
書類に必要書類を添えて、同課へ�

※申込書類をお渡しするのも１月

14日㈫からです。�
※応募者多数の場合は、抽選�

入居時期　４月上旬予定�
優先措置　身体障害者世帯、母子
世帯等一部優先措置を受けられ

る世帯があります。申込みの際

に申し出てください。�

※募集戸数、内容については、状

況に応じて変更する場合があり

ますので、ご了承ください。�

※その他の団地は、随時申込を受

け付けています。�

�
市内各種スポーツ大会結果
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotu@city.suzuka.mie.jp

　市では、「鈴鹿いきいきスポーツ

都市宣言」を制定し、皆さんの健

康づくりとスポーツの振興を進め

ています。今回は、市内各種大会

（教育委員会関係分、平成14年４

月～12月）の結果をお知らせします。�

○第24回鈴鹿市レディースソフト
ボール大会（４月）
　１位　長太クラブ�

　２位　ライラックス�

　３位　河曲女子・マーメイド�

○第18回鈴鹿市少年野球選手権大会（５月）
　１位　愛宕クラブ�

は紙などでふき取ってから洗う（ア

クリルタワシを使い、必要以上

の洗剤を使用しないようにしま

しょう）�

�
市営住宅の入居者を募集します
営繕住宅課　　82-7616　　82-7615

　eizenjutaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　次のいずれの要件も満たす方�
○市内に在住または勤務している�

○同居する親族(婚約者を含む)がいる�

○現に住宅に困っている�

○市税を滞納していない�

○収入が公営住宅法に定める基準

以下�

戸数・家賃
○桜島団地　８戸（１戸）�

　１万4,800円～２万7,100円�

○ハイツ旭が丘　１戸（０戸）�

　１万7,600円～２万9,100円�

○高岡山杜の郷　３戸（１戸）�

　２万円～３万4,900円�

※（　）内は優先戸数�

※募集戸数は平成14年12月１日現在

の戸数で、抽選会までに入居可

能となる部屋も抽選対象とします。�

※家賃は入居者の世帯所得を基準に、

毎年見直します。�

申込み　１月14日㈫から１月28日㈫
（土・日曜日を除く、８時30分～17

時）までに、営繕住宅課にある申込�

台所から水環境を
見つめましょう

生活環境課　　82-7954　　82-8188
kankyo@city.suzuka.mie.jp

　家庭から出る生活排水が川を汚す

もっとも大きな要因になっています。�

　各家庭から流れる生活排水中の汚

染物質量はわずかでも、皆さんが流

す量を合わせると相当な量になりま

す。視点を変えれば、各家庭から排

出される生活排水をきれいにするこ

とこそが、わたしたちを取り巻く水

環境を保全する最大の手段です。次

のことに心掛けてみましょう。�

○食べ残しのないように必要量を

調理する�

○固形物はできるだけ回収し、生

ごみとして処分する�

○流しの排水溝や三角コーナーには、

水切りネットや古ストッキング

をかぶせておく�

○食べ残しは残飯入れに移す�

○廃食用油は流しに捨てずに使い切

る（やむを得ず捨てる場合には、

新聞紙にしみ込ませるなどして燃

やせるごみとして処理しましょう）�

○調理用具、食器類についた油分

太陽光温水器太陽光温水器のメンテナンス？�

　昨年11月に、７年前太陽熱温水器を取り付

けてもらった業者の下請と称してメンテナンス

に訪れた業者に部品交換と洗浄を依頼しました。�

　４月に太陽熱温水器の販社から注意はがきが届き、

問い合わせたところ、販社の下請と偽って訪問する

業者があり、太陽熱温水器と関係ない浄水器の契約

をさせているとのことでした。業務縮小のため連絡不

十分だったが、県内に販社のメンテナンス代行業者

があると言います。契約書を確認したら、メンテナン

ス料金ではなく浄水器設置工事一式とあることに気

付きました。返品できますか。�

�

　相談者は、代行業者があるなら販社から通知で

もしてくれたら契約はしなかったので、その不満の

方が大きいとのことでした。もし、まったく浄水器の説明を

受けていないのなら、下請と偽って訪問されたことも挙げて、

業者に内容証明で通知し、交渉するよう助言しました。�

■消費者へのアドバイス
　太陽熱温水器の販社は、かなり前に経営不振

で業務縮小し、県民生活センターへも販社と連

絡がつかないなどの相談がありました。�

　訪問販売による契約は遠方の業者も多く、業

務縮小に関連した二次被害といえる今回のよう

なケースも出てくる可能性があります。�

　最近は、資格商法や割引会員契約などの二次

被害の相談も多く、契約の前によく確認をして

被害に遭わないようにしましょう。�



○110番に通報するときは

　いつ、どこで、何があったか、犯人は、通報者の住

所・氏名を落ち着いて通話してください。�

○携帯電話から110番するときは

　通話途中で切れないように、車の場合は停車し、歩

行中は立ち止まって通話してください。�

※県境付近の場合、他府県の警察につながる場合があります。�

○ファクスから110番するときは

　ファクスでも110番ができます。「ファクス110番」は、

耳や言葉の不自由な方だけでなく、広く皆さんから

の情報も受付けています。　　　0 5 9 - 2 2 9 - 0 1 1 0

　１月から、原付運転免許試験の日程を奇数月の次

の日に変更しました。�

と　き　１月20日㈪、３月17日㈪・31日㈪、５月19
日㈪、７月22日㈫、９月16日㈫、11月17日㈪�
※時間はいずれも８時30分～８時50分�

ところ　鈴鹿警察署新庁舎会議室�

応　募　１月16日㈭までに図書館へ�
※展示枚数に限りがありますので、

応募多数の場合は図書館で選択

します。�

※年賀状は、展示終了後にお返しします。�

○年賀状展
と　き　１月23日㈭～29日㈬（27
日㈪は休館）
ところ　図書館１階ロビー�
�

最新鋭はしご付
消防自動車を配備しました
消防課　　82-9154　　83-1447
shobo@city.suzuka.mie.jp

　消防本部では、35m級はしご付

消防自動車を配備しました。�

　このはしご車は、バスケットとリ

フターが同時に使用でき、これまで

のはしご車より、救出時間が大幅に

短縮でき、高層ビル火災などの災害

に対し、充実・強化を図りました。�

　３位　まりも・いるか�

○第15回鈴鹿市ジュニアバレーボ
ール選手権大会（11月）

　１位　椿�

　２位　国府�

　３位　加佐登Ａ・石薬師Ａ�

愛知障害者職業能力開発校
訓練生を募集します

高齢障害課　　82-7626　　82-7607
koreishogai@city.suzuka.mie.jp

対　象　訓練と集団生活が可能で、
身体障害者手帳を持つ方�

費　用　受験・試験費用とも無料
（教科書代、食費は実費）�

申込み　１月24日㈮までに、公共
職業安定所にある入校願書、健

康診断書に必要事項を記入し、

相談の上、同所窓口へ�

入校日　４月８日㈫�
※詳しくは、愛知障害者職業能力開

発校（　0533-93-2102 　0533-

93-6554）へ�
�
すてきな年賀状展の作品を

募集します
図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　皆さんが作ったり、手元に届い

たりした個性豊かな年賀状を図書

館にお貸しください。�

　２位　旭が丘クラブ�

　３位　箕田マリーンズ・河曲ラ

イトエース�

○第８回鈴鹿市少年ソフトボール
選手権大会（８月）
　１位　天名スポーツ少年団�

　２位　井田川少年ソフトクラブ�

　３位　岸岡少年ソフトクラブ�

○第29回鈴鹿市民軟式野球大会（９月）
　Ａブロック
　１位　稲生�

　２位　桜島�

　３位　石薬師・加佐登�

　Ｂブロック�
　１位　牧田　�

　２位　玉垣�

　３位　井田川・飯野�

○第７回市長杯争奪家庭婦人バレ
ーボール大会（９月）
　Ａブロック�
　１位　かさどクラブ�

　２位　箕田クラブ�

　３位　トータスクラブ・鼓マリ

ーンズ�

　Ｂブロック�
　１位　玉垣フェニックス�

　２位　一ノ宮�

　３位　トレンディー・レインボー�

　Ｃブロック�
　１位　オリーブ�

　２位　神戸�

業務開始日　１月14日㈫　８時30分から�
新住所　江島町3446番地（　80-0110）�

　１月10日は「110番の日」です。�

　110番は、殺人、強盗、交通事故などの事件・事故

を警察に通報する緊急の電話です。�



定　員　130人�
申込み　自由に参加できます。ぜ
ひお越しください。�

※託児あり（１月25日㈯までに申
込みが必要）�

○参加型体験学習（全3回）
と　き　�水曜日の午前コース　
２月19日、26日、３月５日　10時

～11時30分�

　�土曜日の午後コース　３月１日、
８日、15日　13時30分～15時�

ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずか　研修室�

テーマ　「自分を大切に」「親子
コミュニケーション」「自分の

力を信じて」�

講　師　志治　優美さん（エンパ
ワメントみえ代表）�

受講料　無料�
定　員　各コース30人（先着順）�
申込み　１月22日㈬から２月５日
㈬（土曜日の午後コースは２月
15日㈯ ）までに、電話、ファク
スで同センターへ�

※託児あり（申込み時に同時受付）�

ワークショップ講座
鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
　http://www.sifa.suzuka.mie.jp/

　｢飢餓体験｣をすることで世界の

食状況を体感し、世界の人々の暮

日は休館�

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円�

※20人以上の団体は50円引�

関連講演会「石器の使用痕を探る」
と　き　１月19日㈰　14時から�
講　師　原田幹さん（愛知県教育
委員会）�

聴講料　無料�

子育て「ほっと  My Time」
男女共同参画センター　　81-3113　　81-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

○講演会
と　き　２月４日㈫　13時～15時�
ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずか　ホール

テーマ　「おかあさんだってほめら
れたい」～小さな命を育てている

お母さん。毎日一生懸命子育てし

ている自分をほめてあげたことが

ありますか？自分のいいところ、ス

テキなところをみつけて、楽しく幸

せな気分で子育てしましょう～�

講　師　北村年子さん（ルポライ
ター・自己尊重トレーニングト

レーナー）�

※手話通訳あり�

入場料　無料�

成　人　式
社会教育課　　82-7619　　82-9071

　shakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　昭和57年４月２日から昭
和58年4月1日までに生まれた方で、

市内在住または市に本籍のある

方（外国人登録者の方を含む）�

と　き　１月13日㈪　10時～11時
30分（９時から受付）�

ところ　市民会館�
内　容　式典、中学校恩師からの
ビデオレター上映、タレントの

アンジャッシュさんと田上よし

えさんによるトークショー、写

真撮影コーナー�

※個人への案内通知は行いません。

当日、会場へお越しください。�

博物館企画展
「弥生時代の石器－生産から

消費まで－｣
考古博物館　　74-1994　　74-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　１月12日㈰～３月２日㈰
９時～17時（入館は16時30分

まで）�

※月曜日、第3火曜日、祝日の翌

解答期間
配信者数2002年10月７日(月)～

2002年10月13日(日)
804人

正答者数
解答者数
正 答 率449人

557人
80.6%

　鈴鹿市考古博物館はある国指定史跡の隣に建
っています。何という史跡でしょうか？

○ 伊勢国分寺跡　�× 伊勢国府跡

広報広聴課　　merumoni@city.suzuka.mie.jp

　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/でメルモニの登録を
随時受け付けています。※市ホームページから入ることもできます。

　市では、１月からインターネットを活用したアンケートシステムを始め
ました。このコーナーでは、これまで実施したアンケートやクイズなどの結
果を紹介します。詳しいデータは、同ホームページで公開しています。

12月16日現在登録者数／846人

　鈴鹿市考古博物館は伊勢国分寺跡（大正11年国史

跡指定）の隣に建てられています。 伊勢国分寺は、奈

良時代に聖武天皇の命令で“国”ごとに建てられた寺です。 同じ時

期に当時の都であった奈良には、総国分寺である東大寺が建てられ

ています。 �

　伊勢国分寺は、中心となる建物が建っていた範囲（伽藍地といいま

す）だけで180m四方もあったことが今までの発掘調査で分かっていま

す。 また、その中にあった代表的な建物のうち「講堂」「金堂」「回廊」

「中門」「南門」については現在までに位置や大きさが分かりました。 

しかし、塔はまだはっきりとした場所が分かっていません。 今年度は、

「塔」があると思われる古代の瓦が散乱している付近を中心に発掘調

査を行っています。�

　また、現在国分町の集落がある辺りには、

伊勢国分尼寺がありました。�

　これらの2つの寺の周辺には寺を維持す

るためのたくさんの施設が造られ、当時の

一級の知識人であった僧侶たちを中心に、彼らの生活を支える多くの人々

が働いていたと考えられます。奈良時代の伊勢国分寺周辺は、古代伊

勢国の文化の中心であったといえるでしょう。�

　なお、伊勢国府跡（平成14年３月19日国史跡指定）は同じく奈良時代

の遺跡で、古代の“国”の役所です。現代の県庁と同じような役目をして

いました。こちらは、古代伊勢国の政治の中心地ということになります。�



申込み　各講座の申込日から、直
接同センターへ(先着順)�

※講座によっては、申込者が殺

到し受講できない場合があり

ます。

○パソコン基礎（インターネット）
と　き　２月４日㈫～６日㈭　（全
３回）　９時～16時�

教材費　3,000円�
申込み　１月６日㈪から�
○表計算の初級（エクセル2000）
と　き　２月８日㈯～11日㈫　（全
３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　１月８日㈬から�
○ホームページの作成（ホームペ
ージビルダー）
と　き　２月17日㈪から28日㈮まで
の隔日（全６回）　18時～21時�

教材費　2,000円�
申込み　１月17日㈮から�
○ガス溶接技能講習
と　き　２月20日㈭、21日㈮（全
２回）　９時～17時�

受講料　8,000円�
申込み　１月20日㈪から�
○ワープロの初級（ワード2000）
と　き　２月25日㈫～27日㈭　（全
３回）　９時～16時�

教材費　2,000円�
申込み　１月27日㈪から�

要と点字図書館、視覚障害者とボ

ランティアの役割、点訳の基礎

知識と実技�

定　員　50人�
申込み　２月７日㈮までに、高齢
障害課にある申込書に必要事項

を記入し、直接または郵送で〒
513-8701高齢障害課へ�

�
じばさん三重ビジネス＆
産学官連携セミナー

商工観光課　　82-9045　　82-0304
　shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　１月21日㈫　18時30分～
20時30分�

ところ　じばさん三重　５階大研
修室�

テーマ　「これからのマーケティ
ング戦略の展開」～売れて儲か

る仕組み～�

講　師　町田厚美さん（産業能率
　大学専任講師）　�

定　員　50人�
受講料　1,000円�
申込み　電話またはファクスでじ
ばさん三重（　53-8100 　53-

8104）へ�
�
職業訓練センター講座

鈴鹿地域職業訓練センター　　87-1900

定　員　各20人�

らしに「食べること」がどのよう

な影響を与えているのか、擬似体

験を通して理解できる参加型ワー

クショップです。�

と　き　２月８日㈯　11時～14時
（10時30分から受付）�

ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずか�

内　容　ハンガーバンケット�
定　員　50人程度�
参加料　無料�
申込み　２月３日㈪までに、電話
で同協会へ�

�
点訳奉仕員の養成講習会

高齢障害課　　82-7626　　82-7607
　koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　視覚障害者の福祉に理解と熱意の

ある方に、点訳技術の指導を行います。�

対　象　県内に居住する18歳以上
の方で、今回の講習会と引続き

次年度で予定している講習会に

参加でき、視覚障害者の福祉に

理解と熱意のある方�

と　き　２月24日から３月24日㈪
までの毎週月曜日（全５回）　

13時30分～15時30分

ところ　県社会福祉協議会研修セ
ンター（津市桜橋２-130　県社

会福祉会館５階）�

内　容　身体障害者福祉制度の概�

人権教育課　　82-9030　　83-7878
　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

人権政策課　　82-9011　　82-8188
　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　昨年の11月26日、人権問題講演会を開催しました。�

　第１部の作文発表では、子供たちが、生活

の中にある偏見や差別に気付き、それらを無

くしていこうと、自分の考えをしっかりと持ち、

行動していこうとする姿が印象的でした。�

　子供たちの率直な意見に耳を傾けることは、大人にと

って、普段忘れてしまっている大切なことを気付く良い

機会となりました。�

　そして第２部の講演では、子供を取り巻く現状と課題

について、子供の問題を大人社会の反映ととらえること

から、解決に向けての糸口を探り、現在の

大人社会を顧みる絶好の機会にもなりました。�

　参加した皆さんは、身近な事例を思い浮か

べながら、講演で気付いたことを今後に生か

していこうと、熱心にメモをとっていました。ま

た、アンケートでは「今の時代に即した話を聞けて良かっ

た」「娘にも話してあげたい」「今後は他人事と思わず地

域の一員として実践したい」などの積極的なご意見もい

くつかいただき、子供の人権を守ろうと身近なことから行

動しようとする姿が浮かびます。�

　一人ひとりの人権が尊重され、みんなが安心して暮ら

せる社会をつくるため、わたしたちは機会を見付けて学び、

現状に気付き、行動へとつなげていく努力を

することが大切です。そして、世代を越えた

コミュニケーションを通して、地域で協力し合

いながら、虐待やいじめ、差別や偏見などの

芽を摘み取っていきましょう。�


