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　日ごろから多くの市民の皆
さんにご利用いただいている
市立テニスコートを、年末年
始にご利用いただけるよう開
放します。
と　き　12月28日㈮・29日
㈯、1月4日㈮9時～17時

※夜間の開放はありません。
料　金　中学生以下 1 0 0
円、高校生以上210円（2
時間まで）
問合せ　鈴鹿市立テニスコート
管理事務所（　387-6006）

とき・ところ
○1月1日(火・祝)
　市村ペットクリニック（中江島
町26-6　388-1716）

　森動物病院（算所5-12-11
　　378-3952）
○1月2日㈬
　自由ヶ丘どうぶつ病院（下大
久保町2669-3　374-48
　28）
　北川動物病院（須賀町
782-8　384-1299）
○1月3日㈭
　石田動物病院（磯山4-5-9
　387-3711）
　鈴鹿動物病院（三日市町
1880-12　384-1212）

※診察時間はいずれも10時から
12時までです。

※診療費に、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。主に、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
31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月中旬に平成31
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、資産税課
へご連絡ください。
※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。

と　き　1月31日㈭13時15
分から

ところ　市役所本館5階　
503会議室
内　容　鈴鹿市交通安全計
画の進捗状況などについて
定　員　5人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日12時50分から13
時5分まで会場で受け付け

年末年始の
市立テニスコート利用
スポーツ課　382-9029　 382-9071

年始に受診できる
動物病院のご案内

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

鈴鹿市交通安全対策会議
を傍聴できます

交通防犯課　382-9022　 382-7603
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　国民年金基金とは、国民
年金に上乗せする公的な個
人年金です。自営業の方やフ
リーランスで働いている方
で、20歳以上65歳未満の国
民年金の保険料を支払って
いる方が対象です。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、掛金
は全額所得控除となるため
節税にもなります。詳しくは、
三重県国民年金基金へお問
い合わせください。
※市役所では手続きできません。
問合せ　三重県国民年金基
金(　0120-29-1284
  　www.miekikin.or.jp)

　就業の促進を図ることを目
的とした、就職の際に有利な資
格を取得しようとするひとり親
家庭の父・母を支援する制度
があります。申請には事前に相
談が必要ですので、早めに子ど
も政策課へ相談してください。
◆自立支援教育訓練給付金
　対象講座を受講するために、
本人が支払った費用の一部を
受講修了後に支給します。
※すでに講座の受講を開始して
いる場合は申請できません。
◆高等職業訓練促進給付金
　看護師などの経済的自立
に効果的な資格を取得する
ため養成機関で修業する場
合、修業期間中の生活負担
を軽減するために、訓練促進
費を支給します。

対象資格　看護師、介護福
祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士、歯科衛生士、
診療放射線技師、栄養士、
准看護師、美容師、社会福
祉士、製菓衛生師、調理師
支給額　

　市民税非課税世帯：月額
10万円
　市民税課税世帯：月額7万
500円

※扶養義務者の所得により、児
童扶養手当を受給できない方
も制度を利用できる場合があ
ります。詳しくは子ども政策課
へお問い合わせください。

　　

　佐川急便をかたり「荷物を配
達したが、不在で持ち帰った」と

いうSMS（ショートメッセージ
サービス）が届き、指定されたリ
ンク先をクリックすると偽のホー
ムページに誘導され、不審なア
プリがインストールされた、という
相談が寄せられています。
　佐川急便では、SMSによる不
在通知の案内は行っていません
ので、記載されたリンク先を開か
ないようにしてください。お困りの
ことがあれば、鈴鹿亀山消費生
活センターへ相談してください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活

センター（　375-7611 月～
金曜日（祝祭日除く）、9時～
16時）

　現在、介護を理由として離職
する方が、毎年約十万人いると
言われています。政府としては一
億総活躍社会を実現するため、
必要な介護サービスの確保を図
るとともに、働く環境の改善や家
族への支援を行うことで、2020

