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　過去に発生した地震におい
て、家具の転倒により、多くの方
がけがをされています。家具の
転倒を防ぐために固定すること
は、すぐにできる対策の一つで
す。固定する方法はつっぱり棒
や粘着マット、金具の使用など
さまざまな方法があります。災
害時に支援が必要な次の方に
は、家具固定事業を行っていま
すので、発生が予想されている
南海トラフ地震などに備えて、
家具を固定しましょう。
対　象　次のいずれかに該当
し、これまでにこの事業を利
用されたことがない世帯
○65歳以上の方のみで構成
する世帯
○身体障害者手帳（1級～3級）
の交付を受けている方
○療育手帳Aの交付を受けて
いる方
○精神障害者保健福祉手帳1
級の交付を受けている方
○要介護認定3以上の方
内　容　市が委託した専門
的な知識をもつ業者が、家

具を3台まで固定します。
料　金　無料
申込み　平成31年1月末まで
に、電話で防災危機管理課へ

※1世帯1回限りです。
※借家の場合は、家主の承諾が必
要です。

※実施可能件数には限りがあり
ます。

　空き家所有者の悩みをお聞
きし、所有する住宅などを将来
空き家にしないために、売却・賃
貸、管理、相続、名義変更、成年
後見、境界、耐震診断、耐震工
事・リフォーム、不動産鑑定、解
体、空き家バンクなど、専門家が
さまざまな相談にお応えします。
対　象　市内に空き家を所有
する方、住宅などの相続や
処分についてお困りの方

と　き　9月29日㈯10時～
16時

ところ　男女共同参画セン
ター3階　ホール（神戸

2-15-18）
共　催　空き家ネットワーク
みえ
申込み　8月1日㈬から31日
㈮までに、直接、電話、また
は郵送で住宅政策課または
各地区市民センターへ

※｢空き家ネットワークみえ｣とは、
(一社)三重県建築士事務所協会、
(一社)三重県不動産鑑定士協会、
三重県司法書士会、三重県土地
家屋調査士会、(一社)三重県建設
業協会、東海税理士会三重県支
部連合会、(公社)三重県宅地建物
取引業協会の7団体による空き
家対策推進のための協議会です。

　広報すずかは、「音訳グ
ループ 鈴の音」の皆さんが、
視覚障がい者の方たち向けに
写真やグラフなどの説明を含
む全ての内容を音訳し、ＣＤ
録音を行っています。広報す
ずかの発行に合わせて、5日
号と20日号を作成していま
す。ご希望の方は、社会福祉
協議会（　382-5971）まで
連絡してください。

地震に備えて家具の固定を 
防災危機管理課

　382-9968 　382-7603

空き家無料相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

「広報すずか」を
声でお届け
障がい福祉課

　382-7626 　382-7607

すず ね
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と　き　12月16日㈰8時15
分から（雨天決行）

ところ　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース
内　容　10㎞、5.6㎞、2㎞、
競技用車いす5.6㎞、生活
用車いす1.5㎞
参加料　1,000円～3,500円
※種目によって異なります。
定　員　先着7,500人
　（10km：2,500人、5.6km：
2,500人、2km：2,500人）

※車いす種目は定員なし
申込み　
○インターネット 8月15日㈬
から9月28日㈮までに次の
ホームページで
・鈴鹿シティマラソン公式
ホームページ　http://su
　zukacity-m.com/
・ランネット　https://run
　net.jp/
○郵便振替　8月1日㈬から
10日㈮までにエントリーセ
ンター（㈱ファインシステム
　079-420-6663（平日
9時30分～17時30分））
へ専用郵便振替用紙を依
頼し、用紙が届いたら、8月
15日㈬から31日㈮までに
郵便局で申し込みと参加
料の振込をしてください。
○Loppi　8月15日㈬から9
月28日㈮までに、ローソンま
たはミニストップの店内設置
のLoppiで「トップ画面」→
「各種サービスメニュー」→
「スポーツ/コンサート・・・」→
「各種会員向けサービス
受付・・・」→「・・・スポーツ

イベント等参加申込」→「マ
ラソン」→「第21回鈴鹿シ
ティマラソン」を選択し、必
要事項を入力。印刷される
申込券を持って、レジで申
込時受付手数料をお支払
いください。
◆大会当日の運営スタッフ
募集
対　象　中学生以上（中学
生は保護者同伴）
業務内容　7時ごろから12時ご
ろまで、受付、選手誘導、給水
などを行っていただきます。
申込み　8月31日㈮までに
スポーツ課へ

　本市では、中小企業などの
生産性向上に向けた設備投
資を促進するため、生産性向
上特別措置法による国の指針
に基づいて「導入促進基本計
画」を策定しました。この計画
に基づき、本市が「先端設備
等導入計画」を認定した一定
の要件を満たす中小企業など
は、その償却資産に係る固定
資産税について、3年間の課
税標準をゼロとする特例措置
を受けられます。
　特例措置の開始に合わせて、
先端設備等導入計画の策定に
関する説明会を開催します。
と　き　8月8日㈬10時～11
時（受付9時30分から）

ところ　市役所別館第3
　2階北会議室
定　員　40人程度（先着順）
参加料　無料
申込み　事業所名、参加者氏
名、住所、電話番号、ファク

ス番号をファクスまたは電
子メールで産業政策課へ

※制度について詳しくは市ホーム
ページ（　http://www.city.

　suzuka.lg.jp/gyosei/annai
　/shien/index10.html）をご
覧ください。

募集職種・対象
　看護師：看護師免許取得者
　医療事務員：医療事務資格
取得者、または実務経験者
業務内容　応急診療所での
業務
定　員　若干名
申込み　8月3日㈮までに、採
用試験申込書に必要事項
を記入の上、直接または郵
送で健康づくり課（〒513-
　0809西条5-118-3 総合
保健センター内）へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で健康づくり課へ請求して
ください。郵送で請求する場合
は、封筒の表に朱書きで「応急
診療所従事者採用試験申込書
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程度のも
の）を同封してください。
◆採用試験
と　き　8月17日㈮13時30
分から

ところ　健康づくり課
試験内容　面接

と　き　8月20日㈪14時から
ところ　白子地区市民セン
ター2階　会議室

内　容　自転車などの駐車対
策に関する事項の調査審議
定　員　5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

◆休日窓口
と　き　7月29日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7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。

　

　現在発行している限度額適
用・標準負担額減額認定証の有
効期限は平成30年7月31日㈫
です。8月以降も交付を希望され
る方は、新たに申請が必要にな
ります。また、8月以降は所得区
分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方に
ついて、申請により、限度額適用
認定証が交付されます。限度額
適用認定証が提示されない場
合、医療機関での支払いが高額
になる場合がありますのでご注
意ください。なお､限度額を超え
て支払われた場合は、後日、高
額療養費が支給されます。
※所得区分については、福祉医療
課へお問い合わせください。

※地区市民センターで申請の場合
は郵送します。

対　象　病気などのやむを
得ない理由により、義務教
育諸学校への就学を猶予
または免除された方など
と　き　10月25日㈭10時～
15時40分

ところ　県栄庁舎　第41会
議室（津市栄町1-954）　
試験科目　国語・社会・数学・
理科・外国語（英語）　
申込み　8月20日㈪から9月
7日㈮まで（消印有効）に三
重県教育委員会事務局
（高校教育課　059-224-
　2913）へ
※詳しくはお問い合わせください。

第21回鈴鹿シティマラソン
参加者・運営スタッフ募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

中小企業などの設備投資に
かかる特例措置

産業政策課　382-9045　 382-0304
　sangyosesaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市応急診療所の
従事者募集

健康づくり課　382-2252　 382-4187

自転車等駐車対策
協議会を傍聴できます
交通防犯課　382-9022　 382-7603
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電　話 電子メール ホームページファクス

イベント等参加申込」→「マ
ラソン」→「第21回鈴鹿シ
ティマラソン」を選択し、必
要事項を入力。印刷される
申込券を持って、レジで申
込時受付手数料をお支払
いください。
◆大会当日の運営スタッフ
募集
対　象　中学生以上（中学
生は保護者同伴）
業務内容　7時ごろから12時ご
ろまで、受付、選手誘導、給水
などを行っていただきます。
申込み　8月31日㈮までに
スポーツ課へ

　本市では、中小企業などの
生産性向上に向けた設備投
資を促進するため、生産性向
上特別措置法による国の指針
に基づいて「導入促進基本計
画」を策定しました。この計画
に基づき、本市が「先端設備
等導入計画」を認定した一定
の要件を満たす中小企業など
は、その償却資産に係る固定
資産税について、3年間の課
税標準をゼロとする特例措置
を受けられます。
　特例措置の開始に合わせて、
先端設備等導入計画の策定に
関する説明会を開催します。
と　き　8月8日㈬10時～11
時（受付9時30分から）

ところ　市役所別館第3
　2階北会議室
定　員　40人程度（先着順）
参加料　無料
申込み　事業所名、参加者氏
名、住所、電話番号、ファク

ス番号をファクスまたは電
子メールで産業政策課へ

※制度について詳しくは市ホーム
ページ（　http://www.city.

　suzuka.lg.jp/gyosei/annai
　/shien/index10.html）をご
覧ください。

募集職種・対象
　看護師：看護師免許取得者
　医療事務員：医療事務資格
取得者、または実務経験者
業務内容　応急診療所での
業務
定　員　若干名
申込み　8月3日㈮までに、採
用試験申込書に必要事項
を記入の上、直接または郵
送で健康づくり課（〒513-
　0809西条5-118-3 総合
保健センター内）へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で健康づくり課へ請求して
ください。郵送で請求する場合
は、封筒の表に朱書きで「応急
診療所従事者採用試験申込書
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程度のも
の）を同封してください。
◆採用試験
と　き　8月17日㈮13時30
分から

ところ　健康づくり課
試験内容　面接

と　き　8月20日㈪14時から
ところ　白子地区市民セン
ター2階　会議室

内　容　自転車などの駐車対
策に関する事項の調査審議
定　員　5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

◆休日窓口
と　き　7月29日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　7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。

　

　現在発行している限度額適
用・標準負担額減額認定証の有
効期限は平成30年7月31日㈫
です。8月以降も交付を希望され
る方は、新たに申請が必要にな
ります。また、8月以降は所得区
分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方に
ついて、申請により、限度額適用
認定証が交付されます。限度額
適用認定証が提示されない場
合、医療機関での支払いが高額
になる場合がありますのでご注
意ください。なお､限度額を超え
て支払われた場合は、後日、高
額療養費が支給されます。
※所得区分については、福祉医療
課へお問い合わせください。

※地区市民センターで申請の場合
は郵送します。

対　象　病気などのやむを
得ない理由により、義務教
育諸学校への就学を猶予
または免除された方など
と　き　10月25日㈭10時～
15時40分

ところ　県栄庁舎　第41会
議室（津市栄町1-954）　
試験科目　国語・社会・数学・
理科・外国語（英語）　
申込み　8月20日㈪から9月
7日㈮まで（消印有効）に三
重県教育委員会事務局
（高校教育課　059-224-
　2913）へ
※詳しくはお問い合わせください。

就学義務猶予免除者
等の中学校卒業程度

認定試験
教育指導課　382-9028　 383-7878

後期高齢者医療保険
｢限度額適用認定証｣
｢限度額適用・標準負担額
減額認定証｣の申請

福祉医療課　382-7627　 382-9455

所得区分

自己負担限度額（月額）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯単位）

現役並み所得者Ⅲ 252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

3回目まで 4回目以降

140,100円

現役並み所得者Ⅱ 167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％ 93,000円

現役並み所得者Ⅰ 80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％ 44,400円

一　般 18,000円
（年間上限144,000円） 44,400円57,600円

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ 8,000円

24,600円
15,000円

福祉医療課　 382-7627　 382-9455

後期高齢者医療制度高額療養費の上限額変更

　平成30年8月受診分から、後期高齢者医療制度の被保険者
の自己負担限度額が変更になります。
対　象　後期高齢者(75歳以上)の方

所得区分について
・現役並み所得者Ⅲ…世帯内の後期高齢者医療制度被保険
者のうち、基準課税所得（住民税課税所得より算定）が690
万円以上の人がいる世帯
・現役並み所得者Ⅱ…世帯内の後期高齢者医療制度被保険
者のうち、基準課税所得（住民税課税所得より算定）が380
万円以上の人がいる世帯
・現役並み所得者Ⅰ…世帯内の後期高齢者医療制度被保険
者のうち、基準課税所得（住民税課税所得より算定）が145
万円以上の人がいる世帯
・一般…「現役並み所得者Ⅰ～Ⅲ」・「低所得者Ⅰ・Ⅱ」以外の世帯
・低所得者Ⅱ…住民税非課税世帯に属する被保険者（低所
得Ⅰの世帯を除く）
・低所得者Ⅰ…住民税非課税世帯のうち、全ての世帯員の各所
得が0円となる方（公的年金等控除額は80万円として計算）

納税の休日窓口・夜間窓口
納税課　 382-9008　 382-7660
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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。

特
設
会
場

鈴鹿ハンター

サーキット道路

コンフェット鈴鹿平安閣

算所町南

中央道路

鈴鹿サーキット

算所三丁目1

カレンダーの規格
　A3版両面カラー2つ折り
(片面に6カ月分のカレン
ダーを記載)、紙媒体
発行部数　98,500部（予定）
広告の大きさ　
　縦50mm×横85mm（1枠）
広告掲載位置　カレンダー表
裏面の右端中央部分
募集枠数
　4枠（表裏面に2枠ずつ。応募
多数の場合は抽選）
広告掲載料　1枠8万円（税込）
申込み　8月20日㈪まで（必
着）に「広告掲載申込書」と
「広告掲載原稿」を直接また
は郵 送で廃 棄 物 対 策 課
（〒513-8701住所不要）へ
※鈴鹿市広告掲載基準などに基
づき、内容によっては掲載をお
断りする場合があります。

※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

　IATSS（イアッツ）フォーラム
は東南アジアの将来を担う若
者の人材育成を行う研修機関
です。研修期間中、研修生（会

バイクであいたいパレード
地域資源活用課 　382-9020　 382-0304

ホストファミリー募集
市民対話課 　382-9058 　382-7660

ヘルプマークを
見かけたらご配慮を

障がい福祉課　 382-7626　 382-7607

話は英語）を受け入れ、日本の
生活を体験させていただけるご
家庭を募集します。
と　き　10月13日㈯～14
日㈰1泊2日
募集数　18家族（応募多数
の場合は抽選）

申込み　8月31日㈮までに、
　（公財）国際交通安全学会
　IATSSフォーラム（廣野　
370-0511　370-0505
　　hirono.y@iatss.or.jp
　　http://www.iatssfor
　um.jp/applications/in
　dex.html）へ

　鈴鹿8時間耐久ロードレース前
夜祭として、交通安全啓発車両
を配備し、全国各地から集まった
バイクが鈴鹿サーキットの8耐前
夜祭会場に向けて、日本最大級
の交通安全パレードを行います。
パレードコースや周辺道路は、18
時15分から交通規制により渋滞
が予想されます。会場周辺の皆
様には、大変ご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。
と　き　7月28日㈯14時～19

時（18時15分出発予定）
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンター駐
車場から鈴鹿サーキットまでです。
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

　ヘルプマーク（ストラップ）は、外
見から分からなくても援助や配慮
を必要としている障がいのある方
や病気の人などが、カバンなどに
吊り下げて、日常生活や災害時な
どで困ったときに周囲に示すこと
で、支援や理解を求めやすくする
マークです。ヘルプマークを持っ
ている方を見かけたら、電車やバ
スで席を譲ったり、緊急時や災害
時に支援していただくなど、ご配
慮いただきますようお願いします。
　なお、県庁や県福祉事務所・保
健所などで配布しています。郵送
希望の方は、返信送付先の氏名・
住所を明記し、返信用切手（92
円）を同封の上、県庁（〒514-85
70津市広明町13県 地域福祉
課宛）へ郵送してください。

問合せ　三重県地域福祉課
（　059-224-3349　059-
　224-3085　ud@pref.mi
　e.jp）

　三重労働局では、妊娠・出
産・育児休業などに関するハ
ラスメント（マタハラ）、セクシュ
アルハラスメント、パワーハラ
スメントについて、専門の相談
員が対応する相談窓口を開設
しています。
と　き　9月28日㈮までの8時
30分～17時15分

ところ　三重労働局（津市島
崎町327-2 津第二地方合
同庁舎2階）
相談料　無料
問合せ　三重労働局（パワハラ：
　059-226-2110、マタハラ・
セクハラ：　059-226-2318）

※匿名可。プライバシー厳守。

　認知症について知っておき

たい事を学び、仲間と一緒に
語り合いましょう。全日程行う本
人コース「仲間と話そう交流会」
と、各日テーマの異なる家族・一
般コースがあります。
対　象　軽度認知症の方と
その家族、関心のある地域
住民の方

とき・内容　8月24日㈮認知
症について、10月24日㈬
知って助かる介護保険サー
ビスと地域資源について、
12月19日㈬知って助かる
暮らしの中の工夫とコツに
ついて いずれも13時から15
時30分まで

ところ　社会福祉センター
（神戸地子町383-1）
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　電話または
ファクスで(公社)認知症の人と
家族の会三重県支部鈴鹿地
区会(下野　   370-4620)へ

※本事業は、平成30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。

と　き　7月25日㈬～8月8日
㈬（7月27日㈮、8月3日㈮・
7日㈫は除く）平日9時～19

時、土・日曜日9時～17時（8
月8日は15時まで）

ところ　図書館本館2階ロビー
※鈴鹿バルーンフェスティバル
2018は、11月23日(金・祝)～
25日㈰開催予定です。

グランプリ：Hot Air Balloon Reflection
　三浦泰彦 さん　

対　象　小学校4年生以上
(大人も可)

と　き　7月29日㈰、8月18日㈯
両日とも13時から16時まで

ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）
内　容　型紙を彫り、パステ
ルを使ってハガキサイズの
作品を作ります。
持ち物　汚れてもよい服装、筆
記用具
定　員　各回30人(先着順)
参加料　300円
主　催　伊勢形紙協同組合
申込み　7月22日㈰10時から
電話で伝統産業会館

　（  386-7511）へ

平成31年度版ごみ収集カレンダー
に掲載する広告事業者募集

廃棄物対策課 　382-7609　 382-2214
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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

ハラスメント対応
特別相談窓口

産業政策課　 382-8698 　382-0304

話は英語）を受け入れ、日本の
生活を体験させていただけるご
家庭を募集します。
と　き　10月13日㈯～14
日㈰1泊2日
募集数　18家族（応募多数
の場合は抽選）

申込み　8月31日㈮までに、
　（公財）国際交通安全学会
　IATSSフォーラム（廣野　
370-0511　370-0505
　　hirono.y@iatss.or.jp
　　http://www.iatssfor
　um.jp/applications/in
　dex.html）へ

　鈴鹿8時間耐久ロードレース前
夜祭として、交通安全啓発車両
を配備し、全国各地から集まった
バイクが鈴鹿サーキットの8耐前
夜祭会場に向けて、日本最大級
の交通安全パレードを行います。
パレードコースや周辺道路は、18
時15分から交通規制により渋滞
が予想されます。会場周辺の皆
様には、大変ご迷惑をおかけしま
すが、ご協力をお願いします。
と　き　7月28日㈯14時～19

時（18時15分出発予定）
ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンター駐
車場から鈴鹿サーキットまでです。
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

　ヘルプマーク（ストラップ）は、外
見から分からなくても援助や配慮
を必要としている障がいのある方
や病気の人などが、カバンなどに
吊り下げて、日常生活や災害時な
どで困ったときに周囲に示すこと
で、支援や理解を求めやすくする
マークです。ヘルプマークを持っ
ている方を見かけたら、電車やバ
スで席を譲ったり、緊急時や災害
時に支援していただくなど、ご配
慮いただきますようお願いします。
　なお、県庁や県福祉事務所・保
健所などで配布しています。郵送
希望の方は、返信送付先の氏名・
住所を明記し、返信用切手（92
円）を同封の上、県庁（〒514-85
70津市広明町13県 地域福祉
課宛）へ郵送してください。

問合せ　三重県地域福祉課
（　059-224-3349　059-
　224-3085　ud@pref.mi
　e.jp）

　三重労働局では、妊娠・出
産・育児休業などに関するハ
ラスメント（マタハラ）、セクシュ
アルハラスメント、パワーハラ
スメントについて、専門の相談
員が対応する相談窓口を開設
しています。
と　き　9月28日㈮までの8時
30分～17時15分

ところ　三重労働局（津市島
崎町327-2 津第二地方合
同庁舎2階）
相談料　無料
問合せ　三重労働局（パワハラ：
　059-226-2110、マタハラ・
セクハラ：　059-226-2318）

※匿名可。プライバシー厳守。

　認知症について知っておき

たい事を学び、仲間と一緒に
語り合いましょう。全日程行う本
人コース「仲間と話そう交流会」
と、各日テーマの異なる家族・一
般コースがあります。
対　象　軽度認知症の方と
その家族、関心のある地域
住民の方

とき・内容　8月24日㈮認知
症について、10月24日㈬
知って助かる介護保険サー
ビスと地域資源について、
12月19日㈬知って助かる
暮らしの中の工夫とコツに
ついて いずれも13時から15
時30分まで

ところ　社会福祉センター
（神戸地子町383-1）
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　電話または
ファクスで(公社)認知症の人と
家族の会三重県支部鈴鹿地
区会(下野　   370-4620)へ

※本事業は、平成30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。

と　き　7月25日㈬～8月8日
㈬（7月27日㈮、8月3日㈮・
7日㈫は除く）平日9時～19

時、土・日曜日9時～17時（8
月8日は15時まで）

ところ　図書館本館2階ロビー
※鈴鹿バルーンフェスティバル
2018は、11月23日(金・祝)～
25日㈰開催予定です。

グランプリ：Hot Air Balloon Reflection
　三浦泰彦 さん　

対　象　小学校4年生以上
(大人も可)

と　き　7月29日㈰、8月18日㈯
両日とも13時から16時まで

ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）
内　容　型紙を彫り、パステ
ルを使ってハガキサイズの
作品を作ります。
持ち物　汚れてもよい服装、筆
記用具
定　員　各回30人(先着順)
参加料　300円
主　催　伊勢形紙協同組合
申込み　7月22日㈰10時から
電話で伝統産業会館

　（  386-7511）へ

催 し 物

認知症の方の交流会と
家族介護教室

地域協働課　 382-8695　 382-2214

.

「鈴鹿バルーンフェスティバル
2017フォト・スケッチ

コンテスト」入賞者作品展示
地域資源活用課 　382-9020　 382-0304

夏休み伊勢型紙体験
-伊勢型紙パステルアート-
地域資源活用課 　382-9016　 382-0304
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　東海3県から救助のスペシャ
リストが本市に集まり、救助技
術を競い合う大会が開催され
ます。上位入賞チームは、8月に
京都府で開催される全国大会
への出場権が得られます。
と　き　7月25日㈬9時15分
～15時（荒天時26日㈭）
ところ　県消防学校（石薬師
町452）

※会場周辺には駐車場がありませ
んので、河川防災センター（庄野
町981-1、駐車場あり）、河川敷
臨時駐車場、JR河曲駅、近鉄鈴
鹿市駅から適時運行（8時30分
～16時）されるシャトルバスを
ご利用ください。

　高層建物などにおける、はし
ご車による救助体験や地震発
生時の有効な避難方法、初期
消火などを体験していただき、
災害に対する免疫力を向上
させる事を目的に行います。
研修後は、簡単なアンケート
にご協力いただきます。
対　象　はしご車の搭乗は危
険が伴うため、小学生以上
で、ヘルメット(大人用)と安全
ベルトを確実に着装できる

方。他の研修はどなたでも
と　き　毎月第2日曜日 9時
～10時

※気象状況や災害の発生状況で
中止になる場合があります。

ところ　市消防本部（飯野寺
家町217-1）
定　員　50人(先着順)
申込み　毎月1日の10時から、
電話で中央消防署へ

※1回の応募人数は5人程度まで
で、団体受付はできません。

※駐車場に限りがありますので、乗
り合わせなどでお越しください。

対　象　市内在住の小学生
と保護者
と　き　8月8日㈬13時10分
～16時（終了予定）　
集　合　ホンダアクティブラ
ンド（住吉町6731-2）
内　容　夏休みの体験として、
親子で車の製造現場見学と
ホンダの環境取組みを知って
いただく体験イベントを実施

※参加者全組にメダカ・カブトム
シをプレゼント
定　員　20組40人（応募者
多数の場合は抽選）

参加料　無料
申込み　8月1日㈬までに、親
子氏名、電話番号を、電話、
ファクスまたは電子メールで本
田技研工業㈱鈴鹿製作所
(豊島・脇谷　370-1500、　
378-6379、　shakaikatsu

　do-suzuka@spirit.honda.
　co.jp)へ
※申し込みいただいた情報は、
本目的以外には使用しません。
開催終了後直ちに削除します。

　今の鈴鹿市の礎を築いた名
誉市民の杉本龍造元市長の時
代を歌とダンスと芝居で表現し
た、鈴鹿の魅力を再認識できる
オリジナルミュージカルです。
と　き　8月25日㈯14時～15
時55分（開場13時）と18時
30分～20時25分（開場17
時30分）、8月26日㈰14時～
15時55分（開場13時）

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
入場料　3,000円（税込）
　グループ（4人）10,000円
※全席自由席
※小学生未満は無料
※3歳以下のお子さんは母子室へ
申込み　鈴鹿ハンターチケット
カウンター（　379-2200）、
鈴鹿市観光協会（　380-
　5595）などでチケットを販
売しています。
主　催　劇団ユニットブルー
ジュ

と　き　9月1日㈯10時から
（受付9時20分から）
ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）
内　容　
　午前 ｢ストレスに負けない

胃腸の調え方｣・｢瘀血（血
行不良）は万病の元｣
　午後 疲労改善ハリ・薬膳
茶の体験コーナー
定　員　230人
参加料　無料（疲労改善ハ
リ体験は 5 0 0 円（ 材 料
費））。薬膳弁当は1,080円
（先着200人）。希望者は8
月24日㈮まで（8月11日
（土・祝）～19日㈰を除く）に、
電話で同大学（　383-89
　91）へ
主催・問合せ　鈴鹿医療科学
大学（　383-9208、その
後内線9406浦田または
9412水野）
共　催　日本薬膳学会

対　象　一般成人
と　き　8月7日㈫ 1 9時～
20時

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　初心者歓迎！ダンス
で楽しくストレス発散しませ
んか？

講　師　中村宗子さん
参加費　800円
定　員　20人（先着順）
申込み　7月23日㈪から直接
水泳場窓口またはホーム
ページで

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、鈴鹿地域
職業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。

※オーダーメイド講習も可能です。
◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月29日㈬・30日㈭
8時40分～16時20分　
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　7月30日㈪から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：9月10日㈪・
11日㈫8時45分～17時　
実技：9月12日㈬・13日㈭・
14日㈮（３日間の中で選択
受講）8時45分～17時
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　8月8日㈬から

◆フォークリフト運転技能講習
（31時間講習）
対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：9月4日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコー
ス9月9日㈰・15日㈯・16日
㈰、Ⅱコース9月5日㈬～7日
㈮8時～17時15分　
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　8月1日㈬から
◆パソコン講座〈ワード・エクセ
ルパソコンスキルアップ塾〉

