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とき・ところ　診察時間はい
ずれも10時～12時です。
○1月1日(月・祝)
　ユーカリ動物病院（道伯
4-9-19　 375-2010）
　高波獣医科医院（神戸
6-2-1　 382-0313）
○1月2日㈫
　かいげ動物病院（野町西
2-2-6　 388-4010）
　ベルペットクリニック（大池
3-2-38　 370-2788）
○1月3日㈬
  菜の花動物病院（亀山市野
村4-1-2　 0595-84-34
　78）
　山 根 動 物 医 院（ 神 戸
3-20-21　 382-0728）

※正月診療代金として3,240円
（税込）が加算されます。

　固定資産税は土地や家屋
に対して課税されるほか、事業
用（太陽光発電設備、アパート

経営、飲食店、製造、修理、販
売、サービス業など）の償却資
産に対しても課税されます。
　法人税や所得税の必要経
費に算入している減価償却資
産が申告対象になりますの
で、該当する資産をお持ちの
方は、平成30年1月1日現在
の資産の所有状況を1月31日
㈬までに申告してください。
　なお、12月初旬に平成30
年度用の償却資産申告書を
発送しましたので、申告対象
の方でお手元に申告書が届
いていない場合はご連絡く
ださい。
※償却資産の所有者に対しては、
地方税法の定めるところにより
申告義務が課せられています。

　市役所において、未来への
一歩を踏み出す新郎新婦の
門出を祝う“届け出挙式”を
実施します。
対　象　11月23日㈭から2

月22日㈭までに、婚姻届
を提出または提出予定で、
新郎新婦どちらかが鈴鹿
市に住民登録がある、また
は登録予定の方

と　き　2月22日㈭
ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー、市民ロビー
内　容　宣誓式（誓いの言
葉、宣誓書署名など）、記念
撮影など

※挙式形式は人前式
※所要時間は1組20分程度
※宣誓書、記念写真（DVD）はお
渡しします。

定　員　2組（応募者多数の
場合は抽選）
参加料　無料
申込み　12月20日㈬から2月
1日㈭までに、応募用紙に必
要事項を記入の上、直接、
郵送、ファクス、または電子
メールで総合政策課へ

※応募用紙は総合政策課、各地
区市民センター窓口または市
ホームページで入手できます。

※服装は自由で、ブーケなどは
市役所で用意します。

※詳しくは総合政策課へお問い
合わせください。

年始に受診できる動物病院
環境政策課　382-9014　 382-2214

償却資産の申告を
資産税課　382-9007　 382-7604

婚姻届を提出する市役所で
誓う“届け出挙式”の
参加者募集

総合政策課　382-9038　 382-9040
　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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　国税、地方税の電子申告
などを利用する際には、電子
証明書が必要です。マイナン
バー（個人番号）制度開始に
伴い、利用には署名用電子
証明書が搭載されたマイナン
バーカードが必要となります。
マイナンバーカードは地方公
共団体情報システム機構が
作成するため、申請から取得
までに1～2カ月程度かかるこ
とが予想されますので、早め
に申請してください。
　なお、マイナンバーカードを
まだ取得しておらず、電子証
明書が搭載された住民基本
台帳カード（住基カード）をお
持ちの方は、電子証明書の

有効期限内であれば利用で
きますが、現在は住基カード
への電子証明書の発行・更
新は終了しています。今後の
利用には、署名用電子証明
書が搭載されたマイナンバー
カードを取得していただく必
要があります。今一度、ご自身
の電子証明書の有効期限を
ご確認ください。また、有効期
限内であっても、住所や氏名
が変更した場合は失効します
ので、ご注意ください。
◆マイナンバーカードの申請
　個人番号カード交付申請
書にて、郵送またはインター
ネットで申請してください。申
請方法について詳しくは、通
知カード送付時に同封され
ているパンフレットまたは市
ホームページ（生活ガイド→
生活便利帳→戸籍・住民票
などの手続き→マイナンバー

（社会保障・税番号）制度）を
ご覧ください。
※現在住民登録されている住所
や氏名と個人番号カード交付
申請書の記載内容に変更があ
る場合は、その申請書は使用
できませんので、戸籍住民課ま
でお越しください。
◆マイナンバーカードの受取り
　マイナンバーカードの交付
準備が整った方に、お知らせ
を郵送させていただきますの
で、ご本人が戸籍住民課15番
窓口へマイナンバーカードの
受け取りにお越しください。

　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に
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　1月15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

　6月下旬に対象の方へがん
検診無料クーポン券をオレン
ジ色の封筒で送付していま
す。このクーポン券で、個別検
診（市内の指定医療機関で平
成30年2月28日㈬まで）また
は集団検診（広報すずか1月

20日号募集分まで）が無料で
受けられます。検診期間の終
了間際では、日程や定員の都
合などで希望の検診を受けら
れない場合もありますので、
早めに受診してください。
対　象　市内に住民登録が
あり、平成28年度に以下
の年齢になった方

・胃がん検診　40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳になった方

・乳がん検診　40歳になっ
た女性
・子宮頸部がん検診　20歳
になった女性

電子証明書の取得は
お早めに

戸籍住民課 　382-9013　 382-7608

第2回総合教育会議を
傍聴できます

総合政策課 　382-9038　 382-9040

年末年始はC-BUS運行ルートを一部変更します
都市計画課　 382-9024　 384-3938

　年末年始は、椿・平田線のルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣
にはC-BUSをご利用ください。また、参詣の際には車に十分お気をつけください。

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
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○1月1日（月・祝）～5日㈮

○12月31日㈰、１月6日㈯～8日㈪

○１月１日（月・祝）～３日㈬
◆始発時刻を変更します

※南部C-BUSは、1月1日(月･祝)から3日(水)まで、土日祝日ダイヤで運行します。
※西部C-BUS乗換え可能バス停（長沢、伊船町東）での乗換え待ち時間は、最大30分です。
※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所（　059-233-3501）へ
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電　話 電子メール ホームページファクス

有効期限内であれば利用で
きますが、現在は住基カード
への電子証明書の発行・更
新は終了しています。今後の
利用には、署名用電子証明
書が搭載されたマイナンバー
カードを取得していただく必
要があります。今一度、ご自身
の電子証明書の有効期限を
ご確認ください。また、有効期
限内であっても、住所や氏名
が変更した場合は失効します
ので、ご注意ください。
◆マイナンバーカードの申請
　個人番号カード交付申請
書にて、郵送またはインター
ネットで申請してください。申
請方法について詳しくは、通
知カード送付時に同封され
ているパンフレットまたは市
ホームページ（生活ガイド→
生活便利帳→戸籍・住民票
などの手続き→マイナンバー

（社会保障・税番号）制度）を
ご覧ください。
※現在住民登録されている住所
や氏名と個人番号カード交付
申請書の記載内容に変更があ
る場合は、その申請書は使用
できませんので、戸籍住民課ま
でお越しください。
◆マイナンバーカードの受取り
　マイナンバーカードの交付
準備が整った方に、お知らせ
を郵送させていただきますの
で、ご本人が戸籍住民課15番
窓口へマイナンバーカードの
受け取りにお越しください。

　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に
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　1月15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

　6月下旬に対象の方へがん
検診無料クーポン券をオレン
ジ色の封筒で送付していま
す。このクーポン券で、個別検
診（市内の指定医療機関で平
成30年2月28日㈬まで）また
は集団検診（広報すずか1月

20日号募集分まで）が無料で
受けられます。検診期間の終
了間際では、日程や定員の都
合などで希望の検診を受けら
れない場合もありますので、
早めに受診してください。
対　象　市内に住民登録が
あり、平成28年度に以下
の年齢になった方

・胃がん検診　40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳になった方

・乳がん検診　40歳になっ
た女性
・子宮頸部がん検診　20歳
になった女性

がん検診無料クーポン券の
有効期限が近づいています
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

消防課　 382-9154　 383-1447

解体処分用消防車両などを一般競争入札により売却

※売却可搬消防ポンプについては、解体を目的としておりません。

◆売却可搬消防ポンプの概要

◆売却車両の概要

◆入札
と　き　1月10日㈬13時30分から順次
※受け付けは一度に行います。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）

※入札当日は内容説明を行いませんので、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。

申込み　1月5日㈮までの9時から17時まで
（土・日曜日、年末年始、祝日を除く）に申込書を

直接消防本部3階消防課へ
※申込書と説明書は、消防本部消防課、市ホーム
ページで入手できます。
◆車両の公開
と　き　12月22日㈮～1月4日㈭(土・日曜日、
年末年始、祝日を除く）

ところ　市消防本部敷地内（飯野寺家町217-1）
※現地での説明は行いません。
※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。　　　

物件
シバウラ可搬
消防ポンプ

メーカー 型 式

TF640MH

使用年数

約13年

最低売却価格

3,000円

級別

Ｂ－3(4)

物件

消防車
（いすゞ 　ＭＴ）

車　名 備考初年度登録

平成13年
12月

車検有効期限

平成29年
12月10日

走行距離
(10月1日時点)

7,031Km

予定価格
(最低売却価格)

20万円

乗車
定員

6人(1)

