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　スポーツ施策の一層の推
進を図るため、スポーツを取り
巻く状況を市民やスポーツ団
体へのアンケートなどから把
握し、スポーツ推進の基本的
な方向性を示す計画を策定し
ています。
　このたび、その案がまとまり
ましたので、皆さんからのご意
見を募集します。
対　象
・市内に在住、在勤、在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　7月22日㈪～8月
21日㈬

※郵送の場合は、当日の消印有効
です。
閲覧場所　スポーツ課（市役所
本館9階）、市立テニスコー
ト、武道館、石垣池公園管理
事務所、鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド、西部体育館、地区市
民センター、総務課（市役所
本館4階）、市ホームページ

提出方法　件名｢鈴鹿市スポー
ツ推進計画（案）への意見」、
住所、氏名、意見を記入の
上、直接、郵送、ファクスま
たは電子メールで各地区
市民センターまたはスポー
ツ課（〒513 - 8 7 0 1住所
不要）へ

※提出された意見は、個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジで公表します。個別には回答
いたしません。
※本計画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。

　
　全国家計構造調査は、総
務省統計局が10月から11月
にかけて実施する調査で、家
計における消費、所得、資産
および負債の実態を総合的に
把握し、その構造などを全国
的および地域別に明らかにす
ることを目的としています。
　準備調査のため8月から9
月にかけて、調査員が総務省
から指定された調査区の世帯

を訪問し、世帯主の氏名など
をお聞きします。また、後日無
作為に抽出された世帯に調
査票を配布しますので、回答
にご協力ください。
※国や県が行う統計調査は、顔写
真入りの「調査員証」を持った
調査員が訪問し、調査実施者や
連絡先を記載した書類をお渡
しして行います。電話や電子
メールで、直接調査の回答を尋
ねることはありません。 

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
と　き　10月24日㈭10時～
15時40分

ところ　県栄町庁舎　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）　
願書受付　8月19日㈪から9
月6日㈮まで（消印有効）
問合せ　三重県教育委員会
事務局（高校教育課　059-
　224-2913）

鈴鹿市スポーツ推進計画
（案）への意見募集
スポーツ課 　382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

全国家計構造調査に
ご協力を

総合政策課 　382-7676　 382-9040

就学義務猶予免除者などの
中学校卒業程度認定試験
教育指導課 　382-9028　 383-7878
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　マイナンバーカードを取得
すれば、さまざまなメリットがあ
ります。現在、マイナンバー
カードの初回発行手数料は無
料ですので、お薦めです。
マイナンバーカードのメリット
・免許証などと同様に、本人確
認書類として使用できます。
・住民票の写しや印鑑登録
証明書、最新年度の所得
課税証明書をコンビニで簡
単、お得に取得できます。

※窓口で交付する証明書と一部
記載項目が異なります。

・｢マイナポータル｣で、行政
サービスのお知らせが届き
ます。また行政機関などが
保有する自身の個人情報
を確認したり、児童手当な
ど一部の申請がインター
ネット上でできます。

※パソコンで利用するには、IC
カードリーダライタが必要です。
スマートホンで利用する場合
は、機器の対応状況をご確認
ください。
問合せ　マイナンバー総合フ
リーダイアル（　0120-95-
　0178 月～金曜日 9時30
分～20時 土・日曜日、祝日 
9時30分～17時30分（年
末年始を除く））

　IATSS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
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21日㈪～22日
（火・祝）1泊2日
募集数  20家族（応募多数の
場合は抽選）
申込み・問合せ　8月23日㈮
までに（公財）国際交通安
全学会 IATSSフォーラ
ム（〒510 -0201稲生町
7992 松井　370-0511
　　370-0505　matsui.
　m@iatss.or.jp　http://
　www.iatss forum. jp/
　appl icat ions/ index.
　html）へ
※申し込み用紙はホームページ
で入手できます。

と　き　12月15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　一般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　7,500人（先着順、
10km：2,500人、5.6km：
2,500人、2km：2,500人）

※車いす種目の定員はありません。
申込み　申し込み方法によっ
て締切期日が異なりますの

でご注意ください。
○インターネット　8月15日
㈭から9月30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://
　suzukacity-m.com/
・ランネット 　https://run
  net.jp/
○郵便振替　8月1日㈭から
9日㈮までに、エントリーセ
ンター（㈱ファインシステム
　079-420-6663(9時
30分～17時30分、土・日
曜日、祝日を除く））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30日㈮までに郵便
局で申し込みと参加料の
振り込みをしてください。
○Loppi　8月15日㈭から
9月30日㈪までに、ローソ
ンまたはミニストップの店
内設置のLop p i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 2 2 回鈴鹿シ
ティマラソン」を選択し、
画面の案内に従って必要
事項を入力。印刷される
申込券を持って、レジにて
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
※中学生は保護者の同伴が必要
です。
業務内容　受付、選手誘導、
給水など
申込み　8月30日㈮までにス
ポーツ課へ

