
※８月１日から適用されます。 

 
ごみ減量推進事業所と

グループを新たに認定しました
清掃管理課　　82-7609　　82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　ごみ減量推進店等制度は、資源

循環型社会を実現するため、ごみ

の発生抑制と減量などに取り組ん

でいる店舗、事業所とグループを

認定する制度です。次の事業所と

グループが新たに認定を受けました。 

○ごみ減量推進事業所
　鈴鹿防災株式会社 

○ごみ減量推進グループ 
　鈴鹿市旭が丘再生資源部 

 
限度額適用・標準負担額減額
認定証の再申請を忘れずに
保険年金　　82-7627　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　老人保健、高齢受給者に該当す

る方で、入院時の一部負担金と食事

代の減額には「限度額適用・標準負

担額減額認定証」が必要です。認定

証の有効期限は、7月31日㈭です。

続けて認定を受ける方は、８月29日

㈮までに、保険年金課（西館２階）で、

必ず再申請をしてください。 

持ち物　受給者証、加入保険者証、
領収書（再申請日の前１年間に

90日以上入院したことがある方） 

 
すずか生涯学習フェアの
参加者・団体を募集します
社会教育課　　82-7619　　82-9071

shakai@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月15日㈯・16日㈰ 
ところ　文化会館とその周辺 

内　容　舞台発表、模擬店、リユ 

「原爆の日」の平和祈念式典
保健福祉課　　82-9012　　82-7607
hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

　今年も８月６日に広島市、８月

９日に長崎市で原爆の日を迎え、

原爆死没者のめい福と世界恒久平

和祈念の式典が行われます。 

　この式典の中で、全世界に向け

核兵器の廃絶を訴える「平和宣言」

を行うとともに、投下時刻から１

分間の黙とうが捧げられます。 

　皆さんも、恒久平和の実現を願い、

家庭、職場などで黙とうをお願いします。 

広島市　８月６日　８時15分から 
長崎市　８月９日　11時２分から 
 
福祉タクシー事業の
対象者を拡大します

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

　重度障害者がタクシーを利用す

る場合にその料金の一部を助成す

る重度障害者タクシー料金助成事

業の対象者に、「内部障害で１級の

身体障害者手帳を所持する方」が、

新たに加わりました。 

※内部障害とは、心臓、じん臓、

呼吸器、ぼうこう、小腸、直腸

の機能障害の総称です。 

対　象　下肢または体幹機能障害
で１・２級、視覚障害で１・２級、

内部障害で１級、療育手帳Ａに

該当する方 

助成額　乗車１回につき630円ま
たは1,000円 

※年間で630円券15枚、1,000円券

５枚の計20枚つづりの乗車券を

交付します。 

手続き　障害者手帳または療育手
帳を持って、直接高齢障害課へ 

国民健康保険の
夜間窓口を開設します

保険年金課　　82-7605　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　昼間、市役所に出向けない国民

健康保険被保険者の方のために夜

間窓口を開設します。 

と　き　７月22日㈫から８月29日
㈮までの月・火・木・金曜日

20時30分まで 

ところ　保険年金課（市役所西館
２階） 

 
保育士の登録手続きを

忘れずに
児童家庭課　　82-7606　　82-7607

jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　児童福祉法の改正により、保育

士の資格が法定化されます。都道

府県の保育士登録簿に登録しないと、

平成18年11月28日以降は保育士の

名称を使用し、就業することがで

きなくなります。 

　５月から、登録申請の受付が始

まりましたが、平成15年11月29日

現在、保育士の資格を持っている

方は、いつでも登録することがで

きます。 

　登録の手引き（申請書）は、児

童家庭課または登録事務処理セン

ターにあります。 

【登録事務処理センター】
　　http://www.hoikushi.jp 

○登録案内専用電話（祝日を除く
月～金曜日　10時～18時） 

　　0120-041943

くらしの情報
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７月１日から新しい助役・収入役・教育長が就任しました

一見奉雄一見奉雄 
助　役助　役 

いち　み　み 　とも　お　お まつ　つ　ばら　とし　お　お 

松原俊夫松原俊夫 
収入役収入役 

やま      した      　　　　たけし 

山下　健山下　健 
教育長教育長 

一見奉雄 
助　役 

いち　み 　とも　お 

前三重県北勢県民局副局長 

昭和18年５月８日生 

まつ　ばら　とし　お 

松原俊夫 
収入役 

昭和18年７月11日生 

前市総務部長兼選挙管理委員会事務局長 

やま   した   　　たけし 

山下　健 
教育長 

昭和12年２月17日生 

平成７年７月から教育長 



鈴鹿の天然水、そうめん 

○ちびっ子じゃんけん大合戦（参加

者にぬいぐるみをプレゼントします） 

※当日は、すずかフェスティバル

の神戸会場にもなっています。 

※詳しくは、本多サミット実行委

員会事務局（　 82-0044）へ 

 
第11回伊勢形紙まつり

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

と　き　７月26日㈯～27日㈰　９
時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容　新作「ミニ飾屏風」作品展、
しおり体験彫り（無料）、伊勢

形紙小紋Ｔシャツ染め実演・販売、

伝統工芸士による彫刻実演、各

種商品の展示・販売 

※アンケート回答者に景品をプレ

ゼントします。 

 
スーパー戦隊

スーパーライブ2003
商工観光課　　82-9045　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

　青少年健全育成チャリティー事

業として、「スーパー戦隊スーパ

ーライブ2003」が開催されます。 

と　き　８月24日㈰　午前・午後
の２部 

ところ　市民会館 
入場料　2,000円（３歳未満無料。

ただし、座席が必要な場合は有料） 

※詳しくは、㈳鈴鹿青年会議所事

務局（　 82-6288）へ 

８月は「電気使用安全月間」です
㈶中部電気保安協会　　45-5828　　45-5841

　電気設備の安全点検をして、電

気は正しく安全に使いましょう。 

 

しろこ夏まつり2003
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月２日㈯　15時〜21時
30分、３日㈰　16時～21時30分 

ところ　白子駅前センター周辺 
内　容　流しそうめんのふるまい、
鈴鹿国際大学「料理お国自慢」、

氷の彫刻展示、お化け屋敷、ベト

ナムカフェ、フェアトレード展示販売、

縁日・ゲームコーナーなど 

※当日は、すずかフェスティバル

の白子駅前会場にもなっています。 

※詳しくは、しろこ夏まつり実行

委員会事務局「すずかのぶどう」

（　 87-0767）へ 

 
本多サミット

全国の本多藩、大集合
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月２日㈯　12時～21時
30分、８月３日㈰　10時～19時

30分 

ところ　神戸本通り、ジェフリー
すずか周辺 

内　容　○丸岡（福井県）、山崎
（兵庫県）、膳所（大津市）など、

全国の「本多藩」市町村の物産・

観光展 

○講演会「歴史の街・神戸」再発見

（３日　13時～15時）講師：衣斐

弘行さん（作家、龍光寺住職）、

戸田耕吉さん（膳所歴史資料室

運営協議会会長）、井上正秀さん

（『鈴鹿市史』編纂）委員） 

○祝・神戸中学校軟式野球部全国

大会出場壮行会 

○大学生（四日市大学）、高校生、

市民団体による模擬店 

○丸岡のおろし蕎麦、山崎のそう

めん、地ビール 

○【体験】もちつき、「蕎麦がき」

の作り方教室など 

○【ふるまい】黒大豆のきな粉もち、

ース体験広場、ボランティア 

申込み　8月29日㈮までに、直接ま
たは郵送、ファクスで、内容、団体名、

代表者氏名、住所、電話番号を記

入して、〒513-0801社会教育課

内「すずか生涯学習フェア実行委

員会事務局」へ 

 
平成16年春採用
自衛官を募集します

市民課　　82-9013　　82-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成16年４月１日現在、
18歳以上（高校卒業見込み含

