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記念すべき第1号。タ
ブロイド版の縦組み
で、「鈴鹿市公報」と
いう名称で発行され
ました。

昭和24年8月5日発行（1号）昭和24年8月5日発行（1号）

表紙・裏表紙に
カラー刷りを採
用しました。

平成13年4月5日発行（1097号）平成13年4月5日発行（1097号）

全国広報コン
クール広報紙部
門（市部）総務大
臣賞受賞。「不登
校」について特集
を組みました。

タイトルデザイン
を変更。特集のレ
イアウトも変更し、
関連する人物の
写真を表紙全面
に掲載しました。

平成17年10月5日発行（1205号）平成17年10月5日発行（1205号） 平成29年3月5日発行（1479号）平成29年3月5日発行（1479号）

サイズをＢ5版
に、名称を「広報
すずか」に変更
しました。

昭和45年4月5日発行（339号）昭和45年4月5日発行（339号）

広報すずか
　　　　到達！
広報すずか
　　　　到達！1,500号1,500号

 「広報すずか」が今回で1,500号を迎えました。引き続きご愛読いただけるよう努めていきますの
で、今後ともよろしくお願いします。1,500号を記念し、昭和24年に本市の広報紙が発行されてか
らの移り変わりを紹介します。
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　本市では今年度、障がい者
施策の方向性を定める「すず
かハートフルプラン（第3期鈴
鹿市障害者計画、第5期鈴鹿
市障害福祉計画及び第1期
鈴鹿市障害児福祉計画）」の
策定を進めてきました。このた
びその案を取りまとめましたの
で、皆さんのご意見をお寄せ
ください。
意見を提出できる方　
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・意見公募手続きにかかる事
案に利害関係を有する方
募集期間　1月22日㈪～2月
21日㈬
公表場所　障がい福祉課
（市役所1階）、総務課（市
役所4階）、地区市民セン
ター、市ホームページ
意見提出方法　件名「すずか
ハートフルプラン（案）への意
見」、住所、氏名、意見を記
入の上、郵送（〒513-8701
　（住所不要）、2月21日㈬の
消印有効）、ファクス、電子
メールまたは直接窓口（障
がい福祉課、地区市民セン
ター）へ

※提出されたご意見は、個人が
特定されないように類型化し
てまとめ、その類型ごとに市
の考え方について、市ホーム
ページなどを通じて公表する
とともに、今後、すずかハート
フルプランを策定する上での
参考とさせていただきます。
個別に回答はしません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意
見として取り扱います。

◆緊急性の無い可燃ごみ
　下記の期間、焼却炉点検整
備のため、緊急性の無い可燃
ごみの持ち込みができません。
と　き　1月29日㈪～2月10
日㈯
◆破砕が必要なごみ
　下記の期間、破砕機点検
整備のため、破砕が必要なご
み（長さ50㎝以上の庭木、家
具・木材など）の持ち込みがで
きません。
と　き　2月12日（月･休）～17
日㈯

※この期間は、木製家具など、破
砕が必要な可燃性粗大ごみの
戸別収集も行いません。

と　き　2月9日㈮13時15
分から

ところ　市役所本館12階　
1204会議室
内　容　平成29年度鈴鹿市
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分まで会場で受け付け

対　象　平成30年1月1日現
在、市内に住所があった方

※平成29年度の申告状況によ
り、申告が必要と思われる方
には1月下旬に申告書を送付
します。ただし、申告書が送付
されない方でも申告が必要な
場合があります。

と　き　2月16日㈮～3月15
日㈭（土・日曜日を除く）8
時45分～16時 （受け付け
は15時45分まで）

ところ　市役所本館12階　
大会議室

※所得税の確定申告会場は、イ
オンモール鈴鹿です。確定申
告書を提出される方は、お待
ちいただいても対応できない
場合があります。特に青色申
告、土地や建物・株式の譲渡
所得、特定口座の配当所得、
住宅ローン控除、過去の年分
や死亡者の確定申告には対
応できません。

持ち物
○送付された申告書
○印鑑
○個人番号（マイナンバー）
カードまたは、通知カード
（番号確認）と運転免許証
や健康保険の被保険者証
など（身元確認）

※親族などの代理で確定申告書
を提出する場合、税務署へ引
き継ぐ必要がありますので、
上記書類を事前にコピーして
添付してください。また、代理
の方の身元も確認させていた
だきますので、身元確認書類
をお持ちください。

※控除対象配偶者や扶養親族、
事業専従者の方の個人番号
も申告書に記載する必要が
あります。
○平成29年分の所得が分か
るもの
・営業・農業・不動産所得が

ある方は収支内訳書
※あらかじめ収入と経費の内訳
を記載しておいてください。固
定資産税、都市計画税を必要
経費とする方は、納税通知書
に同封されている課税明細を
ご利用ください。

※必ず各経費の集計をしておい
てください。
・給与所得、年金所得があ
る方は源泉徴収票
○所得控除を受けるために
必要なもの
・社会保険料控除を受ける
方は平成29年中に支払っ
た分の領収書・証明書、
「国民健康保険税納付済
額のお知らせ」「国民健
康保険税納付確認書」、
「国民年金保険料控除証
明書」、「介護保険料納付
済額のお知らせ」「介護
保険料納付確認書」、「後
期高齢者医療保険料納
付済額のお知らせ」「後
期高齢者医療保険料納
付確認書」など
・生命保険料控除、地震保
険料控除を受ける方は平
成29年中に支払った分の
控除証明書
・寄附金控除を受ける方は
平成29年中に支払った寄
附金（寄附金控除の対象
となる寄附金）の受領証明
書・領収書

※ふるさと納税のワンストップ特
例制度を申請されている方は、
特例を申請した分も含め、支
払った寄附金すべての受領証
明書・領収書が必要です。

・配偶者控除、配偶者特別
控除、扶養控除を受ける方
は配偶者や扶養親族の所
得が分かるもの（給与や年

金の源泉徴収票など）
・障害者控除を受ける方は
身体障害者手帳、療育手
帳、障害者控除対象者認
定書などで平成29年12月
31日現在の障がいの程度
が分かるもの
○医療費控除等に必要な
もの
・医療費控除を受ける方は
「医療費控除の明細書」
※従来の領収書添付に代わり、
「医療費控除の明細書」を記入
し添付することが必要になり
ました。

※治療ではないもの（予防接種、
文書料、治療につながらない
健康診断、健康食品など）に
支払った代金は控除の対象
になりません。
・セルフメディケーション税
制を受ける方は「セルフメ
ディケーション税制の明細
書」と一定の取組（健康診
査、予防接種など）を受け
たことが分かる書類

※医療費控除とセルフメディケ
ーション税制を合わせて受け
ることはできません。

※明細書の添付により領収書
の添付は必要なくなりますが、
後日領収書の提示提出を求
める場合がありますので、領
収書は必ず5年間は保管して
ください。

※各明細書の様式は市民税課、
各地区市民センターまたは、市
ホームページ（トップ＞生活ガ
イド＞生活便利帳＞税金＞医療
費控除「医療費控除の明細書」
「セルフメディケーション税制
の明細書」）で入手できます。
注意点
・ご自分で申告書を作成さ
れた方は、完成した申告書

と添付資料を郵送するか、
市民税課または各地区市
民センターへ直接お持ちく
ださい（申告書の控えは保
管しておいてください）。
・確定申告書の提出が不要
になった年金受給者の方
が源泉徴収票に記載され
ていない控除を受ける場
合は、市民税・県民税の申
告が必要です。
◆巡回申告相談
　各地区の巡回申告相談を
行います。ご自身の居住する
地区の会場へお越しください。
相談時間　9時45分～15時
※受け付けは14時45分まで
です。

すずかハートフルプラン
（案）への意見募集

障がい福祉課　 382-7626 　382-7607
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

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

市民税・県民税の申告相談
市民税課　382-9446　 382-7604

清掃センター点検整備
のため一部のごみの
持ち込みができません

清掃センター　372-1646　 372-1406
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※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意
見として取り扱います。

◆緊急性の無い可燃ごみ
　下記の期間、焼却炉点検整
備のため、緊急性の無い可燃
ごみの持ち込みができません。
と　き　1月29日㈪～2月10
日㈯
◆破砕が必要なごみ
　下記の期間、破砕機点検
整備のため、破砕が必要なご
み（長さ50㎝以上の庭木、家
具・木材など）の持ち込みがで
きません。
と　き　2月12日（月･休）～17
日㈯

※この期間は、木製家具など、破
砕が必要な可燃性粗大ごみの
戸別収集も行いません。

と　き　2月9日㈮13時15
分から

ところ　市役所本館12階　
1204会議室
内　容　平成29年度鈴鹿市
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分まで会場で受け付け

対　象　平成30年1月1日現
在、市内に住所があった方

※平成29年度の申告状況によ
り、申告が必要と思われる方
には1月下旬に申告書を送付
します。ただし、申告書が送付
されない方でも申告が必要な
場合があります。

と　き　2月16日㈮～3月15
日㈭（土・日曜日を除く）8
時45分～16時 （受け付け
は15時45分まで）

ところ　市役所本館12階　
大会議室

※所得税の確定申告会場は、イ
オンモール鈴鹿です。確定申
告書を提出される方は、お待
ちいただいても対応できない
場合があります。特に青色申
告、土地や建物・株式の譲渡
所得、特定口座の配当所得、
住宅ローン控除、過去の年分
や死亡者の確定申告には対
応できません。

持ち物
○送付された申告書
○印鑑
○個人番号（マイナンバー）
カードまたは、通知カード
（番号確認）と運転免許証
や健康保険の被保険者証
など（身元確認）

※親族などの代理で確定申告書
を提出する場合、税務署へ引
き継ぐ必要がありますので、
上記書類を事前にコピーして
添付してください。また、代理
の方の身元も確認させていた
だきますので、身元確認書類
をお持ちください。

※控除対象配偶者や扶養親族、
事業専従者の方の個人番号
も申告書に記載する必要が
あります。
○平成29年分の所得が分か
るもの
・営業・農業・不動産所得が

ある方は収支内訳書
※あらかじめ収入と経費の内訳
を記載しておいてください。固
定資産税、都市計画税を必要
経費とする方は、納税通知書
に同封されている課税明細を
ご利用ください。

※必ず各経費の集計をしておい
てください。
・給与所得、年金所得があ
る方は源泉徴収票
○所得控除を受けるために
必要なもの
・社会保険料控除を受ける
方は平成29年中に支払っ
た分の領収書・証明書、
「国民健康保険税納付済
額のお知らせ」「国民健
康保険税納付確認書」、
「国民年金保険料控除証
明書」、「介護保険料納付
済額のお知らせ」「介護
保険料納付確認書」、「後
期高齢者医療保険料納
付済額のお知らせ」「後
期高齢者医療保険料納
付確認書」など
・生命保険料控除、地震保
険料控除を受ける方は平
成29年中に支払った分の
控除証明書
・寄附金控除を受ける方は
平成29年中に支払った寄
附金（寄附金控除の対象
となる寄附金）の受領証明
書・領収書

※ふるさと納税のワンストップ特
例制度を申請されている方は、
特例を申請した分も含め、支
払った寄附金すべての受領証
明書・領収書が必要です。

・配偶者控除、配偶者特別
控除、扶養控除を受ける方
は配偶者や扶養親族の所
得が分かるもの（給与や年

金の源泉徴収票など）
・障害者控除を受ける方は
身体障害者手帳、療育手
帳、障害者控除対象者認
定書などで平成29年12月
31日現在の障がいの程度
が分かるもの
○医療費控除等に必要な
もの
・医療費控除を受ける方は
「医療費控除の明細書」
※従来の領収書添付に代わり、
「医療費控除の明細書」を記入
し添付することが必要になり
ました。

※治療ではないもの（予防接種、
文書料、治療につながらない
健康診断、健康食品など）に
支払った代金は控除の対象
になりません。
・セルフメディケーション税
制を受ける方は「セルフメ
ディケーション税制の明細
書」と一定の取組（健康診
査、予防接種など）を受け
たことが分かる書類

※医療費控除とセルフメディケ
ーション税制を合わせて受け
ることはできません。

※明細書の添付により領収書
の添付は必要なくなりますが、
後日領収書の提示提出を求
める場合がありますので、領
収書は必ず5年間は保管して
ください。

※各明細書の様式は市民税課、
各地区市民センターまたは、市
ホームページ（トップ＞生活ガ
イド＞生活便利帳＞税金＞医療
費控除「医療費控除の明細書」
「セルフメディケーション税制
の明細書」）で入手できます。
注意点
・ご自分で申告書を作成さ
れた方は、完成した申告書

と添付資料を郵送するか、
市民税課または各地区市
民センターへ直接お持ちく
ださい（申告書の控えは保
管しておいてください）。
・確定申告書の提出が不要
になった年金受給者の方
が源泉徴収票に記載され
ていない控除を受ける場
合は、市民税・県民税の申
告が必要です。
◆巡回申告相談
　各地区の巡回申告相談を
行います。ご自身の居住する
地区の会場へお越しください。
相談時間　9時45分～15時
※受け付けは14時45分まで
です。
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電　話 電子メール ホームページファクス

月　日 会　場

2月13日㈫

2月14日㈬

2月15日㈭

2月19日㈪
2月20日㈫

庄野公民館
飯野公民館
牧田公民館
鈴峰公民館
加佐登公民館
深伊沢公民館
久間田公民館
椿公民館

2月21日㈬
2月22日㈭

石薬師公民館
玉垣公民館

2月23日㈮
2月26日㈪

稲生公民館
一ノ宮地区市民センター

2月27日㈫
2月28日㈬

国府公民館
河曲公民館

3月  1日㈭
3月  2日㈮

庄内公民館
箕田公民館

3月  5日㈪
3月  6日㈫

合川公民館
天名公民館

3月  7日㈬
3月  8日㈭

若松公民館
井田川公民館

3月  9日㈮
3月12日㈪

白子地区市民センター
栄公民館
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　廃棄物の処理及び清掃
に関する法律等の改正に伴
い、事業活動に伴って発生
する蛍光管などの廃棄物に
ついては、4月1日から鈴鹿
市不燃物リサイクルセン
ターへの受け入れを停止し
ます。受入停止以降は、都
道府県知事から許可を受け
た産業廃棄物処理業者へ
委託するなど、適正な処理
をしてください。
　なお、家庭から出る蛍光
管などの廃棄物について
は、これまでどおり有害ごみ
収集日に各地域のごみ集積
所へ出すことができます。
対　象　事業所から出る廃
棄物のうち蛍光管（LED型
を含む）・乾電池（水銀ゼロ
を含む）・鏡・水銀体温計