年代初頭までに介護離職者を
なくすことを目指しています。
　育児・介護休業法で定められ
た制度の一例として介護休業制
度、介護休暇制度、介護のため
の短時間勤務などの制度、介護
のための所定外労働の制限（残
業免除の制度）などがあります。
詳しくは三重労働局雇用環境・
均等室へお問い合わせください。
問合せ　三重労働局雇用環
境・均等室（　059-226-
　2318）

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

ひとり親家庭の父・母の
就職のための資格取得支援
子ども政策課 　382-7661　 382-9054

佐川急便をかたるSMSに
ご注意を

鈴鹿亀山消費生活センター
　375－7611　 370－2900

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、椿まわり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（⑫小社公園から徒歩18分程度）。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
始発時刻 9時 9時15分 10時7分 6時20分
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○1月1日（火・祝）～6日㈰

○12月31日㈪、１月12日㈯～14日㈪

○１月１日（火・祝）～３日㈭
◆始発時刻を変更します

※南部C-BUSは、1月1日(火・祝)から3日㈭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

　就業の促進を図ることを目
的とした、就職の際に有利な資
格を取得しようとするひとり親
家庭の父・母を支援する制度
があります。申請には事前に相
談が必要ですので、早めに子ど
も政策課へ相談してください。
◆自立支援教育訓練給付金
　対象講座を受講するために、
本人が支払った費用の一部を
受講修了後に支給します。
※すでに講座の受講を開始して
いる場合は申請できません。
◆高等職業訓練促進給付金
　看護師などの経済的自立
に効果的な資格を取得する
ため養成機関で修業する場
合、修業期間中の生活負担
を軽減するために、訓練促進
費を支給します。

対象資格　看護師、介護福
祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士、歯科衛生士、
診療放射線技師、栄養士、
准看護師、美容師、社会福
祉士、製菓衛生師、調理師
支給額　

　市民税非課税世帯：月額
10万円
　市民税課税世帯：月額7万
500円

※扶養義務者の所得により、児
童扶養手当を受給できない方
も制度を利用できる場合があ
ります。詳しくは子ども政策課
へお問い合わせください。

　　

　佐川急便をかたり「荷物を配
達したが、不在で持ち帰った」と

いうSMS（ショートメッセージ
サービス）が届き、指定されたリ
ンク先をクリックすると偽のホー
ムページに誘導され、不審なア
プリがインストールされた、という
相談が寄せられています。
　佐川急便では、SMSによる不
在通知の案内は行っていません
ので、記載されたリンク先を開か
ないようにしてください。お困りの
ことがあれば、鈴鹿亀山消費生
活センターへ相談してください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活

センター（　375-7611 月～
金曜日（祝祭日除く）、9時～
16時）

　現在、介護を理由として離職
する方が、毎年約十万人いると
言われています。政府としては一
億総活躍社会を実現するため、
必要な介護サービスの確保を図
るとともに、働く環境の改善や家
族への支援を行うことで、2020

年代初頭までに介護離職者を
なくすことを目指しています。
　育児・介護休業法で定められ
た制度の一例として介護休業制
度、介護休暇制度、介護のため
の短時間勤務などの制度、介護
のための所定外労働の制限（残
業免除の制度）などがあります。
詳しくは三重労働局雇用環境・
均等室へお問い合わせください。
問合せ　三重労働局雇用環
境・均等室（　059-226-
　2318）

介護離職ゼロを目指して
産業政策課　 382-8698　 382-0304

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
※詳しくは「公用車（消防車両等）売却（解体処分）説明
書」をご覧ください。

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、「公用車
（消防車両等）売却（解体処分）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　12月21日㈮から1月4日㈮まで（土・
日曜日、年末年始、祝日を除く9時～17時）に

申込書を直接消防課（消防本部3階）へ
※郵送、ファクスなどによる受け付けは行いません。
※申込書と「公用車（消防車両等）売却（解体処分）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21日㈮～1月4日㈮（土・日曜日、
年末年始、祝日を除く9時30分～11時30分）

ところ　消防本部敷地内　
※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
可搬消防ポンプ
（製造番号：3852）

メーカー 型 式
Ｐ４５５Ａ
（ラビット）

使用年数

約15年

最低売却価格

3,000円

級別

Ｂ－3(5)