む）27歳未満の方（一般曹候補

学生は24歳未満、航空学生は21

歳未満） 

職　種　２等陸・海・空士の男子・
女子、曹候補士、一般曹候補学生、

航空学生 

申込み　８月４日㈪から９月10日
㈬までに、自衛隊四日市募集事

務所（　 51-1723）へ 

※２等陸・海・空士（男子）は随

時募集しています。 

 
首都圏のディーゼル車の

排出ガス規制
生活環境課　　82-7954　　82-8188

kankyo@city.suzuka.mie.jp

　ディーゼル車からの排出ガスは、

発ガン性、呼吸器疾病、花粉症など

と関係があると言われています。 

　埼玉県、千葉県、東京都（島部除

く）、神奈川県では、ディーゼル車の

排出ガス対策を進めるため、10月１

日から、条例で定める粒子状物質(ＰＭ)

の排出基準を満たないディ－ゼル車

の走行を禁止します。対象地域を走

行する場合はご注意ください。 

　詳しくは、埼玉県（　048 -830 -

3063）､千葉県（　043-223-3807）､

東京都（　03-5388-3510）神奈川

県（　045-210-4115）へ

※新車登録から７年間は規制の対

象になりません。 

※埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、横浜市、川崎市、千葉市

が指定する粒子状物質減少装置

（ＤＥＰ、酸化触媒）を装着す

れば走行できます。 

※ディ－ゼル乗用車は対象になり

ません。 
清掃管理課　　82-7609　　82-8188

ごみ分別Ｑ＆Ａ

Q

ぜ　ぜ 

い 　 び  

りょうこう　じ 

と 　 だ こう きち  

へん  さん 

そ 　 ば  

ひ ろ ゆ き  

　　ふとんやじゅうたんは何ごみ？ 

びょう　ぶ 

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 
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受講料　1,000円（教材費） 
申込み　８月18日㈪（必着）までに、
往復はがきに、氏名、生年月日、

郵便番号、住所、電話番号、講習

場所を記入して、〒514-0004　

津市栄町1-891日本赤十字社三

重県支部事業推進課（　059-

227-4145）へ

子ども科学体験教室
三重県科学技術振興センター　　29-3623　　29-8017
http://www.mpstpc.pref.mie.jp/

と　き　７月31日㈭　10時～17時、
８月１日㈮ 　10時～16時

ところ　鈴鹿山麓研究学園都市セ
ンター（四日市市桜町3690-1）、

県立みえこどもの城（松阪市立

野町1291中部台運動公園内） 

※両会場で同時開催します。 

内　容　科学の不思議や家庭でで
きる実験

参加料　無料
※詳しくは、同センター総合研究

企画部研究評価グループへ

鈴鹿高専公開講座　
ベンチャー講座（企業訪問）
鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338

と　き　８月25日㈪　８時～18時
30分（同専門学校に集合） 

ところ　株式会社浅沼技研（静岡
県浜松市） 

定　員　10人（応募多数の場合は
抽選） 

参加料　無料 
申込み　８月４日㈪から15日㈮（消
印有効）までに、往復はがきに、「ベ

ンチャー講座希望」、住所、氏名、

電話番号を記入し、〒510-0294

鈴鹿工業高等専門学校庶務課へ 

※結果は、はがきで通知します。 

 
博物館講座

「昔の色で染めよう」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　９月27日㈯　13時30分から 
内　容　植物染料を使ってスカー
フを染めます。 

定　員　10人 
材料費　2,000円 
申込み　８月１日㈮９時から、電
話で考古博物館へ 

※時間はいずれも14時～16時 

ところ　鈴鹿国際交流協会会議室 
講　師　服部雅恵さん 
定　員　各20人（先着順） 
参加費　各500円 
申込み　７月22日㈫から、電話で
同協会へ 

 
親子人権移動教室

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

対　象　小学５年生から中学３年
生までの児童・生徒と保護者 

と　き　８月19日㈫　７時15分～
19時 

内　容　リバティおおさか（大阪
人権博物館）の見学 

定　員　約40人（先着順） 
参加料　入館料（大人のみ250円）
と昼食費（各自負担） 

申込み　７月31日㈭９時から16時
までに、電話で人権教育課へ 

 
パソコンミニ講習と

無料相談
人権教育課　　82-9003　　82-7603

seisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住のパソコン初心者 
○ミニ講習会
と　き　毎月第２・４水曜日 
ところ　白子駅前イベントショップ 
内　容　3時間講習で参加者ごと
の課題を解決します。 