　1月26日は「文化財防火
デー」です。昭和30年に定め
られ、平成30年で64回目を
迎えます。奈良県の法隆寺で
昭和24年1月26日早朝、金
堂で壁画の模写をしていた
作業員が保温用に使ってい
た電気座布団のスイッチの
切り忘れが原因で火災とな
り、白鳳時代（7世紀末から8
世紀初期）に描かれた十二
面壁画が焼損し社会的に大
きな衝撃を与えました。
　我が国の文化財建造物は
その多くが木造であり、美術

工芸品についても木や紙また
は布などの燃えやすい材質
により造られているものが多
く、火災により焼損する危険
があります。
　このような文化財を災害か
ら守るためには、文化財関係
者や関係機関だけではなく、文
化財周辺の地域住民との連
携・協力が必要となります。「文
化財防火デー」を機に、文化
財愛護の意識や、防火・防災
意識の高揚に努めてください。

　子育て応援館では、子どもた
ちが健やかに育つために必要
な支援の場を提供するととも
に、地域での子育てを応援して
います。4月1日㈰から子育て
サークルだけではなくNPO法
人、社会福祉法人などの子育
て関係団体まで、幅広くご利用
いただけるようになります。
対　象　市内に活動拠点を
置き、主に市民で構成され
ている子育て関係団体　
利用時間　9時～12時、13
時～16時

※休館日は日曜日、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）です。

利用施設　プレイルーム、体
育室、料理講習室
申込み　
1.子育て応援館で団体の登

録申請をし、登録証を受け
取ってください。

※発行まで10日程度かかります。
※平成30年度の登録申請は2月
1日㈭から開始します。

2.毎月初日の開館日から翌月
の利用分を先着順で受け付
けますので申請してください。
同じ時間帯に複数団体の利
用はできません。午前、午後
それぞれを1単位とし、1団体
合計4単位までに限ります。
問合せ　子育て応援館(白子
駅前6－33　387-6125）

　対象者に平成29年8月下
旬に受診券を送付しました。
ご自身の健康のため、この機
会に検診を受けましょう。
対　象　市内に住民登録が
あり、平成29年度に40歳、
50歳、60歳になる方
期　限　2月28日㈬まで
※必ず事前に歯周病検診協力医
療機関に電話で予約をしてく
ださい。

　本市では、次期一般廃棄物
（ごみ・生活排水）処理基本計
画（平成31年度改定）を策定す
るため、鈴鹿市廃棄物減量等
推進審議会を開催します。本審
議会において、計画の策定やご
みの減量などに関して審議して
いただく委員を募集します。
対　象　市内在住の18歳
以上の方

※国・地方公共団体の議員・常勤
の公務員を除く

任　期　4月から2年間
※審議会は年4回程度、原則平日
の昼間に開催します。
募集人数　2人
申込み　2月1 3日㈫まで
（必着）に、応募用紙に応
募動機と必要事項を記入
の上、直接、郵送、ファクス
または電子メールで廃棄
物対策課（〒513-8701
住所不要）へ

※応募用紙は、廃棄物対策課窓
口または市ホームページで入
手できます。

※面接により選考します。日時は
後日応募者に連絡します。

※審議会委員は他に学識経験者・

各種団体代表者など10人程度
で構成されます。

◆休日窓口
と　き　1月28日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　1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。

事業所から出る
使用済蛍光管や乾電池
などの受入停止

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

子育て応援館の
利用対象者拡充

子ども政策課　 382-7661　 382-9054

歯周病検診の
検診期間まもなく終了

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

文化財防火デー
予防課　 382-9157　 383-1447
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高額介護合算療養費のご案内
保険年金課　 382-7605　 382-7627　 382-9455　鈴鹿亀山地区広域連合　 369-3201　 369-3202

後期高齢者医療保険＋介護保険 または 国民健康保険＋介護保険(70歳～74歳の方がいる世帯)

国民健康保険＋介護保険(70歳未満の方がいる世帯)

工芸品についても木や紙また
は布などの燃えやすい材質
により造られているものが多
く、火災により焼損する危険
があります。
　このような文化財を災害か
ら守るためには、文化財関係
者や関係機関だけではなく、文
化財周辺の地域住民との連
携・協力が必要となります。「文
化財防火デー」を機に、文化
財愛護の意識や、防火・防災
意識の高揚に努めてください。

　子育て応援館では、子どもた
ちが健やかに育つために必要
な支援の場を提供するととも
に、地域での子育てを応援して
います。4月1日㈰から子育て
サークルだけではなくNPO法
人、社会福祉法人などの子育
て関係団体まで、幅広くご利用
いただけるようになります。
対　象　市内に活動拠点を
置き、主に市民で構成され
ている子育て関係団体　
利用時間　9時～12時、13
時～16時

※休館日は日曜日、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）です。

利用施設　プレイルーム、体
育室、料理講習室
申込み　
1.子育て応援館で団体の登

録申請をし、登録証を受け
取ってください。

※発行まで10日程度かかります。
※平成30年度の登録申請は2月
1日㈭から開始します。

2.毎月初日の開館日から翌月
の利用分を先着順で受け付
けますので申請してください。
同じ時間帯に複数団体の利
用はできません。午前、午後
それぞれを1単位とし、1団体
合計4単位までに限ります。
問合せ　子育て応援館(白子
駅前6－33　387-6125）

　対象者に平成29年8月下
旬に受診券を送付しました。
ご自身の健康のため、この機
会に検診を受けましょう。
対　象　市内に住民登録が
あり、平成29年度に40歳、
50歳、60歳になる方
期　限　2月28日㈬まで
※必ず事前に歯周病検診協力医
療機関に電話で予約をしてく
ださい。

　本市では、次期一般廃棄物
（ごみ・生活排水）処理基本計
画（平成31年度改定）を策定す
るため、鈴鹿市廃棄物減量等
推進審議会を開催します。本審
議会において、計画の策定やご
みの減量などに関して審議して
いただく委員を募集します。
対　象　市内在住の18歳
以上の方

※国・地方公共団体の議員・常勤
の公務員を除く

任　期　4月から2年間
※審議会は年4回程度、原則平日
の昼間に開催します。
募集人数　2人
申込み　2月1 3日㈫まで
（必着）に、応募用紙に応
募動機と必要事項を記入
の上、直接、郵送、ファクス
または電子メールで廃棄
物対策課（〒513-8701
住所不要）へ

※応募用紙は、廃棄物対策課窓
口または市ホームページで入
手できます。

※面接により選考します。日時は
後日応募者に連絡します。

※審議会委員は他に学識経験者・

各種団体代表者など10人程度
で構成されます。

◆休日窓口
と　き　1月28日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　1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。

鈴鹿市廃棄物
減量等推進審議会
市民公募委員募集

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

納税の夜間窓口・
休日窓口開設

納税課　 382-9008　 382-7660

 平成28年8月から平成29年7月までの間に、医
療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度
額を超えると思われる方に、高額介護合算療養
費の手続きの案内を1月下旬ごろに送付します。
　ただし、当該期間に市外の医療保険や介護
保険に加入していたことがある方や、医療保険
の変更があった方には、ご案内できないことが
あります。該当する方は、手続き方法などを、平

