
No.1560

７
20

全国瞬時警報システム
（Jアラート）全国一斉

情報伝達試験
防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

生後2カ月になったら
予防接種を始めましょう
健康づくり課 　382-2252　 382-4187

　 全国瞬時警報システム（Jア

ラート）を用いて、国から送られ

てくる緊急情報を、防災スピー

カーやコミュニティFM放送な

どの情報伝達手段を活用し、

市民の皆さんへ伝える情報

伝達試験を実施します。

※この試験では、緊急速報メール

の配信はありません。

※この試験は、東京オリンピック・

パラリンピックの延期により、

臨時で実施するものです。

と　き　8月5日㈬11時ごろ

から約1分間程度

対象設備　市内93カ所の防災

スピーカー、地区市民セン

ター、公民館、各小・中学校な

どの館内放送、ラジオ（鈴鹿

ヴォイスFM 78.3MHz）

放送内容　チャイムの後に、

｢これは、Jアラートのテストで

す。｣と3回放送されます。

※緊急防災ラジオをお持ちの方

は、防災ラジオが自動起動し最

大音量で放送されますので、事

前に電源（乾電池）の確認をお

願いします。

※気象状況や災害の発生などに

より、試験を中止することがあ

ります。

　新型コロナウイルス感染症

予防のため一時休止していた

「鈴鹿市胃がん検診」を再開

しました。

　なお、受 診にあたっては、

感染症対策のため下記の点に

ご注意ください。

受診時の注意点

・必 ず 事 前に予 約してくだ

さい（ 検 診 の 再 開 時 期は

医 療 機 関によって異 なり

ます）。

・体調のすぐれないときは、

受診を控えてください。

・受診時は、マスクを着用して

ください。

※新型コロナウイルス感染症など

の影響により、休止や中止する

場合があります。市ホームペー

ジや医療機関窓口などでご確

認ください。

予防接種の接種時期は、

感染症にかかりやすい年齢な

どをもとに決められています。

特に生後2カ月からは、母親か

らもらった免疫が減ってくるた

め、感染症（百日せき、細菌性

髄膜炎など）から赤ちゃんを

守るためにも、予 防 接 種 は

大切です。

　また、予防接種を遅らせると、

免疫の獲得が遅れ、重い感染

症になる危険性が高まります。

　医療機関では換気や消毒

を行うなど、新 型コロナウイ

ルス感染症の感染防止対策

に努 めています ので 、接 種

時 期 がきたら、予 防 接 種を

受けましょう。

※詳しくは、厚生労働省の予防

接種に関する情報（　https://

www.mhlw.go.jp/stf/new

page_11592.html）をご覧

ください。

鈴鹿市胃がん検診の再開
健康づくり課 　327-5030　 382-4187

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11592.html


縄・奄美の一部では柑橘類

（みかんなど）に被害を与え

る病気が発生しています。

　これらの病 害虫のまん延

を防 止するため、一 部の植

物は植物防疫法により未発

生地域への持ち出しが規制

されています。該当の 地 域

へ旅 行される方はご注 意く

ださい。

◆休日窓口

と　き　7月26日㈰9時～12

時

◆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

市フルタイム会計
年度任用職員

(幼稚園・保育所職員)募集

子ども育成課 　382-7606　 382-9054

水道への接続工事はでき

ません。

※工事の内容・支払い方法など

を十分に検討の上、納得して

契約しましょう。

※公共下水道への接続切り替え

工事費用に対する｢融資あっせ

ん制度｣があります。詳しくは

指定工事店にご確認ください。

※上下水道局では、下水道への接

続の普及促進として戸別訪問

しています。訪問者は、「身分証

明書」を携帯しています。不審

な点があれば、身分証明書の

提示を求め、ご確認ください。

◆下水道を大切に使いましょう

〇油を下水道に流すと施設を

傷めたり、環境に負荷がかか

ります。油のついた食器など

は、キッチンペーパーなどで

ふき取ってから洗い、油を含

んだスープ類は、浮いた油を

除いてから流してください。

〇事業所・飲食店の方は、「除

害施設」を通してから、下水

道に流してください。除害施

設が油や残飯でいっぱいに

なっていると十分な能力を発

揮できないだけでなく、悪臭

の原因になります。定期的に

清掃・点検を行ってください。

　現在の「三重県最低賃金」

は、時間額873円です。この

賃金は、県内の事業場で働く

すべての労働者に適用され、

臨時・パート・アルバイトなど雇

用形態や年齢を問いません。

　また、三重県特定（産業別）

最低賃金は次のとおりです。

○ガラス・同製品製造業:

　時間額900円

○電線・ケーブル製造業:

三重県最低賃金

産業政策課 　382-8698　 382-0304　

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　10万部（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

（〒513-8701 住所不要）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。

　下水道の普及は、清潔で

快適な生活環境につながりま

すので、公共下水道へ接続し

ましょう。

◆ご注意ください

○「排水設備」は供用開始

後1年以内の設置、くみ取

りトイレは3年以内に水洗

便所に改造し、公共ますに

接続する必要があります。

○｢鈴鹿市排水設備指定工

事店｣でなければ、公共下

令和3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

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

営業課 　368-1674　 368-1685

　時間額920円

○電子部品・デバイス・電気

回路・電気機械器具・情報

通信機械器具製造業:

　時間額905円

○輸送用機械器具製造業など:

　時間額941円

※この特定（産業別）最低賃金は、

18歳未満または65歳以上の方

など適用されない場合がありま

す。適用されない方は三重県最

低賃金（時間額873円）が適用

されます。詳しくは、三重労働局

ホームページでご確認ください。

問合せ　三重労働局賃金室

（　059-226-2108）

　他の車両の運転を妨害する

「あおり運転」は、重大な交通

事故につながる極めて悪質で

危険な行為です。

　これらを取り締まるため、6

月30日に施行された改正道

路交通法では、新たに「妨害

運転罪」が創設されました。

　他の車両などの通行を妨

害する目的で一定の違反をし

た場合は、免許取消処分や最

長5年の懲役刑または罰金な

どの厳しい罰則が科せられま

すので、下記の注意点を守り、

安全運転を心掛けましょう。

　もし妨害行為を受けた場

合は、安全な場所に避難し、

車外へ出ずに110番通報し

てください。

車を運転する際の注意点

・周りの車に対する「思いや

り・ゆずり合い」の気持ちを

持つ。

・安全な速度・方法での運転

　を心掛ける。

危険な「あおり運転」は
やめましょう

交通防犯課 　382-9022　 382-7603

・十分な車間距離を保つ。

・不必要な急ブレーキや無

理な進路変更はしない。

・ドライブレコーダーを有効

に活用する。

　今年に入り、市内で高齢者

の方の特殊詐欺被害が増加

しています。特に、警察官や金

融機関職員を装った者から、

キャッシュカードをだまし取ら

れる被 害が多 発しています

ので、ご注意ください。

　不審な電話があった場合は、

一旦電話を切り、警察へ相談

してください。

相談先　鈴鹿警察署（　380-

　0110）

特殊詐欺にご注意を

交通防犯課 　382-9022　 382-7603

就学義務猶予免除者など
中学校卒業程度認定試験

教育指導課 　382-9028　 383-7878

申込み　7月20日㈪から31日

㈮（土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分）までに、採

用試験申込書、エントリー

シートを直接または簡易書留

で子ども育成課へ

※募集の詳細および申込書類は、

市のホームページ(採用試験

案内)から入手するか、子ども

育成課へご請求ください。

※公立保育所では、パートタイム

会計年度任用職員も随時募集

しています。

◆採用試験　

とき・ところ　申込者に後日

案内します。

内　容　面接のみ

※合否については、8月中旬（予定）

に文書で通知します。

募集職種

幼稚園

養護助教諭

給料

16万5,900円

業務内容

幼稚園での保健など

に関する業務

応募資格

・養護教諭免許を取得の方

・9月1日㈫から勤務が可能な方

募集人員

1人程度

保育所

用務員
15万600円

保育所での環境整備

などに関する業務

・普通自動車運転免許を取得の方

・9月1日㈫から勤務が可能な方
1人程度

※外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

※地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しないことが条件です。

※各種手当（期末手当、通勤手当

など）があります。また、社会保

険にも加入します。

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

方など

と　き　10月22日㈭10時

～15時40分

ところ　三重県合同ビル（津

市栄町一丁目891）　

試験科目　国語・社会・数学・

理科・外国語（英語）　

問合せ　 9月4日㈮まで（消印

　有効）に、郵送で三重県教

育委員会事務局高校教育

課（〒514-8570津市広

明町13　059-224-2913

　059-224-3023）へ

　 沖 縄・奄 美・トカラ・小 笠

原には、サツマイモなどに被

害を与える害虫が、また、沖

沖縄などに
旅行をされる方へ

農林水産課 　382-9017　 382-7610



　 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

有している方または住宅な

どの相続や処分について

お困りの方

と　き　9月26日㈯10時～

　16時

ところ　男女 共 同 参 画セン

　ター3階  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

※「空き家ネットワークみえ」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。

申込み　8月3日㈪から31日㈪

までに、電話、ファクスまたは

電子メールで申し込むか、

空き家無料相談会

住宅政策課　382-7616 　382-8188

　jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp

夏休みわくわくイベント

「親子木工教室」

鈴鹿青少年の森　378-2946 　370-4706

鈴鹿川のいきもの観察会

環境政策課　382-7954 　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上

※小学生は、保護者同伴が必要

です。

と　き　8月22日㈯10時～

12時30分

ところ　鈴鹿高等学校・鈴鹿

川（庄野橋付近）

内　容　鈴鹿川に生息する生

　き物について学び、実際に

採集を体験します。

※天候や水量により屋内のプログ

ラムに変更する場合があります。

※7月26日㈰に開催する観察会

と同じ内容です。

講　師　西飯信一郎さん

　（鈴鹿高等学校自然科学部

顧問）

定　員　 30人（先着順）

申込み　7月27日㈪8時30

分から、住所・氏名・電話番

号・参加人数を電子メール

で環境政策課へ

対　象　小学生

※保護者の同伴が必要です。

と　き　8月9日㈰1部：9時30

分～10時30分、2部：11時～

12時（雨天決行）

8時30分～17時

受講料　9,900円（教材費込）

申込み　8月12日㈬から

◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　9月23日㈬・24日㈭

8時40分～17時

受講料　1万505円（教材費込）

申込み　8月21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1日㈫8時

～17時30分、実技：Ⅰコー

ス9月6日㈰・12日㈯・13

日㈰、Ⅱコース9月2日㈬～

4日㈮、Ⅲコース9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　8月3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17日㈯・

1 8日㈰ 8 時 2 0 分～1 7

時、実技：10月24日㈯・

25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14日㈮から

◆樹木剪定講座

と　き　9月26日㈯・27日㈰

9時～16時　

鈴鹿市戦没者追悼式

開催中止

健康福祉政策課　382-9012 　382-7607

受講料　8,800円

申込み　8月5日㈬から

◆パソコンスキルアップ塾

　 基 礎から応用まで、希 望

の講座に参加できます

受講料　各日（50分×2回）

2,000円

申込み　8月3日㈪から

〇Word・後期

と　き　9月9日～11月25日

毎 週 水 曜日1 8 時 3 0 分～

20時20分 

〇Excel・後期

と　き　9月5日～12月19日

毎 週 土 曜日1 0 時～1 1 時

50分

　

