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　将来発生が予測される南海
トラフを震源とする巨大地震に
備え、市民の皆さんと防災関
係機関が連携した鈴鹿市総合
防災訓練を実施します。
と　き　9月30日㈰9時～12時
ところ　三重県消防学校（石
薬師町452）

内　容　緊急地震速報の音
を合図に、その場で身を守
る行動を行う「シェイクアウ
ト訓練」と大津波警報の発
表に伴う｢避難訓練｣から
開始し、避難所・救護所開
設運営訓練、火災訓練、救
助訓練など、関係機関や企
業・団体と市の職員が協力
してさまざまな内容で訓練
を行います。消防や警察、
自衛隊などの車両展示、地
震体験車、防災啓発展示
やお子さん向け防災スタン
プラリーも行います。

※気象警報発表時は中止します。
中止の場合は6時30分までに
決定し、市ホームページに掲載
します。延期はありません。

鈴鹿市総合防災訓練
防災危機管理課

　382-9968 　382-7603

秋の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022 　382-7603

　9月 21日㈮から 30日㈰まで
の 10日間、秋の全国交通安全運
動が実施されます。
　これからの季節は、日ごとに日
が沈むのが早くなります。歩行者
の皆さんは、反射材の活用や明る
い色の服を着用し、横断歩道を渡
るときは、手を挙げて渡るよう心
掛けましょう。
　自転車や自動車に乗る際は、早
めにライトを点灯し、子どもや高
齢者の方を見かけたらスピードを
控えて、交通事故を防止する思い
やりのある運転を心掛けましょ
う。

鈴鹿市高齢者
在宅訪問歯科健診

福祉医療課　382-7627 　382-9455

　自宅で介護を受けている後期高
齢者医療制度の被保険者の口腔状
態や、訪問歯科健診の希望の有無
を把握することを目的に行いま
す。後期高齢者在宅訪問歯科健診
の希望調査票（アンケート）を
10月上旬ごろ送付しますので、
ご記入の上、返信用封筒で返送し
てください。
対　象　在宅要介護 3以上の後
期高齢者医療制度に加入されて
いる鈴鹿市在住の方
健診期間　11月～平成 31年 1
月
内　容　口腔内（歯・義歯・かみ
合わせなど）の状況、口腔機能・
評価など
定　員　約 80人 ( 応募者多数の
場合は選考 )

※後日、案内を送付します。

料　金　無料（診査項目以外の治
療などを行った場合は別途必
要）

※受診後、簡単なアンケートを予定

しています。

男女共同参画に関する
アンケート調査
男女共同参画課

　381-3113 　381-3119

　男女共同参画に関する市民の皆
さんの意識について現状を把握
し、今後の男女共同参画施策を効
果的に推進するためにアンケート
調査を行います。調査票が届いた
方はご協力をお願いします。
対　象　満 20歳以上の市民の中
から無作為に抽出した 3,000 人
調査票発送時期　10月上旬

　鈴鹿川の河川敷（庄野橋
～定五郎橋）をボランティア
清掃します。
対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方

と　き　10月21日㈰8時か
ら1時間程度（雨天中止）
集　合　河川防災センター
（庄野町981-1）
申込み　10月12日㈮までに
電話で河川雨水対策課へ

※ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。
※軍手は各自で用意してください。

　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」

鈴鹿川クリーン大作戦
参加者募集

河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

ふれあい農園の
利用者募集

農林水産課 　382-9017　 382-7610

※ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。
※軍手は各自で用意してください。

の利用者を募集しています。
利用希望者は開園者へお問
い合わせください。
○新栄農園
ところ　稲生4-4889-1、
4890-1
募集区画数　2区画
利用料　1区画3,000円（年
　間）
開園者　小園きせ子（稲生4-
　10-30　090-9945-18
　68）

　平成28年4月から旭が丘
小学校と白子中学校で通学
区域の弾力化を実施していま
す。通学区域の弾力化とは、
将来推計に基づき過大規模
校やそれに準じる大規模校と
して対応が必要な学校につい
て、指定校以外の学校への
就学を認めるものです。

平成31年度通学区域
弾力化制度の募集

学校教育課 　382-7618　 382-9054

の利用者を募集しています。

　稲生4-4889-1、

す。通学区域の弾力化とは、

対　象　旭が丘小学校、白子
中学校の通学区域に居住
し、平成31年4月1日に小学
1年生、中学1年生になる方

※受入校ごとに定員を決めます
ので、希望しても認められない
場合もあります。

申込み　10月1日㈪から31
日㈬まで（土・日曜日、祝日を
除く8時30分～17時15分）
に現在就学している学校（新
小学1年生は学校教育課）へ
※受入者決定は11月中の予定です。
※詳しくは市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。

居住している校区 就学が
認められる学校
玉垣小学校
愛宕小学校
白子小学校
鼓ケ浦中学校
千代崎中学校
天栄中学校
鼓ケ浦中学校
創徳中学校
千代崎中学校
創徳中学校

旭が丘小学校

白子中学校
（旭が丘小学区）

白子中学校
（稲生小学区）

白子中学校
（桜島小学区）

　平成29年度決算に基づいて算定した健全化判断比率（実質



健全化判断比率などの公表
財政課　 382-9041　 382-9040

　平成 29年度決算に基づいて算
定した健全化判断比率（実質赤字
比率、連結実質赤字比率、実質公
債費比率、将来負担比率）と公営
企業を対象とした資金不足比率を
公表します。
※算定の詳しい内容は市ホームペー

ジ（行政ガイド→計画・財政・施

策→財政→健全化判断比率及び資

金不足比率）に掲載しています。

比率区分 算定結果 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 － 11.53 20
連結実質赤字比率 － 16.53 30
実質公債費比率 4.4 25 35
将来負担比率 10.3 350

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

政→健全化判断比率及び資金不足比率）に掲載しています。

会 計 名 資金不足比率 経営健全化基準
水道事業会計 －
下水道事業会計

（公共下水道事業） －

下水道事業会計
（農業集落排水事業） －

20

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「－」で表示しています。

※各会計とも資金不足額がないため「－」で表示しています。

　10月1日㈪から7日㈰までの
一週間は「公証週間」です。公
証制度普及のため、津合同公
証役場主催で無料相談会を実
施します。
と　き　10月6日㈯10時～
16時まで

ところ　津合同公証役場（津
市丸之内養正町7-3　山田
ビル）
内　容　遺言・相続・離婚・各
種契約など

定　員　10人程度（先着順）
申込み　電話で津合同公証

公証人による無料相談
市民対話課 　382-9004　 382-7660

役場（　059-228-9373）へ

行政書士制度広報月間に
合わせて開催します。
と　き　10月1日㈪10時～
16時

相談電話番号　 059-226-
　3137
内　容　遺言・相続・契約な
ど権利義務・事実証明に関
する書類の作成など、各種
許認可申請など官公署に提
出する書類の作成、行政手
続法などに関する相談（申
請に対する処分、不利益処
分、行政指導など）
問合せ　三重県行政書士会
事務局（　059-226-3137）

◆休日窓口
と　き　9月30日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　9月27日㈭・28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。

　市の委託業者が自宅を訪
問してふとんを預かり、丸洗
い・消毒・乾燥をしてお返しし
ます。
対　象　在宅で3カ月以上
「ねたきり」などの症状によ
り、寝具の衛生管理が困難
な40歳以上の方

全国一斉無料電話相談会
市民対話課 　382-9004　 382-7660

納税の休日・夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

ふとん丸洗いサービス
長寿社会課 　382-7935　 382-7607

内　容　中ワタが、綿・合成
繊維・羊毛・羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません（毛布は対象外で
す）。対象者一人あたり2
枚までで、1週間から10日
間程お預かりします（11月
中に実施します）。
料　金　無料（貸ふとんは有
料）
申込み　10月31日㈬まで
に、地域包括支援センター
などを通じて申請書を長寿
社会課へ

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳し
くは長寿社会課へ

と　き　10月13日㈯10時～
12時（小雨決行）

ところ　深谷公園（八野町）
内　容　深谷公園を散策し
ながら、秋の植物や昆虫の
観察を行います。

講　師　桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、篠木善重さん
（三重昆虫談話会）、寺田
卓二さん（環境教育ネクス
トステップ研究会）
参加料　無料
申込み　10月3日㈬17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を電話、ファ
クスまたは電子メールで、環
境政策課へ

と　き　10月27日㈯13時
30分～16時30分

全国一斉無料電話相談会

催 し 物

自然観察会（植物・昆虫）
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

女性マイカー点検教室
交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　中ワタが、綿・合成
繊維・羊毛・羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません（毛布は対象外で
す）。対象者一人あたり2
枚までで、1週間から10日
間程お預かりします（11月

　無料（貸ふとんは有

まで
に、地域包括支援センター
などを通じて申請書を長寿

　10月13日㈯10時～

　深谷公園（八野町）
　深谷公園を散策し

ながら、秋の植物や昆虫の

桐生定巳さん（三重
自然誌の会）、篠木善重さん
（三重昆虫談話会）、寺田
卓二さん（環境教育ネクス

　10月3日㈬17時15
分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を電話、ファ
クスまたは電子メールで、環

　10月27日㈯13時

ところ　消防本部（飯野寺
家町217-1）
内　容　自動車の仕組みと
作動、日常点検、トラブル
の対処法、119番通報方
法、車両からの救出方法、
車両火災の対処方法など

※受講者には記念品を進呈
定　員　100人（先着順）
受講料　無料
主催・申込み　10月19日㈮ま
でに鈴鹿自動車整備組合
（中川：　090-7300-0063、
　378-6801）へ

◆特別展示
と　き　10月6日㈯～21日
㈰（9日㈫・15日㈪・16日㈫
は除く）

ところ・内容
○考古博物館（国分町224）　
伊勢国へ赴いた大伴家持が
見たであろう伊勢国府跡出
土の瓦の展示と特別講座

○佐佐木信綱記念館（石薬
師町1707-3）

　関連歌碑の写真などを展示
観覧料　無料
問合せ　文化財課
◆特別講座「大伴家持と伊勢国
－歌人そして国守として－」
と　き　10月8日（月・祝）13時
30分から

ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
講　師　中川由莉さん（亀山
市歴史博物館）

聴講料　無料
※特別講座に参加の方は、常設
展の観覧料が無料になります。

問合せ　考古博物館

大伴家持生誕1300周年
記念特別展示と講座

文化財課 　382-9031 　382-9071
考古博物館 　374-1994　 374-0986

自然観察会（植物・昆虫）

　応急手当の重要性、心肺蘇
生法の習得、AEDの取り扱い
要領、異物除去法、止血法、傷
病者の管理法、搬送法などを
学んでいただきます。
対　象　市内に在住・在勤・
在学の方

と　き　10月21日㈰9時～18
時（昼食休憩1時間あり。昼
食、飲み物などは各自持参）

ところ　中央消防署4階  多
　目的室（飯野寺家町217-1）
内　容　実技講習・実技評
価、筆記評価（後日、修了
証を発行します。）

※動きやすい服装で、筆記用具を
持参してください。

定　員　30人程度（先着順）
参加料　無料　
問合せ・申込み　中央消防署
　（　382-9164）へ

上級救命講習・受講者募集
中央消防署 　382-9165　 382-3905
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情報政策課 (　382-9036) へ

※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

※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

◆知っておきたい出産前後
のこころとからだ

　妊娠や出産は喜ばしいことです
が、ホルモンバランスの変化など
で不安になったり、落ち込んだり、
イライラしたりと、「からだ」だ

すずか健康マイレージ対象
こころの健康セミナー

健康づくり課 　327-5030　 382-4187

　市内に在住・在勤・

　目的室（飯野寺家町217-1）

　30人程度（先着順）

で不安になったり、落ち込んだり、

けでなく「こころ」にもさまざま
な変化が起こります。この大切
な時期を健やかに過ごすため
のポイントをお伝えします。
対　象　妊産婦とそのご家
族、妊産婦の支援に関わる
方、産後うつに関心のある方

と　き　11月18日㈰10時～
11時30分

ところ 保健センター  すこや
かホール（西条5-118-3）
内　容　医師による講演会
講　師　菅谷亜弓さん（産婦
人科医 白子ウィメンズホス
ピタル 副院長）　　　
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み 9月26日㈬から、直接
または電話で健康づくり課へ

　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。
と　き　10月27日㈯10時～
16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）
定　員　相談毎に各10人
（先着順）
参加料　無料（秘密厳守）
申込み　10月26日㈮15時

上級救命講習・受講者募集

暮らし何でも相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

族、妊産婦の支援に関わる

11月18日㈰10時～

　賃金不払いや不当解雇、

　10月27日㈯10時～

までに電話で暮らしホット
ステーションすずか　383-
　3358へ

　女子ラグビー7人制国内最
高峰リーグの最終戦が開催さ
れます。本大会には、三重県の
女子ラグビーチームＰＥＡＲＬＳ
（パールズ）が参戦しており、シ
リーズ王者を狙います。
と　き　10月13日㈯・14日㈰
9時30分～17時

ところ　三重交通Ｇスポー
ツの杜鈴鹿　サッカー・ラ
グビー場（御薗町1669）
入場料　無料
問合せ 一般社団法人ＰＥＡＲ
ＬＳ（パールズ）　 351-1818

　高齢化が進む中、認知症は他
人事ではなくなってきています。
認知症の方がどのような思いや
考えでいるのか、認知症を正しく
理解するための講演会です。
と　き　10月13日㈯19時～
20時（開場18時30分）

ところ　文化会館  けやき

ウィメンズセブンズシリーズ
2018鈴鹿大会

スポーツ課 　382-9029　 382-9071

市民公開講座「認知症の
世界について考える～家族
から見た認知症の世界～」

健康福祉政策課
　382-9012　 382-7607

・

　ホール（飯野寺家町810）
講　師　真鈴川聡さん（ます
ずがわ神経内科クリニック
院長）

定　員　300人
参加料　無料

対　象　これから創業したい
方、創業のノウハウを知り
たい方など　
と　き　10月28日～11月25日
の日曜日（全5回）13時～17時

ところ　鈴鹿商工会議所　
会議室（飯野寺家町816）
内　容　成功する創業とは、
創業計画書の作成方法など

講　師　武田秀一さん(武田
経営研究所代表)ほか

定　員　30人(先着順)
受講料　5,000円(テキスト
代込)

主　催　鈴鹿商工会議所、
中小企業相談所
申込み・問合せ　10月5日㈮
までに、鈴鹿商工会議所
（担当:山下　382-3222
　　383-7667　soudan@
　scci.or.jp）へ

 刑務所の資料展示、刑務所

秋を満喫　三重矯正展
健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

すずか創業塾
産業政策課 　382-8698　 382-0304

会議室（飯野寺家町816）
成功する創業とは、

作業製品の販売を通して、犯
罪や非行の防止、受刑者の更
生について広く理解していた
だくことを目的として三重矯正
展を開催します。
と　き　10月13日㈯9時～
15時

ところ　三重刑務所（津市
修成町16-1）
内　容　刑務所内の参観、
刑務作業製品の販売、刑
務作業（組紐）の体験、刑
務所の食事体験など　

※刑務作業・食事体験は有料
問合せ　三重刑務所企画部
門（　059-226-9144

　    059-226-9171）



　鈴鹿商工会議所、

と　き　10月20日㈯・21日
㈰9時～16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690－1）
内　容
○三重県植木品評会の出品
物および入賞品の特別展示
（両日実施）
○寄せ植え作り体験 両日13
時から（受付11時から）、各
日30人（先着順）、参加料
1,500円

○購入券プレゼント 中学生以
上対象、各日100人（先着
順）、一人1枚

三重県植木まつり
農林水産課　 382-9017　 382-7610

10月13日㈯9時～

　刑務所内の参観、

　10月20日㈯・21日

　鈴鹿フラワーパーク

○鈴鹿の特産物の販売
○植木屋さんの青空教室　
両日13時から　

○農福連携ブース 両日9時
から 農業と福祉の連携に
ついての紹介や、野菜の
販売

○市内新規就農者がつくる農
産物即売会 両日9時から

※各イベントは、天候の都合で変
更または中止となる場合があ
ります。
問合せ　三重県花植木振
興会事務局（県農産園芸
課内　059-224-2808　
　059-223-1120）

　障がいのある方がスポーツ
の楽しさを体験し、親睦や交
流を深められるイベントです。
障がいのない方の参加やボラ
ンティアの参加も歓迎します。
と　き　10月21日㈰10時～
15時

ところ　鈴鹿大学体育館（郡
山町663-222）
種　目　10種目程度
申込み　10月14日㈰まで
に、鈴鹿市障害者団体連
合会事務局（坂　 382-
　3441）へ

・

鈴鹿市障がい者
ふれあい運動会

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　子どもたちの交通安全に対
する意識の高揚を図るために
募集した、児童生徒の交通安
全に関する図画・ポスターの中
から特選入賞者、入選・佳作入
賞者の作品を展示します。
と　き　9月21日㈮～30日㈰
ところ 鈴鹿ハンター3階 市
民ギャラリー

対　象　小・中学生と保護者
※小学生未満の付添い参加不可
と　き　10月27日㈯・28日
㈰1泊2日

ところ 鈴鹿青少年センター、
その周辺
内　容　火起こし体験、野外
炊飯、キャンプファイヤー、
テント泊など
募集数　18家族（応募者多
数の場合は抽選）
参加料　小・中学生2,500円、
保護者3,500円
申込み　9月20日㈭から10月
6日㈯まで（必着）に、所定の
用紙を直接、郵送またはファ
クスで県立鈴鹿青少年セン
ター（〒513-0825 住吉町
南谷口）へ