消防車
（ニッサン　ＭＴ）

(Nox・PM)
不適合

(Nox・PM)
適合

平成13年
9月

平成29年
9月24日 11,077Km 8万円6人(2)

(Nox・PM)
不適合

消防車
（ニッサン　ＭＴ）

平成13年
9月

平成29年
9月24日 11,694Km 9万円6人(3)
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※「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。

　人権尊重都市宣言に基づ
いた明るく住みよい社会の実
現を目指して開催します。
と　き　1月27日㈯・28日㈰
10時～16時

ところ　文化会館（飯野寺家
町810）　
◆講演会
と　き　27日㈯13時30分～
15時20分（開場13時）
内　容　

・小中学生による人権作文
の朗読
・「視力6.0から見たニッポン」
講師：オスマン・サンコンさん
定　員　500人（要整理券）
※手話通訳、パソコン要約筆記、
託児あり

◆音楽でふれあおう
対　象　小学生以下の子ど
もとその家族

と　き　27日㈯10時30分～
11時30分（開場10時15分）
内　容　オリジナルのパネル
シアターや歌遊びなど
出演者　♪あそびうたユニッ
ト♪ザ・ふんころがし
定　員　150人（要整理券）
◆人権を考える市民のつどい
と　き　28日㈰13時30分～
15時10分（開場13時）
内　容　映画「ズートピア」
※ディズニー映画、日本語吹替、
日本語字幕
定　員　500人（要整理券）
※託児あり
◆パネル展示
と　き　27日㈯・28日㈰10
時～16時
内　容　小中学生人権ポス
ター代表作品、人権に関す
る各種展示

※整理券、託児など詳しくはお問
い合せいただくか、市ホーム
ページトピックスをご覧ください。

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた迎春
向きの寄せ植え、洋ランなどの
各種鉢花を、生産者が直接販
売します。産地だからこそでき
るハウスから直送の新鮮な花
を、生産者価格で提供します。
と　き　12月29日㈮10時～

20時・30日㈯10時～19時
ところ　イオンモール鈴鹿1
階　中央コート（庄野羽山
4-1-2）
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（高井郷　080-6968-94
　83）

 子育て世帯皆さんの悩みを
解決するヒントが見つかるセ
ミナーを開催します。
対　象　3歳～4歳のお子さ
んとパパ、ママ

と　き　1月27日㈯10時～
12時

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　「遊べる学べる」　
お子さんとパパが英語歌に
合わせて一緒に運動します。
　「整理収納」 ママがカード
ワークを通して、モノの整理
について考え方を学びます。
講　師　須藤有紀さん（smi
　le home整理収納アドバ
　イザー）、服部さとみさん
　（NESTAキッズコーディ
ネーショントレーナー）　
定　員　各20人（先着順）

参加料　無料
託　児　先着10人、生後6カ
月～2歳以下、無料。1月
19日㈮まで
申込み　直接、電話、ファクス
または電子メールで男女
共同参画課へ

対　象　就職・再就職を考え
ている子育て中などの女性
と　き　1月17日㈬10時～
12時（セミナー）、10時～
16時（相談）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　セミナー：パソコン
を操作して電子メールに
関する知識と技能を習
得。就職相談：1枠45分
の個別相談
講　師　山中寛子さん（㈱E
プレゼンス　Webコンサ
ルタント）
定　員　各6人（先着順） 
参加料　無料
託　児　先着10人、生後6カ
月～未就学児以下、無料。
1月10日㈬まで
申込み　直接、電話、ファクス

または電子メールで男女共
同参画課へ

　
　鈴鹿青少年の森園内にシラ
タマホシクサなどの希少植物
が見られる湿地帯があります。
この希少植物を保護するため
には湿地環境を保全する必要
があり、影響が少ない冬季に
草刈を実施し、雑草を湿地か
ら運び出しています。今年度も
作業をお手伝いいただけるボ
ランティアの方を募集します。
と　き　1月16日㈫13時か
ら2時間程度（小雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公
園中央広場付近湿地帯
集　合　受付事務所前
内　容　湿地帯植物観察地
の清掃および草の搬出
定　員　20人程度
※長靴・動きやすい服装（汚れて
もいい服装）で
申込み　鈴鹿青少年の森へ

と　き　1月13日㈯・14日㈰
10時～15時

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場（算所2-5-1）

参加料　無料
内　容　鈴鹿川の生き物展
示や自然素材を使った工
作など
主　催　第17回鈴鹿川流域
の環境展実行委員会
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう( 　  
387-0767　budou@me
　cha.ne.jp)

と　き　1月25日㈭・26日㈮
9時30分～11時20分、13
時30分～15時20分

ところ　市民会館
内　容　市内小学生による合
唱、合奏などの音楽発表

と　き　1月16日㈫10時30分
～11時30分（荒天時中止）
ところ　メッセウイング・みえ
南側駐車場（津市北河路
町19-1）
内　容　警察本部長による
部隊視閲、警察官や警察
車両の分列行進、パトカー
や白バイなどの展示
問合せ　三重県警察本部警
　務部警務課（　059-222-
　0110）

　

催 し 物

じんけんフェスタinすずか
人権政策課　 382-9011　 382-2214

男女共同参画セミナー
「一石三鳥」～遊べる学べる

整理する～
男女共同参画課

　381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

迎春！花の即売会
農林水産課　 382-9017　 382-7610
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告

広

料

有

※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　27日㈯10時30分～
11時30分（開場10時15分）
内　容　オリジナルのパネル
シアターや歌遊びなど
出演者　♪あそびうたユニッ
ト♪ザ・ふんころがし
定　員　150人（要整理券）
◆人権を考える市民のつどい
と　き　28日㈰13時30分～
15時10分（開場13時）
内　容　映画「ズートピア」
※ディズニー映画、日本語吹替、
日本語字幕
定　員　500人（要整理券）
※託児あり
◆パネル展示
と　き　27日㈯・28日㈰10
時～16時
内　容　小中学生人権ポス
ター代表作品、人権に関す
る各種展示

※整理券、託児など詳しくはお問
い合せいただくか、市ホーム
ページトピックスをご覧ください。

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた迎春
向きの寄せ植え、洋ランなどの
各種鉢花を、生産者が直接販
売します。産地だからこそでき
るハウスから直送の新鮮な花
を、生産者価格で提供します。
と　き　12月29日㈮10時～

20時・30日㈯10時～19時
ところ　イオンモール鈴鹿1
階　中央コート（庄野羽山
4-1-2）
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（高井郷　080-6968-94
　83）

 子育て世帯皆さんの悩みを
解決するヒントが見つかるセ
ミナーを開催します。
対　象　3歳～4歳のお子さ
んとパパ、ママ

と　き　1月27日㈯10時～
12時

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　「遊べる学べる」　
お子さんとパパが英語歌に
合わせて一緒に運動します。
　「整理収納」 ママがカード
ワークを通して、モノの整理
について考え方を学びます。
講　師　須藤有紀さん（smi
　le home整理収納アドバ
　イザー）、服部さとみさん
　（NESTAキッズコーディ
ネーショントレーナー）　
定　員　各20人（先着順）

参加料　無料
託　児　先着10人、生後6カ
月～2歳以下、無料。1月
19日㈮まで
申込み　直接、電話、ファクス
または電子メールで男女
共同参画課へ

対　象　就職・再就職を考え
ている子育て中などの女性
と　き　1月17日㈬10時～
12時（セミナー）、10時～
16時（相談）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　セミナー：パソコン
を操作して電子メールに
関する知識と技能を習
得。就職相談：1枠45分
の個別相談
講　師　山中寛子さん（㈱E
プレゼンス　Webコンサ
ルタント）
定　員　各6人（先着順） 
参加料　無料
託　児　先着10人、生後6カ
月～未就学児以下、無料。
1月10日㈬まで
申込み　直接、電話、ファクス

または電子メールで男女共
同参画課へ

　
　鈴鹿青少年の森園内にシラ
タマホシクサなどの希少植物
が見られる湿地帯があります。
この希少植物を保護するため
には湿地環境を保全する必要
があり、影響が少ない冬季に
草刈を実施し、雑草を湿地か
ら運び出しています。今年度も
作業をお手伝いいただけるボ
ランティアの方を募集します。
と　き　1月16日㈫13時か
ら2時間程度（小雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公
園中央広場付近湿地帯
集　合　受付事務所前
内　容　湿地帯植物観察地
の清掃および草の搬出
定　員　20人程度
※長靴・動きやすい服装（汚れて
もいい服装）で
申込み　鈴鹿青少年の森へ

と　き　1月13日㈯・14日㈰
10時～15時

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場（算所2-5-1）

参加料　無料
内　容　鈴鹿川の生き物展
示や自然素材を使った工
作など
主　催　第17回鈴鹿川流域
の環境展実行委員会
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう( 　  
387-0767　budou@me
　cha.ne.jp)

と　き　1月25日㈭・26日㈮
9時30分～11時20分、13
時30分～15時20分

ところ　市民会館
内　容　市内小学生による合
唱、合奏などの音楽発表

と　き　1月16日㈫10時30分
～11時30分（荒天時中止）
ところ　メッセウイング・みえ
南側駐車場（津市北河路
町19-1）
内　容　警察本部長による
部隊視閲、警察官や警察
車両の分列行進、パトカー
や白バイなどの展示
問合せ　三重県警察本部警
　務部警務課（　059-222-
　0110）

　

ママハタみえ事業
「就職・再就職支援
スキルUPセミナー」

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　 382-7954　 382-2214

鈴鹿市小学校音楽会
教育指導課　 382-9028　 383-7878

平成30年三重県警察
年頭視閲式

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

湿地帯保全活動
ボランティア募集

鈴鹿青少年の森
　 378-2946　 370-4706

・
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　NPO法人市民ネットワー
クすずかのぶどうでは、基礎
から学べるパソコン教室を開
催しています。個別対応でい
つからでも参加できますの
で、気軽にお越しください。
と　き　火・土曜日を除く平
日および休日9時30分～
12時30分、13時30分～
16時30分

ところ　すずかのぶどう横B
チャレンジ（ 白 子 駅 前
9-20）
内 　 容 　 パソコン 基 礎
（Word、Excel、インター
ネット、電子メールなど）

※ノートパソコンをお持ちください。
受講料　3時間1,500円（入
会金・年会費不要）
問合せ　NPO法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう（イ
オン白子店3階　　387-
　0767）

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　神戸1-17-5）
定　員　各15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキス
ト代（Word・Excel 1,000
円、デジタルカメラ・パソコン
2,000円））
申込み　12月21日㈭から
1月19日㈮までに同セン
ターへ

※パソコンは準備します。
※各講座とも参加者が5人以
下の場合は、中止する場合
があります。

◆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、Windows
10のパソコンでExcel2013
を使用して操作を習得。
と　き　1月30日㈫～2月2
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
操作方法ならびに「フォト
ショップエレメンツ1 2」を
使って、写真の取り込み・
保存・整理、編集と写真の
画像修正加工（レタッチ）
などを習得。
※デジタルカメラを持参してく
ださい(コンパクトカメラ、ス
マートフォンでも可)。

と　き　1月30日㈫～2月2
日㈮13時30分～16時
◆Word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Word2013を
使用して操作を習得。
と　き　2月6日㈫～9日㈮
9時30分～12時

対　象　小学校5・6年生
※応募者多数の場合は抽選
と　き　1月27日、2月3日・
10日土曜日（全3回予定）

ところ　県立鈴鹿青少年
センター（住吉町南谷口）
申込み　1月10日㈬まで(必

着)に、センター所定の用
紙に必要事項を記入の
上、直接、郵送またはファ
クスで県立鈴鹿青少年セ
ンター(〒51 3 - 0 8 2 5住
吉町南谷口)へ

※定員に満たない場合は、募集
を延長することもあります。 
◆骨ホネ講座　
と　き　1月2 7日㈯9時30
分～11時30分
参加料　800円
定　員　25人
◆プログラミングを学んで
三色LEDでランタンを作る

と　き　2月3日㈯9時30分
～11時30分
参加料　1,000円
定　員　20人
◆カメラ原理工作
と　き　2 月 1 0日㈯ 9 時
30分～11時30分
参加料　1,000円
定　員　30人

申込み　12月25日㈪から水
泳場窓口またはホーム
ページで先着順受け付け。
◆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。講師は看護師
で助産師でもある方です。
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんと保護者

と　き　1月17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

◆楽しいアイシング教室
　クッキーにかわいくデコ
レーションします。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）

と　き　1月18日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

申込み　事前に電話で問い
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。

◆第2種酸素欠乏危険作業
特別教育

と　き　1月23日㈫8時40
分～16時
受講料　6 ,696円（教材費
込）
申込み　12月22日㈮から
◆粉じん作業特別教育
と　き　1月26日㈮9時50
分～15時50分
受講料　6 ,048円（教材費
込）
申込み　12月26日㈫から
◆クレーン運転業務特別教
育(5t未満)

と　き　2月6日㈫・7日㈬8
時45分～17時
受講料　1万2 8 5円（教材
費込）
申込み　1月9日(火)から
◆低圧電気取扱特別教育

と　き　2月7日㈬・8日㈭8
時30分～17時
受講料　1万1,502円（教材
費込）
申込み　1月9日㈫から
◆タイヤ空気充てん業務特
別教育

と　き　2月14日㈬・15日㈭
8時40分～16時20分
受講料　1万1,880円（教材
費込）
申込み　1月15日㈪から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：2月19日㈪・
20日㈫、実技：2月2 1日
㈬・22日㈭・23日㈮の間
で選択受講します。8時
45分～17時
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　1月19日㈮から

催 し 物

すずかのぶどう
パソコン講習

情報政策課　 382-9003　 382-2219

高齢者向けパソコン講座
鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

おもしろ自然科学教室
県立鈴鹿青少年センター
　378-9811　 378-9809

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

・
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※パソコンは準備します。
※各講座とも参加者が5人以
下の場合は、中止する場合
があります。

◆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、Windows
10のパソコンでExcel2013
を使用して操作を習得。
と　き　1月30日㈫～2月2
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
操作方法ならびに「フォト
ショップエレメンツ1 2」を
使って、写真の取り込み・
保存・整理、編集と写真の
画像修正加工（レタッチ）
などを習得。
※デジタルカメラを持参してく
ださい(コンパクトカメラ、ス
マートフォンでも可)。

と　き　1月30日㈫～2月2
日㈮13時30分～16時
◆Word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Word2013を
使用して操作を習得。
と　き　2月6日㈫～9日㈮
9時30分～12時

対　象　小学校5・6年生
※応募者多数の場合は抽選
と　き　1月27日、2月3日・
10日土曜日（全3回予定）

ところ　県立鈴鹿青少年
センター（住吉町南谷口）
申込み　1月10日㈬まで(必

着)に、センター所定の用
紙に必要事項を記入の
上、直接、郵送またはファ
クスで県立鈴鹿青少年セ
ンター(〒51 3 - 0 8 2 5住
吉町南谷口)へ

※定員に満たない場合は、募集
を延長することもあります。 
◆骨ホネ講座　
と　き　1月2 7日㈯9時30
分～11時30分
参加料　800円
定　員　25人
◆プログラミングを学んで
三色LEDでランタンを作る

と　き　2月3日㈯9時30分
～11時30分
参加料　1,000円
定　員　20人
◆カメラ原理工作
と　き　2 月 1 0日㈯ 9 時
30分～11時30分
参加料　1,000円
定　員　30人

申込み　12月25日㈪から水
泳場窓口またはホーム
ページで先着順受け付け。
◆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。講師は看護師
で助産師でもある方です。
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんと保護者

と　き　1月17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

◆楽しいアイシング教室
　クッキーにかわいくデコ
レーションします。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）

と　き　1月18日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

申込み　事前に電話で問い
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。

◆第2種酸素欠乏危険作業
特別教育

と　き　1月23日㈫8時40
分～16時
受講料　6 ,696円（教材費
込）
申込み　12月22日㈮から
◆粉じん作業特別教育
と　き　1月26日㈮9時50
分～15時50分
受講料　6 ,048円（教材費
込）
申込み　12月26日㈫から
◆クレーン運転業務特別教
育(5t未満)

と　き　2月6日㈫・7日㈬8
時45分～17時
受講料　1万2 8 5円（教材
費込）
申込み　1月9日(火)から
◆低圧電気取扱特別教育

と　き　2月7日㈬・8日㈭8
時30分～17時
受講料　1万1,502円（教材
費込）
申込み　1月9日㈫から
◆タイヤ空気充てん業務特
別教育

と　き　2月14日㈬・15日㈭
8時40分～16時20分
受講料　1万1,880円（教材
費込）
申込み　1月15日㈪から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：2月19日㈪・
20日㈫、実技：2月2 1日
㈬・22日㈭・23日㈮の間
で選択受講します。8時
45分～17時
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　1月19日㈮から

平成30年消防出初式
消防総務課　 382-0500　 383-1447

1月
8日（
月・
祝
）鈴
鹿
市
消
防
出
初
式

無
料
券キリ

トリ

この
券で
駐
車
料
金と

5人
まで
の入
場
料が

無
料
にな
りま
す

※
当
日
限
り
有
効

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

　消防出初式は、年頭行事として消防の旺
盛な士気と装備などの消防力を披露し、消
防への協力と理解を高め、市民の皆さんの
自助・共助意識を熟成させることを目的とし
て開催します。
　厳粛な式典や見応えのある訓練のほか、
世界トップクラスのライダーで結成された災
害ボランティアバイクチームによるパフォーマ
ンスなど、お子さんから大人まで楽しめます。
十分な防寒対策をして、ご参加ください。
と　き　1月8日（月･祝）10時～11時30分　
ところ　鈴鹿サーキット　国際レーシング
コース
内　容　　　　　　　　　　

・一般のお子さんも参加できるふれあい行進
※ふれあい行進に参加希望の方は9時50分までに
お越しください。

※先着300人（お子さん限定）に行進参加記念品を
プレゼントします。

・式典（視閲や表彰、神戸中学校吹奏楽部の
演奏など）
・ライド・エイド（災害ボランティアバイクチー
ム）のパフォーマンス
・新型防災ヘリコプターや特殊重機も出動す
る救助訓練
・フィナーレを飾る当日募集の市民と消防団
による一斉放水
・消防ひろば（13時30分まで）消防車両展
示、ちびっこ人命救助、なりきり消防士、放
水体験（人数制限有り）など



