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　「津波防災の日」に先立
ち、全国瞬時警報システム（J
アラート）で配信する緊急地
震速報の情報伝達訓練が全
国一斉に実施されます。本市
でも訓練放送（防災スピー
カーやコミュニティF M 放
送）、津波浸水予測区域とそ
の隣接区域のモーターサイレ
ン吹鳴訓練、いのちの鐘（お
寺の鐘）を打ち鳴らす訓練を
行います。
と　き　11月1日㈭10時ごろ
から約4分間

※気象状況や災害の発生などにより
訓練を中止することがあります。

対　象　市内93カ所の防災
スピーカー（地区市民セン
ター、公民館、小中学校な
ど）、ラジオ（鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz））

内　容　「緊急地震速報。大地

緊急地震速報の訓練
放送とモーターサイレン・
いのちの鐘の鳴動訓練

防災危機管理課
　382-9968 　382-7603

震です。大地震です。これは訓
練放送です。」×3回繰り返し
◆モーターサイレン
　津波浸水予測区域（ 一ノ宮、
箕田、玉垣、若松、白子、寺家、
稲生、天名地区の各消防分団車庫
および磯山公民館）とその隣接区
域のモーターサイレンを吹鳴しま
す。
内　容「3秒吹鳴・無音 2秒」
×1分間繰り返し

※消防の出動状況などにより中止す

る場合があります。

◆いのちの鐘（お寺の鐘）
　津波浸水予測区域およびその隣
接区域で協力いただくお寺の鐘を
、8秒に 1回の間隔で約 2分間
打ち鳴らします。

国民健康保険料 ( 税 )
納付済額のお知らせ発送
保険年金課　382-9290 　382-9455
　平成 30年中に納付した国民健
康保険料（税）の納付済額のお知
らせを 10月下旬に発送します。
納付済額は年末調整や確定申告の
際に、社会保険料控除の対象とな
ります。年金から天引きされた保
険料（税）は含まれていませんの
で、その分は年金の支払者などか
ら送付される源泉徴収票を確認し
てください。

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

　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
る方や病気の方などがカバンなど
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し、
支援や理解を求めやすくするマー
クです。障がい福祉課、健康づく
り課、各地区市民センター、県庁
地域福祉課、県福祉事務所、県保
健所などで配布しています。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
だくなどの配慮をお願いします。
問合せ　三重県地域福祉課
（　059-224-3349　059-224
-3085　ud@pref.mie. jp）

　地域の身近にある景観資
源で、歴史的または文化的価
値がある建築物・工作物・樹
木について、新たに7件を本
市の登録地域景観資産とし
て登録しました。
登録日　平成30年9月27日

※築造50年以上経過した建築物
や工作物、樹齢50年以上経過し
た樹木で景観的・文化的価値が
あり、一定の要件を満たすもの
が対象になります。存続させて
いきたい、と思われるものがあ
れば、気軽に相談してください。
※詳しくは、市ホームページ
　（　http://www.city.suzu
　ka.lg.jp/gyosei/plan/kei
　kan/index.html#13）をご
覧ください。

　11月1日現在で「漁業セン
サス」を実施します。「漁業セ
ンサス」は、我が国の漁業の
生産構造、就業構造を明らか
にするとともに、漁業、水産物
流通・加工業などの漁業をと
りまく実態と変化を総合的に
把握することを目的に、統計
法に基づいて5年ごとに行う

漁業センサス
総合政策課　382-7676　 382-9040

鈴鹿市地域景観資産の登録
都市計画課　382-9063 　384-3938

種別 名　称
龍雲山桃林寺

コレクティーボ鈴鹿
大文字邸

だるま寺大さつき
龍雲山桃林寺の桜
木田山光明寺の菩提樹
国分天神菅原神社の梅

建
築
物

樹 

木

調査です。10月中旬から調
査員が漁業関係者の方々に
調査票を配付していますの
で、漁業の操業状況などの記
入をお願いします。なお、イン
ターネットを利用したオンライ
ンの回答も可能です。「漁業
センサス」は漁業の現状を知
り、将来を考えるための大切
な調査ですので、ご協力をお
願いします。
※調査員には守秘義務が課せら
れています。