対　象　3歳以上の家族（幼
児は保護者同伴）

と　き　10月21日㈰13時～

親子サバイバルキャンプ
鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

ファミリーレクリエーション
＆やき芋づくり参加者募集

鈴鹿青少年の森
　378－2946　 370－4706

交通安全図画・ポスター
の展示

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

鈴鹿青少年センター、

炊飯、キャンプファイヤー、

小・中学生2,500円、

16時（受付12時30分から
※雨天決行
ところ　鈴鹿青少年の森公
園（住吉町南谷口 受付事
務所集合）
定　員　80人（先着順）
参加料　大人300円、中学生
以下200円（さつまいも、保
険料を含む）

持ち物　軍手、飲み物、タオル、
帽子、雨天の場合は雨具

申込み　9月25日㈫から10
月16日㈫までに電話で鈴
鹿青少年の森へ

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。
◆クレーン運転業務特別教
育（5t未満）

と　き　10月24日㈬・25日㈭
8時45分～17時
受講料　1万285円（教材費
込）
申込み　9月25日㈫から受付
◆陶芸講座
　萬古焼＜酔月窯＞の指導
のもとで創作します。
と　き　10月23日㈫10時
～15時　
受講料　4,320円（教材費込）
申込み　9月25日㈫から受付
◆玉掛け技能講習
と　き　学科 11月12日㈪・
13日㈫、実技 11月14日㈬・
15日㈭・16日㈮の中で1日を
選択受講。8時45分～17時
受講料　1万2,445円（教材

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

軍手、飲み物、タオル、

※オーダーメイド講習も可能です。

費込）
申込み　10月16日㈫から受付
◆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 11月6日㈫8時
～17時30分、実技 Ⅰコース 
11月17日㈯・23日（金・祝）・24
日㈯、Ⅱコース 11月7日㈬～9
日㈮、Ⅲコース 11月13日㈫～
15日㈭8時～17時15分

受講料　2万8,000円（教材
費込）

申込み　10月1日㈪から受付
◆高所作業車運転技能講習
対　象　自動車免許、クレー
ンなど対象資格をお持ち
の方

と　き　学科 11月23日（金・祝）
8時20分～18時10分、実
技 11月24日㈯または25日
㈰のどちらか1日を選択受
講。8時～17時10分

受講料　3万7,500円（教材
費込）

申込み　9月21日㈮から受付
◆小型移動式クレーン運転
技能講習（5t未満）

と　き　学科 12月4日㈫・5日
㈬8時20分～17時、実技 12
月6日㈭または7日㈮のどちら
か1日を選択。8時～17時10分
受講料　2万4,000円（教材
費込）

申込み　10月4日㈭から受付



4,320円（教材費込）

学科 11月12日㈪・
㈬・

対　象　鈴鹿市シルバー人
材センターで就業を希望
する方など

高齢者活躍人材育成事業
技能講習（サービス業
接遇・マナー講習）

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

と　き　11月27日㈫・28日
㈬（2日間）9時～16時

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（神戸1-17-5）
内　容　就業先で求められ
る接客対応マナーやコミュ
ニケーションの知識を学習
します。
定　員　15人程度（応募者
多数の場合は調整）
受講料　無料
申込み　9月27日㈭から10
月26日㈮までに（公社）鈴鹿
市シルバー人材センターへ

申込み　直接水泳場窓口ま
たはホームページで
◆ちびっこらんど～運動あ
そび～
対　象　3歳～4歳児
と　き　10月15日、29日、11
月12日、26日（各月曜）15時
15分～16時

ところ　水泳場　スタジオ

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

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（先着順）
参加料　3,200円（全4回）
申込み　9月27日㈭から
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
の子と保護者

と　き　10月17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。
定　員　各30人（先着順）
講　師　NAOMIさん　　
参加料　1,200円
申込み　9月27日㈭から
◆こどもバレーボール
対　象　小学生　　　　
と　き　10月18日、11月1日・
15日・29日（各木曜）17時～
19時