物件
可搬消防ポンプ
（製造番号：3846）

メーカー 型 式
Ｐ４５５Ａ
（ラビット）

使用年数

約15年

最低売却価格

3,000円

級別

Ｂ－3(6)

物件

消防車
（トヨタ　ＭＴ）

車　名 備考初年度登録

平成15年
2月

車検有効期限

平成31年
2月24日

走行距離
(10月1日時点)

19,819Ｋｍ

予定価格
(最低売却価格)

92,593円

乗車
定員

6人(1)

消防車
（トヨタ　ＭＴ）

(Nox・PM)
適合

(Nox・PM)
適合

平成15年
2月

平成31年
2月24日 8,867Km 92,593円6人(2)

(Nox・PM)
適合

消防車
（トヨタ　ＭＴ）

平成15年
2月

平成31年
2月24日 10,529Km 92,593円6人(3)

消防車
（ホンダ　AT）

平成19年
3月

平成31年
3月22日 88,815Km 9,260円2人

（4）(4)
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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。

　がん検診無料クーポン券
を、6月下旬に対象の方へ紫
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実
施する平成31年2月28日㈭
まで）または集団検診（保健
センターで実施する広報す
ずか1月20日号募集分まで）
が無料で受けられます。検診
期間終了間際になると、日程
や定員の都合などで希望に
沿え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29年度に次の年
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
・子宮頸がん検診　20歳に
なった女性

◆夜間窓口
と　き　12月26㈬・27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。

対　象　鈴鹿市民の妊婦と
その家族

と　き　1月20日㈰13時30
分～15時30分

ところ　保健センター1階　
育児相談室（西条5-118-3）
内　容　
・産後の生活、育児準備に
ついて
・みんなで楽しむ育児：産後
クライシスを予防しよう
・祖父母の役割
・常識古今東西：社会の変
化・世代や地域によって異
なる子育て
定　員　15組（先着順）
費　用　無料（希望者のみ
別途テキスト代500円）
持ち物　母子手帳・筆記用具
申込み　1月15日㈫までに
電話で、もなみ助産所(一
見　090-7045-4383)

または、ウェルカムベビーの
会ホームページ（　http://
　thinkmaternitylife.jim
　do.com）へ
※この事業は市の委託事業です。

　迎春向きの寄せ植え、洋ラ
ンなどの即売会を開催します。
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　
　中央コート（庄野羽山4-1-2）
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（組合長 市川範実　090-
　1892-2719）

対　象　創業・起業準備を進
めている方や、実際に創
業・起業したけれども悩み
を抱えている方
と　き　1月20日㈰10時～11
時または11時～12時、27日
㈰10時～11時または11時～
12時、2月3日㈰10時～11
時または11時～12時

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
相談員　杉山正和さん（（株）

タスクールPlus 中小企業診
断士）
定　員　各2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

対　象　創業・起業に興味の
ある方や市内で創業・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、すでに起業して
悩んでいる方

とき・内容
○1月20日㈰13時～16時
15分（開場12時30分）
・講演会｢エステティシャンから
英語学童保育への道のり｣ 
講師：安井あずささん（（株）
E.everyday 代表取締役）
・セミナー｢営業・販売戦略｣
講師：木村敦さん（速読プ
ラス藤が丘本校代表）
○1月27日㈰13時～16時
15分（開場12時30分）
・講演会｢美容師＋訪問介
護：高齢者の喜ぶ姿がモチ
ベーションに｣講師：三宅久
美子さん(訪問美容おひさ
ま 代表)
・セミナー｢創業時のIT活用｣ 
講師：松浦法子さん（アーツ＆
ウェブ（株） 代表取締役）

○2月3日㈰13時～16時15
分（開場12時30分）
・講演会 ｢こだわりのホエイパ
スタの誕生秘話｣ 講師：小柴
大地さん（（株）喜場代表取
締役)
・セミナー｢創業時の資金計
画｣ 講師：荒井真紀さん（荒
井真紀税理士事務所 税理
士）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
定　員　各30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、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。

と　き　1月30日㈬・31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11日㈮10時30
分～11時30分（荒天時は