※調査結果は、統計を作成するた
めだけに使われます。

　平成31年度も小規模特認
校制度を合川小学校で実施
します。合川小学校は全学年
で英語教育に取り組むほか、
ICT教育推進のモデル校と
してタブレット型パソコンなど
を効果的に活用した授業づく
りに取り組んでいます。
※「小規模特認校」とは、特色ある
教育活動を行う小規模な学校
で、市内全域を通学区域として
認める学校です。

就学の条件
・就学希望の児童が市内に
在住または平成31年4月1
日までに市内に転入見込
みであること
・保護者の負担と責任で、児
童を通学させることが可能
であること
・児童を小学校卒業まで就
学させ、卒業後は天栄中
学校へ入学することについ
て承諾していること
・教育活動に賛同し、協力す
ること

小規模特認校
（合川小学校）の児童募集
学校教育課 　382-7618　 382-9054

で英語教育に取り組むほか、

を効果的に活用した授業づく

転入学の決定時期　12月中
定　員　新1年生10人程度
※新2～6年生は募集しません。
※新1年生の兄姉が同時に就学を
希望する場合は就学できます
が、状況などによっては認めら
れない場合があります。
申込み　11月1日㈭から30
日㈮まで（土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時）ま
でに合川小学校へ

※詳しくは、市教育委員会のホー
ムページをご覧ください。

◆オープンスクール（学校見
学会）

と　き　11月5日㈪～9日㈮
※参加希望者は、事前に学校へ連
絡してください。

問合せ　制度に関すること：
学校教育課（　382-7618）

　学校見学会等に関すること：
合川小学校（　372-0014）

　11月は労働保険適用促進
強化期間です。労働保険
（「労災保険」と「雇用保険」）
は、政府が管理・運営している
強制的な保険であり、農林水
産業の一部を除き、労働者を
一人でも雇っている事業主
は、事業主または労働者の意
思の有無に関わりなく、必ず
加入手続をすることが法律で
定められています。
　三重労働局では、一般社
団法人全国労働保険事務組
合連合会三重支部と連携し
て、労働保険未手続事業場
を戸別訪問するなど加入促
進を図っています。
※雇用保険の適用除外（雇用保
険法第6条関係）については、
三重労働局総務部(津市島崎

（合川小学校）の児童募集

労働保険適用促進強化期間
 　382-8698　 382-0304

町327-2　059-226-2100)
へお問い合わせください。

※建設業の現場労災保険につい
ては、適用要件が異なります。

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index.html#13


　既存の緊急通報システム
に加え、新たに緊急呼出・見
守り機能搭載電話機の給付
を始めました。
対　象　65歳以上の独居・
または65歳以上のみの世
帯に属する方など
料　金　無料
※電話の使用料金は利用者負担
です。
申込み　担当ケアマネージャー
または地域包括支援セン
ターへ

※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
くは長寿社会課へお問い合わ
せください。

　国民年金保険料は、所得
税および住民税の申告にお
いて全額が社会保険料控
除の対象となります。対象と
なるのは、平成30年1月か
ら12月までに納付した保険
料の全額です。日本年金機
構から「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」
が送付されますので、年末
調整や確定申告の申告書
の提出の際には、必ずこの
証明書または領収書を添付
してください。
送付時期　

緊急呼出・見守り
機能搭載電話機給付
長寿社会課 　382-7935　 382-7607

社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書発行

保険年金課 　382-9401　 382-9455

年金保険料）控除証明書」

○平成30年1月1日から10
月1日までの間に国民年金
保険料を納付された方…
11月上旬

○平成30年10月2日から12
月31日までの間に今年初
めて国民年金保険料を納
付された方…平成31年2
月上旬

※再発行は、津年金事務所（　05
　9-228-9112）またはねんきん
加入者ダイヤル（　0570-003-

　004（IP電話などは　03-6630-
　2525)）に連絡してください。
　市役所では再発行できません。

　法律上婚姻歴のないひと
り親家庭は、税法上の寡婦
（夫）控除が適用されないた
め、婚姻歴のあるひとり親家
庭と比べて、保育料が高くな
る場合があります。そこで婚
姻歴の有無により保育料に
格差が生じないよう、婚姻歴
のないひとり親家庭に対し、
税法上の寡婦（夫）控除が
適用されたものとみなし保育
料を算定します。寡婦（夫）
控除のみなし適用を希望さ
れる方は子ども育成課まで
お問い合わせください。
※対象となる施設は、子ども子育
て支援新制度に移行している
特定教育・保育施設のみです。

※生活保護を受給している方、非
課税の方および税法上の寡婦
（夫)控除を受けている方は対
象外です。

※保育料が減額とならない場合
もあります。

※申請のあった翌月からの適用
となります。

未婚のひとり親の
保育料軽減

子ども育成課 　382-7606　 382-9054

○平成30年1月1日から10
月1日までの間に国民年金
保険料を納付された方…

○平成30年10月2日から12
月31日までの間に今年初
めて国民年金保険料を納
付された方…平成31年2

2525)）に連絡してください。

法律上婚姻歴のないひと
り親家庭は、税法上の寡婦
（夫）控除が適用されないた
め、婚姻歴のあるひとり親家
庭と比べて、保育料が高くな
る場合があります。そこで婚
姻歴の有無により保育料に
格差が生じないよう、婚姻歴
のないひとり親家庭に対し、
税法上の寡婦（夫）控除が
適用されたものとみなし保育
料を算定します。寡婦（夫）
控除のみなし適用を希望さ
れる方は子ども育成課まで

　高校、大学、専修学校などに
在学または進学しようとする子
をもつ母子家庭の母、父子家
庭の父を対象に修学資金の貸
付相談を行っています。
対　象　母子家庭の母、父子
家庭の父および父母のない
児童を養育する方

ところ　子ども政策課（鈴鹿
市役所11階115番窓口）
貸付限度額（月額）
◆国公立
　高等学校2万7,000円、高
等専門学校3万1,500円、
短期大学6万7,500円、大
学6万7,500円、専修学校
(高等課程2万7,000円、
専門課程6万7,500円、一
般課程4万8,000円）、大
学 院 ( 修 士 課 程 1 3 万
2,000円、博士課程18万
3,000円)
◆私立
　高等学校4万5,000円、高
等専門学校4万8,000円、
短期大学7万9,500円、大
学8万1,000円、専修学校
(高等課程4万5,000円、
専門課程7万9,500円、一
般課程4万8,000円)、大
学 院 ( 修 士 課 程 1 3 万
2,000円、博士課程18万
3,000円)
貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据え
置き、その後10年以内(専修
学校一般課程は5年以内)　

申込み　電話で来庁日時を子
ども政策課へ

※個別で相談に応じます。

母子および父子
並びに寡婦福祉資金
貸付相談受付

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　国土利用計画法では、土地
の乱開発や無秩序な土地の
利用を防止するために、一定
面積以上の大規模な土地を
取り引きした場合、権利取得
者（買主など）が契約を締結
した日を含めて2週間以内に
市を経由して知事に届出する
ことと定められています。
届出が必要な土地面積
①市街化区域  2,000㎡以上
②①を除く都市計画区域　
5,000㎡以上
③都市計画区域外の区域　
10,000㎡以上

※届出をしなかったり、虚偽の
届出をした場合は、法律で罰
せられることがあります。また、
取引の形態によっては届出が
不要な場合があります。

※取引する土地の区域が不明な
場合や届出手続きについては、
都市計画課へお問い合わせく
ださい。

と　き　10月30日㈫・31日
㈬17時15分～20時

一定面積以上の大規模な
土地取引の際は

国土法に基づく届出を
都市計画課 　382-9024　 384-3938

納税の夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

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。

有 料 広 告

告

広

料

有

※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

コーディネーター（トーク進

※「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。

コーディネーター（トーク進 ところ　伝統産業会館（寺

※「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。

※有料広告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

※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



せられることがあります。また、

場合や届出手続きについては、

 本市は市長、教育長、そして商
工会議所の会頭が全員女性で
あるという、全国的にもまれな
特色があります。その3人が一
堂に会し、それぞれの経験の中
で迷ったことや悩んだこと、そし
てチャレンジしたことなどを語り
ます。また、これから目指す未来
の鈴鹿市について３人でトーク
セッションを行います。　
と　き　11月3日（土･祝）13時
～14時30分（開場12時
30分）

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
出演者　田中彩子さん（鈴
鹿商工会議所会頭）、末
松則子（鈴鹿市長）、中道
公子（鈴鹿市教育長）、
コーディネーター（トーク進

女性活躍推進サミット
 in SUZUKA～誰もが
自分らしい未来を選べる
まちをめざして～

男女共同参画課
　381-3113 　381-3119

　danjokydosankaku@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

※北通用口は利用できません。

で迷ったことや悩んだこと、そし
てチャレンジしたことなどを語り

の鈴鹿市について３人でトーク

　男女共同参画セン

公子（鈴鹿市教育長）、

行役）：朴恵淑さん（三重
大学人文学部・地域イノ
ベーション学研究科教授）
定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクス、電子
メール、または直接男女共
同参画課へ
託　児　6カ月～未就学児10
人、無料。10月27日㈯17時
までに男女共同参画課へ

※手話通訳があります。
※当日空きがあれば、申し込みが
なくても入場できます。

と　き　11月10日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
　（国分町224）
講　師　畑中英二さん（京都
市立芸術大学准教授）

聴講料　無料
※講演会に参加の方は、常設展
と企画展の観覧料が無料にな
ります。

と　き　11月10日㈯9時～
16時、11日㈰9時～15時
30分

ところ　伝統産業会館（寺

企画展関連講演会
「中世陶器の魅力」

考古博物館 　374-1994　 374-0986

匠の里・伊勢型紙フェスタ
地域資源活用課

　 382-9016　 382-0304

家3-10-1）、伊勢型紙資
料館（白子本町21-30）、
伊達忠兵衛家、子安観音
寺、その他白子周辺

内　容
・伊勢型紙御朱印帳の販売
・職人宅、寺社の御朱印め
ぐり（御朱印1カ所300円）
・スタンプラリー
・伝統的工芸ふるさと体験
交流事業（型紙LEDあか
り製作体験）（800円・各
日50人）
・名古屋友禅の実演、体験
（有料）
・年賀状体験彫り（200円）
・ミニ手帳体験彫り（300円
　各日50人）

・伊勢型紙実演
・大黒屋光太夫の紙芝居
・キモノdeおさんぽ（1,000
円・10日のみ）

◆フォトコンテスト
応募サイズ　四つ切、A4サ
イズ、ワイド四つ切り

※カラー・白黒は問いません。ス
マホ画像も可。
内　容　グランプリ（賞金3万
円）1人、準グランプリ（賞金
1万円）2人、伊勢形紙協同
組合理事長賞1人、鈴鹿市
観光協会会長賞1人・入選
10人を決定します。

問合せ　伝統産業会館
　（　  386-7511）・

料館（白子本町21-30）、

ぐり（御朱印1カ所300円）

　地域の方々にも楽しんでいた
だけるような医療大学ならでは
のさまざまな催し物を行います。
と　き　11月10日㈯・11日
㈰10時～17時（11日は
16時まで）

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　各学科の発表、
サークルの発表、模擬店、
音楽ライブ、お笑いライブ
問合せ　同大学学生課
　（　340-0336）

◆報告会
伊奈冨神社庭園七島池の

修復工事の様子を、現地で説
明します。
と　き　11月3日（土・祝）10時
～11時（雨天時は社務所
でスライド説明）

ところ　伊奈冨神社（稲生
西2-24-20）

※駐車場に限りがあります。でき
るだけ乗り合わせ、徒歩、自転
車でお越しください。

◆報告展
　平成28・29年度の伊奈冨神
社庭園七島池修復工事の様子

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

伊奈冨神社七島池
修復工事報告会・報告展
文化財課 　382-9031　 382-9071

各学科の発表、
サークルの発表、模擬店、

を写真パネルで紹介しています。
と　き　1月14日（月・祝）まで
の10時～16時（月曜日（休
日の場合は開館）、火曜、第
3水曜日、年末年始（12月
28日～1月4日）は休館）

ところ　稲生民俗資料館
（稲生西2-24-18）

対　象　小学1～6年生とそ
の家族（幼児は保護者とペ
アで参加可）

と　き　12月2日㈰10時か
ら12時30分
ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
定　員　100人
主　催　鈴鹿市子ども会連
合会
参加料　500円（保険加入含）
※参加賞があります。
申込み　郵送、ファクスまたは
電子メールで氏名、性別、学
年、子ども会名、住所、電話
番号を11月9日㈮までに鈴
鹿市子ども会連合会事務局
（〒513-0801神戸1-17-5
　　382-4886　s_shikoren
　@yahoo.co.jp）へ
※11月半ばに参加決定通知を送
付します。

鈴鹿市子ども会連合会
第5回オセロ大会

文化振興課 　382-7619　 382-9071

　同じ病気の方の話を聞いた
り、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。
対　象　がん患者、家族の
方など

と　き　11月25日㈰13時
30分～15時30分

ところ　男女共同参画セン
ター（神戸2-15-18）
内　容　鈴鹿中央総合病院
の社会福祉士（樋口雅彦さ
ん）による講演「鈴鹿中央
総合病院における緩和ケア
の取り組み」、おしゃべり会

　無料
　三重県がん相談支

援センター（　059-223-
　1616）

介護の資格は持っているけれ
ど、｢経験がない｣、｢ブランクがあ
る｣と介護の職に就くことに不安
がある方や、復帰したけれど、も
う一度「介護の基本」を学び直
したいとお考えの方に、不安や悩
みを解消し、福祉・介護の現場で
活躍していただけるよう、介護の
知識や技術のスキルアップがで
きる研修会を開催します。
対　象　介護の資格をお持
ちで、現在福祉・介護の仕
事をしていない方、または
介護職として就職または復
帰後、概ね1年未満の方

と　き　12月4日㈫・13日㈭
※1日のみの参加もできます。
※希望者のみ、後日施設体験を2

介護有資格者
Reスタート研修

長寿社会課　382-7935　 382-7607

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

り、お互いの悩みを話したり、

日間行います。
ところ　県総合文化セン
ター（津市一身田上津部田
1234）

内　容　介護保険制度の動
向、介護技術、コミュニケー
ション技術、認知症ケア、
就職相談など　
定　員　30人
参加料　無料
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会三重県福祉人
材センター（　059-227-
　5160）



と　き　11月4日㈰14時～
16時（受付13時30分から）

ところ　男女共同参画セン
ター  ホール（神戸2-15-18）
内　容　「ご存知ですか？発
達障害の二次障害？？」を
テーマに、途切れのない子
ども・子育て支援について
講演していただきます。
講　師　小栗正幸さん（三
重県教育委員会事務局特
別支援教育課発達障がい
支援員スーパーバイザー）

　500円
　NPO法人21世紀

の子育てを考える会．鈴鹿
（　090-1415-3749）
※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　 11月5日㈪10時～
15時

ところ　市民会館（神戸1-
　18-18）

講演会「人生という名の旅
～大人になるための支援～」
地域協働課　382-8695　 382-2214

鈴鹿市中学校音楽会
教育指導課　382-9028　 383-7878

ション技術、認知症ケア、

16時（受付13時30分から）

ター  ホール（神戸2-15-18）

支援員スーパーバイザー）

内　容　市内中学生による
合唱発表

　福祉・介護の職場
に就職希望、または関心の
ある一般・学生

とき･内容　11月17日㈯10
時30分～12時：就活応援
セミナー、13時～15時30
分：就職相談会

ところ　四日市都ホテル（四
日市市安島1-3-38）

　無料
問合せ　三重県社会福祉協
議会三重県福祉人材セン
ター（　059-227-5160）

※託児を希望する方は11月9日
㈮までに連絡してください。

と　き　11月3日（土･祝）9時
～15時（雨天時11月4日㈰）
ところ　西条中央公園（文
化会館西）

内　容　フリーマーケットや
模擬店、こども縁日、ビンゴ
大会、炭火焼きさんま祭、
スポーツdeガッツリ教室
問合せ　西条発展会事務局
（　  384-2122）

　みえ森と緑の県民税は私たち
の豊かな森林を守るための大切
な仕組みです。そんな「もりみど」
についてクイズ形式で楽しく学び
ます。全問正解者には「もりみど
はかせ」の称号と特製メダルをプ
レゼントします（各日先着10人）。

図書館で木や森をもっと
知ろう！～めざせ！
もりみどはかせ！～
図書館　 382-0347　 382-4000

・

～大人になるための支援～」

福祉・介護の就職フェア
長寿社会課　382-7935　 382-7607

西条deガッツリ祭2018
産業政策課　382-8698　 382-0304

三重県産の木を使ったキーホル
ダー作りコーナーもあります（無く
なり次第終了）。ぜひすてきな木
の香りを堪能してください。
と　き　11月10日㈯・11日
㈰10時～15時

ところ　図書館2階　視聴
覚室

参加料　無料

　日中共同建設桜友誼林保
存協会では「日中友好・世界
平和」を願い、1988年から毎
年無錫市を訪れ、桜の苗木を
贈る活動を続けており、これま
での30年にも及ぶ活動の記
録などを展示します。
と　き　11月8日㈭・9日㈮
ところ　市役所1階 市民ギャ
ラリー
問合せ　日中共同建設桜友
誼林保存協会（新発田　08

　0-9506-4510）

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　11月28日㈬・29日
㈭8時45分～17時
受講料　1万285円（教材費込）
申込み　10月30日㈫から
◆ガス溶接技能講習
と　き　12月4日㈫・5日㈬
8時45分～17時

桜友誼林あゆみ展
市民対話課　 382-9058　 382-7660

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

※オーダーメイド講習も可能です。

（教材費込）

受講料　9,504円（教材費込）
申込み　11月5日㈪から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：12月10日㈪・
11日㈫　実技：12月12日
㈬・13日㈭・14日㈮（3日
間の中で選択）8時45分
～17時　
受講料　1万2,445円（教材
費込）

　11月13日㈫から
◆アーク溶接特別教育
と　き　12月18日㈫～20日
㈭8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　11月20日㈫から
◆フォークリフト運転技能
講習　臨時開催（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：12月10日㈪8
時～17時30分 実技：Ⅰコー
ス 12月11日㈫～13日㈭、Ⅱ
コース 12月17日㈪～19日
㈬ 8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　11月1日㈭から

　申し込みは10月26日㈮から
直接水泳場窓口またはホーム
ページで。
◆親子でボール遊び
対　象　未就園児
と　き　11月15日・22日・
29日（各木曜）10時～10
時45分

ところ　体育館　　　　
内　容　幼児期に五感を刺
激することで脳の発育発
達を促します。

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

9,504円（教材費込）

　学科：12月10日㈪・
　実技：12月12日

㈬・13日㈭・14日㈮（3日
間の中で選択）8時45分

　1万2,445円（教材

　12月18日㈫～20日

9,720円（教材費込）

　普通自動車免許証

8
Ⅰコー
日㈭、Ⅱ
～19日

　2万8,000円（教材

　申し込みは10月26日㈮から
直接水泳場窓口またはホーム

　11月15日・22日・
29日（各木曜）10時～10

　幼児期に五感を刺
激することで脳の発育発

講　師　山舗恵美子さん
定　員　15組（先着順）
参加料　2,400円(全3回)
◆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　11月21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人（先着順）
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　11月22日㈭10時
30分～12時

ところ　水泳場　会議室
　焼いたクッキーの

表面をお砂糖や卵白を着
色したクリームでデコレー
ションします。

　向井ひとみさん
　10人（先着順）
　1,500円

と　き　11月10日㈯8時～
10時（荒天時中止）

ところ　千代崎海水浴場、
千代崎港 公園前、原永第
二集会所前、愛宕小学校
（出発地）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会、
愛宕地域づくり協議会設
立準備委員会

若松海岸清掃ボランティア
若松地区市民センター
　385-0200　 385-4752



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 31 日 ( 木 ) 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、　38
2-4187、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。

※12 月 3 日 ( 月 )・10 日 ( 月 )・

25 日 ( 火 ) 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）。
※12月3日㈪・10日㈪・25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利用してください。
※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

稲生公民館

1,500円

1,800円

保健センター

12月13日㈭　午前・午後

稲生公民館

11月23日（金・祝）　午後

11月23日（金・祝）・12月3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相談してください。
※追加してHPV検査（1,000円）を希望される20～39歳の方（生年月日が平成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）。

11月10日㈯・12月10日㈪　午前

12月3日㈪・10日㈪・25日㈫　午前・午後

12月13日㈭　午前・午後
12月10日㈪・25日㈫　午前・午後

12月3日㈪・10日㈪・25日㈫　午前・午後

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 11 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１1月1６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。

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

マタニティクッキング
コース

妊娠中の方、
妊娠をお考えの方

20組12月20日㈭
9時45分～13時

妊娠中の栄養につい
ての講話、調理実習

10月24日㈬～
12月13日㈭
(先着順)

無料保健
センター

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

50人11月22日㈭
10時～11時30分

スクエアステップの
実践

10月31日㈬から
(先着順)

材料費
300円

保健
センター

◎健康ひろば
（栄養編）
65歳以上の方

20人11月27日㈫
10時～12時

栄養士による講話
と簡単な調理実習

10月31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

各
１５組

11月１1日㈰
9時３０分～１１時45分
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

10月２4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）
11月15日㈭

13時15分～14時30分
浦川英己 医師（内科）

「血糖値が高いと何が
いけないの？」

※動きやすい服装でお越しください。

材料費
500円

保健
センター

離乳食コース
平成30年5月～平成30年
7月生まれの乳児をもつ方

30組11月19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
10月25日㈭から
(先着順)

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。

※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

■高齢者インフルエンザ予防接種
（定期接種）
対　象
・市内に住民登録をしている満 65 歳
以上（接種時）の方

・満 60歳以上 65歳未満の方（接種時）
で、心臓、じん臓または呼吸器の
機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障がい
を有する方、およびヒト免疫不全
ウイルスにより免疫の機能に日常
生活がほとんど不可能な程度の障
がいを有する方
期間・回数　10 月 15 日㈪～平成 31
年 1月 31 日㈭までに１回
費　用　1,500 円（生活保護受給者
は公費負担）
ところ　実施医療機関
持ち物　予診票、健康保険証、健康
手帳（接種の記録ができます。ご
希望の方は健康づくり課、地区市
民センター、戸籍住民課、福祉医
療課で交付します。）

※予診票は、市内実施医療機関に設

置してあるほか、健康づくり課、

地区市民センター、長寿社会課で

交付しています。

※市外（県内）の医療機関で接種を

希望される方は、事前に予診票を

受け取ってください。

※詳しくは、広報すずか 10 月 5 日

号または市ホームページをご覧く

ださい。

※期間や費用については、変更する

場合があります。



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

 

自然環境の保全には

あなたの意識や行動が

大切です

環境政策課
　 382-7954　　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市の多様な自然環境を守り育てる
ためには、一人一人の意識と行動が大
切です。身近な自然や環境問題を知っ
ていただくために、イベントを企画し
ていますので、ぜひ参加してください。

『ガラスの地球を救え！』

上映会を開催します

『ガラスの地球を救え！』

上映会を開催します

　地球温暖化の意識啓発アニメ『ガ
ラスの地球を救え！』（「地球との約
束」・「私たちの未来」の 2本立て）は、
小中学生が地球温暖化に関心を持ち、
日常生活の中で自分にできる取り組
みを考え、行動する意識を育むこと
を目的に、環境省が製作したもので
す。
　このアニメの上映会を次のとおり
開催します。参加を希望される方は、
ぜひ申し込んでください。

対　象　小・中学生および保護者
と　き　12月 8日㈯ 9時 45分～
11時 15分
ところ　イオンシネマ鈴鹿（イオン
モール鈴鹿内）
定　員　120 人（先着順）
参加料　無料　　後　援　三重県
申込み　10月 24日㈬から電話、
電子メール、ファクスで環境政策
課へ

※申込者には後日、整理券と詳細を

記載した文書を送付します。

里山保全活動の

参加者を募集しています

里山保全活動の

参加者を募集しています

　深谷公園（八野町）で里山保全
活動に協力いただける方を募集し
ています。
　活動を通じて、放置された林を
多様な生き物が生息する里山林に
再生・保全するための管理方法を
実際に体験・学習し、「人と自然
の共存」の大切さを学んでいただ
きます。
　間伐や下草刈りなどの活動を続
けることで、絶滅が危惧されてい
るササユリやキンランなどの自生
が確認できるようになるなどの、
成果も現れ始めています。
　里山保全活動に参加していただ
ける方は、環境政策課へご連絡く
ださい。

ササユリ

キンラン

本年度の活動予定

12 月 9日㈰
　説明・体験活動
平成 31 年 1月 26 日㈯
　体験活動・間伐材の再利用（工作）
平成 31 年 2月 23 日㈯
　体験活動・シイタケ原木の作成
※予定は変更になる場合がありま

す。

活動の様子（平成 29 年度）活動の様子（平成 29 年度）



  11 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　

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

1・9・12・23・26～29日
25日
2日
5～8・13～16・19～22・30日
3・4・11・18・25日
12・26～29日
25日
1日
5～8・13～15・19～22日
3・4・11・18・25日
1・12・26～29日
25日
9・23日
2・16・30日
5～8・13～15・19～22日
3・4・11・18・25日
9・23日
2・16・30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
※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