　8月に開催を予定していた

「鈴鹿市戦没者追悼式」は、

新 型コロナウイルス感 染 拡

大防止のため中止します。

※市ホームページトピックスに戦

没者追悼メッセージを掲載しま

すので、ご覧ください。

ところ　鈴鹿青少年の森公園 

第1炊飯場（住吉町南谷口 

受付事務所集合）

内　容　多目的花台（幅300

㎜×奥行214㎜×高さ162

㎜）の製作

※三重県産スギ材を使用します。

定　員　各12人（先着順）

参加料　500円（材料費）

申込み　7 月 2 5 日 ㈯ から、

　 電 話で鈴 鹿 青 少 年 の 森

（9時～17時）へ

　新型コロナウイルス感染症

の影響により、中止する場合

があります。実施状況などは

ホームページでご確認ください。

※中止になった講座受講者の振

り替えを行っているため、申し

込みの受付ができない場合が

あります。

◆玉掛技能講習

と　き　学科：9月7日㈪・8日

㈫8時40分～17時、実技：

9月9日㈬・10日㈭8時40

分～17時の中で選択受講

受講料　1万2,650円（教材

費込）

申込み　8月6日㈭から

◆アーク溶接特別教育

と　き　9月15日㈫～17日㈭

鈴鹿地域職業訓練センター

9・10月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

申込書に必要事項を記入

の上、直接または郵送で住

宅政策課（〒5 1 3 - 8 7 0 1 

住所不要）または地区市民

センターへ

※申込書は住宅政策課または地区

市民センターで入手できます。

対　象　小学5年生以上の市

内在住の方

と　き　 9月12日㈯（予備日

　9月22日（火・祝））

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（第3グラウンド）

内　容　ブロック別での個人戦

参加料　無料

申込み　8月14日㈮（必着）

までに、所定の申込用紙に

氏名・性別・年齢・電話番号

を記入の上、次のいずれか

の方法で申し込みください。

〇郵送の場合

　鈴鹿市グラウンド・ゴルフ

協会（〒513-0254  寺家

　1-23-11 岩瀬昌弘 宛て）へ

〇ファクスの場合

　スポーツ課へ

※申込用紙は地区市民センター

で入手できます。

鈴鹿市

グラウンド・ゴルフ大会

スポーツ課　382-9029　 382-9071

催 し 物

　 新 型コロナウイルス感

染症の影響により、中止や

延期する場合があります。

中止などは、市ホームペー

ジでお知らせします。

有 料 広 告

※「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。

※有料広告掲載に関するお問

い 合わせは、情 報 政 策 課

（　382-9036）へ

http://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


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

国が布マスクを配布し

ていますが、空き家に

も届いています。このままで

は誰にも使われずもったい

ないので、回収して使用して

もよいでしょうか。

空き家に届いた郵便物

については、その家の

財産として位置付けられます。

このため、処分するには、所有

者や管理者などの承諾が必

要になります。今回、国から

届けられたマスクも、承諾な

くマスクを回収してしまうと、

犯罪(窃盗罪など)になる恐

れがあります。所有者などの

承諾が得られない場合は、

決して回収しないようにお願

いします。

◆国から配布された布マ

　スクについて

　厚生労働省 電話相談窓口

　　0120-551-299

　（9時～18時）

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。

空き家に配布された布マスク

◆水中ウォーキング

対　象　18歳以上の方

と　き　9月8日・15日・29日、

10月6日・13日・20日・27日、

11月10日・17日、24日（各火

曜日）13時～14時

ところ　水泳場 25mプール

内　容　有酸素運動で生活

習慣病予防と健康なカラ

ダ作りを行いましょう。

講　師　向井泉さん

定　員　20人（先着順）

参加料　8,800円（税込 全

10回）

◆ママのためのベリーエクサ

サイズ

対　象　1 8 歳 以 上 の 女 性

（子どもの同伴可）

と　き　9月8日・29日、10月6

日・20日、11月10日・24 日（各

火曜日）14時10分～15時

ところ　水泳場 スタジオ

内　容　ウエストを意識した

 ダンスで美しいボディライン

に変身させましょう。

講　師　山田久美子さん

定　員　20人（先着順）

参加料　6,600円（税込 全6

回） 

◆美ボディトレーニング

対　象　18歳以上の女性

と　き　9月9日・23日、10月

14日・28日（各水曜日）19時

～20時

ところ　水泳場 会議室

内　容　お腹まわりや下半身

を意識したトレーニングで

美しいカラダのラインを作

りましょう。

講　師　稲垣順子さん

定　員　15人（先着順）

参加料　6,600円（税込 全

4回）

◆リズミックスエクササイズ

対　象　18歳以上の方

と　き　9月10日・24日、10月

8日・22日、11月12日・26日

（各木曜日）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をし

ましょう。

講　師　向井泉さん

定　員　20人（先着順）

参加料　6,600円（税込 全6回）

◆バレトン

対　象　18歳以上の女性

と　き　9月11日・25日、10

月2日・16日・30日、11月13

日・27日（各金曜日）①一般

女 性クラス：9 時 4 5 分～

10時45分、②ママクラス：

11時～12時

※ママクラスは子どもの同伴可

ところ　水泳場 会議室または

スタジオ

講　師　田中由加里さん

内　容　フィットネス、ヨガ、

 バレエを組み合わせた有酸

素運動をしましょう。

定　員　各20人（先着順）

参加料　各7,700円（税込

　全7回）
◆大人バレエ

対　象　18歳以上の女性

と　き　9月14日・28日、10月

12日・26日、11月9日・30日

（各月曜日）①11時～12時、

②12時15分～13時15分

ところ　水泳場 スタジオ

内　容　しなやかなカラダを

手に入れましょう。

講　師　渡辺淳美さん

定　員　各10人（先着順）

参加料　各7,920円（税込

　全6回）

◆ちびっこらんど運動あそび

対　象　3～4歳

と　き　9月14日・28日、10月

12日・26日、11月9日・23日

（各月曜日）15時15分～16時

ところ　水泳場 スタジオ

内　容　カラダを動かす楽し

さを体感しましょう。

講　師　山舗恵美子さん

定　員　15人（先着順）

参加料　5,940円（税込 全6回）

◆やさしいフラダンス

対　象　18歳以上の女性

と　き　9月14日・28日、10

月12日・26日、11月9日・

30日（各月曜日）19時30

分～20時30分

ところ　水泳場 スタジオ

内　容　フラ音楽に合わせて、

　ゆっくりした動きで踊りま

しょう。

定　員　20人（先着順）

参加料　6,600円（税込 全6回）

◆はじめてみよう水泳(夜)

対　象　18歳以上の方

と　き　9月14日・28日、10月

12日・26日、11月9日・30日

（各月曜日）20時～21時

ところ　水泳場 25mプール

内　容　クロール25mを目指

しましょう。

定　員　15人（先着順）

参加料　7,260円（税込 全6回）

◆やさしい夜の太極拳

対　象　18歳以上の方

と　き　9月15日・29日、10月

13日・27日、11月10日・24日

（各火曜日）19時～20時

ところ　水泳場 会議室

内　容　体幹を意識し、ゆっ

くりした呼吸に合わせてカ

ラダを動かしましょう。

講　師　奥村誠之郎さん

定　員　20人

参加料　6,600円(税込 全6回)

波多野新一さん
「朝のスタート」

川北結心さん　

　昨年開催された「鈴鹿バ

ルーンフェスティバル2019

フォト・スケッチコンテスト」の

入賞作品を展示します。

と　き　7月20日㈪～8月2日

㈰9時～19時（土・日曜日は

17時まで）

ところ　市立図書館本館　

ロビー

※今年度の「鈴鹿バルーンフェス

ティバル2020」は、11月21日㈯

から23日(月・祝)までの日程で

開催予定です。

グランプリ受賞作品

　福祉事業所の情報をウェ

ブサイトに公開するウェブ福

祉の就職フェア（オンライン面

接会）を実施します。

※オンライン面接を希望の方は

ウェブ福祉の就職フェア

長寿社会課　382-7935 　382-7607

鈴鹿バルーン

フェスティバル2019フォト・

スケッチコンテスト

入賞者作品展示

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

事前の申し込みが必要です。

対　象　福祉の仕事をお探し

の方

と　き　8月1日㈯から公開

参加事業所数　43法人（予定）

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）

※詳しくは、同フェアホームページ

（　https://mie-fukushijob

　fair.jp/）をご覧ください。

申込み　7月27日㈪から直

接水泳場窓口またはホー

ムページで

◆パワーヨガ

対　象　18歳以上の女性

と　き　9月4日・18日、10月

　9日・23日、11月6日・20日

（各金曜日）10時～11時

ところ　水泳場 スタジオ

内　容　体幹を鍛えて姿勢を

改善し、しなやかで美しい

カラダにしましょう。

講　師　稲垣順子さん

定　員　20人（先着順）

参加料　6,600円（税込 全6回）

◆運動と英語のジーウィ教室

対　象　未就園児（1～3歳）

と保護者

と　き　9月8日、10月13日・

27日、11月10・24日（各火

曜日）11時～12時

ところ　水泳場 会議室

内　容　運動と英語も楽しく

学びます。

講　師　服部さとみさん

定　員　15人（先着順）

参加料　7,150円（税込 全

5回）

スポーツの杜鈴鹿
短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071 　372-2260

https://mie-fukushijobfair.jp/
http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html


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。

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。

教　室教　室

予防接種予防接種

　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、助産師な

どの新生児訪問もあります。ご希望

の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

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）ワクチン

保健センターへの来館時は、マ

スクの着用をお願いします。

今後、新型コロナウイルス感染

症の影響により、事業を中止ま

たは延期する場合があります。

最新情報は、市ホームページを

ご覧いただくか、健康づくり課ま

でお問い合わせください。

8月の市民健康講座は、新型コロナ

ウイルス感染防止のため、中止します。

相　談

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

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

〈ファクス・はがきでの申込方法〉

対　象　
　第１期：生後12～24カ月未満の方

　第２期：平成2６年4月2日～平成2７年

4月1日生まれの方

※第２期の対象期間は、令和３年3月

31日までです。

ところ　実施医療機関

費　用　無料（1回限り）

持ち物　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）。

■ロタウイルスワクチン

と　　き ところ 申込み内　　容相　　談

保健
センター

随時
（予約制）

健康・栄養相談
保健師・栄養士による生活習慣病予防など
の相談

電話で健康づくり課
（　327－5030）へ

保健
センター

8月28日㈮
9時30分～11時

※相談希望者は母子健康手帳をお持ちください。

※状況に応じて入館人数を調整する場合があります。

不要

すくすく広場

育児相談・栄養相談・助産師によるおっぱ
い相談（先着6人）・身体計測

と　　き と こ ろ検 診 ／ 対 象

※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

8月31日㈪、9月9日㈬・24日㈭　午前・午後

9月9日㈬・24日㈭　午前・午後

8月31日㈪、9月13日㈰　午後

保健センター 1,500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、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13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

費　 用

保健センター 2,000円

保健センター 1,000円

9月13日㈰　午後

9月9日㈬・24日㈭　午前・午後

9月13日㈰　午後

※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）。

胃がん
（バリウム）

40歳以上

保健センター 1,000円9月13日㈰　午前

無料
保健

センター

むし歯予防コース
（乳児）

令和元年9～１２月
生まれの乳 児とそ

の保護者の方

各18組
８月２０日㈭・27日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、
ふれあい遊び

７月2８日㈫から
（先着順）

教 室 ／ 対 象 内 容 ところ定 員 費 用申込み（電話予約制）と き

無料保健
センター

離乳食コース
令和２年２～４月

生まれの乳児をもつ方
１8人８月１２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２７日㈪から
(先着順)

無料保健
センター

健康ひろば
（フレイル・運動編）

65歳以上の方

20人８月24日㈪
１０時～１0時45分

健康運動指導士による
家でもできる簡単なス
トレッチや筋トレの実施

7月31日㈮から
(先着順)

※フレイルとは、心身の機能が低下した状態をいいます。

令和２年８月１日以降に生まれた方は、

令和２年10月1日から定期接種になり

ます。

　詳細は、出生時にお渡しする予防

接種の予診票をご覧ください。

※令和２年９月３０日までに接種する

場合は、任意接種となりますので、

ご注意ください。

健康診査健康診査

乳児（4カ月・10カ月）、幼児（1歳6

カ月・3歳6カ月）、妊産婦については

健康診査を受けることができます。

詳しくは、健康づくり課へお問い合

わせください。

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/life/benri/pdf/koyobouichiran.pdf


　土地の管理を怠ると、雑草・雑

木が生い茂り、さまざまな問題の

発生原因になります。地域の皆さ

んが快適に暮らせるように早めの

対処を心掛けましょう。

土地の管理は所有者の責務です。

適切に管理しましょう！

土地の管理は所有者の責務です。

適切に管理しましょう！

花火やバーベキューをするときは、

時間や場所に注意しましょう！

花火やバーベキューをするときは、

時間や場所に注意しましょう！

懸念される問題

　不法投棄され
やすくなります。
　なお、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

　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。

交通事故の誘発・治安の悪化

　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。

景観悪化・害虫発生

　雑草が隣地へ

飛び出したり、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。

隣家・隣地への被害

　海岸、公園、広場など公共の場

所で、夜間（22時～6時）に爆竹や

打ち上げ花火、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。

公共の場所でなくても音や煙に注

意し、周りの方に迷惑にならないよ

うマナーを守って楽しみましょう。

※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。

　雑草や雑木が生い茂る

前に、定期的に草刈りや

剪定を行いましょう。

　ご自身で管理が難しい

場合は、業者などへ依頼

しましょう。

　刈った草や剪定した枝は、燃や

せるごみに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。

対処方法

せんてい

 
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

環境政策課

382-7954　　382-2214
  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

所有地の雑草などは
適切な管理を
花火やバーベキューは
近隣へご配慮を

　夏は、植物が繁茂する季節で、土地

の管理をおろそかにすると、さまざま

な問題につながります。また、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、近隣の方に迷

惑をかけてしまいます。

　近隣の方に配慮して、地域の皆さん

で快適に暮らせるようにしましょう。



※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月の
おはなし会とこどもシアターを中止します。 

◎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（弁護士） 7・14・28日
10：00～12：00
13：00～15：00

◎交通事故相談（NPO）

25日

◎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　別館 日本年金機構津年金事務所

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

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

059-228-9112（※）

381-3118

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

10：00～12：00
13：00～15：00

10：00～12：00
13：00～15：00

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

男女共同参画課 381-3113　　381-3119

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

人権相談 17日 13：00～16：00 合川公民館 人権政策課 382-9011　　382-2214

◎総合相談 21日

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、司法書

士、土地家屋調査士による相談です。（行政

相談委員のみ予約不要）

※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20日㈪から受け付け

します。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

17日

388-0622●市武道館 休館日 １１日㈫・２４日㈪

庭球場 372-2285

休業日　なし

●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

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。

相撲第 5 道 場

9:00～21:001～10・12～23・25～31日

第 1 道 場 柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

9:00～17:00

9:00～21:00

  13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～12:00

18:00～21:00

4・6・18・20・25・27日

5・7・9・10・12～17・23・26・28・30・31日

21日

2・19日

3日

第2・3道場 剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・

ヨガ・体操など

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

1・5・8・19・22・25・26・29日

3・4・6・7・9・10・12～18・20・27・28・30・31日

2・21・23日

第 4 道 場 弓道

4・15・18・25日  

3・6・7・9・10・13・14・16・17・20・21・23

27・30・31日

1・8・22・29日

2・5・12・19・26・28日

9:00～17:00

9:00～21:00

  13:00～17:00

13:00～21:00

●西部体育館 371-1476

バスケットボール

卓　　　球
9:00～12:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～17:00

9:00～21:00

18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～17:00

9:00～21:00

29日

1・3～8・10～22・24～28・31日

2・9・23・29・30日

3～6・10～13・16～20・24～27・31日

1・8・15・22日

2・9・23・29・30日

29日

7・14・21・28日

1・3～6・8・10～13・15～20

22・24～26・27・31日

2・9・23・29・30日

1・8・15・22・29日

21日

7・14・28日

バドミントン・

ファミリー

バドミントン

バレーボール

インディアカ・
ソフトバレー・
ファミリーバドミントン

バレーボール

卓　　　球

バドミントン

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～12:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～17:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～17:00

9:00～21:00

13:00～21:00

18:00～21:00

9:00～21:00

13:00～21:00

9・10・17～20・27・31日

16・26日

30日

16日

5日

2・4・6・7・13～15・25日

12・21日

3・28日

1・23・29日

15日

13・14日

31日

30日

7日

25・27日

4～6日

2・3・23・28日

17・19日

18・20日

●AGF鈴鹿体育館 387-6006休館日 １１日㈫・２４日㈪

●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

382-0347

387-0665

●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

12日㈬
26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

5日㈬
19日㈬

3日㈪
17日㈪
31日㈪

6日㈭
20日㈭

13日㈭
27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

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㈫
 ※【10日㈪
から変更】

24日㈪

新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止または閉館になる場合が

あります。

  
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　

8月 スポーツ

8月図書館
休館日

・4日・金曜日

バスケットボール

◎印は予約制です。

 相談8月



　Ⓒ 鈴鹿ポイントゲッターズ
　Ⓒ 鈴鹿ポイントゲッターズ

「行け！力哉！」

と応援してね

2021 年に開催される三重

とこわか国体・大会。この

コーナーでは、市内で行わ

れる競技や注目選手などを、

皆さんにお伝えします。

第4回

　成年男子サッカー三重県代

表チームでの活躍が期待され

る鈴鹿ポイントゲッターズの選

手たち。その中でも、長太小学

校・大木中学校出身のゴール

キーパー、岩脇力哉選手に注目

です。抜群の反応で相手の

シュートを止め、大きな声で味

方を鼓舞する守護神として、

チームを勝利に導いています。

　レベルの高いサッカーを求

めて、高校時代から静岡へと

向かった岩脇選手。これまでに

得た技術や年代別日本代表な

どでの経験を伝えるべく、ゴー

ルキーパースクールを立ち上

げたばかり。競技の傍ら、子ど

もたちの育成にも情熱を注

いでいます。

　国体の目標はずばり優勝。

「代表の誇りを持って戦う。

優勝で地元を盛

り上げたい」と、

大会を心待ちに

しています。

注目選手注目選手

　Ⓒ 鈴鹿ポイントゲッターズ
　Ⓒ 鈴鹿ポイントゲッターズ
　Ⓒ 鈴鹿ポイントゲッターズ
　Ⓒ 鈴鹿ポイントゲッターズ

　世界で最も人気があるスポー

ツの一つ「サッカー」。11人のチー

ム同士が、相手ゴールにボールを

入れ合い、得点を競う球技です。

パスワークや華麗なテクニック、

豪快なシュートシーンに注目です。

　国体では、三重交通Ｇスポーツ

の杜鈴鹿サッカー・ラグビー場で

成年男子サッカーが行われます。

競技についてわかっとこ競技についてわかっとこ

さまざまな媒体で情報を

発信しています

すずかデータバンク

月

6
火　災

救　急

交　通

（　）内の数字は前月との比較です。

〒513-8701 

鈴鹿市神戸一丁目18番18号

■編集／政策経営部情報政策課

人口・世帯数 

［6月30日現在］

広報すずか

令和2年(2020年)7月20日号

（　）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

件　数 /3 件、うち建物 1 件

（24 件、6 件減）

出動数 /663 件

（4,127 件、525 件減）

人口/199,387 人（33 人減）

男性 /99,785 人（31 人減）

女性 /99,602 人（2 人減）

世帯数 /87,306 世帯

（60 世帯増）

事故数 /446 件、うち人身事故

23 件（2,596 件、449 件減） 

死者数 /0 人（3 人、2 人増） 

傷者数 /28 人

（172 人、127 人減）

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分

16時30分

月・水・金曜日

8時03分

17時30分

火・木曜日

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㈯～8月15日㈯…心と心をつなぐ手話

今回の

サッカー

059-382-9036　  059-382-2219

059-382-1100（代表）

みんなみんな

三重とこわか国体・大会三重とこわか国体・大会

岩脇力哉さん

（26歳・白子町）

鈴鹿ポイントゲッターズ

い わ わ き  りき 　や

メルモニ

月