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
車両の分列行進など

※式典終了後は、「ふれあい広場」
（パトカーや白バイなどの展示）
を行います。
問合せ　三重県警察本部警
務部警務課（　059-222-
　0110）

対　象　小・中学生
と　き　1月5日㈯13時～15時
ところ　男女共同参画セン
　ター（神戸2-15-18）
内　容　高専ロボコンに出場
したロボットの展示、オリジ
ナルステッカー作り、小型
3Dプリンターの実演など
講　師　鈴鹿工業高等専門
学校機械工学科の女性研
究者と学生
定　員　50人（小学生は保護
者同伴）
参加料　無料
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

催 し 物

パパママじじばば教室
～家族みんなで！
育児の準備～ 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

創業に関する個別相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

鈴鹿花き温室組合
｢迎春！花の即売会｣

農林水産課　 382-9017　 382-7610
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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

納税の夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660
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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

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。

対　象　鈴鹿市民の妊婦と
その家族

と　き　1月20日㈰13時30
分～15時30分

ところ　保健センター1階　
育児相談室（西条5-118-3）
内　容　
・産後の生活、育児準備に
ついて
・みんなで楽しむ育児：産後
クライシスを予防しよう
・祖父母の役割
・常識古今東西：社会の変
化・世代や地域によって異
なる子育て
定　員　15組（先着順）
費　用　無料（希望者のみ
別途テキスト代500円）
持ち物　母子手帳・筆記用具
申込み　1月15日㈫までに
電話で、もなみ助産所(一
見　090-7045-4383)

または、ウェルカムベビーの
会ホームページ（　http://
　thinkmaternitylife.jim
　do.com）へ
※この事業は市の委託事業です。

　迎春向きの寄せ植え、洋ラ
ンなどの即売会を開催します。
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　
　中央コート（庄野羽山4-1-2）
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（組合長 市川範実　090-
　1892-2719）

対　象　創業・起業準備を進
めている方や、実際に創
業・起業したけれども悩み
を抱えている方
と　き　1月20日㈰10時～11
時または11時～12時、27日
㈰10時～11時または11時～
12時、2月3日㈰10時～11
時または11時～12時

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
相談員　杉山正和さん（（株）

タスクールPlus 中小企業診
断士）
定　員　各2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

対　象　創業・起業に興味の
ある方や市内で創業・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、すでに起業して
悩んでいる方

とき・内容
○1月20日㈰13時～16時
15分（開場12時30分）
・講演会｢エステティシャンから
英語学童保育への道のり｣ 
講師：安井あずささん（（株）
E.everyday 代表取締役）
・セミナー｢営業・販売戦略｣
講師：木村敦さん（速読プ
ラス藤が丘本校代表）
○1月27日㈰13時～16時
15分（開場12時30分）
・講演会｢美容師＋訪問介
護：高齢者の喜ぶ姿がモチ
ベーションに｣講師：三宅久
美子さん(訪問美容おひさ
ま 代表)
・セミナー｢創業時のIT活用｣ 
講師：松浦法子さん（アーツ＆
ウェブ（株） 代表取締役）

○2月3日㈰13時～16時15
分（開場12時30分）
・講演会 ｢こだわりのホエイパ
スタの誕生秘話｣ 講師：小柴
大地さん（（株）喜場代表取
締役)
・セミナー｢創業時の資金計
画｣ 講師：荒井真紀さん（荒
井真紀税理士事務所 税理
士）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
定　員　各30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、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。

と　き　1月30日㈬・31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11日㈮10時30
分～11時30分（荒天時は

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
車両の分列行進など

※式典終了後は、「ふれあい広場」
（パトカーや白バイなどの展示）
を行います。
問合せ　三重県警察本部警
務部警務課（　059-222-
　0110）

対　象　小・中学生
と　き　1月5日㈯13時～15時
ところ　男女共同参画セン
　ター（神戸2-15-18）
内　容　高専ロボコンに出場
したロボットの展示、オリジ
ナルステッカー作り、小型
3Dプリンターの実演など
講　師　鈴鹿工業高等専門
学校機械工学科の女性研
究者と学生
定　員　50人（小学生は保護
者同伴）
参加料　無料
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

鈴鹿市小学校音楽会
教育指導課　 382-9028　 383-7878

リコチャレ「ものづくり体験」
男女共同参画課

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

三重県警察年頭視閲式
交通防犯課　 382-9022　 382-7603

創業支援セミナー
産業政策課　 382-8698　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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対　象　市内在住のおおむ
ね60歳以上の方

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（神戸1-17-5)
定　員　各15人（先着順）
受講料　各3,000円（別途テ
キスト代：ワード・エクセル
1,000円，デジタルカメラ・パ
ソコン2,000円）
申込み　12月25日㈫から1月
18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5人以下の場合は、
中止する場合があります。

◆ワード初級講座
対　象　パソコンで文書入力
ができる方

と　き　1月29日㈫～2月1日
㈮9時30分～12時

内　容　ウインドウズ10のパ
ソコンでワード2013の操作
を習得
◆エクセル初級講座
対　象　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　1月29日㈫～2月1日
㈮13時30分～16時
内　容　ウインドウズ10のパ
ソコンでエクセル2013の
操作を習得
◆デジタルカメラ・パソコン
初級講座
対　象　パソコン初級程度
の操作技術を習得した方

と　き　2月4日㈪～7日㈭
13時30分～16時
内　容　デジタルカメラの基
礎学習とパソコンの「フォ
トショップ・エレメンツ12
(正規版)」を使って、写真
の取込・保存、補正・レタッ
チ(修正加工)・文字入れ・
フォトブック作成などの実
技を習得

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。

※オーダーメイド講習も可能です。
※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。
◆低圧電気取扱特別教育
と　き　2月6日㈬・7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
◆玉掛技能講習
と　き　学科：2月18日㈪・
19日㈫、実技：2月20日㈬・
21日㈭・22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　1月18日㈮から

　12月25日㈫から直接水泳
場窓口またはホームページで
受け付けます（先着順）。
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前ま
での子とその保護者

と　き　1月16日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　ベビーマッサージ
で赤ちゃんとコミュニケー
ションを、ママビクスで産

後の身体をシェイプアップ
させましょう。
講　師　NAOMI
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆アイシング教室
対　象　一般成人(お子さん
連れ可)

と　き　1月17日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
内　容　焼いたクッキーの表
面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。

講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,500円
◆ちびっこらんど～運動
遊び～
対　象　3歳～4歳児
と　き　1月28日、2月11日・
25日、3月11日(各月曜)
15時15分～16時

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　カラダを動かす楽し
さを体感しよう。
講  師  山舗恵美子さん
定　員　15人
参加料　3,200円(全4回)

催 し 物

いきいき鈴鹿ツーデーウオーク参加者募集
スポーツ課 　382-9029　 382-9071

高齢者のための
やさしいパソコン教室
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092 　382-6093

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905
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対　象　健康な方
と　き　 3月9日㈯・10日㈰10時から（受付9
時から）

ところ　市内および新生公園（近鉄白子駅

南側）

※駐車場はありません。
参加料　1人200円（小学生以下無料）
申込み　当日新生公園で受け付け

問合せ  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　伊藤　080-3077-
　4891）
※コース途中で鈴鹿名物（お菓子）をお渡しします
（数に限りあり）。
※参加賞として一人一枚タオルを進呈します。
※いずれも団体歩行で行います。

3月9日㈯

A(15km)
新生公園→桜の森公園→矢崎神社→大黒屋光太夫記念館→
千代崎海岸→江島公園→新生公園

新生公園→桜の森公園→田古知川堤→千代崎海岸→
江島公園→新生公園

新生公園→御座池公園→伊奈冨神社→青少年の森→
稲生高校前→御座池公園→国道23号線→新生公園

新生公園→御座池公園→伊奈冨神社→サーキット道路→
御座池公園→国道23号線→新生公園

B(10km)

C(15km)

D(10km)

3月10日㈰
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内　容　ウインドウズ10のパ
ソコンでワード2013の操作
を習得
◆エクセル初級講座
対　象　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　1月29日㈫～2月1日
㈮13時30分～16時
内　容　ウインドウズ10のパ
ソコンでエクセル2013の
操作を習得
◆デジタルカメラ・パソコン
初級講座
対　象　パソコン初級程度
の操作技術を習得した方

