
しない。
○天ぷらを揚げるときは、その場
を離れない。
○風の強いときは、たき火をしない。
○子供には、マッチやライターで
遊ばせない。
○電気器具は正しく使い、たこ足
配線はしない。
○ストーブには、燃えやすいもの
を近づけない。
　火災は、「消したつもり」「消

えたはず」が大火災につながります。

大切なのは日ごろからの備え、言

葉で理解するのではなく、みんな

が実行することです。�

　防火に心掛けることが、火災か

らあなたを守る近道であることを

認識しておきましょう。�

�
学芸員（嘱託職員）を
募集します

社会教育課　　82-9031　　82-9071
　shakaikyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　学芸員資格のある方(年齢
は問いません)で、4月から勤務

できる方�

内　容　学芸員・一般文化財業務�
※勤務条件は、鈴鹿市嘱託職員等

取扱規程に準じます。�

定　員　１人　�
申込み　職員採用試験申込書に必
要事項を記入し、２月24日㈪か

※時間はいずれも10時から（当日の

会議終了まで）�

※本会議や常任委員会、特別委員会

は傍聴できます。�

　日程は、市役所と出張所の掲示板

と市議会のホームページに掲載しま

す。ただし、日時が変更になる場合

がありますので、傍聴する場合は、

事前に議会事務局へご確認ください。�

�
春季火災予防運動

予防課　　82-9158　　83-1447
　yobo@city.suzuka.mie.jp

「燃やすまい　この街この家　こ
の風景」　鈴鹿市統一標語
「消す心　置いてください　火の
そばに」　全国統一標語
　春季火災予防運動が３月１日㈯
から７日㈮まで、全国で展開され
ます。�

　この運動は、火災が発生しやす

い季節を迎え、火災の予防を推進

することにより、火災の発生を防

止するとともに、火災による被害

を防ぐことを目的としています。�

　昨年、市では、147件の火災が

発生し、２億8,577万円の損害が出

ています。�

火の用心のポイント火の用心のポイント
○家の周りに燃えやすいものを置
かない。
○寝たばこやたばこの投げ捨てを�

ISO14001の認証を
取得しました

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

　市は、環境に関するシステムの

国際規格である「ＩＳＯ14001」の認

証を１月15日付けで取得しました。�

　認証の対象は、本庁舎（本館､西館、

分館第２、分館第４、別館第２、別

館第３、別館第４、別館第５）、水

道庁舎、消防本部、保健センター、

図書館、考古博物館、文化国際課事

務室です。�

　これらの施設では、来庁者の多い

一部部署を除き、昼休み中の消灯や

空調設備の経済運転などの取り組み

を実施していますので、ご理解とご

協力をお願いします。�

�
市議会をテレビ中継します
議会事務局　　82-7600　　82-4876

　giji@city.suzuka.mie.jp

　３月定例会での代表質問と一般

質問をケーブルネット鈴鹿（ＣＮ

Ｓ20ch）で生放送します。�

と　き（予定）　
○代表質問　３月７日㈮�
○一般質問　３月11日㈫～13日㈭�

くらしの情報

　市の生涯スポーツ振興の充実・発展のため、体育指

導委員を募集します。�

　体育指導委員は教育委員会とともに「青少年の健全

育成」「中・高年の健康づくり」「ニュースポーツの

普及」を図り、地域の活性化や交流などの諸事業に協

力をいただいています。�

　スポーツに熱意のある方の応募をお待ちしています。�

対　象　次の３項目すべてに該当する方�
○スポーツとニュースポーツに関心と理解のある方�

○市内在住の18歳以上の方（高校生を除く）�

○スポーツ指導者の資格がある方�

任　期　４月１日から平成17年３月31日までの２年間�
定　員　10人程度�
申込み　３月10日㈪までに、所定の申込書に必要事項
を記入し、スポーツ課へ�

※申込書は、スポーツ課へ直接、郵送、電子メールの

いずれかでご請求ください。�

※面接日は後日、本人に連絡します。�

体育指導委員を募集します スポーツ課　　82-9029　　82-9071　　supotsu@city.suzuka.mie.jp

体育指導委員さんに聞きました体育指導委員さんに聞きました体育指導委員さんに聞きました

酒井 圭子さん

　ちょうど２年前に体育指導委員に応募し、さまざま

な行事を通して、たくさんの想い出が心に残っています。�

　わたしたちで企画運営をした「第１回ティーボー

ル大会」では、大差で負けた子供たちが体いっぱい

に悔しさを表していた姿。また、「鈴鹿シティマラ

ソン」では、サーキットのきつい坂を登ってくる車

いすランナーに「ファイト！」の声をかけたときニ

コッと返してくれた笑顔。そ

して、子供のころの「素直な

心」を今も持ち続けている体

育指導委員の仲間との出会い。�

　大切なものをたくさんもら

った２年間だったと思います。�



申込み　２月28日㈮までに、交通
対策課内同協会事務局へ�

�

�

�

�

�

�

当座預金、普通預金、別段預金は
平成17年３月末まで引き続き

全額保護されます
東海財務局津財務事務所総務課　

　  059-225-7221　  059-224-1647

　定期預金などは、これまで通り、

元本1,000万円までとその利息など

が保護されます。それを超える部

分は、破たん金融機関の財産の状

況に応じて支払われます。（一部

カットされることがあります）�

　平成17年４月以降は、当座預金

などの利息のつかない預金が全額

保護されることになります。�

　預金保険制度、農漁協系統貯金

保険制度ともに同様の取扱いがさ

れます。�

　詳しくは、金融機関の窓口また

は預金保険機構、農水産業協同組

合貯金保険機構、財務局へお問い

合わせください。�

れることになります。�

手続き　電話で手続きに必要なも
のなどを確認した上で、次の窓

口へお越しください。�

※３月になると、大変窓口が混み

合います。まだ手続きをしてい

ない方は早めに済ませてください。�

●125cc以下の原付自転車
　税務課�
●小型特殊自動車(農耕車を含む）
税務課�

○125ccを超え250cc以下の軽二輪車
　三重県軽自動車協会（津市雲出

長常町　　059-234-8611）�

○軽四輪車
　軽自動車検査協会三重事務所（津

市雲出長常町　　059-234-8431）�

○250ccを超える小型二輪車
　三重運輸支局（津市雲出長常町

　059-234-8416）�

※○印は、鈴鹿自家用自動車協会

（矢橋1-21-23　　82-1075）で

代行しています。�

�
交通教育指導員を募集します
交通対策課　　82-9022　　82-2219
　kotsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　市交通安全都市推進協議会では、

子供や高齢者を対象とした交通安

全教室で、腹話術などを使って交

通安全指導をしていただける方を

募集しています。�

ら３月７日㈮(土・日曜日を除く、
９時～16時)までに、直接または

郵便で、〒513-0801神戸9-11-

15社会教育課へ�

※郵送の場合は、３月７日㈮必着�
※申込書は、直接または郵便で、

社会教育課へご請求ください。

郵送で請求する場合は、封筒の

表に朱書きで、「職員採用試験

申込書希望」と書いて返信用封

筒(あて先を記入し、80円切手を

はった12cm×23㎝程度のもの)
を必ず同封してください。�

○採用試験
と　き　３月16日㈰　９時～12時�
ところ　市役所分館第２�
科　目　小論文、面接�
�
軽自動車などの廃車・名義
変更手続きはお早めに

税務課　　82-9006　　82-7604
　zeimu@city.suzuka.mie.jp

　オートバイや軽自動車などに課

税される軽自動車税は、毎年４月

１日現在の所有者もしくは使用者

に課税されます。�

　今年も課税の時期が近づいてき

ました。車両を処分したときは廃

車の手続きが、また、譲渡したと

きは名義変更の手続きが必要です。

手続きをしないと、所有者または

使用者として、いつまでも課税さ�

交通安全教室の様子交通安全教室の様子交通安全教室の様子

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

勤労青少年ホーム平成15年度前期講座

対　象　30歳以下の働く青少年�
申込み　ホーム利用登録を済ませ、各講座受付日の18時30分
から19時までに、教材費を添えて直接、同ホームへ�

※電話での申込みはできません。�

※利用登録は、利用者会費500円と傷害保険料500円（平成

16年３月末まで分）が必要です。�

※申込者多数の場合は抽選�

※料理には別途テキスト代4,500円が必要です。�

※特別講座（ゴルフ・陶芸・中級英会話）は、教材費と受

講料の一部を含んだ金額です。�

※開講後に退講されても教材費などはお返ししません。�

※４月７日㈪から順次開講します。�
●サークルへ加入しませんか
勤労青少年ホ－ムでは、次のサークルが活動しています。ぜひご加入ください。�

○硬式テニス（月・水・金曜日）
○バドミントン（火・木曜日）
○卓球（金曜日）
※加入には、同ホームの利用登録が必要です。�

勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223　　shoko@city.suzuka.mie.jp