成29年7月末日時点で加入していた医療保険
者へお問い合わせください。
※医療保険・介護保険の自己負担額とは、保険適用内
のものに限ります。

※高額療養費・高額介護サービス費等が支給される場
合は、自己負担額からその支給額が控除されます。

※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、
支給対象になりません。

※1　複数の方が介護サービスを利用する場合は、医療合算算定基準額は31万円です。
※2　旧ただし書き所得＝総所得金額等から基礎控除額（33万円）を差し引いた額

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ 低所得者Ⅰ

31万円56万円67万円

901万円超 210万円以下

212万円

600万円超
901万円以下

210万円超
600万円以下

141万円 67万円 60万円 34万円

自己負担限度額（年額）

自己負担限度額（年額）

所得要件
旧ただし書き所得　

19万円　

区　分 一　般現役並み所得者
（上位所得者）

低所得者

住民税非課税世帯

区　分 一　般上位所得者

※1

※2
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　安全でおいしい水を供給
するため、水道管内の洗管作
業を実施します。
※対象区域のお宅へは、別途お
知らせ文書を配布します。

と　き　2月21日㈬23時～
翌日6時、28日㈬23時～
翌日6時
洗管作業区域
○栄地区　郡山町の一部、
中瀬古町の全て、秋永町
の一部
◆濁水に注意してください
　作業中や作業後に管内の
水流の変化などで濁り水が
発生する場合があります。あ
らかじめ飲料水は汲み置き
していただき、洗濯などの際
には数分程度水道水を流
し、確認してから使用してく
ださい。

　平成30年度単位負担金額
は1㎡あたり448円です。平
成30年度に公共下水道が利
用できる予定の区域内に土
地を所有している方は、受益
者負担金を納めてください。
　負担金は、宅地・農地・駐
車場など利用状況に関係な
く全ての土地が対象にな
り、その土地に対して一度
限り賦課されます。負担金
の額は、単位負担金額に土
地の面積を乗じた額（【例】
対象となる土地が200㎡の
場合、448円×200㎡＝8

万9,600円）になります。対
象者には、4月上旬に受益
者負担金賦課対象土地通
知書を送付します。

　特定の融資制度につい
て、前年までに支払った借
入金利子の一部と保証料
を補給しています。該当す
る方には必要書類を送付し
ますので、申請期間内に所
定の手続きをしてください。
対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小
企業者で、返済を滞りなく
行い、市税を滞納してい
ない方
補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金
（運転資金）　保証料全額
○三重県小規模事業資金
（設備資金）　保証料全
額、支払利子の一部（5年
以内）
○三重県創業・再挑戦アシ
スト資金（運転・設備資
金、H29年4月以降の借
入、創業後1年まで）　保
証料全額（上限10万円）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）　支払利
子の一部（5年以内）
○日本政策金融公庫生活
衛生改善貸付（設備資
金）　支払利子の一部（5
年以内）
○日本政策金融公庫新規
開業資金、女性、若者／
シニア起業家資金、中小
企業経営力強化資金、
再チャレンジ支援融資、

生活衛生新企業育成資
金（ 運 転・設 備 資 金 、
H29年4月以降の借入、
創 業 後 1 年まで、借 入
1 ,500万まで）　支払利
子の一部（2年以内）

※（　）内の期間は補給対象期
間（H29年4月1日以前の借
入は全期間）です。

申込み　2月1日㈭から3月
1日㈭まで(土･日曜日、祝
日を除く8時30分～17時
15分)に産業政策課へ　

※三重県創業･再挑戦アシスト
資金のみ3月15日㈭まで

※日本政策金融公庫融資生活
衛生改善貸付、創業にかかる
資金の新規の方は法人印また
は認印とお支払額明細書を
持ってお越しください。

対　象　臨床心理士の資格
を持ち、発達・知能検査
（新版K式、WISCなど）
が可能で、発達・知能検
査の実務経験が1年以上
有り、普通自動車免許を
取得の方または平成3 0
年3月末日までに取得見
込の方
雇用期間　4月1日～平成31
年3月31日
業務内容　子どもの発達障
がいに関する相談、子ど
もの発達・知能検査実施
および検査後の支援
勤務条件　給与月額250，700
円（予定）、その他各種
手当（通勤手当など）有
り。社会保険加入。勤務

は週 5日(月～金曜日) 8
時30分～17時15分(休
憩時間60分)。その他の
勤務条件などは鈴鹿市
嘱託職員等取扱規程に
よります。
採用予定人数　1人程度
申込み　2月12日（月・休）まで
（土･日曜日を除く8時30
分～17時15分）に、申込
書などに必要事項を記入
の上、直接または郵送で
子ども家庭支援課（〒513
　-8701（住所不要））へ
※申込書は、直接または郵送で
子ども家庭支援課へ請求し
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（宛先を明記し、82円切
手を貼ったもの）を必ず同封
してください。
◆採用試験
と　き　2月28日㈬10時から
ところ　市役所西館
内　容　面接・作文

と　き　 2月5日㈪14時から
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）
定　員　10人(希望者多数
の場合は抽選)
申込み　当日13時30分か
ら13時50分まで会場で
受け付け

　国民年金基金とは、自営
業の方やフリーで働く方が
サラリーマン並みの年金を
受け取れるようにするため
の公的な個人年金制度で
す。自分の予算に合わせて
設計することができ、将来
受け取る年金を確実に増や
すことができます。掛け金の
全額が社会保険料控除の
対象になります。詳しくは、
三重県国民年金基金（  01
20-29-1284）へお問い合わ
せください。
※市役所では手続きできませ
んのでご注意ください。

　同じ病気の方のお話を聞
いたり、お互いの悩みを話し
たり、一人で悩まずにお話し
しましょう。 
対　象　がん患者、家族など 
と　き　2月2 3日㈮ 1 3時
30分～15時30分

ところ　保健センター（西
条5 -118 - 3）
参加料　無料

問合せ　三重県がん相談支
援センター（　059-223-
　1616）

　 笑いヨガは「笑いの体
操」と「ヨガの呼吸法」を取
り入れたものです。お子さ
んと一緒にたくさん笑って、
心と身体をリフレッシュしま
しょう。
対　象　2歳～就学前のお
子さんとその保護者

と　き　3月1 2日㈪ 1 0時
30分～11時30分

ところ　保健センター（西
条 5 - 1 1 8 - 3 ）　
内　容　講 話（ 笑いの効
用）と笑いヨガの実技
持ち物　動きやすい服装、
飲み物
定　員　15組（先着順）
参加料　無料
申込み　1月2 6日㈮から、
電話または直接健康づく
り課へ

水道管洗管作業
水道工務課　368-1676　 368-1688

下水道事業
受益者負担金の
単位負担金額決定

営業課　 368-1673　 368-1685

平成30年度採用
市嘱託職員

（臨床心理士）募集
子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

利子の一部と保証料を
補給する中小企業者向け

融資制度
産業政策課　 382-8698　 382-0304
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催 し 物

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿

健康づくり課
　327-5030　 382-4187

こころの健康セミナー
「笑いヨガ　～親子編～」

健康づくり課
　327-5030　 382-4187

万9,600円）になります。対
象者には、4月上旬に受益
者負担金賦課対象土地通
知書を送付します。

　特定の融資制度につい
て、前年までに支払った借
入金利子の一部と保証料
を補給しています。該当す
る方には必要書類を送付し
ますので、申請期間内に所
定の手続きをしてください。
対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小
企業者で、返済を滞りなく
行い、市税を滞納してい
ない方
補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金
（運転資金）　保証料全額
○三重県小規模事業資金
（設備資金）　保証料全
額、支払利子の一部（5年
以内）
○三重県創業・再挑戦アシ
スト資金（運転・設備資
金、H29年4月以降の借
入、創業後1年まで）　保
証料全額（上限10万円）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）　支払利
子の一部（5年以内）
○日本政策金融公庫生活
衛生改善貸付（設備資
金）　支払利子の一部（5
年以内）
○日本政策金融公庫新規
開業資金、女性、若者／
シニア起業家資金、中小
企業経営力強化資金、
再チャレンジ支援融資、

