
所西館２階）、鈴鹿県税事務所（県

鈴鹿庁舎１階　　82-8660）�

　10時～16時　ベルシティ1階　

北コート�

内　容　市税、県の自動車税の納付�
※収税課では納税相談、口座振替

手続きなども行っています。�

※納税通知書を持って来てください。�

�
行政相談をご利用ください

地域振興課　　82-9004　　82-2214
　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp

　行政相談は、国・県・市や、Ｎ

ＴＴなどの特殊法人の仕事について、

皆さんから苦情や意見、要望をお

聞きし、その解決の促進を図る制

度です。�

　総務省は、行政相談をより多く

の方に利用していただくために、

５月19日㈪から25日㈰までを「春
の行政相談週間」としています。�

　相談は無料で、相談者の秘密は、

固く守ります。ぜひご利用ください。�

【市内の行政相談委員】�
　相談にお答えする行政相談委員は、

総務大臣が委嘱している民間の有

識者で、皆さんの身近な相談相手

です。�

杜多尭秀（三宅町2057-３）�

　72-0519�

谷口きみ（伊船町1127）�

　71-1570�

北村克麿（寺家３-25-７）�

　87-4213

しています。�

対象・融資限度額
○構造材に県産材を65％以上使用

した木造住宅　500万円まで�

○構造材に県産物を80％以上使用

した木造住宅　750万円まで�

○県産材ＪＡＳ製品を使用した木

造住宅、住宅金融公庫の定める

地域木造住宅のいずれかに該当し、

かつ、県産材を65％以上使用し

た木造住宅　750万円まで�

○内装材の部分に県産材を50㎡以
上使用した木造住宅　50万円～

150万円�

金　利　当初10年間は、募集開始
日の住宅金融公庫融資利率（中

間金利）から0.5％を減じた利率、

11年目以降は取扱金融機関の定

める利率（住宅金融公庫との併

用可）�

申込み　５月６日㈫から６月20日
㈮までに、県農林水産商工部林
産物供給チーム（　059-224-2563）

または北勢県民局農林商工部農

林業振興グループ（　52-0320）へ�

※今回は第１回募集です。年間４

回実施する予定です。�

�
納税の休日窓口を開設します

収税課　　82-9008　　82-7660
　shuzei@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ　�
　５月24日㈯・25日㈰�
　９時～16時30分　収税課（市役�

犬と猫の避妊手術費を
助成します

生活環境課　　82-9014　　82-8188
　kankyo@city.suzuka.mie.jp

　避妊手術を行った飼い主に、そ

の費用の一部を助成します。�

対　象　４月１日以降に手術した
犬と猫（ただし犬は平成７年度

以降登録済および平成15年度狂

犬病予防注射済であること）�

助成額　�
　犬（雄）1,500円（雌）3,000円�

　猫（雄）1,500円（雌）2,000円�

申込み　５月20日㈫から申込み順
に受け付けします。申請書は生

活環境課と市内動物病院にあり

ます。�

※助成金には予算枠がありますので、

予算が無くなり次第終了します。�

�
住宅の建築・リフォームに

対する低利融資を募集します
農林水産課　　82-9017　　82-7610

　norin@city.suzuka.mie.jp

　県では、県産材の利用促進を図

るため、県内に県産材を構造材に

一定割合以上使用した木材住宅と、

内装材に一定面積以上使用した住

宅などを建設（新築・増改築・購入）�

する方に、資金の低利融資を実施

嘱託職員（公民館主事）を募集します 社会教育課　　82-7619　　82-9071　　shakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　昭和15年４月２日以降に生まれた方で、生涯学
習の企画運営に興味・関心のある方�

※簡単なパソコン入力業務ができる方�

※市内外問わず、通勤可能な方�

※地方公務員法第16条に該当する方は、応募できません。�

業務内容　公民館における主事業務（生涯学習事業の企
画運営）、地区市民センター業務の補助�

雇用期間　７月～平成16年３月（更新する場合もあります）�
定　員　２人程度�
申込み　５月６日㈫から５月23日㈮（土・日曜日を除く、
８時30分～17時)まで（必着）に、所定の申込書に最