と　き　2月4日㈪～7日㈭
13時30分～16時
内　容　デジタルカメラの基
礎学習とパソコンの「フォ
トショップ・エレメンツ12
(正規版)」を使って、写真
の取込・保存、補正・レタッ
チ(修正加工)・文字入れ・
フォトブック作成などの実
技を習得

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。

※オーダーメイド講習も可能です。
※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。
◆低圧電気取扱特別教育
と　き　2月6日㈬・7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
◆玉掛技能講習
と　き　学科：2月18日㈪・
19日㈫、実技：2月20日㈬・
21日㈭・22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　1月18日㈮から

　12月25日㈫から直接水泳
場窓口またはホームページで
受け付けます（先着順）。
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前ま
での子とその保護者

と　き　1月16日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　ベビーマッサージ
で赤ちゃんとコミュニケー
ションを、ママビクスで産

後の身体をシェイプアップ
させましょう。
講　師　NAOMI
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆アイシング教室
対　象　一般成人(お子さん
連れ可)

と　き　1月17日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
内　容　焼いたクッキーの表
面に砂糖、卵白を着色した
クリームでデコレーションし
ます。

講　師　向井ひとみさん
定　員　10人
参加料　1,500円
◆ちびっこらんど～運動
遊び～
対　象　3歳～4歳児
と　き　1月28日、2月11日・
25日、3月11日(各月曜)
15時15分～16時

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　カラダを動かす楽し
さを体感しよう。
講  師  山舗恵美子さん
定　員　15人
参加料　3,200円(全4回)

鈴鹿市消防出初式
消防総務課　 382-0500　 383-1447

1月
6日
㈰
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

入場
料が
無料
にな
りま
す

※
当
日
限
り
有
効

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

　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・共助意識を醸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
結成された大規模災害対応団員によるパ
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6日㈰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（稲生町7992）
内　容　　　　　　　　　　

・市長と一日子ども消防署長による点検（視閲）
（一般のお子さんも参加可。先着20人）。
※参加希望の方は9時40分までにお越しください。
・式典（視閲や表彰、平田野中学校吹奏楽
部の演奏など）
・大規模災害対応団員「ライドエイド」のパ
フォーマンス
・防災ヘリコプターや特殊重機も出動する
救助訓練
・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

※悪天候時などは、内容を変更する場合があり
ます。



相　談

保健
センター 不要１月25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のでご了承ください。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

　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ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介や子育て
情報誌の提供などで、費用は無料です。なお、生後28日以内の方には、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。

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1月中旬ごろはがきで別日を案内します。

※2月8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1月4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

◎ 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。視触診をご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

保健センター

保健センター

1,500円

1,800円

保健センター

2月14日㈭・24日㈰　午前

2月14日㈭・24日㈰　午前
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、集団検診は受診できません。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、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）。

1月26日㈯、2月14日㈭　午前

2月8日㈮　午前・午後

2月8日㈮　午前・午後

2月24日㈰　午前
1月16日㈬、2月8日㈮　午前・午後

保健センター 1,000円
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　今までに助成を利用されていない方で、①または②に該当する方は、いずれかを生涯1回に限りご利用
できます。なお、どちらの助成も平成31年3月31日で終了しますので、ご注意ください。
①定期接種：一度もこのワクチンを接種したことがなく、平成30年度に下記の年齢になる方

② 任意接種：定期接種の対象生年月日に該当しない65歳以上の方、または対象生年月日に該当する方
のうち、5年以上前に全額自費で接種したことがある方

予防接種予防接種 ■高齢者用肺炎球菌（23価）

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、◎印が付いたものが、健康マイレージポイント対象事業です。

　予防接種の予診票の交付や乳児健診の受診票の交換・交付が必要な方は、保健センター
（平日８時３０分～１７時１５分）までお越しください。詳しくは、健康づくり課までお問い合わせください。