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

2・9・16・17・30日
1・8・13・15・22・24・27日
4・5・19・29日
6・10・14・20・28日
3・11・18・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

2・7・9・16・21・27・30日
1・3・5・13・19日
14・28日
4・17・18・24・25日
10・11・23日
6・8・15・20・22・29日

6・8・13・15・20・27日
1・2・4・5・9・16・18・19・22・29・30日
3・10・17・24日
7・14・21・23・28日
11・25日

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

9:00～21:001～11・13～25・27～30日

休館日　12日㈪・２6日㈪

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

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）

372-22509:00～21:001～11・13～25・27～30日

休業日　11月5日㈪（県営鈴鹿スポーツガーデン）
※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

 11月図書館

休館日
         ・6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）       3
     82-0347　　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）3
日、11 日、17 日 14 時 30 分～ 15
時　8日 10 時 30 分～ 10 時 50 分
　24 日 10 時 30 分～ 11 時　江島
分館（1階閲覧室）1日 10 時 30
分～ 11 時（2階ギャラリー）10
日 11 時～ 11 時 45 分
●江島分館こどもシアター　2階
ギャラリー 24 日㈯ 10 時～ 11 時
30 分（幼児・小学生対象）●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

12日㈪
26日㈪

5日㈪
19日㈪

※国府公民館の１日㈭の巡回はありません。

庄内公 民 館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長 太公民館
箕田公 民 館

7日㈬
21日㈬

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

10：00～10：30
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

14日㈬
28日㈬

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

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松公民館

※国府公民館の１日㈭の巡回はありません。

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

1日㈭
15日㈭
29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

8日㈭
22日㈭

※

※国府公民館の１日㈭の巡回はあり
ません。
※旭が丘公民館は８日㈭分を１３日
㈫、清和公民館は２２日㈭分を２
０日㈫に巡回日を変更します（時
間の変更はありません）。

 11月相談

◎印は予約制です。

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

◎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・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

◎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）

市役所本館12階会議室
市役所本館2階

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援課）

市役所西館1階（子ども家庭支援課）

子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・2・6・8・9・13・15・
16・22・27・29・30日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

◎一日合同行政相談 16日 10：00～15：00

神戸コミュニティセンター人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221413日

※一日合同行政相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、
税理士、法務局、年金事務所による相談です。（行政相
談、法務局、年金事務所は予約不要）

※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。

※司法書士と税理士の予約は、10月22日㈪から受付

市民対話課　　382-9004　　382-766011月
※旭が丘公民館は８日㈭分を１３日㈫、清和公民館は２２日㈭分を２０日㈫に巡回日を変更します（時間の変更はありません）。



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

鮭のホイル蒸し

子どもたちに人気のメ

ニューです。魚の苦手

な子どもでも食べやす

いマヨネーズ味です。

今回は鮭を使用してい

ますが、鶏肉でもおい

しくできます。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●鮭の切り身　             4 切れ

●玉ねぎ　　　　         100ｇ

●にんじん　　　           50ｇ

●マヨネーズ　　           60ｇ

●アルミホイル               4 枚

（1 枚：25ｃｍ×25ｃｍほど）

★ 塩　　                        1ｇ

★ こしょう　                 少々

★ 酒　　                 小さじ１

〈作り方〉〈作り方〉

① 鮭に下味（★）をつける。

② 玉ねぎはスライス、にんじんは

せん切りにする。玉ねぎ、にん

じんを混ぜておく。

③ アルミホイルの真ん中に鮭を置

き、混ぜた野菜をのせる。

④③ の上にマヨネーズを絞り出

し、包む。

⑤蒸し器に入れ、強火で 15 ～

20 分蒸す。

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』

11月1日㈭～15日㈭…夢の教室

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

[9 月30日現在 ] 月

 火　災　件　数/2件、うち建物1件
（27件、9件減）

 救　急　出動数/791件（7,357件、
470件増）

 交　通　事故数/573件、うち人身事
故45件（4,964件、45件増）
死者数/0人（6人、1人増） 
傷者数/59人（613人、11
人減）

人口･世帯数 人口/200,416人（18人増 ）

 男性/100,139人（13人増  ） 

女性/100,277人（5人 増 ） 

世帯数/85,677世帯（104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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