近３カ月以内に撮影した写真をはり、必要事項を記

入し、〒513-0801神戸９-11-15教育委員会社会教

育課へ�

※記載事項に関する確認を行い、受験票を発行します。�

※提出した書類は返却しません。�

※申込書は直接または郵送で社会教育課へ請求してくだ

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。�

※勤務条件は、鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に準じます。�

（給与；月額14万9,200円）

と だぎょうしゅう�

と　き　６月８日㈰
ところ　市役所分館第２
内　容　小論文、面接など
※結果は、小論文、面接などを総
合的に判断し、６月下旬に文書
で通知します。

採用試験採用試験採用試験採用試験採用試験

くらしの 情 報



【２月】
日本ジュニア室内陸上・大阪大会
　田島祥吾�

大阪国際招待卓球選手権大会
　大貫健一・内野善規・吉村麻由

子・辻岡亜耶・森永愛里�

鈴鹿市ミニバスケットボール選手権大会
　男子の部
１位　桜島　２位　旭が丘�

３位　清和　３位　郡山男子�

　女子の部
１位　玉垣　２位　桜島�

３位　若松　３位　郡山女子Ａ�

【３月】
全日本スキー技術選手権大会
　福沢咲子�

全国小学生クロスカントリーリレー
研修大会
　石薬師ランニングクラブ（団）�

全国高等学校選抜卓球大会
　白子高等学校卓球部男女（団）�

全日本クラブバスケットボール選
手権大会
　井ノ上みどり�

全国小学生ソフトテニス大会
　石黒貴之・杉野貴大�

全国ＪＯＣジュニアオリンピック
カップ春季水泳競技大会
　打田謙人  �

コスタリカ杯鈴鹿市少年サッカー大会
Ａ１位　玉垣ＳＣ�

Ｂ１位　若松ＳＣ�

Ｃ１位　加佐登サッカースポーツ少年団�

Ｄ１位　白子サッカー少年団�

　バレーボール競技大会
　淳鹿クラブ（団）・竹嶋章・太田

充彦・大西正人�

全国レディーステニス大会
　森小百合・渡辺裕子・田代千代�

全日本社会人卓球選手権大会
　大貫健一・森田悦満�

全国家庭婦人バレーボールいそじ大会
　すず（団）�

【12月】
全国都道府県対抗中学校バレーボ
ール大会
　横山征司・加藤尚美・辻真里恵�

全日本卓球選手権大会（マスターズ）
　森田悦満・森永信次・北川芳幸�

全日本卓球選手権大会
　大貫健一・森田悦満・吉村麻由子・

森永愛里�

【１月】
全国都道府県対抗女子駅伝競走大会
　田中真知・柴田沙織・葛山真由美・

一柳りえ・酒野史美・正井裕子�

鈴鹿市少年サッカー選手権大会
１位　加佐登サッカースポーツ少年団�

２位　深伊沢サッカー少年団�

３位　鈴西サッカースポーツ少年団�

３位　明生サッカー少年団�

平成14年度全国大会出場者・
市内各種大会結果

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
　supotsu@city.suzuka.mie.jp

　全国大会（昨年10月～３月分、

全国中学大会・国民体育大会を除

く）に出場した団体・個人と、市

内各種大会（教育委員会関係分、

１月～３月）の結果をお知らせし

ます。（敬称略）�

【10月】
ジュニアオリンピック陸上競技大会
　大野佑太・酒野史美・柴田沙織・

伊川綾子�

全日本軟式野球大会
　岡村慎也・吉本力�

全日本ベテランテニス選手権大会
　井口健�

ＪＯＣジュニアオリンピックカッ
プ全日本卓球選手権大会
　内野善規・森永愛里�

全日本都道府県剣道道場対抗優勝
大会
　西川佳成・山下雄大・井上史朗�

【11月】�
日本スポーツマスターズ
　ソフトボール競技大会
　鈴鹿ミックスパイ（団）�

　テニス競技大会
　田島雅美�

　サッカー競技大会：樋口政司・
後藤光雄・山田正治・鈴木康夫・

田中孝・伊坂訓・長沢栄男・根本

慎一郎�

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�

鈴鹿警察署 80-0110

違法駐車はみんなの迷惑です

重 点 項 目

　交通事故を防止するためには、一人ひとりが「思いやり」

と「ゆずりあい」の気持ちを持って、正しい交通ルール

とマナーを実践することが大切です。交通安全を心掛け、

悲惨な交通事故を無くしましょう。�

期　間　５月11日㈰～５月20日㈫�
�

○子供と高齢者の歩行中、自転車乗車中の交通事故防止
○シートベルトとチャイルドシートの着用徹底
○飲酒運転の追放�

�

�

　違法駐車は、交通事故や交通渋滞の原因に

なるだけでなく、救急活動、消防活動の障害

になります。�

　車を利用する方、

一人ひとりがすすん

で駐車場を利用し、

道路に駐車しない

ことが必要です。�



※祝日の場合は通常どおり17時ま

でです。�

�
農業所得収支計算説明会
税務課　　82-9446　　82-7604

　zeimu@city.suzuka.mie.jp

　平成16年分の申告から、特殊田

畑（露地野菜・花き・果樹・茶な

ど）の「農業所得標準」が廃止さ

れるため、次のとおり、農業所得

収支計算説明会を行います。�

と　き　５月22日㈭、23日㈮　14
時～16時�

ところ　鈴鹿農協本店　５階会議室�
持ち物　筆記用具、電卓などの計
算用具�

�
市長・市議会議員紹介は
６月５日号に掲載します

広報広聴課　　82-9040　　82-7663
　koho@city.suzuka.mie.jp

　４月27日に行われた鈴鹿市長・

市議会議員選挙で当選した市長・

市議会議員の紹介などは、『広報

すずか』６月５日号に掲載します。�

�
広瀬地区農業集落

排水処理施設使用料の
徴収を委託します

集落排水課　　82-8788　　82-0304
shurakuhaisui@city.suzuka.mie.jp

　４月から供用開始した広瀬地区�

申込み　使用日の17時以降に、直接
体育館事務所受付窓口へ（先着順）�

�

テレビは画像のきれいな
ＵＨＦ中継局で

NHK津放送局　　059-229-3000

　毎年、５月から８月ごろまでは、

突発的に『スポラディックＥ層』

という電波を反射する電離層が上

空に発生します。このとき、普段

は日本に届かない外国の電波がこ

の電離層に反射して、国内に飛来し、

テレビ電波の混信が発生すること

があります。�

　混信は、特にＶＨＦの１～３チ

ャンネルに発生し、画像に縞状の

障害になってあらわれます。�

　ＵＨＦ電波では、この混信は発

生しないため、最寄りのＵＨＦ局

の放送電波を視聴していただくこ

とをお勧めします。�

�
10月までの火・木曜日

図書館の開館時間を延長します
市立図書館　　82-0347　　82-4000

　toshokan@city.suzuka.mie.jp

　10月30日までの火・木曜日は、

図書館の開館時間を19時まで延長

します。�

※第３火曜日、月末日は休館です。�

※６月９日㈪から17日㈫までは特
別整理期間のため、休館します。�

市立体育館の使用を
一部停止します

市立体育館　　87-6006　　87-6008
　supotsu@city.suzuka.mie.jp

　空調設備設置工事のため、６月

30日㈪まで、正体育館と会議室は
使用できません。工事中は、ご迷

惑をお掛けしますが、よろしくお

願いします。�

※副体育館は６月３日㈫～17日㈫
を除き、使用できます。�

�
早朝・ナイターテニスが

始まりました
市立体育館　　87-6006　　87-6008

　supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月～９月（７月20日までと
９月１日～30日は土曜・日曜日、

祝日のみ）６時～８時30分　�

使用料（一人）　高校生以上150円、
中学生以下50円�

申込み　直接テニスコートクラブ
ハウスへ（先着順）�

○ナイターテニス
と　き　５月～10月（休館日、日曜日、
祝日は除く）18時～20時30分�

使用料（１面）　平日1,250円、土
曜日1,500円�

くらしの 情 報

　市では、学校へ行きづらい児童・生徒やその家

族に対して、「新ベルディプラン」として、次の

ような事業を行っています。ぜひご活用ください。�

◆けやき教室
　教育研究所内（市役所分館第２ ３階）にあり、

学習活動、創作活動、スポーツ、園芸などを通して、

学校生活への復帰に向けた個別支援を行います。�

※分室を新設準備中です。�

◆さわやか体験活動
　次のような活動を通して、人と交流する楽しさ

を味わわせ、社会性を育てます。　　�

○青少年センターでの野外炊飯、創作活動（陶芸）
など

○遠足（芋掘り、みかん狩り）や社会見学など野
外での活動

○他の施設を使ったお菓子作りや調理などのクッ
キング教室

◆さわやか宿泊体験
　青少年センターでの2泊3日の体験活動を通して、

集団活動の楽しさ、人と触れ合う感動を味わい、人

間関係を深め、自立心を育てます。�

◆ドリームフレンド（学生相談員）派遣
　家から外に出られない子供の、良き遊び相手、

良き相談相手となるドリームフレンド（学生相談員）

を家庭に派遣し、心を和らげ、人間関係を回復し

ます。�

◆ハート・メールプラン
　メール機器を貸し出し、学校の担任や保健の先生、

心の教室相談員、適応指導相談担当などとのメー

ル交換により、子供たちの心を和らげ、人間関係

を回復します。�

◆不登校相談（月～金曜日）　
○電話相談　9時～17時　　83-7830
○面接相談　9時～16時（予約制）

新ベルディプラン　－不登校の子どもたちを支援します－　　教育研究所　　82-9056　   83-7867
kyouikukenkyu@city.suzuka.mie.jp



鹿ハイツ１-20）では、各種資格
取得講座、簿記講座、ワード、エ

クセルなどのパソコン講座の受講

生を募集しています。�

　詳しくは同センターへお問い合

わせください。�

※市のホームページ（　  http://www.�

　city.suzuka.mie.jp/）でも講座の

案内を掲載しています。�

�
アクアビクス教室

県営鈴鹿スポーツガーデン　  72-2250　  72-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　18歳以上の女性（高校生
を除く）�

と　き　６月４日から７月９日ま
での毎週水曜日（全６回）　19

時～20時�

内　容　水中歩行や水中エアロビ
クスによる有酸素運動�

定　員　35人（応募者多数の場合
は抽選）�

参加料　6,000円（スポーツ安全保
険料を含む）�

申込み　５月18日㈰（必着）までに、
直接または、往復はがき、ファ

クスのいずれかの方法で、「ア

クアビクス（夜）コース」、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入し、

同ガーデンへ�

※ホームページからも申込みがで

きます。�

第2525回三重県建具作品展示会回三重県建具作品展示会
商工観光課　　82-9045　　82-0304

　shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月24日㈯・25日㈰　10
時～17時�

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター�
内　容　従来の規格にとらわれな
い新しい技術や、創意工夫によ

って製作された各種建具製品を

一堂に公開・展示します。�

�
第三回鈴鹿市伝統工芸士展

“墨と形紙の祭典”
商工観光課　　82-9045　　82-0304

　shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月23日㈮～25日㈰　10
時～19時（25日のみ17時まで）�

ところ　ベルシティ　２階イオン
ホール�

内　容　伝統工芸士による鈴鹿墨
と伊勢形紙の製作実演・展示・

販売、モニュメント（特大タペ

ストリー・墨と筒）の展示、記

念品の配布�

�

�

�

�
職業訓練センター講座

鈴鹿地域職業訓練センター　　87-1900　　87-1905
　 suzukatc@mx.baycity.ne.jp 

　鈴鹿地域職業訓練センター（鈴

農業集落排水処理施設の使用料に

ついて、広瀬地区農業集落排水処

理施設維持管理組合に徴収の委託

を行います。�

�

�

国際博物館の日
施設観覧料が

無料になります
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　５月18日㈰�
※無料で速報展と常設展を観覧で 

きます。�

�
速報展

　「発掘された鈴鹿2002」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

　昨年、市内で行われた遺跡（伊

勢国分寺跡・伊勢国府跡［長者屋

敷遺跡］・天王遺跡など）の発掘�

調査の速報です。�

と　き　６月29日㈰まで　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

日は休館です。�

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�

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�

　「むか～し昔、あるところにおじいさんとおばあ

さんがおりました…」。子どものころ、昔話を聞か

せてもらったり、絵本を読んでもらったり、いろい

ろなお話を聞いた経験がありませんか？楽しい話、

わくわくする話、悲しい話、怖い話、動物の話。自

分が大人から聞かせてもらった話を子どもたちに聞

かせたい。子どものころに味わった感激を伝えたい。

小学校や幼稚園、保育所では、読み聞かせや出前授

業などを取り入れ、子どもに大人が時間と感動を共

有できる機会をつくっているところもあります。子

どもたちは絵本の中の世界や、おじいちゃん、おば

あちゃんが生きた時代の主人公になり、さまざまな

反応を示します。「お話」を通じて、周りの大人た

ちと世代を越えたつながりを自然につくっていく場

になっているのです。�

　テレビの中で起こる出来事は、どこか他人事、非

現実のように思えがちです。それを目にした時、「な

んでこんなことになるの？」という子どもたちの素

朴な疑問は、時に大人たちも説明できないような鋭

いものとなることもあるでしょう。子どもの真っ直

ぐな視線に正面からぶつかることから生まれる対話は、

子どもたちが考える力をつけるとともに、大人にと

っても判断力を問われることになります。大人がこ

れまで正しいと思ってきたことの間違いに気付かさ

れたとき、それを認め、反省することも必要です。�

　子どもたちを取り巻く環境は変わってきていますが、

変わらず伝えたいこと、正しく伝えなければならない

ことは、たくさんあるのではないでしょうか。世代を

越えて話し合い、乾いた言葉でなく、生の声を子ども

たちに伝えることは、大人の大きな役割なのです。�

大 人 の 役 割

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