　基礎から応用までスキル
アップに必要な内容を選択し
て参加できます。8月と12月
には集中講座も実施します。
日程・講習内容はホームペー
ジで確認できます。
と　き　ワード：9月1日㈯～
11月17日㈯毎週土曜日10
時～10時50分、11時～11
時50分 エクセル：9月5日
㈬～11月21日㈬毎週水曜
日18時～18時50分、19時
～19時50分
受講料　50分1,000円
申込み　8月1日㈬から

催 し 物

消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　382-9165　 382-3905

はしご車搭乗体験会
～地上35ｍ 救助される
側の声を求めます～

中央消防署　382-9165　 382-9166

鈴鹿医療科学大学鍼灸
サイエンス学科
市民公開講座

健康づくり課　382-2252　 382-4187

歌×芝居×ダンスのミュ
ージカル「杉本市長と私」
文化振興課　382-7619　 382-9071

市内の企業を学ぼう
親子体験工場見学募集
産業政策課　 382-9045　 382-0304
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お盆休みや学校の夏・冬休み期間であって
も、市役所は開庁しています。なお、お盆休み
などの期間は、来庁者数が増える時期でもあ
ります。時間に余裕を持ってお越しください。

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

鈴鹿市役所の開庁時間は何時から何
時までですか。土日は開いていますか。

また、もうすぐお盆休みになりますが、市役所
は開いていますか。

市役所の開庁時間は、土・日曜日、祝
日、12月29日から1月3日までを除く、

平日の8時30分から17時15分までです。

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。

市役所の開庁日・開庁時間について

人事課　　382-9037　　382-2219

方。他の研修はどなたでも
と　き　毎月第2日曜日 9時
～10時

※気象状況や災害の発生状況で
中止になる場合があります。

ところ　市消防本部（飯野寺
家町217-1）
定　員　50人(先着順)
申込み　毎月1日の10時から、
電話で中央消防署へ

※1回の応募人数は5人程度まで
で、団体受付はできません。

※駐車場に限りがありますので、乗
り合わせなどでお越しください。

対　象　市内在住の小学生
と保護者
と　き　8月8日㈬13時10分
～16時（終了予定）　
集　合　ホンダアクティブラ
ンド（住吉町6731-2）
内　容　夏休みの体験として、
親子で車の製造現場見学と
ホンダの環境取組みを知って
いただく体験イベントを実施

※参加者全組にメダカ・カブトム
シをプレゼント
定　員　20組40人（応募者
多数の場合は抽選）

参加料　無料
申込み　8月1日㈬までに、親
子氏名、電話番号を、電話、
ファクスまたは電子メールで本
田技研工業㈱鈴鹿製作所
(豊島・脇谷　370-1500、　
378-6379、　shakaikatsu

　do-suzuka@spirit.honda.
　co.jp)へ
※申し込みいただいた情報は、
本目的以外には使用しません。
開催終了後直ちに削除します。

　今の鈴鹿市の礎を築いた名
誉市民の杉本龍造元市長の時
代を歌とダンスと芝居で表現し
た、鈴鹿の魅力を再認識できる
オリジナルミュージカルです。
と　き　8月25日㈯14時～15
時55分（開場13時）と18時
30分～20時25分（開場17
時30分）、8月26日㈰14時～
15時55分（開場13時）

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
入場料　3,000円（税込）
　グループ（4人）10,000円
※全席自由席
※小学生未満は無料
※3歳以下のお子さんは母子室へ
申込み　鈴鹿ハンターチケット
カウンター（　379-2200）、
鈴鹿市観光協会（　380-
　5595）などでチケットを販
売しています。
主　催　劇団ユニットブルー
ジュ

と　き　9月1日㈯10時から
（受付9時20分から）
ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）
内　容　
　午前 ｢ストレスに負けない

胃腸の調え方｣・｢瘀血（血
行不良）は万病の元｣
　午後 疲労改善ハリ・薬膳
茶の体験コーナー
定　員　230人
参加料　無料（疲労改善ハ
リ体験は 5 0 0 円（ 材 料
費））。薬膳弁当は1,080円
（先着200人）。希望者は8
月24日㈮まで（8月11日
（土・祝）～19日㈰を除く）に、
電話で同大学（　383-89
　91）へ
主催・問合せ　鈴鹿医療科学
大学（　383-9208、その
後内線9406浦田または
9412水野）
共　催　日本薬膳学会

対　象　一般成人
と　き　8月7日㈫ 1 9時～
20時

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　初心者歓迎！ダンス
で楽しくストレス発散しませ
んか？

講　師　中村宗子さん
参加費　800円
定　員　20人（先着順）
申込み　7月23日㈪から直接
水泳場窓口またはホーム
ページで

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、鈴鹿地域
職業訓練センター窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。

※オーダーメイド講習も可能です。
◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月29日㈬・30日㈭
8時40分～16時20分　
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　7月30日㈪から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：9月10日㈪・
11日㈫8時45分～17時　
実技：9月12日㈬・13日㈭・
14日㈮（３日間の中で選択
受講）8時45分～17時
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　8月8日㈬から

◆フォークリフト運転技能講習
（31時間講習）
対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き　学科：9月4日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコー
ス9月9日㈰・15日㈯・16日
㈰、Ⅱコース9月5日㈬～7日
㈮8時～17時15分　
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　8月1日㈬から
◆パソコン講座〈ワード・エクセ
ルパソコンスキルアップ塾〉

　基礎から応用までスキル
アップに必要な内容を選択し
て参加できます。8月と12月
には集中講座も実施します。
日程・講習内容はホームペー
ジで確認できます。
と　き　ワード：9月1日㈯～
11月17日㈯毎週土曜日10
時～10時50分、11時～11
時50分 エクセル：9月5日
㈬～11月21日㈬毎週水曜
日18時～18時50分、19時
～19時50分
受講料　50分1,000円
申込み　8月1日㈬から

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

短期教室
～大人のヒップホップ～
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

オ ケツ
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相　談

保健
センター 不要８月２４日㈮

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

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

※おっぱい相談は希望者多数の場合、
ご希望に沿えないことがあります。

　生後2～3カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「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。訪問内容は市の子育てサービスの紹介や情報誌の提供などで、
費用は無料です。なお、生後28日以内の赤ちゃんを対象とした助産師の新生児訪問を行っています。
希望される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番地の3

＜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、
　希望日が申し込み多数により抽選になった場合は、落選した方に8月初旬ごろはがきで別日を案内します。

※8月6日㈪午後、9月4日㈫と19日㈬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7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、
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 ※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。

※視触診はなくなりました。視触診を希望の方は個別検診をご利用ください。
※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
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

9月4日㈫・8日㈯・19日㈬　午前・午後
保健センター

保健センター

　1,500円

8月11日（土・祝） 9月8日㈯　午前・午後
8月6日㈪ 9月4日㈫・19日㈬　午後

1,800円

保健センター

8月11日（土・祝）
9月4日㈫・8日㈯・19日㈬　午前・午後

8月29日㈬　午前

8月6日㈪　午後

8月6日㈪・11日（土・祝）　午後

石薬師公民館

1,000円

※生理中の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。　
※性経験がない方は、受診できません。受診を希望される方は医療機関へご相談ください。
※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11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。

◎ 子宮頸がん
（細胞診）

20歳以上の女性

◎ 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）。　

9月19日㈬　午前 保健センター 　1,000円
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生後６週～２４週未満
２回接種ワクチン（ロタリックス：助成回数2回）

生後６週～３２週未満
３回接種ワクチン（ロタテック：助成回数3回）

助成対象者
４，５００円／回  ３，０００円／回  助成額

実施医療機関ところ
母子健康手帳、健康保険証、接種費用（各医療機関の定める接種費用から助成額を除いた
額が自己負担となります。）、鈴鹿市が定めるロタウイルスワクチン予診票

接種時に
必要なもの

　初感染時のロタウイルス胃腸炎の重症化予防を目的としたワクチンで、いずれも１回目は生後１４週６日ま
でに接種することが推奨されています。

助成対象者　生後12カ月～平成25年4月1日生まれの方（対象期間は平成31年3月31日まで）
ところ　実施医療機関　　助成額　2,500円(１回のみ)　
接種時に必要なもの
　母子健康手帳、健康保険証、鈴鹿市が定めるおたふくかぜ予診票、接種費用(各医療機関の定める
接種費用から助成額を除いた額は自己負担となります。）
※鈴鹿市発行の予診票を使用せず接種をうけた場合には、助成を受けることはできませんのでご注意ください。
※予診票がない方で、市外医療機関での接種をご希望の方は、事前に健康づくり課で申請が必要です。
　母子健康手帳（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。

予防接種予防接種

■ロタウイルスワクチン（平成28年4月1日より開始）

■おたふくかぜワクチン（平成25年4月1日より開始）

すずか健康マイレージすずか健康マイレージ
対　象　鈴鹿市に住民登録している40歳以上の方
期　間　平成31年3月25日まで（申請は3月29日17時15分まで）
内　容　自身が設定した健康目標の達成や各種健（検）診、健康事業などに参加するとポイントが貯まり、
　　　　特典を受けることができます。詳しくは、広報すずか6月5日号または市ホームページをご覧くだ
　　　さい。なお、◎印の付いたものが、健康マイレージポイント対象事業です。

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

親子２人
で３００円

無料

保健
センター
（調理室）

親子クッキング
平成２４年4月2日～平成２６
年4月1日生まれの幼児とそ
の保護者の方で初参加の方

各
１５組

7月３０日㈪ ・３１日㈫
8月２１日㈫  ・２２日㈬
９時４５分～１２時３０分

親子でクッキング
体験（軽食とおやつ）

受付中
(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１１月～１２月生ま
れの乳児とその保護者の方

30組８月９日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

7月２4日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

◎健康ひろば
（介護予防手帳編）
65歳以上の方

40人8月27日㈪
10時～11時30分

保健師による「介護
予防手帳」を使用し
た介護予防の講話

7月31日㈫から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成３０年2月～平成３０年
4月生まれの乳児をもつ方

30組８月３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

7月２3日㈪から
(先着順)

鈴鹿市に住民登録のある方が対象です。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

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）
8月22日㈬

13時15分～14時30分
菅谷亜弓医師（産婦人科医）
「子宮がん～その症状、婦人
科で相談しませんか～」

接種日に鈴鹿市に住民登録のある方が対象です。
いずれの予診票も平成29年4月1日から、予防接種のしおりに同封されています。
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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

環境政策課　 382-7954　　382-2214　　kankyose isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

 花火をする時間帯や場所、
土地の管理にはご注意ください

　夏の風物詩である花火も、時間帯や場所によっては迷惑になる場合があ
ります。また、土地の管理をおろそかにすると衛生面や不法投棄などさまざ
まな問題が発生します。周辺住民の方の生活環境に配慮して、気持ちよく
暮らせるようにしましょう。

