申請書に必要事
項を記入の上、直接または
郵送でスポーツ課（〒513-
　8701住所不要）へ
※申請書は直接または電子メー
ルでスポーツ課へ請求してく
ださい。

※申請後に申請内容の確認を
行った上で、鈴鹿市スポーツ
指導者バンクに登録し登録証
を送付します。

鈴鹿市スポーツ指導者募集
スポーツ課 　382-9029　 382-9071
　supotsu@city.suzuka.lg.jp

http://www.nenkin.go.jp/n_net/
http://shichosogo-mie.jp/buppin.html


市内に在住・通勤・

と  き　11月27日㈪10時～
12時、13時30分～15時
30分

ところ　県鈴鹿庁舎4階　
46会議室（西条5-117）

※青色申告決算書等は所得税等
の確定申告書に同封して2月
上旬ごろに送付する予定です。

※平成28年分の所得税等の確
定申告書を次に掲げる方法で
提出された方は、平成29年分
の所得税等の確定申告書及
び青色申告決算書等は送付さ
れません。

・電子申告（e-Tax）で提出さ
れた方

・国税庁のホームページの確定
申告書等作成コーナーで作
成し提出された方

・市の相談会場で申告された方
※青色申告決算書等が必要な方
は国税庁ホームページ（　http:

　//www.nta.go.jp）から出力し
ていただくか、説明会当日に会
場でお受け取りください。

問合せ　鈴鹿税務署（　382-
　0353）

◆休日窓口
と　き　11月26日㈰9時～
16時30分

◆夜間窓口
と　き　11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。

鈴鹿市スポーツ指導者募集

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

所得税の
青色申告決算等説明会
市民税課 　382-9446　 382-7604

上下水道事業の業務状況
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 9月 30日現在
8万 4,688 戸です。また、上
半期の総配水量は 1,239 万
5,237 ㎥、一日平均配水量は
6万 7,734 ㎥で、昨年度の上
半期に比べると 0.67% 増加し
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

1億 1,155 万円
・第 5期拡張事業に伴う配水
管布設工事など　

1億 8,273 万円
・配水管布設替工事など　

70万円
●平成29年度予算の執行状況 (平成29年9月30日現在）　　　　　　　　　   
区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

42億9,585万円
40億9,256万円
23億6,858万円
38億1,707万円資本的支出

21億6,314万円
16億3,835万円
1億4,659万円
9億　576万円

予  算  現  額 執  行  額

●平成28年度決算状況（平成29年3月31日現在）
区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

43億　900万円
41億2,900万円
23億6,208万円
51億5,783万円資本的支出

43億6,119万円
38億8,501万円
18億7,191万円
44億7,662万円

予  算  額 決  算  額

※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

営業費用

　　　　　　　　　   ●平成28年度水道事業損益計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日まで）
借　方
34億6,484万円
3億3,603万円

96万円
2億6,052万円
40億6,235万円

営業収益
貸　方
34億1,605万円
6億4,629万円

1万円

40億6,235万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

固定資産

●平成28年度水道事業貸借対照表（平成29年3月31日現在）
借　方
429億8,889万円
35億9,611万円

465億8,500万円

固定負債
貸　方
141億580万円
21億2,469万円
128億9,589万円
160億7,580万円
13億8,282万円
465億8,500万円

流動資産 流動負債

資本金
繰延収益

剰余金
計 計

◆下水道事業の業務状況
業務の概況
・公共下水道事業　上半期の
総処理水量は 516 万 8,873
㎥、一日平均汚水処理水量
は 2万 8,245 ㎥で、昨年度
の上半期に比べると 1.29％
減少しています。
・農業集落排水事業　上半期
の総処理水量は73万3,342
㎥、一日平均汚水処理水量
は4,007㎥で、昨年度の上
半期に比べると1.19％減少
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）　

5億 3,092 万円
・浸水対策事業に伴う工事

4,281 万円
●平成29年度予算の執行状況(平成29年9月30日現在）
区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

59億5,480万円
54億7,787万円
59億9,143万円
78億　608万円資本的支出

38億4,235万円
21億9,179万円
7億4,012万円
18億4,480万円

予  算  現  額 執  行  額

●平成28年度決算状況（平成29年3月31日現在）
区　分 
収益的収入
収益的支出
資本的収入

59億5,435万円
55億　839万円
66億1,962万円
84億4,135万円資本的支出

58億　537万円
52億6,940万円
48億4,845万円
65億5,462万円

予  算  額 決  算  額

※下水道事業：公共下水道事業と農業集落排水事業
　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

※詳しい内容は上下水道局ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/）に掲載しています。

営業費用

●平成28年度下水道事業損益計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日まで）
借　方
40億8,384万円
11億871万円

112万円
4億620万円

55億9,987万円

営業収益
貸　方
19億5,771万円
36億4,210万円

6万円

55億9,987万円

営業外費用 営業外収益
特別利益特別損失

当年度純利益
計 計

固定資産

●平成28年度下水道事業貸借対照表（平成29年3月31日現在）
借　方
932億9,910万円
23億8,780万円

956億8,690万円

固定負債
貸　方
439億4,916万円
45億　411万円
398億9,481万円
55億8,553万円
17億5,329万円
956億8,690万円

流動資産 流動負債
繰延収益
資本金

計 計
   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

剰余金

※詳しい内容は上下水道局ホームペ

ージ（　http://www.city.suzuk

   a.lg.jp/suido/outline/）に掲載し

ています。

　深刻化する多重債務問題を
抜本的に解決するため、内閣に
設置された多重債務者対策本
部における「多重債務者相談
強化キャンペーン2017」の期
間中に無料電話相談（弁護士
（三重弁護士会）または司法書
士（三重県司法書士会）対応）
を開催します。
と  き　12月3日㈰10時～15
時、4日㈪18時～21時

相談専用電話番号
059-224-2644

※相談は無料ですが、通話料は
かかります。

※相談は1時間程度を限度にお
聞きします。

問合せ　三重県多重債務者
対策協議会（　059-224-

　2400）

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。公売に参加できる資格に
制限がありますが、市内の物
件もあります。詳しくは、下記
へお問い合わせください。
と　き　12月6日㈬10時

借金に関する
無料電話法律相談

市民対話課　 382-9004　 382-7660

不動産公売
納税課　 382-9205　 382-7660

30分～11時
ところ　三重県津庁舎（6階）
大会議室
問合せ　三重地方税管理回
収機構　徴収第一課（津市
桜橋三丁目446-34　三重
県津庁舎内　059-213-
　7355　 http://www.zei-
　kikou.jp/）

http://www.nta.go.jp
http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/
http://www.zei-kikou.jp/


士（三重県司法書士会）対応）

　市民活動団体や企業、行
政などが協働して行う出会い
と交流のフェスタを開催しま
す。体験・販売・PRブース、活
動内容を紹介するパネル展
示、ふるまい、ダンスやマジッ
クのステージショーなど、内容
盛りだくさんのフェスタです。
と  き　12月3日㈰10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター2階　
特設催事場（算所2-5-1）
主催・問合せ　すずかの『輪』
実行委員会（NPO法人市
民ネットワークすずかのぶ
どう　〒510-0241白子
駅前9-20　イオン白子店
3階 　 387-0767　bud
　ou@mecha.ne.jp)
※本フェスタは、市が市民活動支

催 し 物

みんなでつながろう！
すずかの『輪』

～市民活動フェスタ2017～
地域協働課　 382-8695　 382-2214

・

重県津庁舎（6階）

三重地方税管理回
収機構　徴収第一課（津市
桜橋三丁目446-34　三重

　市民活動団体や企業、行
政などが協働して行う出会い
と交流のフェスタを開催しま
す。体験・販売・PRブース、活
動内容を紹介するパネル展
示、ふるまい、ダンスやマジッ
クのステージショーなど、内容

12月3日㈰10時～15時
鈴鹿ハンター2階　

特設催事場（算所2-5-1）
すずかの『輪』

実行委員会（NPO法人市
民ネットワークすずかのぶ
どう　〒510-0241白子
駅前9-20　イオン白子店
3階 　 387-0767　bud

援事業を委託するNPO法人
市民ネットワークすずかのぶど
うが実行委員会事務局となっ
て開催します。

　「COOL CHOICE 賢い
選択」をテーマに、楽しみな
がら環境問題に関心を深め
られる体験ブースの設置や、
水素で走る燃料電池車の展
示、食品ロスの削減取組の
一環として規格外商品の廉
価販売などを行います。
と　き　12月10日㈰10時～
15時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）
入場料　無料
問合せ　三重県地球温暖化
防止活動推進センター
（　059-245-7517　059-
　 245-7518　 mccca@
　 mec.or.jp）

対　象　小学4年生以上
と　き　12月3日㈰10時～
16時（受付10時～15時）

ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）

内　容　干支のミニ色紙作

みえ環境フェア
環境政策課　 382-7954　 382-2214

伊勢型紙彫刻体験
地域資源活用課

　382-9016　 382-0304

り、干支のカレンダー作り
定　員　各100人（先着順）
参加料　無料
問合せ　伊勢型紙彫刻組合
組合長（坂　382-3441）

と  き　12月16日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内  容　鈴鹿市内の遺跡から
出土した須恵器に触れなが
ら、専門家の研究するポイ
ントなどを一緒に学びます。