受付日 教 材 費講 座 名 時 間曜日定員

3/10

華道（嵯峨御流）�

3/11

写真�

3/12

茶道（表千家）�

3/13

パッチワーク�
ゴルフ�
㈫料理
手芸・編物�
㈫陶芸
中級英会話�

レクリエーション�
㈬陶芸
㈬料理
中級茶道�
和裁�

㈭料理
着物の着付�
ふれあいマナー�
入門英会話�

書と篆刻�
中級池坊�

煎茶（皇風礼式）�

30人�
10人�
15人�
10人�
20人�
30人�
15人�
15人�
15人�

15人�
15人�

20人�
15人�
30人�
15人�
10人�

30人�
女10人�
10人�
20人�

10人�
30人�

15人�

18：30～20：30
19：00～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～21：30

18：30～20：30
18：30～20：30

18：30～20：30

19：00～20：00

19：30～20：30
18：30～19：30

19：00～20：30

18：30～20：30
18：30～20：30
18：30～20：30

18：30～20：30

18：30～20：30

18：30～20：30
18：30～20：30
19：00～20：30

19：00～20：30
18：30～20：30

18：30～20：30

1万6,000円�

（教材費は６カ月分）講座（４月～９月）

4,000円�
5,000円�
4,000円�
3,000円�

1万2,000円�
8,000円�
3,000円�
6,000円�

2,000円�

1万6,000円�

3,000円�
1万2,000円�
6,000円�

1万3,000円�

1万2,000円�
2,000円�
3,000円�
3,000円�

1,000円�
1万6,000円�

6,000円�

3/14

月�

火�

水�

木�

金�

さがごりゅう�

てんこく�

こうふうれいしき�

華道（池坊）�
いけのぼう�



特例制度｣が設けられています。�

　｢学生納付特例制度｣は、学生本人

が一定所得以下の場合には、学生本

人が社会人となってから保険料を支

払うことができる制度で､学生納付

特例期間中の障害や死亡といった不

慮の事態には、障害基礎年金または

遺族基礎年金が満額支給されます。

また、学生納付特例期間は老齢基礎

年金の受給資格要件には算入されま

すが、年金額には反映されません。

老齢基礎年金を満額受けるためにも、

保険料をさかのぼって納めること(追

納)をお勧めします。�

　学生納付特例期間については10

年以内であれば、保険料を追納す

ることができます。卒業したら、

忘れずに追納してください。�

申込み　保険年金課へ届け出をし
てください。申請のあった月の

前月分から対象になります。�

※前年の所得を確認する必要がありま

すので、届け出は毎年度、必要です。

お忘れのないようにご注意ください。�

�
広報すずかの

表紙写真を募集します
広報広聴課　　82-9040　　82-7603

　koho@city.suzuka.mie.jp

規　定　市内で撮影されたカラー写
真（横判）で、未発表のもの�

申込み　写真（一人１点）の裏面に、�

定期送付、再就職準備のためのセ

ミナーや他の登録者との交流会

などへの参加、財団が指定した

教育訓練施設が行う各種教育訓

練コースの受講料の一部助成�

登録料　無料�
※詳しくは同財団三重事務所へ�

�
通信教育で高卒の資格を
指導課　　82-9028　　83-7878
　shidou@city.suzuka.mie.jp

　通信制は、「いつでも、どこでも、

だれでも」自分の生活に応じて学べ

る課程です。自宅学習と月３～４回

のスクーリング（日曜昼間）で、高校

教育が受けられます。�

対　象　義務教育を終えた方（年
齢は問わず）�

申込み　３月３日㈪から４月４日㈮
までの平日、願書を受け付けます。

詳しくは、県立四日市高等学校通

信制課程（　65-8409）へ　�

※入学選考日は４月６日㈰です。�
�
学生納付特例制度のご利用を
保険年金課　　82-9401　　82-7660
　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　20歳以上であれば学生の方も国

民年金制度に加入しなければなりま

せんが、学生には所得がなく、国民

年金制度に加入しても保険料を納

めることができないため、｢学生納付�

詐欺事件にご注意を
商工観光課　　82-8698　　82-0304

　shoko@city.suzuka.mie.jp

　住宅用太陽光発電システムの導入

をめぐり、国の登録業者であるかのよう

に名乗り、金銭をだまし取るといった悪

質な詐欺行為が発生しています。�

　国ではこのような業者登録の制度

は一切ありません。契約の前には内

容をよく確認し、いらないものはきっ

ぱり断る、迷ったときは家族など身近

な人に相談するなど、被害に遭わな

いための十分な注意が必要です。�

　もし、被害に遭ってしまったときは、

三重県県民生活センター消費生活

相談（　059-228-2212、月～金曜日､

９時～16時）へご相談ください。�

�
再就職希望登録者を
募集しています

㈶21世紀職業財団三重事務所
　059-228-2300　　059-228-2304

　㈶21世紀職業財団では、妊娠、出産、
育児、介護のために退職したけれど、

将来的に働けるようになったら再就職

したいという方の支援をしています。�

内　容　仕事と家庭の両立や再就
職に役立つ情報誌「Re・Be」の

　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。

２月４日現在登録者数／939人マスコットキャラクター「ヤッホ～」

調査期間

くらしの情報

2002年10月14日㈪～2002年10月20日㈰
配信者数 814人 回答者数 484人 回 答 率 59 .5％

広報広聴課　　merumoni@city.suzuka.mie. jp

満足している

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

まあ満足している

どちらとも言えない

やや不満である

満足している

わからない

Q１ 消防本部（署）の消防活動等についてどう思いますか。

Q２ 消防職員に対するイメージをどのように感じていますか。
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Q３ 119番通報したときは、どんなときですか。

Q4　通報時に対応した消防職員の対応をどのように感じましたか。
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勤労青少年ホーム祭
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223

　shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月９日㈰　10時～15時�
ところ　勤労青少年ホーム（白子
駅前6-33）�

内　容　講座生による作品展示、お
茶席（表千家、１席300円）、スポ

ーツレクリェーション、地震体験車�

とを目的に、公演活動を続けています。�

と　き　３月９日㈰　14時から（13
時30分開場）�

ところ　一ノ宮団地解放センター�
内　容　トーク（雷代表　坂東誠）、
演奏、和太鼓演奏の体験�

入場料　無料�
�
おいん鈴鹿産業フェスタ

商工観光課　　82-9016　　82-0304
　shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　４月５日㈯・６日㈰�
ところ　文化会館と鈴鹿商工会議
所周辺�

テーマ　「2003年素敵なふれあい」�
内　容　鈴鹿の企業展、市内物産展、
キャラクターショー、鈴鹿山麓

天然水無料配布など�

○子供フリーマーケット
 「プチマケ」の出店を募集します。�

対　象　市内在住の小・中学生�
出店料　無料�
申込み　３月14日㈮までに、鈴鹿
商工会議所（　82-3222）へ�

�

�

�

�

�

�

�

�

郵便番号、住所、氏名、電話番号、写

真のタイトル・撮影場所・撮影日時

を記入し、郵便または直接広報広聴

課へ�

※写真はお返しできません。�

※撮影した人物や対象物の肖像権

に関する責任は、すべて応募者に

属するものとします。�

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願します。�

�

�

�
伊勢型紙ときもの展

社会教育課　　82-9031　　82-9071
　shakaikyoiku@city.suzuka.mie.jp

と　き　３月８日㈯　10時～18時、
９日㈰　10時～17時�
ところ　文化会館さつきプラザ�
内　容　重要無形文化財伊勢型紙と
それを使用して染めた反物・着物・

寄せ小紋の展示、彫刻実演�

観覧料　無料�
�

和太鼓を知ろう！
「和太鼓集団雷公演」

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

　和太鼓つくりの町の青年が、自分た

ちで太鼓を作り、曲を演奏します。�

　雷は、各地の公演活動を通じ、日本の

心・和の音の神髄を追求・極めていくこ�

　『広報すずか』１月５日号の特集「危機管

理」３ページで記載した、死亡者数4,571人

は神戸市内のデータです。阪神・淡路大震

災による死亡者は、全体で6,433人です。�昨年の様子昨年の様子（鈴鹿の企業展）（鈴鹿の企業展）昨年の様子（鈴鹿の企業展）

いかずち

お 断 り

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�

固定資産税・都市計画税･･･第４期
国民健康保険税･･･････････････････第８期
【納期限は２月28日㈮です】

○２月○２月21日㈮～日㈮～28日㈮日㈮
『ベルディ便り』･･･清掃センター建
設室の紹介、清掃・保健情報など�

○３月１日㈯～○３月１日㈯～10日㈪日㈪
『ベルディ便り』･･･保健福祉課の紹介、
保険年金・文化国際情報など�

○３月○３月11日㈫～日㈫～20日㈭日㈭
『すずかの食～先人の知恵は食にあり』

「四季の道」の樹木の剪定

　「四季の道」は、毎日多くの方に利用

されている道で、市としても、うれしい限り

です。�

　樹木の剪定は、毎年枝の張り出しや樹形を保

つために少しずつ行ってきました。�

  しかし、「四季の道」が完成してから20年ほど経

過し、随分樹木も高くなり、台風時などの倒

木に対する配慮も必要になってきました。�

  また、完成したころに比べると、隣接する家

屋も多くなり、市には落ち葉に対する苦情が

多数寄せられています。�

  このようなことから、２カ年にわたって思

い切った剪定を行うことにしました。�

　緑の景観は都市生活において、快適な生活空

間を創造するのに必要不可欠なものと考えてい

ます。今後とも地域の皆さんとともに、愛され

る「四季の道」を造っていきたいと考えていま

すので、ご理解とご協力をお願いします。�

　このコーナーでは、インターネットや郵送になどにより届けら

れた皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　毎日、「四季の道」を楽しく利用してい

る者です。このところ思い切った樹木の

剪定をしているようですが、切り過ぎで

はありませんか。冬は風があたり寒くな

りますし、夏は木陰がなく暑くなります。�

道路保全課　　82-8421　　82-7612
　dorohozen@city.suzuka.mie.jp

せんてい�

10時、11時45分（土曜日のみ）、13時

（土曜日除く）、19時、22時から各15分�


