
1532

令和元

　10月1日㈫に予定されてい
る消費税率の引上げに伴う影
響緩和対策として、プレミアム
付商品券事業を実施します。
　対象の方へ円滑に連絡す
るため、住民票の登録や郵便
局への転居届の提出をお願
いします。
◆プレミアム付商品券
対　象
・住民税非課税者（住民税
課税者と生計同一の配偶
者・扶養親族、生活保護受
給者などを除く）

・平成28年4月2日から令和
元年9月30日までに生まれ
た子のいる世帯の世帯主

※詳細は今後お知らせします。

　所得が少ないため、国民年
金保険料の納付が困難な学
生に対して、本人の保険料の
支払いを猶予できる「学生納
付特例制度」があります。

プレミアム付商品券は
住民票登録から

産業政策課　382-8698　 382-0304

国民年金学生納付特例制度の
申請をお忘れなく

保険年金課 　382-9401　 382-9455

　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。希望
される方は、保険年金課また
は地区市民センター、年金事
務所で手続きをしてください。
猶予された期間の保険料は猶
予を受けてから 10年以内であ
れば、追納することも可能で
す。
持ち物　本人確認書類（運転
免許証など）、年金手帳（20
歳になられた方でお手元に
届いている方のみ）、印鑑、
学生証または在学証明書 （原
本）、仕事を退職して学生に
なった方は雇用保険の離職
票または受給資格者証（公
務員であった方は辞令書）
問合せ　保険年金課、津年金
事務所（　059-228-9112）

犬・猫の避妊・去勢手術費の
一部助成

環境政策課　 382-9014　 382-2214

対　象　市内在住で、平成 31
年 4月 1日から令和 2年 3
月 31日までに避妊・去勢手
術した犬、猫の飼い主

※犬は登録済で、平成 31 年度狂犬

病予防注射済であること、猫は飼

い猫であることが条件です。

助成金額　雄の犬：1,500 円、
雌の犬：3,000 円、雄の猫：
1,500 円、雌の猫：2,000 円
申込み　令和 2年 3月 31日
㈫までに、申請書・請求書
に必要事項を記入の上、環
境政策課へ

※申請書・請求書は、環境政策課窓

口、市内動物病院または市ホーム

ページ（生活ガイド＞生活便利帳

＞その他＞犬、猫の避妊手術の助

成）で入手できます。

※予算がなくなり次第終了します。

経済センサス -基礎調査
～日本の未来のために～

総合政策課 　382-7676　 382-9040

　全国すべての産業分野にお
ける事業所の活動状態などを
総務省が調査します。
　6月から令和 2年 3月にか
けて、調査員がすべての事業
所の活動状態を実地にて確認
し、新たに把握した事業所な
ど一部の事業所には調査票を
配布しますので、ご回答をお
願いします。
※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、書類をお渡しして行

います。電話や電子メールで、直

接調査することはありません。
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　人権擁護委員法が施行され
た6月1日は、「人権擁護委員の
日」です。市内では人権擁護委
員の方が、人権相談、啓発活動
などで活躍されています。
　隣近所や家庭内の問題、い
じめや体罰などでお悩みの方
は、人権擁護委員または相談所
へご相談ください。相談は無料
で、秘密は守られます。
と　き　6月1日㈯10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター2階特
設会場（算所2-5-1）

問合せ 津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

◆人権擁護委員（敬称略）
　藤田秀昭（国府町）、髙野
栄子（小岐須町）、山本陽子
（池田町）、嶋かをり（柳町）、
神﨑佳代子（若松北一丁目）、
濵野勇夫（加佐登四丁目）、
熊沢美知子（自由ヶ丘二丁
目）、西村則子（木田町）、白
藤和也（大池三丁目）、尾内
敏（庄野羽山四丁目）、市川
春美（伊船町）、西山哲也
（若松北二丁目）

　6月2日から6月8日までは、

特設人権相談所開設
人権政策課　382-9011　 382-2214

危険物安全週間
予防課　382-9159　 383-1447

擁護課（　059-228-4193）

（池田町）、嶋かをり（柳町）、
目）、

濵野勇夫（加佐登四丁目）、

「無事故への 構え一分の 隙
も無く」を推進標語とする危
険物安全週間です。私たちが
日常的に使用しているガソ
リンなどの危険物は、思わ
ぬ事故につながる場合があ
ります。危険物の事故を防
ぐため、次のことに気をつけ
ましょう。
危険物の取り扱い注意点
・換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓
をしましょう。
・ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管しましょう。
・直射日光のあたる場所や、
高温になる場所で保管し
ないようにしましょう。

　石薬師町出身の故天野
修一さんのご遺族のご厚志
によって設けられた奨学金
です。
対　象　保護者が市内に在
住し、学業成績優秀、品行
方正であり、学資に困って
いる高校生以上の学生
奨学期間　原則として、奨学
生となる決定を受けた学校
に在学する期間　

※毎年度審査有り
奨学金額　給付は月額です。
高校：6,000円、高専・短大：

天野奨学金奨学生を募集
学校教育課　382-7618　 382-9054
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換気のよい場所で使用し、

直射日光のあたる場所や、

給付は月額です。
高校：6,000円、高専・短大：

7,000円、国・公立大学：1万
円、私立大学：1万4,000円
申込み　6月3日㈪から28日
㈮までに、申込用紙に記入
の上、必要書類を添えて学
校教育課へ

※申込用紙は、学校教育課窓口
または市ホームページで入手
できます。

　鈴鹿市担当の行政相談委
員として、倉田八重子さん、
坂井芳規さん、森岡淳子さん
が、4月1日付けで総務大臣
から委嘱されました。
　行政相談委員は、国の行政
に関する苦情や要望を関係す
る役所に直接、または三重行政
監視行政相談センターを通じて
連絡し、その改善に努めます。
　国の行政について、困って
いることや苦情を申し出たが
説明や措置などに納得がいか
ないこと、どこに相談してよい
か分からないことなどがある
ときには、行政相談委員にご
相談ください。相談は無料で、
秘密は固く守ります。
◆窓口
　市民対話課では、毎月第3
金曜日10時から12時まで、
行政相談委員による相談を
開催しています。

「行政相談」をご利用ください
市民対話課　 382-9004　 382-7660

※総務省三重行政監視行政相談
センター（〒514-0033 津市丸
之内26-8　 0570-090-110

　（全国共通））でも相談に応じて
います。
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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。

※「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。
※「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

　「平成31年度国民健康保
険料所得申告書」を、5月28日
㈫に対象の方へ発送します。
必要事項を記入の上、6月11
日㈫までに保険年金課に提出
してください。適正な保険料の
算定や保険給付のために、必
ず提出をお願いします。
対　象　国民健康保険に加
入中で、確定申告書や市・
県民税申告書の提出がな
く、給与や公的年金の支払
者から支払報告書が提出
されていないなど、前年中
の所得金額が不明な方

※所得がない方も提出してくだ
さい。

※すでに確定申告書や市・県民税
申告書を提出した方は、提出し
ていただく必要はありません。

　国民健康保険料（税）を振替

国民健康保険料（税）の
振替口座を確認してください
保険年金課 　382-9290　 382-9455

国民健康保険料のための
平成31年度所得申告書を
提出してください

保険年金課　382-9290　 382-9455

㈫に対象の方へ発送します。

で納付していただいている世帯
は、平成31年度も引き続きご指
定の口座から振替を行います。
振替口座を変更または廃止す
る必要がある場合は、早めの手
続きをお願いします。

　例年8月から9月に実施し
ている結核レントゲン検診を、
今年度は7月初旬に実施しま
す。詳しくは、広報すずか6月
5日号同時配布冊子「がん検
診と保健事業のご案内」をご
確認ください。

と　き　5月31日㈮13時15分
～15時15分
ところ　市役所本館12階　
1205会議室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時から13時
10分まで会場で傍聴整理
券を配布します。

　5月31日㈮は、世界保健機
構（WHO）が定めた「世界禁

結核レントゲン検診の
開催時期変更

健康づくり課 　327-5030　 382-4187

鈴鹿市子ども・子育て
会議を傍聴できます

子ども政策課 　382-7661　 382-9054

世界禁煙デー
健康づくり課　327-5030　 382-4187

で納付していただいている世帯
は、平成31年度も引き続きご指
定の口座から振替を行います。
振替口座を変更または廃止す
る必要がある場合は、早めの手

例年8月から9月に実施し
ている結核レントゲン検診を、
今年度は7月初旬に実施しま
す。詳しくは、広報すずか6月
5日号同時配布冊子「がん検
診と保健事業のご案内」をご