※入門講座参加者は、常設展と特
別展の観覧料が無料になります。

　「椿の農業と地域を考え
る会」では、椿大神社前で年
末恒例の椿縁結び市を開催
します。
と  き　12月2日㈯・3日㈰9時
～16時（3日は15時まで）
ところ　椿大神社駐車場
（椿会館前）
内　容　農家自慢の逸品と
お得な「縁結びセット」（40
セット限定）などの販売、
餅・ご縁鍋のふるまい（両
日各 1 0 0 人、整理券配
布）、農家直伝のとれたて

博物館入門講座
「須恵器を学ぶ」

考古博物館　 374-1994　 374-0986

椿縁結び市
農林水産課 　382-9017　 382-7610

別展の観覧料が無料になります。

セット限定）などの販売、

屋台、産直リンゴ・浦村牡
蠣の直売など

※天候などにより内容が変更に
なる場合があります。
参加料　無料

対  象　小学生以上
と　き　12月2日㈯10時～
16時30分（受付9時から）

ところ　文化会館　さつき
プラザ（飯野寺家町810）
内  容　クラスに分かれ対戦
 　Aクラス（三段以上・段、級位
　を問わず希望者）
　Bクラス（二段、初段）　
　Cクラス（1級～3級程度）
　Dクラス（4級～7級程度）
　Eクラス（8級～）　
※クラスが分からない方は、当
日受付で決めさせていただき
ます。

※澤田真吾六段による指導対局も
予定しています。

定　員　120人（先着順） 
参加料　一般1,500円、学生・
その他1,000円（弁当・お
茶代を含む）

問合せ　日本将棋連盟鈴鹿
市神戸支部（松岡　382-

　3429（金・土・日曜日、祝
日13時30分～21時））

市制75周年記念
第一回鈴鹿市長杯争奪

市民将棋大会
文化振興課　 382-7619　 382-9071

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

16時30分（受付9時から）

一般1,500円、学生・

　　
と　き　12月2日㈯13時30
分から

ところ　鈴鹿川河川緑地公
園周回コース

※この大会は、美し国三重市町
対抗駅伝小学生選考会を兼
ねます。
申込み　11月27日㈪18時
（時間厳守）までに電子メー
ルで鈴鹿市陸上競技協会
　（　suzuka@mierk.jp）へ
※申し込み用紙は同ホームペー
ジ（　 http://suzukark.sa

　kura.ne.jp/）で入手できます。
問合せ　鈴鹿市陸上競技協
会（梅﨑　378-0046）

　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し
ょう。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　12月8日㈮、平成30
年1月12日㈮、2月9日㈮
13時～16時（出入り自由）

※一人1時間程度まで
ところ　保健センター　2階
会議室
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

鈴鹿市民ロードレース大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

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

http://suzukark.sakura.ne.jp/


と き　 12月9日㈯13時～
　14時30分
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館　6101
教室（南玉垣町3500-3）
内  容　「だいじょうぶか、食
の安全と安心」
講  師　中村幹雄さん（鈴鹿
医療科学大学薬学部客員
教授）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿医療科学大学薬
学部臨床薬学センター（垣東
英史　059-340-0550（平
日9時～17時30分））

と　き　12月17日㈰10時～12

「迎春」寄せ植え講座
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

鈴鹿医療科学大学薬学部
市民健康講座

康づくり課　 382-2252　 382-4187

時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公
園（住吉町南谷口）

※受付事務所に集合
定  員　50人（先着順）
参加料　700円（材料費）
申込み　11月22日㈬から電
話で鈴鹿青少年の森へ

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の
存在、活動を知っていただ
き、ひとり親家庭の健全な育
成と自立促進を目的に開催
します。
対  象　ひとり親家庭（母子・
父子・寡婦）の方

ひとり親家庭交流会
（クリスマス会）

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

ひとり親家庭（母子・

と  き　12月10日㈰10時～
15時30分

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸二丁目15-18）
内　容　クリスマスパーティと
子どもの手作りランチ（10
時から。エプロン、三角巾持
参。）、ひとり親家庭おしご
とさがし応援（13時30分
から）、相談会「知って得す
るお仕事豆知識のお話」
（相談員：ハローワーク鈴鹿
職員と三重県母子・父子福
祉センター就業相談員）