相　談

保健
センター 不要1月26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。

　健診費用の助成を受けるためには、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できます。申請期限は県外で最初に
受診した日から１年以内です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

＜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1月中旬ごろはがきで別日を案内します。

※1月31日㈬の午後、2月9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）。

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・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。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

申し込みは1月5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

乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

胃がん
（バリウム）
40歳以上

2月9日㈮　午前・午後

1月28日㈰、2月19日㈪　午前 保健センター

※妊娠中・授乳中の方も受診できますが、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

保健センター

保健センター

1,500円

1月17日㈬、2月27日㈫　午前
1月31日㈬、2月9日㈮・19日㈪

午前・午後

1月9日㈫　午後

1,800円

1月28日㈰、2月27日㈫　午前

1月9日㈫・31日㈬・2月19日㈪　午後
2月9日㈮　午前・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

健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118-3
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乳　児　乳児期（4カ月・10カ月）に県内の協力医療機関で、公費負担で受けられます。
　　　「母子保健のしおり」冊子中の健康診査票（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。

　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。生後
28日以内の方は、助産師の新生児訪問もあります。ご希望の方は予約が必
要ですので、健康づくり課へご連絡ください。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

健康診査健康診査

65歳となる方

70歳となる方

75歳となる方

80歳となる方

85歳となる方

90歳となる方

95歳となる方

100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

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
昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生 大正1１年4月2日生～大正1２年4月1日生
昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生 大正 ６年4月2日生～大正 ７年4月1日生

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、満６０歳以上６５歳
　　　　未満の方で医師が特に必要と認めた方
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）を
　　　医療機関でお支払いください。

②任意接種の費用助成
対　象　定期接種対象者を除く接種時満６５歳以上の方、または、満６０歳以上６５歳未満の方で医師が特に
　　　　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、健康づくり課、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（県内）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。

予防接種予防接種 ■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）

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

健康ひろば
（はじめてのスク
エアステップ編）
65歳以上の方

40人１月25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）

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）
1月18日㈭

13時15分～14時30分

１2月27日㈬から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成２９年7月～平成２９年
9月生まれの乳児をもつ方

30組１月12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

１2月２5日㈪から
(先着順)

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

各
１５組

１月２１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

１2月２6日㈫から
(先着順)

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

植村剛医師（整形外科）
「関節痛  早めの対策
治療法」

※動きやすい服装でお越しください。

〈平成29年度 定期接種の対象者〉（実施期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日）
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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

廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

 ペットボトルとプラスチックごみの
品質検査結果をお知らせします

今年度の品質検査結果

品質検査の様子

　回収したペットボトルやプラスチックごみは、リサイクルされて新しい
製品に生まれ変わります。リサイクルするためには正しい分別が必要で
すので、ご協力をお願いします。

　回収したペットボトルやプラスチックごみは、年に1回日本容器包装
リサイクル協会による品質検査が行われます。6月のペットボトルの検査
では最高ランクのA評価でしたが、7月のプラスチックごみの検査では、
危険品であるネジが1個入っていたためにD評価でした。乾電池、注射針、
カミソリなどの危険品が1つでも入っている場合はD評価になります。

　ペットボトルやプラスチックごみは、鈴鹿市
不燃物リサイクルセンターでベール（かた
まり）にして、リサイクル工場に出荷します。
工場では、検査官立会いのもとでベールを
バラバラにし、手作業でごみを一つずつ確
認して、不適正なものがどのくらい混入して
いるかを調べます。

　リサイクルは、皆さんの適正な分別によって成り立っています。品質
検査の結果が悪いと、工場から引き取りを断られる場合もあります。
良質なリサイクルを行うため、これからもご協力をお願いします。

・飲食料品、化粧品が入っていたものが対象です
（薬品のびんは対象外）。
・中を洗って、集積所に配置したかごに色分けして
入れてください。
・陶磁器類、耐熱ガラスなど、びん以外のものは入
れないでください。
・陶磁器類と見分けにくい乳白色びんは「もやせな
いごみ」に出してください。

あきびんの正しい分別方法にご協力くださいあきびんの正しい分別方法にご協力ください

※評価は上からA・B・Dの3段階評価です。

プラスチックごみの
品質検査

プラスチックごみの
品質検査ペットボトルの品質検査ペットボトルの品質検査

混入していたネジ
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●AGF鈴鹿体育館 387-6006 388-0622●市武道館