転入の方（妊産婦、乳幼児、小・中学生の保護者の方）へのお知らせ転入の方（妊産婦、乳幼児、小・中学生の保護者の方）へのお知らせ

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
（口腔編）
65歳以上の方

40人1月31日㈭
10時～11時30分

歯科医師・歯科衛生
士による講話や実技

12月26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

午前
午後
各１５組

１月２０日㈰　
９時３０分～１１時４５分また
は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２7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）
1月16日㈬

13時15分～14時30分
八木秀行 医師（内科）
「痛風の気があると

言われたら」

助成額 ①、②いずれも3,000円

自己負担額
①定期接種  5,000円
（接種費用8,000円から助成額を除いた額）
 生活保護受給者は、自己負担はありません

②任意接種　医療機関により異なります
（医療機関の定める接種費用から助成額を
除いた額）

※市外(県内)の医療機関で接種する場合、事前に健康づくり課で申請し、予診票を
受け取ってください。【交付場所】

健康手帳：【健康づくり課、戸籍住民課、福祉医療課、地区市民センター】
予診票：【健康づくり課、市内実施医療機関】必要な物

【交付場所】

※動きやすい服装でお越しください。

保健
センター

離乳食コース
平成30年7月～平成30年
9月生まれの乳児をもつ方

30組１月１１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)

※60歳～65歳未満の方で、医師により接種が必要であると判断された場合は、対象になることがあります。

2018・12・20 9

65歳となる方
年　齢 生　年　月　日

昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生 85歳となる方
年　齢 生　年　月　日

昭和8年4月2日生～昭和9年4月1日生
70歳となる方 昭和23年4月2日生～昭和24年4月1日生 90歳となる方 昭和3年4月2日生～昭和4年4月1日生
75歳となる方 昭和18年4月2日生～昭和19年4月1日生 95歳となる方 大正12年4月2日生～大正13年4月1日生
80歳となる方 昭和13年4月2日生～昭和14年4月1日生 100歳となる方 大正7年4月2日生～大正8年4月1日生



収集されなかったごみ

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

 地域のごみ集積所をいつもきれいに

　生活の中で必ずごみは発生します。気持ちよくごみを出すためには、きれ
いな集積所であることが不可欠です。ごみ集積所利用の基本ルールを守り、
きれいな集積所を維持しましょう。

ルールを守らないとどうなるの？ルールを守らないとどうなるの？

　ごみの分別は、各家
庭に配布したパンフ
レット「家庭ごみの分け
方・出し方」に従って正
しく行いましょう。

正しく分別する

　お住まいの地区のごみ収
集カレンダーに従って、収集
日当日朝の8時までに出しま
しょう。

ごみ出し時間を守る

　ごみは鈴鹿市認定ごみ袋に入れ、口をし
ばって出しましょう。なお、1回の排出は5袋
までです。
　生ごみや衛生用品以外は、二
重袋での排出はやめましょう。

排出ルールを徹底する

　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）はごみ集積所に出
すことはできません。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、直接処理場へ搬入してください。

粗大ごみは出さない

ごみ集積所

Garbage BagGarbage Bag
Garbage Bag

　ごみ集積所の維持管理は、自治会または共同住宅の管理者が
行っています。一戸建て住宅にお住まいの方は地域の自治会へ、
共同住宅にお住まいの方は管理会社や所有者へお問い合わせく
ださい。

　市認定のごみ袋に入っていなかったり、正しく分別されていない
など、ルールを守らずに出されたごみには啓発のために黄色い
シールを貼り、ごみを収集しない場合があります。取り残されたご
みは、集積所を管理される当番の方などが持ち帰り、正しく分別し
て再度収集日に出し直したり、直接市の処理場に運んだりしていま
す。ルールを守らないと、地域の皆さんの迷惑になります。

　ルールを守ってごみを出すことで集積所はいつもきれいに保たれ、他人に迷惑をかける
こともありません。正しく分別したことを確認してから排出し、きちんと収集されたかどうか
気をつけることが大切です。一人一人が意識し、きれいなごみ集積所を維持しましょう。

ごみ集積所利用の基本ルールを守りましょうごみ集積所利用の基本ルールを守りましょう

ごみ集積所の場所や利用方法がわからないときは？

資源
ごみ

もやせる
ごみ

もやせない
ごみ
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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