生活衛生新企業育成資
金（ 運 転・設 備 資 金 、
H29年4月以降の借入、
創 業 後 1 年まで、借 入
1 ,500万まで）　支払利
子の一部（2年以内）

※（　）内の期間は補給対象期
間（H29年4月1日以前の借
入は全期間）です。

申込み　2月1日㈭から3月
1日㈭まで(土･日曜日、祝
日を除く8時30分～17時
15分)に産業政策課へ　

※三重県創業･再挑戦アシスト
資金のみ3月15日㈭まで

※日本政策金融公庫融資生活
衛生改善貸付、創業にかかる
資金の新規の方は法人印また
は認印とお支払額明細書を
持ってお越しください。

対　象　臨床心理士の資格
を持ち、発達・知能検査
（新版K式、WISCなど）
が可能で、発達・知能検
査の実務経験が1年以上
有り、普通自動車免許を
取得の方または平成3 0
年3月末日までに取得見
込の方
雇用期間　4月1日～平成31
年3月31日
業務内容　子どもの発達障
がいに関する相談、子ど
もの発達・知能検査実施
および検査後の支援
勤務条件　給与月額250，700
円（予定）、その他各種
手当（通勤手当など）有
り。社会保険加入。勤務

は週 5日(月～金曜日) 8
時30分～17時15分(休
憩時間60分)。その他の
勤務条件などは鈴鹿市
嘱託職員等取扱規程に
よります。
採用予定人数　1人程度
申込み　2月12日（月・休）まで
（土･日曜日を除く8時30
分～17時15分）に、申込
書などに必要事項を記入
の上、直接または郵送で
子ども家庭支援課（〒513
　-8701（住所不要））へ
※申込書は、直接または郵送で
子ども家庭支援課へ請求し
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（宛先を明記し、82円切
手を貼ったもの）を必ず同封
してください。
◆採用試験
と　き　2月28日㈬10時から
ところ　市役所西館
内　容　面接・作文

と　き　 2月5日㈪14時から
ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）
定　員　10人(希望者多数
の場合は抽選)
申込み　当日13時30分か
ら13時50分まで会場で
受け付け

　国民年金基金とは、自営
業の方やフリーで働く方が
サラリーマン並みの年金を
受け取れるようにするため
の公的な個人年金制度で
す。自分の予算に合わせて
設計することができ、将来
受け取る年金を確実に増や
すことができます。掛け金の
全額が社会保険料控除の
対象になります。詳しくは、
三重県国民年金基金（  01
20-29-1284）へお問い合わ
せください。
※市役所では手続きできませ
んのでご注意ください。

　同じ病気の方のお話を聞
いたり、お互いの悩みを話し
たり、一人で悩まずにお話し
しましょう。 
対　象　がん患者、家族など 
と　き　2月2 3日㈮ 1 3時
30分～15時30分

ところ　保健センター（西
条5 -118 - 3）
参加料　無料

問合せ　三重県がん相談支
援センター（　059-223-
　1616）

　 笑いヨガは「笑いの体
操」と「ヨガの呼吸法」を取
り入れたものです。お子さ
んと一緒にたくさん笑って、
心と身体をリフレッシュしま
しょう。
対　象　2歳～就学前のお
子さんとその保護者

と　き　3月1 2日㈪ 1 0時
30分～11時30分

ところ　保健センター（西
条 5 - 1 1 8 - 3 ）　
内　容　講 話（ 笑いの効
用）と笑いヨガの実技
持ち物　動きやすい服装、
飲み物
定　員　15組（先着順）
参加料　無料
申込み　1月2 6日㈮から、
電話または直接健康づく
り課へ

今にゆとり、老後にゆとり
国民年金基金

保険年金課　 382-9401　 382-9455

国民保護協議会・
防災会議の合同会議を

傍聴できます
防災危機管理課

　382-9968　 382-7603
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告

広
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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。

　鈴鹿市出身で、11年間の企
業受付経験を生かして東京で
起業された方などを講師に招
き、講演していただきます。
対　象　創業・起業に興味
のある方、市内で創業・起
業をお考えの方、実際に
創業・起業に向けて取り
組んでいる方、起業して
悩んでいる方

と　き　2月2 5日㈰ 1 3時
30分～16時30分（開場
13時）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）　
内　容
第1部「起業において、もっ
とも重要なこと」
講師：橋本真里子さん（ディ
ライテッド㈱ 代表取締役
CEO）
第 2部「事業コンセプトづ
くり」
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

託　児　6カ月～未就学児、
無料、先着10人、2月16日
㈮締め切り
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課
または男女共同参画課へ

※手話通訳、託児を希望される
方は、申し込み時にお知らせ
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。

対　象　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

と　き　2月25日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）　
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

　賃金不払いや不当解雇、
保険見直しなど、暮らしに関
するさまざまな相談に弁護
士・社会保険労務士などの

専門相談員がお応えします。
秘密は厳守します。
と　き　1月27日㈯10時～
16時

ところ　労働福祉会館　
（神戸地子町388）
参加料　無料
申込み・問合せ　1月26日㈮
までに、暮らしホットス
テーションすずか（鈴鹿地
区労働者福祉協議会事
務所内　383-3358 火
～金曜日、1 0時 3 0分～
16時）へ

　住民同士の助け合いや
支え合いで地域の課題を
解決していくために、消費
者保護の立場で、啓発啓蒙
することを目的とするイベ
ントです。
と　き　2月10日㈯10時30
分～16時、11日（日･祝）10時
～16時
ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容　

○衣の部
・リフォーム作品、手芸作品
の展示
○食の部
・健康茶、抹茶、コーヒー、手
作りおやつの試食、試飲

・“捨てる前に考えよう”フー
ドドライブなど食品ロス削
減の推進
○住の部（暮らし）
・消費生活アドバイスとPR
展示（鈴鹿亀山消費生活
センター）
・エコ診断への取り組みにつ
いて（三重県地球温暖化
防止活動推進センター）
・廃油石鹸、ぼかし肥料、
EM拡大液の無料配布
○その他
・体温計、はかりの無料点検
（三重県計量協会）
・もったいない市（不用品バ
ザー）
・体験コーナー
・鈴鹿市生活学校活動報告
写真展示
主催・問合せ　鈴鹿市生活学
校（渥美　372-0862）

　コミュニケーションは「ここ
ろとこころのキャッチボール」
です。「伝えたいことがうまく
相手に伝わらない」「相手の
気持ちをうまく汲み取れな
い」といったことを解消する
ために、家庭や地域での子
どもとのやり取りを振りかえ

り、より良い関係性を築くた
めのヒントを学びましょう。
対　象　市民
と　き　2月28日㈬10時～
12時（開場9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）
講　師　大部美知子さん（M's
コミュニケーション講師）
内　容　講演会、DVD視聴
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　直接または電話で
健康づくり課へ

　ロボットスーツHALに関す
る講演とHALを利用された
方の体験談などが聞けるパ
ネルディスカッションを開催し
ます。講座の中では、ロボット
スーツの装着体験なども実
施します。
と　き　2月11日（日･祝）13時
30分～16時（開場13時）

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6号館　1階
フロア（南玉垣町3500-3）
講　師　長谷川真人さん
（東京大学医学部附属病
院リハビリテーション部理

学療法士）、竹腰仁志さ
ん（鈴鹿ロボケアセンター
トレーナー）
参加料　無料
申込み　2月2日㈮までに、
住所、氏名、連絡先を電話
またはファクスで鈴鹿ロボ
ケアセンター（　389-7762
　　389-7835（土・日曜日を
除く9時～18時））へ

※当日参加も可能です。
※ロボットスーツの装着体験は、
障がいのある方（要事前申込
み）に限らせていただきます。
また応募多数の場合は抽選と
なります。

※車椅子の方の参加も可能で
す。手話通訳も実施します。 

※この市民講座は、地方創生推
進交付金を使った福祉ロボッ
ト推進事業の一環として行わ
れるものです。

催 し 物

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

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

創業に関する個別相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

暮らし何でも相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

すずか消費生活展
産業政策課　 382-8698　 382-0304
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※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

託　児　6カ月～未就学児、
無料、先着10人、2月16日
㈮締め切り
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課
または男女共同参画課へ

※手話通訳、託児を希望される
方は、申し込み時にお知らせ
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。

対　象　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

と　き　2月25日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）　
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

　賃金不払いや不当解雇、
保険見直しなど、暮らしに関
するさまざまな相談に弁護
士・社会保険労務士などの

専門相談員がお応えします。
秘密は厳守します。
と　き　1月27日㈯10時～
16時

ところ　労働福祉会館　
（神戸地子町388）
参加料　無料
申込み・問合せ　1月26日㈮
までに、暮らしホットス
テーションすずか（鈴鹿地
区労働者福祉協議会事
務所内　383-3358 火
～金曜日、1 0時 3 0分～
16時）へ

　住民同士の助け合いや
支え合いで地域の課題を
解決していくために、消費
者保護の立場で、啓発啓蒙
することを目的とするイベ
ントです。
と　き　2月10日㈯10時30
分～16時、11日（日･祝）10時
～16時
ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容　

○衣の部
・リフォーム作品、手芸作品
の展示
○食の部
・健康茶、抹茶、コーヒー、手
作りおやつの試食、試飲

・“捨てる前に考えよう”フー
ドドライブなど食品ロス削
減の推進
○住の部（暮らし）
・消費生活アドバイスとPR
展示（鈴鹿亀山消費生活
センター）
・エコ診断への取り組みにつ
いて（三重県地球温暖化
防止活動推進センター）
・廃油石鹸、ぼかし肥料、
EM拡大液の無料配布
○その他
・体温計、はかりの無料点検
（三重県計量協会）
・もったいない市（不用品バ
ザー）
・体験コーナー
・鈴鹿市生活学校活動報告
写真展示
主催・問合せ　鈴鹿市生活学
校（渥美　372-0862）

　コミュニケーションは「ここ
ろとこころのキャッチボール」
です。「伝えたいことがうまく
相手に伝わらない」「相手の
気持ちをうまく汲み取れな
い」といったことを解消する
ために、家庭や地域での子
どもとのやり取りを振りかえ

り、より良い関係性を築くた
めのヒントを学びましょう。
対　象　市民
と　き　2月28日㈬10時～
12時（開場9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）
講　師　大部美知子さん（M's
コミュニケーション講師）
内　容　講演会、DVD視聴
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　直接または電話で
健康づくり課へ

　ロボットスーツHALに関す
る講演とHALを利用された
方の体験談などが聞けるパ
ネルディスカッションを開催し
ます。講座の中では、ロボット
スーツの装着体験なども実
施します。
と　き　2月11日（日･祝）13時
30分～16時（開場13時）

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6号館　1階
フロア（南玉垣町3500-3）
講　師　長谷川真人さん
（東京大学医学部附属病
院リハビリテーション部理

学療法士）、竹腰仁志さ
ん（鈴鹿ロボケアセンター
トレーナー）
参加料　無料
申込み　2月2日㈮までに、
住所、氏名、連絡先を電話
またはファクスで鈴鹿ロボ
ケアセンター（　389-7762
　　389-7835（土・日曜日を
除く9時～18時））へ

※当日参加も可能です。
※ロボットスーツの装着体験は、
障がいのある方（要事前申込
み）に限らせていただきます。
また応募多数の場合は抽選と
なります。

※車椅子の方の参加も可能で
す。手話通訳も実施します。 

※この市民講座は、地方創生推
進交付金を使った福祉ロボッ
ト推進事業の一環として行わ
れるものです。

ロボットスーツHAL
市民講座
障がい福祉課

　382-7626　 382-7607

講演会「みつめてみませんか
大人と子どもの

コミュニケーション術」
健康づくり課　 327-5030　 382-4187
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働く人のための
ポジティブ

シンキングセミナー
産業政策課　 382-8698 　382-0304

催 し 物

　市民活動団体の団体力
アップを図ることを目的とし
て、県内で活動する広告企
画会社から、成功するイベン
ト（事業）の組み立て方など
を講義いただき、企画立案の
ワークショップを交えながら
一緒に考えます。
と　き　2月25日㈰13時～
15時（受付12時30分から）

ところ　市役所本館12階　
1204会議室
講　師　若林辰也さん（株式
会社デルタスタジオ代表
取締役）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
主　催　NPO法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう
協　力　みえ市民活動ボラン
ティアセンター
申込み　団体名または個人
名、参加人数、連絡先を
ファクスまたは電子メール
でN PO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（白
子駅前9 - 2 0イオン白子
店3階     387-0767　 bu
　dou@mecha.ne.jp）へ
※本市は市民活動支援事業を
NPO法人市民ネットワークすず
かのぶどうに委託しています。

　市内の勤労者・市民の方々
に対して「 夢を諦めない  
Just do it！」をテーマとする

メンタルヘルス対策や自殺防
止などのセミナーを受けてい
ただき、ポジティブシンキン
グの考え方を取り入れるこ
とで悩みの軽減を図ってい
ただきます。 
対　象　働いている方
と　き　2月17日㈯10時～
12時

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
参加料　無料
託　児　あり(無料)
申込み・問合せ　2月13日㈫
までに電話で鈴鹿勤労者連
絡協議会（毎週火～金、10
時～16時　 383-3359）へ

　本市の市民劇団である劇
団花さつきが、命をかけて築
堤に挑んだ汲川原の女性た
ちの物語を公演します。
とき・内容　2月10日㈯防災
講話18時30分～19時（開
場18時）、プレビュー講演
19時15分～20時
　2月11日（日・祝）地震体験車
による地震体験11時30分
～13時30分（開場11時）、
防災講話13時30分～14
時、本講演14時15分～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）
参加料　無料
主　催　劇団花さつき
問合せ　劇団花さつき（長谷
川　080-5106-9978）

※本事業は、平成29年度鈴鹿
市まちづくり応援補助金交付
団体が行う事業です。

介護予防総合イベント
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

劇団花さつき第11回公演
「椿ちれど･･･」

地域協働課　 382-8695　 382-2214

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

と　き　2月18日㈰10時～
15時30分

ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容　

・講演　「転倒、認知症、ス
ポーツ障害、腰痛、嚥下
障害」の予防について（5
題各20分）
・体験コーナー　「転倒、疾
病、認知症、スポーツ障害、
腰痛」の予防、動脈硬化測
定、体組成測定、骨密度測
定、三重県作業療法士会・
三重県言語聴覚士会ブース
参加料　無料
主　催　（一社）三重県理学
療法士会
共　催　（一社）三重県作業
療法士会、三重県言語聴
覚士会
問合せ　みたき総合病院リ
ハビリテーション科（高橋  
　330-6644）

申込み　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－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。
◆振動工具取扱作業者安全
衛生教育(チェーンソー以
外)

と　き　3月13日㈫9時50分
～15時10分
受講料　6,588円（教材費込）
申込み　2月13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 3月6日㈫8時～
17時30分、実技　Ⅰコース3
月7日㈬～9日㈮　Ⅱコース3
月13日㈫～15日㈭　8時～
17時15分
受講料　2万8,000円
申込み　2月1日㈭から

申込み　1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。
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんとその保護者

と　き　2月21日㈬11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMIさん
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
　おひなさまを巻きます。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）

と　き　2月15日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　ロール巻子さん
定　員　15人

参加料　2,600円

◆フルーツカッティング
　ナイフ1本で大変身!
　フルーツをもっとおいしく、
もっと豪華に。
対　象　一般成人
と　き　2月22日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　向井さん
定　員　15人
参加料　3,000円

成功するイベント企画
講座

地域協働課　382-8695　 382-2214

・
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電　話 電子メール ホームページファクス

　民生委員・児童委員は相談の内容や、
相談相手のことなどプライバシーに関す
る秘密を厳守します。
　お住まいの地域の民生委員・児童委員
をお知りになりたい場合は、健康福祉政策
課または地区市民センターにお問い合せ
ください。

市政に対するご意見・ご要望などは、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

私や家族が住んでいる地域を担当し
ている民生委員・児童委員を知りた

いのですが、どうすればよいですか。

民生委員は地域において、地域住
民の立場に立ち、地域福祉を担う

ボランティアで、児童委員を兼ねていま
す。担当する地域の高齢者・障がい者・
児童などのあらゆる人々からの相談を受
け、必要な支援が受けられるよう、専門
機関とのつなぎ役になります。

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。

民生委員や児童委員を知りたい

健康福祉政策課　 382-9012 　382-7607
　 kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

メンタルヘルス対策や自殺防
止などのセミナーを受けてい
ただき、ポジティブシンキン
グの考え方を取り入れるこ
とで悩みの軽減を図ってい
ただきます。 
対　象　働いている方
と　き　2月17日㈯10時～
12時

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
参加料　無料
託　児　あり(無料)
申込み・問合せ　2月13日㈫
までに電話で鈴鹿勤労者連
絡協議会（毎週火～金、10
時～16時　 383-3359）へ

　本市の市民劇団である劇
団花さつきが、命をかけて築
堤に挑んだ汲川原の女性た
ちの物語を公演します。
とき・内容　2月10日㈯防災
講話18時30分～19時（開
場18時）、プレビュー講演
19時15分～20時
　2月11日（日・祝）地震体験車
による地震体験11時30分
～13時30分（開場11時）、
防災講話13時30分～14
時、本講演14時15分～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）
参加料　無料
主　催　劇団花さつき
問合せ　劇団花さつき（長谷
川　080-5106-9978）

※本事業は、平成29年度鈴鹿
市まちづくり応援補助金交付
団体が行う事業です。

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と　き　2月18日㈰10時～

15時30分
ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容　

・講演　「転倒、認知症、ス
ポーツ障害、腰痛、嚥下
障害」の予防について（5
題各20分）
・体験コーナー　「転倒、疾
病、認知症、スポーツ障害、
腰痛」の予防、動脈硬化測
定、体組成測定、骨密度測
定、三重県作業療法士会・
三重県言語聴覚士会ブース
参加料　無料
主　催　（一社）三重県理学
療法士会
共　催　（一社）三重県作業
療法士会、三重県言語聴
覚士会
問合せ　みたき総合病院リ
ハビリテーション科（高橋  
　330-6644）

申込み　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－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。
◆振動工具取扱作業者安全
衛生教育(チェーンソー以
外)

と　き　3月13日㈫9時50分
～15時10分
受講料　6,588円（教材費込）
申込み　2月13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 3月6日㈫8時～
17時30分、実技　Ⅰコース3
月7日㈬～9日㈮　Ⅱコース3
月13日㈫～15日㈭　8時～
17時15分
受講料　2万8,000円
申込み　2月1日㈭から

申込み　1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。
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
のお子さんとその保護者

と　き　2月21日㈬11時～
12時30分、13時30分～
15時

ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMIさん
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
　おひなさまを巻きます。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）

と　き　2月15日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　ロール巻子さん
定　員　15人

参加料　2,600円

◆フルーツカッティング
　ナイフ1本で大変身!
　フルーツをもっとおいしく、
もっと豪華に。
対　象　一般成人
と　き　2月22日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
講　師　向井さん
定　員　15人
参加料　3,000円
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＜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2月上旬ごろはがきで別日を案内します。

健康診査健康診査
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。

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・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。

相　談

保健
センター 不要2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。

1,000円子宮頸がん
（細胞診）
20歳以上の女性

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象
2月19日㈪、3月4日㈰　午前 保健センター 1,000円

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）。

3月4日㈰　午前 保健センター肺がん
40歳以上 ※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。

※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（生年月日が平成10年4月1日
以前で、40歳の誕生日前日までの方）には、同時に実施します。

1,500円乳がん
（超音波）
20歳以上の女性

3月7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。

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

保健センター

※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。

2月9日㈮　午後
2月19日㈪、3月7日㈬・15日㈭　午前・午後

1月31日㈬、2月27日㈫　午前

3月7日㈬　午前・午後
2月27日㈫　午前

2月19日㈪、3月15日㈭　午後

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

申込みは1月31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、
　382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

レントゲン撮影  500円
たんの検査      500円

※2月9日㈮の午後と3月7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）。
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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、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。

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

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

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

離乳食コース

平成２９年８月～１０月
生まれの乳児をもつ方

30組
２月2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

無料
保健
センター

健康ひろば（口腔編）
65歳以上の方

40人
2月22日㈭

10時～11時30分
歯科医師・歯科衛生士
による講話や実技

５００円
（材料費）

保健
センター

妊娠中の栄養についての
講話、調理実習

マタニティクッキングコース
妊娠中の方

20人
2月２8日㈬

9時４５分～１3時
１月２4日㈬から
（先着順）

1月29日㈪から
（先着順）

無料
保健
センター

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

50人
2月26日㈪

10時～11時30分
スクエアステップの実践 1月29日㈪から

（先着順）

無料
保健
センター

むし歯予防コース（乳児） 
平成２９年5月～6月生まれ
の乳児とその保護者の方

30組
2月15日㈭

10時～11時30分
むし歯予防の話、

ふれあい遊び、個別相談
1月25日㈭から
（先着順）

1月23日㈫から
（先着順）

　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。

対　象／20歳以上の方（骨粗鬆症の治療中の方、平成29年度に保健センターで測定された方を除く）

と　き／3月6日㈫　9時30分～11時、13時30分～15時（都合の良い時間にお越しください。）

ところ／保健センター　　費　用／無料　　申込み／不要　

※裸足になれる服装でお越しください。　※混み合いますので、時間に余裕をもってお越しください。

■骨密度チェック（簡易骨密度測定）

予防接種予防接種

■定期接種：ＭＲ（麻しん・風しん混合）

対　 象　生後12～24月未満の方（第1期）と平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれの方（第2期）

ところ　実施医療機関　　費　用　無料（各1回限り）　持ち物　母子健康手帳・健康保険証・予診票

※2期の方の無料対象期間は平成30年3月31日㈯までです。

※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交付しますので、母子健康手帳を持ってお越

　しください（外国籍の方は母子健康手帳と対象児の在留カードを持って健康づくり課にお越しください。）

■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～平成24年4月1日生まれの方　 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・予診票　　

※対象期間は平成30年3月31日㈯ までです。

※予診票がお手元にない方で市外医療機関での接種をご希望の場合は、事前に健康づくり課で申請が必要です。母子健康手

帳を持ってお越しく ）。いさだくし越おに課りくづ康健てっ持をドーカ留在の児象対と帳手康健子母は方の籍国外（。いさだ

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）

2月15日㈭
13時15分～14時30分

浦川英己医師（内科）
「血糖値が高いといわれ
たら～見直したい生活
のポイント～」
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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　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

ごみ出しのルールを守り、
きれいなごみ集積所を保ちましょう
　ごみ集積所は自治会や共同住宅の管理者などにより日々の清掃や維持
管理が行われ、清潔に保たれています。ごみ集積所を利用する方一人一人
がごみ出しのルールを守り、協力してきれいな集積所を保ちましょう。

ごみ集積所の場所や利用方法がわからないときは？ごみ集積所の場所や利用方法がわからないときは？ごみ集積所の場所や利用方法がわからないときは？ごみ集積所の場所や利用方法がわからないときは？

ごみを出すときの注意点は？ごみを出すときの注意点は？ごみを出すときの注意点は？ごみを出すときの注意点は？

もやせないごみの出し方に注意してくださいもやせないごみの出し方に注意してくださいもやせないごみの出し方に注意してくださいもやせないごみの出し方に注意してください

お住まいの地域の自治会にお問い合わせください。

　ごみ収集車や処理場の火災を防ぐため
に、中身を使いきり、穴をあけて、他のもやせ
ないごみとは別の無色透明袋に入れて出し
てください。

　ごみ袋の中身が確認できず、スプレー缶類
の混入による火災や収集作業員がけがをす
る恐れがあります。ごみをレジ袋などでまとめ
ず、直接、認定袋に入れて出してください。

・スプレー缶やカセットボンベは
　ガスを抜いて別袋で
・スプレー缶やカセットボンベは
　ガスを抜いて別袋で

・二重袋は禁止・二重袋は禁止

14 2018・1・20

○一戸建て住宅にお住まいの方
管理会社や所有者にお問合せください。
○共同住宅にお住まいの方

・ごみの分別は「家庭ごみの分け方・出し方」を
参考にしてください。

  トップページ 〉 生活ガイド 〉 生活便利帳 〉 その他 〉 家庭ごみの分け方・出し方
　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/
　 8101.html
・ごみカレンダーで排出日を確認し、収集日当
日の朝8時までに出してください。
・市認定ごみ袋に入れ、袋の口を結んで出して
ください。
・一度に大量のごみを出さないでください
　（1回5袋まで）。
※草刈などをして一度に大量のごみが出る場合は、分
別して直接処理場へ持ち込んでください。

・粗大ごみ（認定ごみ袋に入らないものや単品
で5kg以上のもの）はごみ集積所には出せま
せん。粗大ごみ受付センター（　382-7646）
へ戸別収集の申し込みをするか、直接処理場
へ持ち込んでください。

　不適切な出し方でごみを出すと回収
されず、当番などのごみ集積所の管理
者に迷惑がかかります。また、残されたご
みが放置されると集積所が不衛生な状
態になり、近隣の方の迷惑にもなります。
ごみを出すときはルールを守って出してく
ださい。

もやせないごみが
きちんと出されている集積所
もやせないごみが
きちんと出されている集積所
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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
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～17：00
9：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～17：00
13：00～17：00
18：00～21：00

7・12・21・28日
14・27日
5・6・19・20日
4・10・11・14・23日

5・24日

7日
15・16・25日
17日
1・3・17・22日
2・8・28日
6・12・18・20・27日
14日

19日

21日
1・2・8・9・22・23日
11・24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

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

1・2・8・9・14～17・22・23・28日
3・10・24日
4・11・18日
5・6・12・19・20・25・27日

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

1～6・8～10・12・15～17・19・20・22～25・27日
7・14・21・28日
11日
18日

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

1・2・4・5・8・15・16・19・22・23・25日
3・10・17・24日
6・20・27日
7・9・12・14・21・28日
11・18日

9：00～21：001～12・14～25・27・28日

●休館日　金曜日、6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

相
　
談

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）

休業日　5日㈪

◎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。

◎総合相談 16日 10：00～15：00

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

7日㈬
21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

13日㈫
12日㈪から

変更
26日㈪

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

8日㈭
22日㈭

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

建国記念の日

振替休日

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

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  13日㈫・26日㈪ 休館日  13日㈫・26日㈪

14日㈬
28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）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 

箕田公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221415日

※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　　382-7660

1日㈭
15日㈭

5日㈪
19日㈪

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

バスケットボール

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

1～3・5・7～10・12・14～17・19・21～26・28日
4・11・18・20日
6・13・27日
1・3・5・7・8・10・12・14・15・17・19・21・22・24～26・28日
2・9・16日
4・11・18・20日
6・13・27日
23日

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

1・5・7・8・12・14・15・19・21・22・25・26・28日
3・6・10・13・17・24日
4・11・18日
27日
2・9日
3・10・17・23・24日
16日
23日

卓　　　球

バドミントン
ファミリー
バドミントン

バレーボール

●西部体育館 371-1476

※

2
February

2月

2月

2月
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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/ 5件、うち建物4件（50件、18件増） 出動数/837件（9,292件、566件増）

人口/201,175人（94人増） 男性/100,490人（24人増） 女性/100,685人（70人増） 世帯数/85,206世帯（40世帯増）

事故数/671件、うち人身事故41件（6,711件、204件増） 死者数/0人（9人、2人増） 傷者数/51人（810人、146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
イタリアンスープ

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

卵や野菜をたっ

ぷり使った、具だ

くさんの温かい洋風

スープです。溶き卵に粉

チーズとパン粉を混ぜ

ることで、独特の香りや

食感が出ておいしくな

ります。鈴鹿市産の卵や

ほうれん草を使います。

ベ ーコン 　 2 0 g
玉ねぎ　　150g
にんじん　10 0 g
ほうれん草　80g
えのきたけ　40g
卵 2個 
パン粉　　　10g

粉チーズ　10g
コンソメ　1 0 g
油　　　　少々
塩　　　　少々
こしょう　少々
水　　　600ml

〈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ベーコン、玉ねぎは細切り、にんじん

はいちょう切り、

えのきたけは食べやすい長さに切る。
ほうれん草は

2cmに切り、さっと下ゆでする。

②なべに油を熱し、ベーコンを炒める。
玉ねぎ、にんじん

を加えて炒め、えのきたけ、水を加える。

③コンソメ、塩、こしょうを加える。

④卵、パン粉、粉チーズを混ぜ合わせて
おき、③に加え

て煮る。
⑤ほうれん草を加えてひと煮立ちさせる

。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉
①ベーコン、玉ねぎは細切り、にんじん

はいちょう切り、

2月1日㈭～15日㈭…地域を守る消防団