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
希望される方は、直接開園者
へお問い合わせください。
○鈴木農園
ところ　竹野2-723
面　積　30㎡から
区画数　10区画
年間利用料　4,000円から
開園者　鈴木則夫（竹野
　1-21-6　382-3071）

　市民会館の愛称を命名する
権利（ネーミングライツ）を取得
するパートナーを募集します。
契約内容　
○命名権料　年100万円以
上（税込）
○契約期間　令和2年4月1
日から応募者が希望する
期間（5年～10年間）

※詳しくは、市ホームページトピッ
クスの応募要項をご覧ください。
申込み　7月22日㈪から8月9
日㈮までに事前連絡の上、
直接文化振興課へ

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)、紙媒体への印刷
発行部数　98,500部（予定）
広告の大きさ　縦50mm×
横85mm（1枠につき）

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（応募多数の
場合は抽選）
広告掲載料　1枠につき8万
円（税込）
申込み　8月20日㈫までに
広告掲載申込書および広
告掲載原稿を直接または
郵送で廃棄物対策課へ

※鈴鹿市広告掲載基準などに基
づき、広告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。

　10月の消費税増税に伴い
実施予定の鈴鹿市プレミアム
付商品券事業について、取
扱店舗を募集しています。
申込み　7月31日㈬までに専
用WEBサイト（　https://
　premium-gift.jp/suzu
　ka/）で
※市ホームページのバナーから
アクセスできます。
問合せ
○店舗募集のこと：㈱JTB
三重支店（受託事業者） 
（　059-226-7511
　  9時30分～17時）
○商品券事業のこと：市コー
ルセンター（　382-9887
　9時～16時30分）
※平日に限ります。

　空き家に関するさまざま
な相談に専門家がお応えし
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28日㈯10時～
16時

ところ　男女共同参画セン
ター  ホール（神戸2-15-18）
内　容　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
どの相談
共　催　空き家ネットワーク
みえ
申込み　8月1日㈭から30日
㈮までに電話か、申込書を
直接または郵送で住宅政策
課、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、三
重県行政書士会、(公社)三重
県宅地建物取引業協会の8団
体による空き家対策推進のた
めの協議会です。

◆休日窓口
と　き　7月28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。

便利なマイナンバーカード
申請受付中

戸籍住民課 　327-5056　 382-7608

IATSSフォーラム
ホストファミリー募集

市民対話課 　382-9058　 382-7660

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
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電　話 電子メール ホームページファクス

　IATSS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
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21日㈪～22日
（火・祝）1泊2日
募集数  20家族（応募多数の
場合は抽選）
申込み・問合せ　8月23日㈮
までに（公財）国際交通安
全学会 IATSSフォーラ
ム（〒510 -0201稲生町
7992 松井　370-0511
　　370-0505　matsui.
　m@iatss.or.jp　http://
　www.iatss forum. jp/
　appl icat ions/ index.
　html）へ
※申し込み用紙はホームページ
で入手できます。

と　き　12月15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　一般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　7,500人（先着順、
10km：2,500人、5.6km：
2,500人、2km：2,500人）

※車いす種目の定員はありません。
申込み　申し込み方法によっ
て締切期日が異なりますの

でご注意ください。
○インターネット　8月15日
㈭から9月30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://
　suzukacity-m.com/
・ランネット 　https://run
  net.jp/
○郵便振替　8月1日㈭から
9日㈮までに、エントリーセ
ンター（㈱ファインシステム
　079-420-6663(9時
30分～17時30分、土・日
曜日、祝日を除く））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30日㈮までに郵便
局で申し込みと参加料の
振り込みをしてください。
○Loppi　8月15日㈭から
9月30日㈪までに、ローソ
ンまたはミニストップの店
内設置のLop p i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 2 2 回鈴鹿シ
ティマラソン」を選択し、
画面の案内に従って必要
事項を入力。印刷される
申込券を持って、レジにて
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
※中学生は保護者の同伴が必要
です。
業務内容　受付、選手誘導、
給水など
申込み　8月30日㈮までにス
ポーツ課へ

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
希望される方は、直接開園者
へお問い合わせください。
○鈴木農園
ところ　竹野2-723
面　積　30㎡から
区画数　10区画
年間利用料　4,000円から
開園者　鈴木則夫（竹野
　1-21-6　382-3071）

　市民会館の愛称を命名する
権利（ネーミングライツ）を取得
するパートナーを募集します。
契約内容　
○命名権料　年100万円以
上（税込）
○契約期間　令和2年4月1
日から応募者が希望する
期間（5年～10年間）

※詳しくは、市ホームページトピッ
クスの応募要項をご覧ください。
申込み　7月22日㈪から8月9
日㈮までに事前連絡の上、
直接文化振興課へ

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)、紙媒体への印刷
発行部数　98,500部（予定）
広告の大きさ　縦50mm×
横85mm（1枠につき）

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（応募多数の
場合は抽選）
広告掲載料　1枠につき8万
円（税込）
申込み　8月20日㈫までに
広告掲載申込書および広
告掲載原稿を直接または
郵送で廃棄物対策課へ

※鈴鹿市広告掲載基準などに基
づき、広告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。

　10月の消費税増税に伴い
実施予定の鈴鹿市プレミアム
付商品券事業について、取
扱店舗を募集しています。
申込み　7月31日㈬までに専
用WEBサイト（　https://
　premium-gift.jp/suzu
　ka/）で
※市ホームページのバナーから
アクセスできます。
問合せ
○店舗募集のこと：㈱JTB
三重支店（受託事業者） 
（　059-226-7511
　  9時30分～17時）
○商品券事業のこと：市コー
ルセンター（　382-9887
　9時～16時30分）
※平日に限ります。

　空き家に関するさまざま
な相談に専門家がお応えし
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28日㈯10時～
16時

ところ　男女共同参画セン
ター  ホール（神戸2-15-18）
内　容　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
どの相談
共　催　空き家ネットワーク
みえ
申込み　8月1日㈭から30日
㈮までに電話か、申込書を
直接または郵送で住宅政策
課、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、三
重県行政書士会、(公社)三重
県宅地建物取引業協会の8団
体による空き家対策推進のた
めの協議会です。

◆休日窓口
と　き　7月28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。

納税の休日・夜間窓口
納税課　 382-9008 　382-7660

ふれあい農園の利用者募集
農林水産課　 382-9017 　382-7610

市民会館のネーミング
ライツパートナー募集
文化振興課 　382-7619　 382-9071

令和2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

まもなく締め切り
プレミアム付商品券
取扱店舗募集

産業政策課 　382-8698　 382-0304

空き家無料相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188
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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。

　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を対象
に、個別相談会を開催します。
と　き　8月11日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
会議室
相談員　岩田光洋さん（㈱タ
スクールPlus 執行役員）、
関戸信晴さん（中小企業
診断士）
定　員　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、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　8月11日㈰13時～16
時30分（開場12時30分）

ところ　市役所別館第3
　2階会議室　
内　容
○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(㈱喜場 代
表取締役)
○セミナー｢ビジネスを考え
る上で必要な計画策定の
方法｣講師：名城真彦さん
（ナシロカフェ代表）
定　員　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。

対　象　一般女性
と　き　8月5日㈪13時～14
時30分、21日㈬10時～11
時30分、9月6日㈮10時～
11時30分、24日㈫10時～
11時30分、10月16日㈬
10時～11時30分、30日㈬
10時～11時30分

ところ　農村環境改善セン
ター 和室
内　容　筋肉の可動域を広
げるなど体を柔らかくし、
気持ちよく運動します。
講　師　植畑文子さん（イン
ストラクター）

催 し 物

創業に関する個別相談会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

定　員　各回10人(先着順)
参加料　1回500円（スポー
ツ安全保険料込）
持ち物　ヨガマット、タオル、
飲物
申込み　7月22日㈪から31
日㈬9時～17時(日曜日を
除く)までに、参加料を添え
て直接鈴鹿市体育協会事
務局（石垣池公園管理事
務所内）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会（桜
島町7-1-1　399-7120）、
　鈴鹿市農村環境改善セン
ター（　374-3455）

　夏休みの子どもたちに、約
30種類の身近なお仕事、企
業を知ってもらうためのイベ
ントを開催します。夏休みの
自由研究や工作に役立つ
ブースもたくさんあります。
と　き　7月30日㈫10時～
15時

ところ　コンフェット鈴鹿平
安閣（算所町1233-1）
参加料　無料
※一部材料費の負担があります。
申込み　不要
主催・問合せ　NPO法人
shining（代表 岡田　090-

の教室です。
対　象　市内に在住、在学
の小・中学生　

※小学生は2年生以上、中学生
は経験者に限ります。

と　き　9月から原則毎週土
曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、
鈴峰ゴルフ倶楽部
内　容　打球練習、ラウンド
練習など　

※初心者には基礎から指導します。
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円
定　員　5人(先着順)
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部内
鈴鹿市ゴルフ協会（　371-
　0711　371-1518）へ

　本年度2回目の薬膳と栄
養学を学べる講座を開催し
ます。美味しい薬膳弁当や薬
膳茶も楽しめます。
と　き　8月25日㈰10時～
13時10分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス3112ほか
（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳講座、栄養学

講座、薬膳弁当と料理解
説（薬膳茶つき）
参加料　4,000円
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　8月9日㈮
（必着）までに、電話で鈴鹿
医療科学大学（薬膳学会
事務局　384-9211）

※詳しくは、学会ホームページ
（　http://yakuzen.jpn.
　org/）をご覧ください。

　東海3県から救助のスペ
シャリストが集結し、救助技術
を競い合います。上位入賞
チームは8月に岡山市で開催
される全国大会に出場します。
と　き　7月25日㈭9時15
分～15時　

※荒天の場合は、7月26日㈮に
順延します。

ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場があ
りません。河川防災センター
（庄野町981-1 駐車場あり）、
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。

ヘルシーエクササイズ
体験教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

職業体験
～子どもたちのやりたい！
やってみようを育てよう～
地域協働課　 382-8695　 382-2214

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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電　話 電子メール ホームページファクス
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※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

パスタの誕生秘話｣ 講師：
小柴大地さん(㈱喜場 代
表取締役)
○セミナー｢ビジネスを考え
る上で必要な計画策定の
方法｣講師：名城真彦さん
（ナシロカフェ代表）
定　員　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。

対　象　一般女性
と　き　8月5日㈪13時～14
時30分、21日㈬10時～11
時30分、9月6日㈮10時～
11時30分、24日㈫10時～
11時30分、10月16日㈬
10時～11時30分、30日㈬
10時～11時30分

ところ　農村環境改善セン
ター 和室
内　容　筋肉の可動域を広
げるなど体を柔らかくし、
気持ちよく運動します。
講　師　植畑文子さん（イン
ストラクター）

定　員　各回10人(先着順)
参加料　1回500円（スポー
ツ安全保険料込）
持ち物　ヨガマット、タオル、
飲物
申込み　7月22日㈪から31
日㈬9時～17時(日曜日を
除く)までに、参加料を添え
て直接鈴鹿市体育協会事
務局（石垣池公園管理事
務所内）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会（桜
島町7-1-1　399-7120）、
　鈴鹿市農村環境改善セン
ター（　374-3455）

　夏休みの子どもたちに、約
30種類の身近なお仕事、企
業を知ってもらうためのイベ
ントを開催します。夏休みの
自由研究や工作に役立つ
ブースもたくさんあります。
と　き　7月30日㈫10時～
15時

ところ　コンフェット鈴鹿平
安閣（算所町1233-1）
参加料　無料
※一部材料費の負担があります。
申込み　不要
主催・問合せ　NPO法人
shining（代表 岡田　090-

　6647-1011）
※本事業は、2019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。

　他校の他学年の友達と身
体を動かし、楽しみながら交
流します。参加賞もあります。
対　象　小学生
と　き　9月1日㈰10時30
分～17時

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター
定　員　30人（先着順）
主　催　鈴鹿市子ども会連
合会
参加料　800円（保険料・昼
食代込）
申込み・問合せ　8月6日㈫ま
でに参加者氏名、性別、学
年、子ども会名、住所、電話
番号をファクスまたは電子
メールで鈴鹿市子ども会連
合会事務局（　382-4886
　382-4886　s_shikoren
　@yahoo.co.jp）へ

　ジュニアの皆さんに広くゴ
ルフに親しんでいただくため

の教室です。
対　象　市内に在住、在学
の小・中学生　

※小学生は2年生以上、中学生
は経験者に限ります。

と　き　9月から原則毎週土
曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、
鈴峰ゴルフ倶楽部
内　容　打球練習、ラウンド
練習など　

※初心者には基礎から指導します。
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円
定　員　5人(先着順)
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部内
鈴鹿市ゴルフ協会（　371-
　0711　371-1518）へ

　本年度2回目の薬膳と栄
養学を学べる講座を開催し
ます。美味しい薬膳弁当や薬
膳茶も楽しめます。
と　き　8月25日㈰10時～
13時10分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス3112ほか
（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳講座、栄養学

講座、薬膳弁当と料理解
説（薬膳茶つき）
参加料　4,000円
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　8月9日㈮
（必着）までに、電話で鈴鹿
医療科学大学（薬膳学会
事務局　384-9211）

※詳しくは、学会ホームページ
（　http://yakuzen.jpn.
　org/）をご覧ください。

　東海3県から救助のスペ
シャリストが集結し、救助技術
を競い合います。上位入賞
チームは8月に岡山市で開催
される全国大会に出場します。
と　き　7月25日㈭9時15
分～15時　

※荒天の場合は、7月26日㈮に
順延します。

ところ　県消防学校（石薬師
町452番地）

◆シャトルバスをご利用ください
　会場周辺には駐車場があ
りません。河川防災センター
（庄野町981-1 駐車場あり）、
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。

鈴鹿市子ども会連合会
運動会

文化振興課　 382-7619　 382-9071

秋季鈴鹿市
ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　 382-9029 　 382-9071

第2回家庭薬膳セミナー
「夏バテ予防の薬膳・栄養学」

in 鈴鹿医療科学大学
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

第48回消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　 382-9165  　 382-3905
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◆こども水泳～まだまだ
　泳ぎ隊
対　象　年長児～小学生
と　き
○火曜の部：9月3日、17日、
24日、10月1日、8日、15
日、22日、29日、11月5日、
12日 17時～18時　
○水曜の部：9月4日、18日、
25日、10月2日、9日、16
日、23日、30日、11月6日、
13日 16時～17時、17時
～18時
○金曜の部：9月6日、20日、
27日、10月4日、11日、18
日、25日、11月1日、8日、
15日 16時～17時、17時
～18時
ところ　水泳場25ｍプール
定　員　各30人(先着順)
参加料　1万7,280円（税込
全10回）
申込み　7月25日㈭から直
接水泳場窓口またはホー
ムページで
◆スティラミックス
　効果的なストレッチ法と体
幹リズムトレーニングで疲れ
にくい身体をつくりましょう。
対　象　一般成人
と　き　9月3日㈫、10月1日
㈫、15日㈫、29日㈫、11月5
日㈫、19日㈫11時～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　青木美穂さん（鈴鹿
回生病院スポーツ医学セ
ンター）
定　員　20人(先着順)
参加料　6,156円（税込  全

6回）
申込み　7月25日㈭から直
接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
　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。
対　象　2カ月から歩く前ま
での子とその母親

と　き　9月4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人（先着順）
参加料　1,325円（税込）
申込み　7月25日㈭から直
接水泳場窓口またはホー
ムページで　　　　　
◆テニスアカデミー夏の無
料体験レッスン
対　象　初心者の小学生　
と　き　7月22日㈪～30日
㈫平日：17時～18時、土・
日曜日：10時～11時

※期間内は毎日レッスンを受ける
ことができます。

ところ　庭球場　　　　
講　師　三村鷹哉さん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
申込み　7月22日㈪から、電話
で講師（三村　080-9733-
　6629）へ

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
スト代必要）
申込み　7月22日㈪から8月
15日㈭までに、電話で鈴鹿
市シルバー人材センターへ

※パソコンは準備します。
※各講座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　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　8月20日㈫～23日
㈮9時30分～12時
内　容　ウィンドウズ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　8月27日㈫～30日
㈮9時30分～12時
内　容　ウィンドウズ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
操作技術を習得された方

と　き　8月27日㈫～30日㈮
13時30分～16時
内　容　デジタルカメラの基
礎学習とフォトショップ・エレ
メンツ12（正規版）を使っ
て、写真の取り込み・保存・
補正・レタッチなどの習得

申込み　事前に電話で問い
合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入すると特典があり
ます。
◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月27日㈫・28日㈬
8時40分～16時20分　
受講料　9,720円(教材費込)
申込み　7月24日㈬から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：9月9日㈪・10
日㈫8時40分～17時、実
技：9月11日㈬・12日㈭・
13日㈮8時40分～17時

※実技は、いずれかの日を選択し
受講します。

受講料　1万2,420円（教材
費込）
申込み　8月5日㈪から
◆クレーン運転業務特別教育
　(5t未満)
と　き　9月25日㈬・26日㈭
8時40分～17時
受講料　1万314円（教材費
込）
申込み　8月23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3日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコー
ス 9月8日㈰、14日㈯、15
日㈰ Ⅱコース 9月4日㈬～
6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

◆小型移動式クレーン運転
　技能講習（5ｔ未満）
と　き　学科：10月19日㈯・
20日㈰8時20分～17時、
実技：10月26日㈯または
27日㈰8時～17時10分
のどちらか1日を選択
受講料　2万4,000円（教材
費込）
申込み　8月20日㈫から

◆樹木剪定講座
と　き　9月14日㈯・15日㈰
9時～16時　
受講料　8,640円
申込み　8月7日㈬から
◆パソコンスキルアップ塾
  レベルに合わせて8コマを1
ステップとして実施（1コマ50
分1日2コマ）。
  基礎から応用まで、ステップ単
位で選択して参加できます。
・Excel（4ステップ）
と　き　9月4日㈬～12月18
日㈬毎週水曜日18時30
分～20時20分　

・Word（3ステップ）　 
と　き　9月7日㈯～11月23
日㈯毎週土曜日10時～11
時50分
受講料　1ステップ8,000円
申込み　8月1日㈭から随時

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　 392-7071 　372-2260

鈴鹿地域職業訓練センター
8・9月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター
　 387-1900 　387-1905

催 し 物

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
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電　話 電子メール ホームページファクス

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

合は、その土地の所有者（管理者）が駆除をし
なければなりません。
　市では、駆除される方に対して、無料でハチ
駆除用防護服の貸し出しを行っています。事
前に電話予約をした上で、ご利用ください。
　なお、ご自身で駆除することが難しい場合
は、民間のハチ駆除業者にご相談ください。