5月31日㈮13時15分

　市役所本館12階　

10人（希望者多数の

当日13時から13時
10分まで会場で傍聴整理

　5月31日㈮は、世界保健機
構（WHO）が定めた「世界禁

煙デー」です。また、厚生労働
省でも「世界禁煙デー」から始
まる一週間を「禁煙週間」と定
め、対策を進めています。
　たばこの煙に含まれる化学
物質のうち、発がん性物質は
約70種類あり、肺がんをはじ
め多くの病気の危険因子で
あることが知られています。
　自分自身や子どもたち、大切
な家族、そして、健康な社会を
つくるために、この機会に禁煙
について考えてみましょう。
※〈参考〉公益財団法人健康・体力
づくり事業財団の運営する「最
新たばこ情報（　http://www.

　health-net.or.jp）」

　地方裁判所管理局や訴
訟通知センターを名乗り、
「民事訴訟最終通達書」な
どと書かれたはがきが多数
送付されてきています。「連
絡がない場合は財産を差し
押さえる」などの文面で不安
をあおり、金銭をだまし取る
のが目的です。
　はがきが届いても決して
連絡せず、消費生活セン
ターに相談してください。
相談時間 月～金曜日（祝・祭
日を除く）9時～16時

架空請求はがきにご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611　 370-2900

　国民健康保険料を年金
からの特別徴収（年金天引
き）で納付されている世帯
主の方が、今年度中（平成
31年4月から令和2年3月
の間）に75歳になり後期高
齢者医療制度へ移行する
場合は、普通徴収（納付書
払や口座振替）での納付に
切り替わりますので、ご注意
ください。7月中旬ごろにお
送りする納付通知書で金額
などをご確認ください。
※後期高齢者医療制度について
は、福祉医療課（　382-7627）
へ問い合わせください。

◆休日窓口
と　き　5月26日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　5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。

　賃金不払いや不当解雇、
保険の見直しなど、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。

世帯主が75歳になった
方の国民健康保険料

年金天引き
保険年金課　382-9290　 382-9455

暮らし何でも相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

※秘密は厳守します。
と　き　6月1日㈯10時～
16時

ところ　労働福祉会館 1階
ロビー（神戸地子町388）
参加料　無料
定　員　10人程度(先着順)
申込み　5月31日㈮までに、
電話で暮らしホットステー
ションすずか（ 383-3358
火～金曜日9時30分～15
時）へ



は、福祉医療課（　382-7627）

北通用口は利用できません。

　賃金不払いや不当解雇、

対　象　市内在住の就学前
の乳幼児と保護者

と　き　5月30日㈭9時～12
時、13時～16時

ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33　387-6125）

内　容　プレイルーム、体育
室に用意したおもちゃなど
で自由に遊べます。また11
時15分ごろと15時15分
ごろに手遊び、パネルシア
ター、ふれあい遊びなどを
行います。
定　員　なし（自由参加・予
約不要）
参加料　無料
駐車場　あり
※施設内でおやつや食事をとる
ことはできません。

※水分補給はできますので、飲料
は各自でご用意ください。

　6月5日は「環境の日」です。
平成27年度から国が取り組ん
でいる「COOL CHOICE」
啓発の一環として、市民の皆

催 し 物

子育て応援館一般開放
子ども政策課　 382-7661　 382-9054

環境月間啓発イベント
環境政策課　 382-7954　 382-2214

5月31日㈮までに、

　6月5日は「環境の日」です。

」

さんに広く環境について意
識していただくイベントを行
います。
と　き　6月2日㈰10時～
15時

ところ　鈴鹿ハンター　1階
　サブコート

内　容
・牛乳パックや間伐材など
を使ったエコ工作の子ど
も向け体験型環境学習
（無料）
・サブコートにて、緑のカー
テン育成用のゴーヤとア
サガオの種・苗の無料配
布（11時から先着順、1人
5つまで）

※種・苗の配布は無くなり次第終
了します。

対　象　小学3年生から6年
生とその保護者

※児童のみの参加はできません。
と　き　7月14日㈰望遠鏡
作り：9時30分～12時30
分（受付は9時から）、観察
会：19時～20時

※曇天、雨天時は観察会のみ翌
日15日（月・祝）に延期

ところ　文化会館（飯野寺
家町810）
内　容　紙筒を組み立てて
望遠鏡を作り、その望遠鏡
で月を観察します。
定　員　15組（1組4人まで、
先着順）
参加料　望遠鏡キット　1台
800円（当日払い）

※台数は1組の参加人数まで
申込み　6月1日㈯10時から
30日㈰16時までに文化会
館へ

望遠鏡を作って
月を見よう

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　子育て支援に関心
ある方

と　き　6月2日㈰13時30分
～16時（受付13時から）
ところ　男女共同参画セン
ター  ホール（神戸2-15-18）
内　容　「途切れのない子
ども・子育て支援とは」を
テーマにした講演
講　師　小栗正幸さん（元宮
川医療少年院長）
参加料　無料
問合せ　NPO法人21世紀
の子育てを考える会．鈴鹿
（　090-1415-3749）

　介護職員初任者研修な
ど、介護の資格を持ちながら
介護の職に就くことに不安
がある方や、復帰後に再度
｢介護の基本」を学び直した
いとお考えの方に、介護知
識や技術のスキルアップが
できる研修会を開催します。
就労相談も行いますのでぜ
ひご参加ください。
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もしく
は、介護士として就職・復
帰後、おおむね1年未満
の方

とき・ところ
・津会場：6月20日㈭、28日
㈮10時から 三重県総合
化センター

・四日市会場：7月11日㈭、
19日㈮10時から じばさん
三重

介護有資格者
再チャレンジ研修

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

研修会「人生という名の旅
～大人になるための支援～」
子ども政策課 　382-7661　 382-9054

介護保険制度、介
護技術、コミュニケーション
技術、認知症ケア、就職相
談、施設体験（介護士とし

三重県社会
福祉協議会 三重県福祉人

　お茶を飲みながら日頃のスト
レスや悩み事をゆっくり話しま

き方を学んだスタッ
フが、あなたのお話をお聴きし
ます。お気軽にお越しください。

　6月14日㈮、7月12
日㈮、8月9日㈮13時～16

　保健センター2階　

　参加される
方は事前に電話でハーティ

　コレステロールや中性脂肪
などが高くなる原因の生活習
慣を見直し、健康力を高めま

対　象　20歳から64歳の
市民で生活習慣病予防に
関心のある方　

と　き
○栄養編　6月25日㈫10時
～12時30分
○運動編　7月5日㈮10時～
12時　

ところ　保健センター（西条
5-118-3）　　　　
内　容　生活習慣病予防の
講話と調理実習、運動体験
定　員　25人（先着順）
料　金　栄養編：500円（食
材費）、運動編：無料
申込み　5月29日㈬8時30
分から電話で健康づくり
課へ

※持病があり受診中の方は、主
治医に確認の上お申し込みく
ださい。

※2回とも参加できる方を優先し
ます。

と　き　6月1日㈯13時～15
時30分

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　「脳卒中」という
病気に関心を持っていた
だき、治療やリハビリ、社
会復帰など、脳卒中に対
する理解を深めます。
参加料　無料
共　催　鈴鹿回生病院、鈴
鹿中央病院

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市医
師会、日本脳卒中協会

問合せ　鈴鹿回生病院（大
久保　375-1212）

しゃべり場「傾聴カフェ」

市民講座「脳卒中で
困らないために
何ができるか」

健康づくり課 　382-2252　 382-4187

ター  ホール（神戸2-15-18）

できる研修会を開催します。

四日市会場：7月11日㈭、

※今後、松阪会場(9月)、伊賀会
場(10月)、津会場(12月)でも
開催予定です。

※都合のよい日程や会場で受講
できます。
内　容　介護保険制度、介
護技術、コミュニケーション
技術、認知症ケア、就職相
談、施設体験（介護士とし
て未就労の方のみ） 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）

　お茶を飲みながら日頃のスト
レスや悩み事をゆっくり話しま
せんか。聴き方を学んだスタッ
フが、あなたのお話をお聴きし
ます。お気軽にお越しください。
と　き　6月14日㈮、7月12
日㈮、8月9日㈮13時～16
時（出入りは自由です）

※1人の相談時間は1時間が目
安です。

ところ　保健センター2階　
会議室

参加料　無料
申込み・問合せ　参加される
方は事前に電話でハーティ
友手（宮崎　080-5133-

　3771）へ

　コレステロールや中性脂肪
などが高くなる原因の生活習
慣を見直し、健康力を高めま
しょう。

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

健康力アップ教室
「知る！わかる！できる！
～脂質異常症予防～」
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

～大人になるための支援～」



　認知症サポーターは、認
知症を正しく理解し、認知
症の方や家族を温かく見守
る応援者です。受講者に
は、認知症サポーターの証
として、オレンジリングを配
付します。
対　象　市内に在住・在勤し
ている方
と　き　6月19日㈬13時30
分～15時

ところ　社会福祉センター2
階中会議室
内　容 認知症について、認
知症の人と接するときの心
構えなど

中部認知症初期集
中支援チーム
参加料 無料
定　員 50人
申込み 5月20日㈪から、電話
で中部認知症初期集中支
援チーム（　367-7770）へ

　伊勢型紙の彫刻四技法
（突彫り、錐彫り、道具彫り、
縞彫り）を、伊勢型紙技術保
存会会員が実演します。
と　き　第4日曜日の13時～
16時

ところ 　伊勢型紙資料館
（白子本町21-30）
内　容
　5月、9月、1月：錐彫り
　6月、10月、2月：突彫り
　7月、11月、3月：道具彫り
　8月、12月：縞彫り

伊勢型紙の彫刻実演
文化財課　 382-9031 　382-9071

認知症サポーター養成講座
長寿社会課地域包括ケアシステム推進室

　382-9886　 382-7607

（突彫り、錐彫り、道具彫り、

入館料　無料
主　催　重要無形文化財保
持団体 伊勢型紙技術保
存会
問合せ　伊勢型紙資料館
（　368-0240）

　深谷公園を散策しながら、
生息している昆虫の観察を
行います。
と　き　6月1日㈯10時～12
時（小雨決行）

ところ　深谷公園（八野町）
講　師　篠木善重さん（三重
昆虫談話会）
参加料　無料
申込み　5月29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　6月8日㈯9時から
（少雨決行）
ところ 金生水沼沢植物群
落（地子町56 3・西條町
675-1）

※自家用車でお越しの方には8時
30分に飯野地区市民センター
で沼沢付近の駐車案内図を配
布します。現地付近の道路は駐
車厳禁です。

※徒歩・自転車などの方は開始時
刻までに直接、開催場所にお越
しください。
定　員　25人（先着順）
参加料　無料
持ち物　水筒、タオル、帽子、

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

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　 382-9031　 382-9071

　深谷公園を散策しながら、

話番号、参加人数を電話、

　水筒、タオル、帽子、

虫除けスプレー、長靴、雨
具（雨天時のみ）など
申込み　5月24日㈮から電
話で文化財課へ

※1グループ3人までです。

と　き　6月8日㈯10時～
12時（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
講　師　清水善吉さん、市川
正人さん（三重自然誌の会）

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で青少年の森
受付事務所へ

※動きやすい服装と長ぐつで、
飲み物を持参してください。

申込み　事前に電話で問い
合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センターの窓口へ

※会員に加入されると特典があ
ります。
◆低圧電気取扱特別教育
と　き　学科：7月3日㈬、実技：
7月4日㈭・5日㈮のどちらか
1日を選択 8時30分～17時

受講料　1万1,502円（教材
費込）

申込み　6月5日㈬から
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：7月8日㈪・9日
㈫、実技：7月10日㈬・11日
㈭・12日㈮から選択 8時
40分～17時　　

湿地帯植物観察会
鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

鈴鹿地域職業訓練センター
7月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905

SUZUKA CITYSUZUKA CITY

受講料　1万2,420円（教材
費込）

申込み　6月7日㈮から
◆フォークリフト運転技能講習
（31時間講習）
対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方
と　き　学科：7月2日㈫8時
～17時30分 2コース共
通、実科：①7月3日㈬～5
日㈮、②7月9日㈫～11日
㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　6月3日㈪から
◆パソコン講座　JW_CAD 
　初心者の方を対象に、JW_
CADの基本操作を習得します。
と　き　7月1日㈪・3日㈬・5
日㈮9時～16時
受講料　1万6,056円（教材
費込）
申込み　6月3日㈪から

CADの基本操作を習得します。

申込み　5月24日㈮から先
着順で受け付け。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
対　象　2カ月から歩く前ま
でのお子さんと母親

と　き　6月19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。
講　師　NAOMI
定　員　各30組
参加料　1,300円
◆リズミックスエクササイズ
対　象　一般成人
と　き　6月20日㈭、27日㈭