ところ　体育館
内　容　楽しくバレーの基礎

 広報すずか8月20日号の
裏表紙のデータバンクで、
救急出動数の増減を「392
件減」と記載しましたが、
正しくは「392件増」です。
訂正しておわびします。

訂正とおわび

　カラダを動かす楽し

　2カ月～歩く前まで

ベビーマッサージで
赤ちゃんとコミュニケーション

をシェイプアップさせましょう。

　10月18日、11月1日・
15日・29日（各木曜）17時～

を学びながら身体能力を高
める運動をしてみましょう。
講　師　向井泉さん
定　員　20人（先着順）
参加料　3,200円（全4回）
申込み　9月27日㈭から

と　き　10月8日（月・祝）10時
～15時
ところ　体育館
募集数　20ブース（先着順）
料　金　1ブース 1,000円
申込み　9月23日㈰9時から
直接または電話で体育館
（　372-8850）へ　

ミニフリーマーケット
出店者募集

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-8850　 372-3722



SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

清掃ボランティア活動の

支援について

  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。

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

地域で草刈りやごみ拾いな
どの清掃活動をしたのです

が、市役所でごみの回収をしても
らえますか。

市役所では、地域の市道
などの市管理地を清掃し

ていただく清掃ボランティア活動
を対象に、専用ごみ袋の配布と清
掃後のごみ回収を支援していま
す。回収希望日の 1週間前まで
に「回収依頼書」と「回収場所の
地図」を廃棄物対策課または地区
市民センターに提出してくださ
い。清掃ボランティア活動を定期
的に行っていただいている場合
や、この支援を活用して、これか
ら清掃ボランティア活動を始めよ
うと考えている団体・企業の皆さ
ま、気軽にお問い合わせください。

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



健康づくり課（保健センター内）
受付時間 平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

〒513-0809　西条五丁目 118-3

　382-2252　 382-4187　 

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

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（医師の指示により、定期的に検診申し込みは 10 月 1 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

○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。

※10月18日(木)、11月15日(木)

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）。
※10月18日㈭、11月15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）。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

◎ 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。視触診をご希望される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

11月10日㈯・15日㈭　午前・午後 保健センター

保健センター

1,500円

11月2日㈮・15日㈭・23日（金・祝）　午前・午後

1,800円

保健センター

11月2日㈮・10日㈯・15日㈭・23日（金・祝）　午前・午後

10月18日㈭　午前・午後

10月18日㈭　午前

10月28日㈰・11月10日㈯　午後
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、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）。

10月28日㈰・11月10日㈯　午前

10月28日㈰　午後

11月23日（金・祝）　午前

保健センター 1,000円

 ＜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当

選の通知はありません。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 10 月初旬ごろはがきで別日を

案内します。

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問

健康手帳を持って健康づくり課までお越しください。接種に際しては、接種医とよくご相談ください。

　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。

相　談

ところ／保健センター　申込み

相　談

保健
センター 不要１０月２６日㈮

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

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

※おっぱい相談は希望者多数の場合、希望に沿
えないことがありますのでご了承ください。

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

無料

無料保健
センター

むし歯予防コース
（乳児）

平成３０年１月～２月生まれ
の乳児とその保護者の方

30組10月１1日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び、
個別相談

9月２5日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

◎健康ひろば
（スクエアステップ基礎編）
65歳以上の方

40人10月29日㈪
10時～11時30分

認知症予防のため
の頭と体の体操

9月28日㈮から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成３０年4月～6月生まれ

の乳児をもつ方
30組10月１5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

9月２7日㈭から
(先着順)

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）
10月18日㈭

13時15分～14時30分
近藤哲士 医師（整形外科）

「骨粗しょう症
～あなたの骨は大丈夫？～」

①500円
（ランチ代）
②100円
（お茶代）

保健
センター

◎リフレッシュセミナー
　～ココからはじめる　

更年期のコト～
30歳～59歳の市民

（女性）

①
30人
②
20人

①ランチ編 10月24日㈬
10時～12時30分

②カフェ編 11月13日㈫
10時～12時

①栄養士による講話と
ランチ

②助産師による講話と
おしゃべり会

受付中
(先着順)

※「カフェ編」と「ランチ編」の両方参加の方を優先します。
※ランチ編のみの申し込みはできません。

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

※基本講座（①または②）は必ず参加してください。同じ内容の講座は1回しか参加できません。

下表のとおり行っています。詳細は、広報4月5日号の折り込みチラシや市ホームページをご覧ください。

予防接種予防接種

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。

■高齢者用肺炎球菌（23 価）
予防接種

　今までに下記の助成制度を利用さ

れていない方は、①、②のいずれか一

方を生涯 1 回限り利用できます。ど

ちらの助成も、平成 31 年 3 月 31

日限りで終了しますので、ご注意く

ださい。また、市外（県内）の医療

機関で接種する場合は、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。

①定期接種
   （平成 26 年 10 月～ 開始）

対　象　過去に一度もこのワクチ

ンを接種したことがない方で、

平成 30 年度に以下の表の年齢

になる方。

※65 歳となる方のうち、過去に本

市の費用助成制度を利用していな

い方に限り、はがきを 5 月上旬に

送付しました。
※65歳となる方のうち、過去に本市の費用助成制度を利用していない方に限り、はがきを5月上旬に送付しました。

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

費　用　接種費用 8,000 円から

助成額 3,000 円を除いた額。

生活保護受給者は、公費負担。

②任意接種の費用助成
   （平成 24 年 4 月～ 開始）

対　象　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①の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。

費　用　各医療機関の定める接種

費用から助成額 3,000 円を除

いた額。

※①、②の接種には、予診票と健康手

帳が必要です。予診票は、健康づ

くり課・市内実施医療機関で、健

康手帳は、健康づくり課、戸籍住

民課、福祉医療課、地区市民セン

ターで受け取ってください。

※過去に一度もこのワクチンを接種

したことがない 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、①また

は②の対象になることがあります

ので、接種医とご相談ください。



スプレー缶類のごみ出しルールを徹底
しましょう

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

 

スプレー缶類の

ごみ出しルールを

徹底しましょう

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　スプレー缶やカセットボンベ、ガ
スライターなどは、処理施設や収集
車での火災の原因になる場合があり
ます。火災事故を防ぐために、ごみ
出しルールを徹底しましょう。

スプレー缶類などの混入状況

混入していたスプレー缶混入していたスプレー缶

※スプレー缶類：ヘアスプレー、カ

セットボンベ、殺虫剤など

※ガスライター類：ガスライター、

着火用ライターなど

※50 トンあたりの推計は、スプレー

缶類 1 本 100 グラム、ガスライ

ター類 1 本 15 グラムで算出

ごみ出し時のルールを

守りましょう

　スプレー缶などの混入により大
きな火災が発生すると、ごみの安
定的な処理ができなくなる場合が
ありますので、スプレー缶類やガ
スライター類を排出する際には、
次の点を必ず守ってください。

　7月から 8月まで、家庭ごみ集
積所から収集した「もやせないご
み」のうち約 3.5 トンを抽出して
検査したところ、「スプレー缶類」
35本、「ガスライター類」33本
が混入していました。もやせない
ごみ１日あたりの平均収集量約
50トンを基に推計すると、「スプ
レー缶類」約 300 本、「ガスライ
ター類」約 660 本が混入したこ
とになります。スプレー缶などが
混入することで、処理施設などで
の火災事故発生が懸念されます。

もやせないごみ集積所
毎月第○水曜日収集

スプレー缶類の出し方
・中身を使い切る
・屋外の風通しがよく火気のな
いところで、缶に穴を開ける

・中身が見える無色透明の袋に
入れ、他の「もやせないごみ」
とは別の袋で出す

※廃棄物対策課では、ガス抜き器を

配布しています。

ガスライター類の出し方

・中身を使い切る
・屋外の風通しがよいところで
ノズルをゆるめてガスを抜く

・「もやせないごみ」で出す
※ガスライターは、拠点回収場所で

も回収しています。

【拠点回収場所】

・廃棄物対策課（市役所本館 4 階）

・各地区市民センター ・公民館 ・ふ

れあいセンター

火災事故防止にご協力ください

　誤って混入したスプレー缶類な
どは、収集時や処理施設での処理
前に、作業員が抜き取りを行って
いますが、完全に抜き取ることは
困難です。安全・安心なごみの収
集と処理を引き続き行っていくた
めには、皆さん一人一人がきちん
と分別を行い、ごみ出しルールを
守っていただくことが必要不可欠
です。今後も引き続きご協力をお
願いします。



  10 月スポーツ

詳しくは、各施設へ

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　

一　般
公開日

●西部体育館 371-1476

バスケットボール

卓　　　球

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

1～4・16・25・30・31日
6・20日
27日
10日
9・11・12・15・17～19・
22～24・26・29日
5～8・14・20・21日
1～4・16・25・30・31日
10・27日
9・11・15・17・18・22～24・29日
7・8・14・20・21日
1～4・16・25・30・31日
6・20・27日
10・12・19・26日
9・11・15・17・18・22～24・29日
6～8・14・20・21日
6・20・27日
19日
12・26日
5日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