自宅の敷地内にハチの巣ができ困っ
ています。どうしたらよいでしょうか。

ハチは春から秋にかけて活動します
が、夏場は特に活発に活動する時季

にあたります。このため、これからの時季に
ハチの巣ができると、周辺をハチが飛び回り
大変危険です。
　解決方法としてはハチの巣を駆除すること
が一番ですが、ハチの巣が私有地にある場

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。

ハチの駆除について

環境政策課　　382-9014　　382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

6回）
申込み　7月25日㈭から直
接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
　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。
対　象　2カ月から歩く前ま
での子とその母親

と　き　9月4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人（先着順）
参加料　1,325円（税込）
申込み　7月25日㈭から直
接水泳場窓口またはホー
ムページで　　　　　
◆テニスアカデミー夏の無
料体験レッスン
対　象　初心者の小学生　
と　き　7月22日㈪～30日
㈫平日：17時～18時、土・
日曜日：10時～11時

※期間内は毎日レッスンを受ける
ことができます。

ところ　庭球場　　　　
講　師　三村鷹哉さん
定　員　10人（先着順）
参加料　無料
申込み　7月22日㈪から、電話
で講師（三村　080-9733-
　6629）へ

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
スト代必要）
申込み　7月22日㈪から8月
15日㈭までに、電話で鈴鹿
市シルバー人材センターへ

※パソコンは準備します。
※各講座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　パソコンで文字入力
ができる方

と　き　8月20日㈫～23日
㈮9時30分～12時
内　容　ウィンドウズ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　8月27日㈫～30日
㈮9時30分～12時
内　容　ウィンドウズ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
操作技術を習得された方

と　き　8月27日㈫～30日㈮
13時30分～16時
内　容　デジタルカメラの基
礎学習とフォトショップ・エレ
メンツ12（正規版）を使っ
て、写真の取り込み・保存・
補正・レタッチなどの習得

申込み　事前に電話で問い
合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センター窓口へ

※会員に加入すると特典があり
ます。
◆巻上げ機運転特別教育
と　き　8月27日㈫・28日㈬
8時40分～16時20分　
受講料　9,720円(教材費込)
申込み　7月24日㈬から
◆玉掛技能講習
と　き　学科：9月9日㈪・10
日㈫8時40分～17時、実
技：9月11日㈬・12日㈭・
13日㈮8時40分～17時

※実技は、いずれかの日を選択し
受講します。

受講料　1万2,420円（教材
費込）
申込み　8月5日㈪から
◆クレーン運転業務特別教育
　(5t未満)
と　き　9月25日㈬・26日㈭
8時40分～17時
受講料　1万314円（教材費
込）
申込み　8月23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3日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコー
ス 9月8日㈰、14日㈯、15
日㈰ Ⅱコース 9月4日㈬～
6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

◆小型移動式クレーン運転
　技能講習（5ｔ未満）
と　き　学科：10月19日㈯・
20日㈰8時20分～17時、
実技：10月26日㈯または
27日㈰8時～17時10分
のどちらか1日を選択
受講料　2万4,000円（教材
費込）
申込み　8月20日㈫から

◆樹木剪定講座
と　き　9月14日㈯・15日㈰
9時～16時　
受講料　8,640円
申込み　8月7日㈬から
◆パソコンスキルアップ塾
  レベルに合わせて8コマを1
ステップとして実施（1コマ50
分1日2コマ）。
  基礎から応用まで、ステップ単
位で選択して参加できます。
・Excel（4ステップ）
と　き　9月4日㈬～12月18
日㈬毎週水曜日18時30
分～20時20分　

・Word（3ステップ）　 
と　き　9月7日㈯～11月23
日㈯毎週土曜日10時～11
時50分
受講料　1ステップ8,000円
申込み　8月1日㈭から随時
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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　令和2年3月8日㈰まで（申請は3月10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、保健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。

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。

※9月4日㈬と20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 費　 用ところ検 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、
　382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

※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。
※バスタオルをお持ちください。

◎乳がん
（超音波）

20歳以上の女性

保健センター 1,500円
8月10日㈯　午後

鈴鹿医療科学大学（白子）9月15日㈰　午後
9月4日㈬・20日㈮　午前・午後

保健センター8月10日㈯　午後

鈴鹿医療科学大学（白子）9月15日㈰　午後
9月4日㈬・20日㈮　午前・午後

保健センター8月10日㈯　午後

鈴鹿医療科学大学（白子）9月15日㈰　午後
9月4日㈬・20日㈮　午前・午後 1,000円

2,000円

※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。　※バスタオルをお持ちください。

◎乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

※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、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方は、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12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

相　談

保健
センター 不要8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・
消防士の講話）

健康・栄養相談

と　　き ところ 備　　考申込み相　　談
すくすく広場 持ち物：母子健康手帳（相談希望者）

保健
センター

電話で
健康づくり課

（　327-5030）へ
随時

（予約制）
内容：保健師・栄養士による生活習慣病
　　　予防などの相談

※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。
※消防士の講話は、10時からと10時45分から
の二部制です。
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※駐車場に限りがありますので、なるべく乗り合わせの上、お越しください。
　当日、定員に達した場合は入場をお断りさせていただきますので、ご了承ください。

※フレイルとは、健康と要介護の中間の段階をいいます。

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

材料費
２００円

無料保健
センター

離乳食コース
平成３１年2月～4月
生まれの乳児をもつ方

3０組８月２日㈮
１０時～１１時３０分

離乳食の進め方につ
いて（５～８カ月ごろの
離乳食）、栄養相談

７月２３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３０年１１月～１２月生ま
れの乳児とその保護者の方

3０組８月８日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

７月2５日㈭から
(先着順)

300円保健
センター

◎健康ひろば
（フレイル・栄養編）
65歳以上の方

20人8月21日㈬
10時～12時

栄養士による講話と
簡単な調理実習

7月30日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

◎スクエアステップ
開放デー

65歳以上の方
50人8月30日㈮

10時～11時30分
スクエアステップの

実践
7月30日㈫から
(先着順)

保健
センター

マタニティクッキング
コース

妊娠中の方とその家族
妊娠をお考えの方

20組９月１３日㈮
９時４５分～１３時

妊娠中、産後の食事
の話とプチ調理実習

７月２９日㈪～
９月５日㈭
(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

定員

200人ふれあいセンター
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

島村 公年 医師（消化器内科）
「大腸がん～予防から

治療まで～」

対　象　第１期：生後12～24カ月未満の方
　　　　第２期：平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれの方
　　　　※第2期の対象期間は、令和2年3月31日までです。
ところ　実施医療機関
※詳しくは、市ホームページ（健康・医療→子どもの定期予防接種）の「子どもの予防接種実施機関一覧」を
ご覧いただき、定期接種の乳幼児・小中学生欄に、○または△がある医療機関へお問い合わせください。
費　用　無料（1回限り）
持ち物　予防接種予診票、母子健康手帳、健康保険証
※予診票がない方は、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、健康づくり課へお越しください。

予防接種予防接種 ■ＭＲ（麻しん・風しん）混合ワクチン

　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、子育て情報の
提供などです。費用は無料です。
　生後２８日以内の方は、助産師の新生児訪問もあります。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

1組
４００円

保健
センター
（調理室）

親子クッキングコース
平成２５年4月2日～平成２７
年4月1日生まれの幼児と
その保護者で、初参加の方

各15組
7月３０日㈫・３１日㈬
8月２７日㈫・２８日㈬
９時４５分～１２時３０分

親子でクッキング体験
※軽食とおやつを
　作ります。

予約受付中
(先着順)
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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

 花火やバーベキューはマナーを守りましょう
所有地は適切に管理しましょう

　これからの季節、花火やバーベキューなどの楽しいイベントも、マナー
を守らなければ、近隣へ迷惑をかけてしまいます。また、土地の管理をおろ
そかにすると、雑草・雑木が生い茂り、さまざまな問題につながります。
　近隣などに配慮し、みんなが暮らしやすい環境をつくりましょう。

地域の皆さんが快適に暮らせるように早めの対処を地域の皆さんが快適に暮らせるように早めの対処を

●雑草や雑木が生い茂る前に定期的に草刈り、剪定を行いましょう。
●刈った草や剪定枝は、家庭ごみの分け方・出し方に従って、もやせるごみで
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。
●ご自身で管理が難しい場合は、業者への依頼なども検討しましょう。

　公共の場所（海岸、公園、広場など）で夜間（午後10時から翌日の
午前6時まで）に爆竹、打上げ花火、ロケット花火などの大きな音の出
る花火をすることや、バーベキューなどにより大声で騒ぐ行為は、「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」
（県の条例）で禁止されています。
※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。

　土地の管理を怠ると、次のような問題が発生する恐れがあります。

　公共の場所でなくても
音や煙に注意し、近隣の
皆さんの迷惑にならない
ようマナーを守って楽しみ
ましょう。

　外からの見通しが悪く
なり、交通事故や空き巣
が発生しやすくなります。

　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。

花火やバーベキューをするときは近隣への配慮を忘れずに花火やバーベキューをするときは近隣への配慮を忘れずに

土地の管理は所有者の責務です土地の管理は所有者の責務です

景観悪化・害虫発生 交通事故の誘発・治安の悪化

　雑草が隣地へはみ出したり、
木が倒れるなど、隣家・隣地に
被害を与えることがあります。

　不法投棄されやすくなります。
捨てられたごみの処理は土地所
有者の責任になります。

不法投棄の助長 隣家・隣地への被害

　公共の場所（海岸、公園、広場など）で夜間（午後10時から翌日の

　公共の場所でなくても
音や煙に注意し、近隣の
皆さんの迷惑にならない
ようマナーを守って楽しみ
ましょう。

花火やバーベキューをするときは近隣への配慮を忘れずに花火やバーベキューをするときは近隣への配慮を忘れずに花火やバーベキューをするときは近隣への配慮を忘れずに
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388-0622●市武道館
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施
設
へ
お
問
い
合
わ
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