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

赤ちゃんとコミュニケーショ

11時～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　音楽に合わせてスト
レッチ、有酸素トレーニン
グ、体幹トレーニングなどし
ましょう。
講　師　向井泉
定　員　各20人
参加料　各950円

と　き　6月8日㈯10時～15時
ところ　三重交通Ｇ スポーツ
の杜 鈴鹿 体育館
内　容　最大100ブース出
店。飲食物の屋台やワンコイ
ン（500円）での体験コー
ナーもあります。
入場料 無料
※体育館窓口で出店の申し込み
ができます（1ブース1,500円）。

第19回フリーマーケット
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
　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。

ごみ収集カレンダー・家庭ご
みの分け方・出し方について

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

「ごみ収集カレンダー」や
「家庭ごみの分け方・出し

方」は、どのようにして入手した
ら良いですか。

「ごみ収集カレンダー」と
「家庭ごみの分け方・出し

方」は、市役所本館 4階の廃棄
物対策課や 1階の総合案内で配
布しています。また、お住まいの
地区の地区市民センターでも、当
該地区のごみ収集カレンダーをお
渡しできます。このほか、鈴鹿市
ホームページにも掲載していま
す。
　また、個別のごみの詳しい分け
方・出し方がパソコンやスマート
フォンで検索できる「ごみサク」
もご活用ください。
○鈴鹿市ホームページ
・家庭ごみの分け方・出し方
http://www.city.suzuka.lg.jp/life/
benri/8101.html
・ごみ収集カレンダー
http://www.city.suzuka.lg.jp/life/
benri/gomical/index.html
○ごみサク（下記で検索）

ごみサク　鈴鹿市

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 5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
○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（肺がん検診のた

んの検査、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。

※7 月 17 日 ( 水 )・29 日 ( 月 ) 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）。

＜ファクス・はがきでの申込方法＞

※7月17日㈬・29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

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診で
きません。また、問診の結果、受診ができない場合があります。
※検診前日21時以降と当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治医
にご確認ください）。

※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

保健センター

1,000円

1,500円

肺がん
40歳以上

胃がん
（バリウム）
40歳以上

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

7月17日㈬　午前

7月17日㈬・29日㈪　午前・午後

※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

保健センター
2,000円国府公民館

保健センター
国府公民館

7月17日㈬・29日㈪　午前・午後
7月22日㈪　午前

※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

1,000円
7月17日㈬・29日㈪　午前・午後

7月22日㈪　午前

7月17日㈬　午前

保健センター レントゲン撮影 500円
たんの検査 500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 6 月初旬ごろはがきで別日

を案内します。

※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

相　談

ところ／保健センター　申込み

保健
センター 不要6月２8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
要予約 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。

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。

訂正のお知らせ

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

無料保健
センター

むし歯予防コース
（幼児）

１歳半～２歳未満の幼
児とその保護者の方

2０組６月１３日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び、
ブラッシング指導、
歯についての相談

５月2８日㈫から
(先着順)

無料保健
センター

健康ひろば
（スクエアステップ開放デー）

65歳以上の方
50人7月2日㈫

10時～11時30分
スクエアステップの

実践
5月30日㈭から
(先着順)

保健
センター

離乳食コース
平成３０年１２月～平成３１年
２月生まれの乳児をもつ方

３０組６月１０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
５月２７日㈪から
(先着順)

教　室教　室

無料保健
センター

むし歯予防コース
（乳児）

平成３０年９月～１０月生ま
れの乳児とその保護者の方

30組６月２７日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び、
歯についての相談

５月2８日㈫から
(先着順)

4 月 20 日号 17 ページに掲載しま

した次の教室の、とき・費用につい

て誤りがありましたので訂正してお

わびします。

【訂正内容】とき：

誤 10 時～ 13 時

　

正 9 時 45 分～ 13 時

費用：誤 無料      正 材料費 200 円

訂正のお知らせ

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 申込み（電話予約制） 定員 ところと 　 　 き 費用

材料費
200円

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人６月２１日㈮
9時45分～13時

妊娠中や産後の話、
プチ調理実習

６月１３日㈭まで
(先着順)

【訂正内容】とき：　  10時～13時→　  9時45分～13時、費用：　  無料→　  材料費200円誤 正誤 正

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。

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）

6月20日㈭
13時15分～14時30分

大井　徹 医師
「熱中症～夏を元気に
乗り切るために～」

■高齢者用肺炎球菌（23 価）定

期予防接種

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 3１年 4 月 1 日～令和 2

年 3 月 31 日に以下の年齢に

なる方

※対象者には、４月下旬ごろに通知

を発送しました。※対象者には、４月下旬ごろに通知を発送しました。

65歳となる方
年　齢 生　年　月　日

昭和2９年4月2日生～昭和30年4月1日生 85歳となる方
70歳となる方 昭和24年4月2日生～昭和25年4月1日生 90歳となる方
75歳となる方 昭和19年4月2日生～昭和20年4月1日生 95歳となる方
80歳となる方 昭和14年4月2日生～昭和15年4月1日生

5,000円（接種費用8，000円から助成額3，000円を除いた額） 

年4月2日生～昭和30年4月1日生 85歳となる方
年　齢 生　年　月　日

昭和  9年4月2日生～昭和１０年4月1日生
昭和24年4月2日生～昭和25年4月1日生 90歳となる方 昭和 ４年4月2日生～昭和  ５年4月1日生

年4月2日生～昭和20年4月1日生 95歳となる方 大正13年4月2日生～大正14年4月1日生
昭和15年4月1日生 100歳以上となる方  大正  9年4月1日以前にお生まれの方      

費　　用　5,000 円（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、公費負担です。

接種期間　令和 2 年 3 月 31 日

( 火 ) まで　　

接種場所　実施医療機関

持 ち 物　高齢者用（23 価）肺

炎球菌ワクチン定期接種対象者

通知、予診票、健康保険証
※今までにこのワクチンを接種した

ことがない 60 歳以上 65 歳未満

の方で、医師により接種が必要と

判断された場合は対象となること

があります。

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。



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

 

ボランティア清掃活動を

支援します

廃棄物対策課
　 382-7609　　382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では生活環境の向上と自然環

境保全のため、市民の皆さんによる

ボランティア清掃活動の取り組み拡

大を図っています。その一環として、

ボランティア清掃活動の支援を行っ

ていますので、ぜひご活用ください。

ボランティア清掃専用ごみ

袋の配布や清掃後のごみ回

収を支援します。

ボランティア清掃専用ごみ

袋の配布や清掃後のごみ回

収を支援します。

対象団体

自治会、PTA、子ども会、学校、
企業団体など

対象活動

市道を含む市管理地を清掃するボ
ランティア活動

依頼方法

ボランティア清掃を実施する 1
週間前までに、「ボランティア清
掃に伴う回収依頼書」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。
※依頼書は、廃棄物対策課および地

区市民センターで配布しています。

メール送付もできます。

ご注意ください
・専用ごみ袋の使用は、ボラン
ティア清掃活動で集めたごみ
に限ります。
・清掃後のごみ回収は原則月曜
日に行いますが、依頼多数の
場合は火曜日以降になる場合
があります。
・家電 4品目（テレビ、冷蔵庫、
エアコン、洗濯機・衣類乾燥
機）やタイヤなどのごみは回
収できません。発見した場合
は、そのままの状態で、後日、
廃棄物対策課までご連絡くだ
さい。

ボランティア清掃でまちを

きれいに

ボランティア清掃でまちを

きれいに

　平成 17年度から開始した「ボ
ランティア清掃活動の支援」には
毎年 200 件を超える件数の依頼
をいただいており、自治会など地
域の清掃活動から、海岸を含む広
範囲な清掃活動まで幅広く支援を
行っています。
　一方、市民アンケート結果では
「美化活動などへ参加したことが
ある」と回答した市民の割合は
年々減少しています。美しいまち
の実現のためにはまちをきれいに
したいという思いや行動が大切で
す。皆さんもボランティア清掃に
参加するなどして、一緒に美しい
まちを目指しましょう。

依頼件数
平成 28 年度：208 件
平成 29 年度：216 件
平成 30 年度：237 件

美化活動参加の割合

平成 28 年度：16.1％
平成 29 年度：15.3％
平成 30 年度：14.4％



  6 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

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
9：00～17：00
13：00～17：00

13：00～21：00

15：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
13：00～21：00

1・3・8・11・19・21・28日
15・22日
4～7・10・12～14・17・18・20
24～27日
2・9・15・22・23・29・30日
3・11・19日
6・13・17・20日
1・4・5・8・10・12・18・24～27日
2・9・15・22・23・29・30日
3・8・11・19日
1・15・22日
21・28日
7・14日
4～6・10・12・13・17・18
20・24～27日
1日
2・9・15・22・23・29・30日
21・28日
1・8・15・22日
7・14日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

6月 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。

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
 13:00～21:00
 18:00～21:00

7・14・21・28日
4～6・12・13・18・20・27日  
3・9・16・17日
8・11・15・22・25・26日
29・30日
2・23日

 9:00～21:00

9:00～17:00
13:00～17:00

3・4・6・7・11・13・14・16～18・20・21
23・25・27・28日
8・9・12・15・22・26・29日
5・19日

4・11・18・25日  
3・6・7・13・14・16・17・20・21・23
27・28日
8・15・22・29日
5・12・19・26日
2・9・30日

 9:00～17:00

 9:00～21:00

13:00～17:00
 13:00～21:00
 18:00～21:00

 9:00～21:00
 18:00～21:00

1～9・11～22・25～29日
23・30日

休館日　10日㈪、24日㈪

9：00～21：00
9：00～12：00

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
9：00～17：00
13：00～17：00

13：00～21：00

5：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
13：00～21：00

● 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）
庭球場　372-2285 水泳場　372-2250

休館日 6 月 3 日 ( 月 )

※大会などで一般公開に制限がある場合が

あります。

 6月図書館

休館日
       ・4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）1 日、
9 日、15 日 14 時 30 分～ 15 時　
13 日 10 時 30 分～ 10 時 50 分　
22 日 10 時 30 分～ 11 時　江島分
館（1 階閲覧室）6 日 10 時 30 分
～ 11 時（2 階ギャラリー）8 日 11
時～ 11 時 45 分

●江島分館こどもシアター　22 日
( 土 )10 時～ 11 時 30 分　2 階ギャ
ラリー【幼児・小学生対象】

日

●江島分館こどもシアター　22日㈯10時～11時30分　
●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

10日㈪
24日㈪

3日㈪
17日㈪

※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。

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

5日㈬
19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

12日㈬
26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

※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。

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

13日㈭
27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

6日㈭
20日㈭

※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。

 6月相談

◎印は予約制です。

◎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 7・14・28日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 17日

25日
10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 13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 12・26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）
または
市役所本館12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

4・6・7・11・13・14・
20・21・25・27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

◎総合相談 21日 10：00～15：00

鈴鹿ハンター人権相談 10：00～15：00 人権政策課 382-9011　　382-22141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、行政書士による相談です
（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、5月27日㈪から受け付けします。

市民対話課　　382-9004　　382-76606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

高野豆腐のからめあえ

高野豆腐のからめあえ高野豆腐のからめあえ

夏ミカン夏ミカン

ホイコーローホイコーロー

　カルシウムが豊富な

高野豆腐は、子どもた

ちに食べて欲しい食品

の一つです。油で揚げ

るので表面はカリっと、

中身は高野豆腐特有の

弾力のある食感が楽し

めます。ケチャップ味

で、子どもたちにも食

べやすい味付けです。

〈4 人分の材料〉〈4 人分の材料〉

●高野豆腐　　　　          50g

●水　　　　               100ml

●薄口しょうゆ 　          15ml

●かたくり粉　 　            30g

●揚げ油　　 　　            適量

●トマトケチャップ          30g

●ウスターソース　          8ml

●砂糖　　　                   10g

〈作り方〉〈作り方〉

①ケチャップ、ソース、砂糖を煮

てタレを作る。

② 高野豆腐を水で戻し、軽くし

ぼって食べやすい大きさに切り、

分量の水と薄口しょうゆを合わ

せた調味液にしばらく浸けて下

味をつける。

③ 高野豆腐の水気を軽くしぼり、

かたくり粉をまぶして油で揚げ

る。

④揚げた高野豆腐と、①のタレをか

らめる。

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』

6月1日㈯～15日㈯…SUZUKAの消防女子

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

[4 月30日現在 ] 月

 火　災　件　数/5件、うち建物3件
（20件、10件増）

 救　急　出動数/766件（3,158件、
22件増 ）

 交　通　事故数/593件、うち人身事
故36件（2,100件、3件減 ）
死者数/0人（1人、2人減） 
傷者数/43人（181人、122
人減）

人口･世帯数 人口/199,898人（50人減 ）

 男性/99,984人（ 24人減 ） 

女性/99,914人（26人減 ） 

世帯数/86,341世帯（185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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