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
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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 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
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～17：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
13：00～17：00
18：00～21：00
13：00～21：00

●西部体育館 371-1476

10・17・24・27・30・31日
23日
26日
15・16日
8・20・27日
13・21・26・28・31日
15・29日
8・11・12・15・18・29日
10日
16・23・30日
17・24・31日
25日
11・12・18・25日
14・21・26・28日
29日

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

元日

成人の日

1
January

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

5・8・15・16・23・29・30日
6・11・12・18・19・24～26日
7日
13・20・27日
14・21・28日

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

5・6・8・11～16・18～20・23・25～30日
7日
10・17・24・31日
21日

5・7・11・15・18・19・25・26・29日
6・13・20・27日   
8・14・21・28日   
10・12・17・24・31日  
16・23・30日

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

9:00～21:005～8・10～21・23～31日

◎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 11日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

休館日  12月28日㈭～1月4日㈭・9日㈫・22日㈪ 休館日  12月28日㈭～1月4日㈭・9日㈫・22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 　12月31日㈰、1月1日（月・祝）・15日㈪

休館日 　12月28日㈭～1月4日㈭

バスケットボール

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

6・13・20日
7・14日
8・9・11・15～18・21・23～25・28～31日
10・22日
27日 
5日
6・13・20・27日
12・26日
19日

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

5・6・8～11・13・15～18・20～25・27～31日
7・14日 
12・19・26日
5日
6・8～11・13・15～18・20～25・27～31日
7・14日
12・19・26日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

1月

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士）23日 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 12・26日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 9日 13：00～16：00
◎交通事故相談（NPO） 15日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 11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 10・24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・5・9・11・12・18・
19・23・25・30日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

一ノ宮団地隣保館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221410日

◎総合相談 19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

●休館日　金曜日、12月29日㈮～1月5日㈮
●開館時間　本館　9時～19時　土・日曜日、祝日は9時～17時　　　　　　江島分館　9時～17時
●おはなし会
（絵本などの読み聞かせ）

382-0347

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

387-0665

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

10日㈬
24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

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

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

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

17日㈬
31日㈬

15日㈪
29日㈪ 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

本館（1階おはなしのへや）6日、14日、20日14時30分～15時、11日10時30分～10時50分、27日10時30分～11時
江島分館（2階ギャラリー）13日11時～11時45分

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

1月

1月

9日㈫
22日㈪

11日㈭
25日㈭

※8日㈪は9日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。

※
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さまざまな媒体で情報を発信しています

※スマホの場合は2次元コードを読み取って、パソコンの場合は市ホームページからアクセスしてください。

ツイッターツイッター 広報すずかスマホ版メルモニ

件　数/6件、うち建物4件（45件、14件増） 出動数/752件（8,455件、536件増）

人口/201,081人（199人増） 男性/100,466人（131人増） 女性/100,615人（68人増） 世帯数/85,166世帯（214世帯増）

事故数/566件、うち人身事故56件（6,060件、138件増） 死者数/3人（9人、2人増） 傷者数/74人（759人、113人減）

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

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』

再生紙を使用しています。この冊子は
資源ごみの「新聞」に分別してください。

※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

学校給食人気メニューのレシピを紹介します
キーマカレー

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

カレーの中でも

大人気のキーマ

カレー。ひき肉、大豆、

野菜がたくさん入って

いて、ごはんもすすみ

ます。

　給食では、三重県産

のひきわり大豆を使用

しています。

豚ひき肉　　150ｇ
玉ねぎ　　200ｇ
人 参 　 　 　 6 0 g
ひきわり大豆　120ｇ
トマト水煮　　100ｇ
にんにく(おろし) 1.5g
しょうが(おろし) 1.5g
油　 5g

赤ワイン 　5g
カレー粉 　2.5g
チャツネ 　12g
醤油 　5g
ウスターソース　12ｇ
コンソメ 　7.5g
水 　100ml
カレールウ 　25g
塩・コショウ 　各少々
　

〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉 〈作り方〉〈作り方〉
①鍋で油、しょうが、にんにくを熱し香

りをだす。

②豚ひき肉を加え赤ワイン、カレー粉
をふり、よく

炒める。
③チャツネを加え、肉を十分炒める。

④みじん切りにした玉ねぎ・人参を加
えてよく炒め、

ひきわり大豆、ソース、トマト水煮、醤油
、コンソメ、

水を加えて煮込む。

⑤カレールウを加え、塩・コショウで味を
ととのえる。

赤ワイン 　5g
〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉
①鍋で油、しょうが、にんにくを熱し香

りをだす。

1月1日（月・祝）～15日㈪…耐震構造の水道施設