定　員　50人程度
参加料　高校生以上300円、
子ども無料

※午後から参加の方は無料
主　催　鈴鹿市母子寡婦福
祉会

申込み　12月5日㈫までに、
北野（　059-385-4832、携

　帯　090-4855-2261）へ

いきいき鈴鹿
ツーデーウオーク

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
と　き

3月10日㈯

3月11日㈰

記号
Ａ
Ｂ

C

Ｄ
Ｅ
F

距　離
32㎞
18㎞
8㎞
4㎞
27㎞
16㎞
8㎞

受　付

7時30分

8時30分

7時30分

8時30分

8時

9時

8時

9時

出発式 ゴール
17時

16時

17時

16時

コース(受付・スタートはいずれも弁天山公園）
荒神山観音寺、椿大神社、みどりのだいち
博物館と梅まつり、神戸公園(寝釈迦まつり)、四季の道
神戸公園(寝釈迦まつり)、四季の道
神戸公園(寝釈迦まつり)→鈴鹿市駅から電車
桜の森公園、神戸公園(寝釈迦まつり)、四季の道
光太夫記念館、神戸公園(寝釈迦まつり)、四季の道
鈴鹿青少年の森公園(オプション:鈴鹿サーキット)

対　象　健康な方
※小学生以下と介助が必要な方は同

伴者が必要

参加料　事前申し込みは一般
1,000 円、高校生以下無料。
当日申し込みは一般 1,300
円、高校生以下無料
申込み・問合せ　平成 30年 2
月 28日㈬までに申込書に
必要事項を記入の上、郵便
振替、郵送または電話でい
きいき鈴鹿ツーデーウオー
ク事務局
   （鈴鹿市民歩こう会　日比　
〒510-0219　鈴鹿市野町南
一丁目 13-18　059-387-14
    89　080-6918-9373　mhi
    bi@mecha.ne.jp）へ
※申込書は公民館や地区市民セン

ターなどで入手できます。

※当日も申し込みはできますが、参

加記念品などがない場合がありま

す。

※2 月 10 日 ( 土 ) までに申し込ま

れた方は、大会誌へ氏名を掲載し

ます。

※スタート、ゴールは全コース弁天

山公園です。　　　

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、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。
◆玉掛技能講習
と  き　学科：1月9日㈫・10日
㈬、実技：1月11日㈭・12日
㈮・15日㈪の間で選択受講。
各日8時45分～17時
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　12月11日㈪から
◆アーク溶接特別教育
と  き　1月16日㈫～18日㈭
8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　12月18日㈪から
◆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：1月23日㈫8時～
17時30分、実技：Ⅰコース　1

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

オーダーメイド講習も可能です。

㈮・15日㈪の間で選択受講。

9,720円（教材費込）

月24日㈬～26日㈮、Ⅱコース
1月30日㈫～2月1日㈭各日8
時～17時15分

受講料　2万8,000円（教材
費込）

申込み　12月1日㈮から

　11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。
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
サンタクロースを巻きます。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）

と  き　12月21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）
◆ベビービクス・ママビクス
inクリスマス

　赤か緑を身につけてきてく
ださい。

スポーツの杜　短期教室・
クリスマスイベント
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

サンタクロースを巻きます。

　2,600円（材料費込）

　赤か緑を身につけてきてく

対  象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと保護者

と　き　12月20日㈬13時
30分～15時

ところ　水泳場　会議室
定　員　30組
参加料　1,200円
◆スポコン第2弾！クリスマス
イブ2～スポーツを通じて
素敵な出逢い～
対  象　25歳から35歳まで
の男女　　

と  き　12月23日（土・祝）
ところ　体育館
定　員　男女各20人
参加料　男性4,000円、女性
2,000円（軽食、ケーキ付）

短期教室・

 10月20日号12ページの
「すずかデータバンク」で、
「火災件数6件、うち建物
3件（37件、13件増）と記
載しましたが、正しくは「火
災件数5件、うち建物2件
（36件、12件増）です。訂
正しておわびします。

訂正とおわび



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。

身に覚えのない請求

鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611 　370-2900

｢民事訴訟管理センター｣
と名乗る機関からハガキ

が届きました。何か未納金があ
ると書いてありますが身に覚え
がありません。連絡する最終期
日が明日になっていて、連絡し
ないと財産を差し押さえると書
いてありましたが、まだ連絡は
していません。どう対応したら
いいのでしょうか。

不安にかられて連絡をす
ると、さまざまな名目で

金銭を要求されてしまいます。
「民事訴訟管理センター」など
身に覚えのない所からハガキが
届いても、決して相手に連絡せ
ず、支払わずに無視してくださ
い。不安を感じたときは鈴鹿亀
山消費生活センターに相談して
ください。なお、ハガキ以外に
も電子メールによる架空請求も
増えていますので注意してくだ
さい。

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