ルールやマナーを守って楽しい花火を

土地の管理は所有者の責務です

地域住民の皆さんが快適に暮らせるように、早めに対処しましょう地域住民の皆さんが快適に暮らせるように、早めに対処しましょう

景観悪化や害虫の発生 火災の発生源

不法投棄の助長
交通事故や非行・犯罪の誘発

隣家や隣地への被害

　海岸、公園、広場などの公共の場所で夜間（午後10時～翌日午
前6時）に爆竹、打上げ花火、ロケット花火など大きな音の出る花
火をすることや、大声で騒ぐ行為は、県条例（公衆に著しく迷惑を
かける暴力的不良行為等の防止に関する条例）で禁止されていま
す。線香花火や手持ち花火など、大きな音の出ない花火は含みま
せんが、周辺住民の方の迷惑にならないよう、マナーを守って楽し
みましょう。また、必ず消火してごみを持ち帰ってください。
※昼間でも市が管理する公園内での花火は、禁止されています。
※公共の場所以外であっても近隣に配慮して楽しみましょう。

・雑草や雑木が伸びる前に定期的な草刈りや枝払いをしましょう。
・ご自身での管理が難しい場合は、業者への依頼なども検討してください。
・刈り取った草や剪定した枝は、燃やせるごみとして出すか清掃センター
　に持ち込むなど適切に処分しましょう。

　土地の管理を怠り、雑草・雑木が生い茂るとさまざまな問題が発生します。
所有者の方は適正な管理をお願いします。

　敷地内に生える雑草を除去せず放置
しておくと、景観が悪くなるだけでなく、
蚊などの害虫が発生しやすくなります。

　生い茂った雑草が冬場になると、火
災の発生源になります。

　雑草が伸びた土地では、
不法投棄されやすくなり
ます。捨てられたゴミの
処理は土地所有者の
責任になります。

　見通しが悪くなることで、交通事故や
空き巣の発生など、周辺の治安を悪化さ
せる原因になります。

　木や枝の伸びだしや倒木などに
より、隣家や隣地に被害を加える可
能性があります。
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388-0622●市武道館
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都
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り
変
更
に
な
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場
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り
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す
。

一　般
公開日

●西部体育館 371-1476

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

8
August

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

11・12・14～16日
26日
5・6日
7・10日
2・4・18日
3・8・9・17・23・28～31日
20日

9:00～21:00
13:00～21:00
18:00～21:00

1・3・4・6～10・14～18・20～25・28～31日
2・5・12・19・26日
11日

2・3・6・10・17・19・20・23・24・
26・30・31日
7・9・14・16・21・28日
1・4・8・12・15・29日
11・18・25日
5・22日

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

9:00～21:001～12・14～26・28～31日

休館日　なし

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）

◎印は予約制です。

山の日

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

29

30

31

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

木

金

休館日 13㈪・27日㈪

バスケットボール

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

9：00～21：00

13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00

9：00～21：00

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

4・5・7～18・20・22・23・25・26・30日
1日 
2・3・6・21・24・27～29・31日
19日
5・7～9・12～16・20・22・
23・26・30日
1日
2・4・6・11・18・21・25・27～29日
19日
4・5・7～9・11～16・18・20・22・
23・25・26・30日
10・17日
1・3・24日
2・6・21・27～29・31日
19日
10日
4・11・18・25日
17日
3・24・31日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

8月

・
7
日
㈫

・
金
曜
日

休館日

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士） 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 3・10・24・31日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 20日

28日
10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 9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 8・22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）

市役所本館2階
（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

2・3・7・9・10・14・16・
17・23・28・30・31日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

◎総合相談 17日 10：00～15：00

郡山公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221417日

※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。（行政相談のみ予約不要）

※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

●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

●江島分館こどもシアター　25日㈯10時～11時30分、13時30分～15時　2階ギャラリー（幼児・小学生対象）

●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

8日㈬
22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

1日㈬
15日㈬
29日㈬

13日㈪
27日㈪

2日㈭
16日㈭
30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）4日、12日、18日14時30分～15時　9日10時30分～10時50分 25日10時30分～11時
江島分館（1階閲覧室）2日10時30分～11時、（2階ギャラリー）11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

8月

8月

6日㈪
20日㈪

9日㈭
23日㈭

AGF鈴鹿体育館(正・副)は、大規模改修工事を実施す
るため、4月1日から休館しています。ご不便をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
※休館期間は、2年程度の予定です。

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。
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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/2件、うち建物2件（17件、8件減） 出動数/752件（4,603件、103増）

人口/200,380人（52人減） 男性/100,082人（56人減） 女性/100,298人（4人増） 世帯数/85,461世帯（増減なし）

事故数/537件、うち人身事故43件（3,163件、100件減） 死者数/1人（4人、1人減） 傷者数/46人（396人、36人減）

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。

学校給食人気メニューのレシピを紹介します
マセドアンサラダ

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

マセドアンとは

1cm程度の角切り

のことです。コロコロと

小さく切った野菜は子ど

もたちにも食べやすく、

歯ごたえのある野菜の

食感がとても楽しいサラ

ダです。この季節にとれ

る鈴鹿市産のじゃがい

もをたっぷり使います。

じゃがいも　　　 2 0 0 g
に ん じ ん 　 　 　 　 4 0 g
き ゅ う り 　 　 　 　 4 0 g
ホールコーン　　　 8 0 g
ツナオイル漬け　　 4 0 g
塩・こ し ょ う 　 　 少 々
マヨネ ー ズ 　 　 　 4 0 g

〈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じゃがいも、にんじん、きゅうりは食べやすい大きさ

の角切りにする。

②じゃがいも、にんじんはやわらかくゆでて冷ます。

きゅうりはさっとゆでて水で冷ます。

③②の材料が冷めたら、じゃがいも、にんじん、きゅう

り、ホールコーン、ツナを混ぜ合わせ、塩・こしょう、

マヨネーズであえる。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉

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』

※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

8月1日㈬～15日㈬…すずか健康マイレージ