10月
※休館期間は、2年程度の予定です。

388-0622●市武道館

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
 9:00～21:00

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

1・15日
7・14・28日
8・21日
2・16・20・23・24日
4・6・10～12・17・18・25・27・29・30日
5・19・26日

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

 9:00～12:00
18:00～21:00

1・2・4～6・8・11・12・15・29・30日
10日
7・13・20日
3・17・19・23・24・26・31日
14・21・27・28日
16・18・25日

1・4・5・8・12・15・19・21・25・26・29日
2・11・16・18・23・30日
3・10・14・17・24・31日
6・13・27日
7・28日

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

9:00～21:00１～8・10～21・23～31日

休館日　９日㈫・２２日㈪

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

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）

（県営鈴鹿スポーツガーデン） 休館日 10月1日㈪
※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

 10月図書館

休館日
・1日～7日　・金曜日

●開館時間　本館　9時～19時（土・

日曜日、祝日は 9 時～ 17 時）　

382-0347　江島分館　9 時～

17 時　387-0665

●おはなし会（絵本などの読み聞か

せ）本館（1 階おはなしのへや）

14 日、20 日 14 時 30 分～ 15

時　11 日 10 時 30 分～ 10 時

50 分　27 日 10 時 30 分～ 11

時　江島分館（2 階ギャラリー）

20 日 11 時～ 11 時 45 分

●江島分館こどもシアター　2 階

ギャラリー 27 日 ( 土 )10 時～

11 時 30 分（幼児・小学生対象）

日

●江島分館こどもシアター　2階ギャラリー 
●配本／ふれあいライブラリー

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

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

15日㈪
29日㈪

9日㈫
8日㈪

から変更
22日㈪

※

※国府公民館は、３０日㈫にも巡回します（時間の変更はありません）。　
●配本／ふれあいライブラリー

庄内公 民 館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長 太公民館
箕田公 民 館

10日㈬
24日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
1：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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

㈫にも巡回します（時間の変更はありません）。　

10：00～10：30
1：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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

18日㈭

10：00～10：30
：30

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

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

11日㈭
25日㈭

※国府公民館は、３０日 ( 火 ) にも

巡回します（時間の変更はありま

せん）。

 9月相談

◎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 5・12・26日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 15日

23日
10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 11日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

子ども教育相談

月～金曜日
女性相談
家庭児童相談

発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 10・24日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課
◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所本館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・4・5・9・11・12・
18・19・23・25・30日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

◎総合相談 19日 10：00～15：00

国府公民館人権相談 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。

市民対話課　　382-9004　　382-76600月

◎印は予約制です。



おおううちち dede 給給 食食

学校給食人気メニューの

レシピを紹介します

豚みそ（とんみそ）

　鈴鹿市産大豆の赤み

そを使い、お肉と野菜

がたっぷり食べられる、

ごはんに合うおかずで

す。東海地方の特産品

である豆みそ（赤みそ

）を使った、郷土の味

を楽しめる給食で、大

人気のメニューです。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●豚肉（ロース）　         300g

●玉ねぎ　                   300g

●赤みそ　                      40g

●砂糖                            20g

●みりん　　                 20ml

●酒　　　　                 15ml

〈作り方〉〈作り方〉

① 豚肉（ ロース）は、あくを取

りながらゆでる。

② ゆでた豚肉を取り出し、玉ねぎ

をゆでる。

③ 別の鍋に赤みそ、砂糖、みりん、

酒を入れて、弱火で練り、照り

が出るまでじっくりと煮てタレ

を作る。

④ ③に、ゆでた豚肉と玉ねぎを加

えて混ぜ合わせる。

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』

10月1日㈪～15日㈪ …近鉄白子駅周辺
　　　　　　　　　　自転車駐車場整備

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

※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

さまざまな媒体で情報を

発信しています

メルモニ

すずかデータバンク

[8 月31日現在 ] 月

 火　災　件　数/5件、うち建物3件
（25件、6件減）

 救　急　出動数/919件（6,556件、
410件減 ）

 交　通　事故数/623件、うち人身事
故57件（4,409件、20件  減増 ）
死者数/1人（6人、1人増） 
傷者数/87人（552人、10
人減）

人口･世帯数 人口/200,398人（9人 増 ）

 男性/100,126人（27人増  ） 

女性/100,272人（18人減） 

世帯数/85,573世帯（80世帯増）

（　）内の数字は 1 月からの累計と

その前年との比較です。

（　）内の数字は前月との比較です。
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