1
January

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

５～７・21・24日
11・18・25日
8・10・17・19・29～３１日
12・22・23・26日
13・14日
20日

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

5・7・8・14・２１～２６・２９～３１日
9・11・16・18日
6・12・13・19日
20・27日
10・17日

6・7・11・13・18・21・24・25・31日
8・10・17・22・29日
5・12・19・26日
9・16・23・30日
14・20・27日

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

9:00～21:00５～１４・１６～２７・２９～３１日

庭球場 372-2285
休業日　12月31日㈪、1月1日（火・祝）・21日㈪

●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）
水泳場 372-2250

◎印は予約制です。

こころの健康相談 10日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

成人の日

元日
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

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

木

休館日　１５日㈫、２８日㈪

バスケットボール

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

5・7～9・12～14・18・19・26・30・31日
10・11・15～17・21～25・28・29日
6・20・27日
7～9・13・14・30・31日
10・17・24日
5・12・15・16・19・21～23・26・28・29日
6・20・27日
5・7～9・12～14・19・26・30・31日
18日
11・25日
10・15～17・21～24・28・29日
6・20・27日
18日
5・12・19・26日
11・25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

・
1
日
〜
3
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 11・25日 10：00～15：00

◎交通事故相談（NPO） 21日

29日

10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 10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 9・23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

4・8・10・11・17・18・
22・24・29・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 18日 10：00～15：00

一ノ宮団地隣保館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221411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。

※司法書士の予約は、12月25日㈫から受け付け
します。

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　26日㈯10時～11時30分　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

9日㈬
23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

16日㈬
30日㈬

15日㈫
【14日㈪
から変更】
28日㈪

17日㈭
31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）5日、13日、19日14時30分～15時　10日10時30分～10時50分　26日10時30分～11時
江島分館（2階ギャラリー）12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

10日㈭
24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。

7日㈪
21日㈪
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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/3件、うち建物1件（33件、12件減） 出動数/754件（8,921件、466件増）

人口/200,422人（40人減） 男性/100,191人（21人増） 女性/100,231人（61人減） 世帯数/85,804世帯（36世帯増）

事故数/561件、うち人身事故41件（6,063件、29件増） 死者数/3人（10人、1人増） 傷者数/47人（706人、53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
ひじき入り中華そぼろ

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

　ひじき入り

中華そぼろは、

ごはんにかけて

食べるので食べやす

く、子どもたちに人気の

献立です。苦手な子が

多い海藻類のひじきで

すが、この料理だとたく

さん食べてくれます。

　オイスターソースと豆

板醤が入った、ちょっとピ

リ辛の中華そぼろです。

豚ひき肉　　100ｇ
にんじん　　100ｇ
米ひじき　 　　12ｇ
干ししいたけ  　　5ｇ
ねぎ 　　  　15ｇ
油　　 　　 　7.5ｇ
おろししょうが 2.5ｇ
おろしにんにく  1ｇ

さとう　　　　　20ｇ
豆板醤　　　　0.5ｇ 
しょうゆ　　　　20ｇ
赤みそ　  　　15ｇ 
オイスターソース　5ｇ 
塩　 　　　 　0.5ｇ

水　　　  　150ml

〈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〉

（●の調味料を合わせておく）

〈作り方〉〈作り方〉
①にんじんはみじん切り、ねぎは小口

切りにする。

米ひじきは茹でて戻し、干ししいたけは
水で戻し

てみじん切りにする。

②フライパンに油とおろしにんにく
とおろししょ

うがを入れて、弱火で炒める。

③香りが出てきたら、ひき肉を加えてよ
く炒める。

④次ににんじん、米ひじき、干ししいた
けを加えて

軽く炒め、水を加える。

⑤にんじんがやわらかくなってきたら
、合わせ調味

料とねぎを加えて、水気がなくなるまで
煮込む。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉
①にんじんはみじん切り、ねぎは小口

切りにする。

1月1日（火・祝）～15日㈫
　 …新名神高速道路三重県区間開通に向けて