●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

振替休日

8
August

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

1・2・8・9・16・20・22日
5・11・14・15日 
6・17・23・24・27・30日
3・4・18・19・31日
12・25日

9:00～17:00

9:00～21:00

  13:00～21:00
18:00～21:00

3・7・9・21・24・27日
1・2・5・6・8・11・12・14・16・19・20
22・23・25・30・31日
4・15日
10・17・18・28・29日

6・20・27日
1・2・4・5・8・9・11・12・15・16・22
23日
3・17・24・31日
7・14・18・21・30日
19・28・29日

25日

9:00～17:00

9:00～21:00

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

9:00～21:00
13:00～21:00

1～3・5～12・14～25・27～31日
4日

◎印は予約制です。

※深伊沢公民館は7月末まで改装中のため、配本業務を休止し、読書相談と予約・リクエストの受付のみ実施します。

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

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

土

休館日　13日㈫、26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

13：00～21：00

18：00～21：00
9：00～17：00

9：00～21：00

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

3～5・7～10・12～17・19・22
24・27・29～31日
1・2・6・20・21・23・26・28日
11・18・25日
4・5・7・8・12～15・19・22
27・29日
1・3・6・17・20・21・24・26
28・31日
10・11・18・25日
9・16・30日
3～5・7・8・10・12～15・17
19・22・24・27・29・31日
2・23日
1・6・20・21・26・28日
11・18・25日
3・17・24・31日
16・30日
2日
23日
9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

・
6
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 2・9・23・30日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 19日

27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

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

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・29・30日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

子ども家庭支援課 382-9030

月～金曜日 9：00～15：00 子育て支援センターハーモニー 子育て支援センターハーモニー 383-7750　　383-1643

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 市役所本館9階（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

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

◎総合相談 16日 10：00～15：00

稲生公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221423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、7月22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　24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

14日㈬
28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

7日㈬
21日㈬

5日㈪
19日㈪

8日㈭
22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

江島分館（1階閲覧室）1日10時30分～11時（1階和室）10日10時30分～11時15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

1日㈭
15日㈭
29日㈭

AGF鈴鹿体育館(正・副）は、大規模改修工事により
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。
※開館は、2020年を予定しています。

13日㈫
（  12日㈪
から変更)
26日㈪

※

庭球場 372-2285
●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
休館日　なし
※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

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
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〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219　   

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［6月30日現在］

6
広報すずか　令和元年(2019年)7月20日号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。

■発行／鈴鹿市　 http：//www.city.suzuka.lg.jp/
johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp

■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

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2件（30件、13件増） 出動数/745件（4,652件、49件増）

人口/199,897人（24人減） 男性/100,016人（11人増） 女性/99,881人（35人減） 世帯数/86,512世帯（62世帯増）

事故数/480件、うち人身事故37件（3,063件、78件減） 死者数/0人（1人、3人減） 傷者数/61人（299人、98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
ジャガイモの揚げ煮

給
de

う
お

ち

食
給
de

う
お

ち

食

この季節にとれる鈴鹿

市産のジャガイモを

たっぷり使います。ジャ

ガイモを油で揚げたホ

クホク感や甘み、サヤイ

ンゲンの歯ごたえが楽

しめ、旬の食材のおい

し さ を 味 わ え る メ

ニューです。

ジャガイモ　　　30 0ｇ
揚げ油　　　　　　 適量
サヤインゲン　　　40ｇ
砂糖　　　　　　　15g
しょうゆ　　　　　15㎖
水　　　　　　　15㎖

〈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ジャガイモは一口大に切り、サヤインゲンは2cm

程度に切る。
②砂糖、しょうゆ、水を煮立たせ、タレを作る。

③ジャガイモを油で素揚げし、あら熱をとる。

④サヤインゲンをゆでる。

⑤③のジャガイモ、④のサヤインゲンを、②のタレで

からめる。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉
ジャガイモは一口大に切り、サヤインゲンは2cm

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

7時54分
13時54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㈭…鈴鹿モータースポーツ　
　　　　　　　　　フェスティバル開催

マーボー豆腐マーボー豆腐

中華サラダ中華サラダ

ジャガイモの揚げ煮ジャガイモの揚げ煮