定　員　各講座５人 
参加料　1,000円（テキスト代別） 
申込み　「すずかのぶどう」（　　87-
0767　　budou@mecha.ne.jp）へ 

○市民ＩＴ無料相談
　電話、ファクス、メールで、「す

ずかのぶどう」へ 

と　き　月～金曜日　13時30分～
16時30分（祝日を除く） 

日赤家庭看護法
介助員養成講習会

保健福祉課　　82-9012　　82-7607
hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

対　象　15歳以上の健康な方 
と　き　８月19日～21日（検定日
22日）９時30分～16時 

ところ　四日市総合会館（四日市
市諏訪2-2） 

定　員　30人 

防火マンガ上映会
消防署　　82-0500　　82-9166
honsho@city.suzuka.mie.jp

　子供たちに、火遊びや火災の恐

ろしさを学んでいただくために、

「防火マンガ」を上映します。 

とき・ところ
　７月26日㈯・27日㈰ 

　南分署（　 86-0630） 

　７月30日㈬・８月12日㈫ 

　鈴峰分署（　 71-0119） 

　８月９日㈯・10日㈰

　西分署（　 70-2119） 

　８月16日㈯・17日㈰

　本署（　 82-9164） 

　８月21日㈭・22日㈮ 

　東分署（　 84-0119） 

※時間はいずれも10時～11時30分 

※警報発令時は中止します。 

※消防車と救急車を見学できます。 

参加費　無料 
申込み　電話で、参加希望の各消防署へ 
※親子で参加できます。（小学生

以下は、保護者同伴） 

「鈴教研30周年記念」
教育講演会

教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月６日㈬　14時～16時
40分（13時から受付） 

ところ　市民会館 
内　容　児童・生徒によるステージ
発表、講演「こころを育てる−

杉林がいいか雑木林がいいか−」

（講師：なだ　いなださん）

申込み　７月31日㈭17時までに、
電話で教育研究所へ（託児有り）

文化・ことば講座
（ブラジル編）

鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
sifa@mecha.ne.jp

とき・内容　８月３日㈰「ポルト
ガル語なのはなぜ」、９月14日

㈰「ブラジル人から見た日本人」

くらしの情報
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参加料　6,000円 
○簡単！トレーニング
対　象　18歳以上の方（高校生を除く） 
と　き　９月３日から10月15日ま
での毎週水曜日（９月24日を除く、

全６回）　15時～16時 

内　容　ダンベルなどを使った陸
上での運動 

定　員　20人 
参加料　5,000円 

参加料　6,000円 
○レベルアップ水泳２
対　象　18歳以上の方で、クロー
ルで15m以上（25m未満）泳げ

る方（高校生を除く） 

と　き　９月５日から10月24日ま
での毎週金曜日（全８回）　14時

～15時30分 

内　容　クロールで25m以上泳ぐ
ための技術の習得 

定　員　30人 
参加料　6,000円 
○アクアボクササイズ（夜）
対　象　18歳以上の方（高校生を
除く） 

と　き　９月３日から10月29日ま
での毎週水曜日（９月24日を除く、

全８回）　19時～20時 

内　容　水中でボクシングの動作
を取り入れたアクアビクス 

定　員　35人 
参加料　7,000円 
○シェイプアップアクア
対　象　18歳以上の女性（高校生
を除く） 

と　き　９月５日から10月10日ま
での毎週金曜日（全６回）　10時

～11時 

内　容　水中歩行や水中でのエア
ロビクスによる有酸素運動 

定　員　35人 

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

申込み　８月17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、住所、氏名、

年齢、性別、電話番号、コース

名を記入し、同ガーデンへ 

※参加料はスポーツ安全保険料を

含んでいます。

※応募者多数の場合は抽選します。 

※ホームページからも申し込めます。 

○ベーシックテニス２（夜）
対　象　18歳以上の方で、初心者
または簡単なラリーが続く方（高

校生を除く） 

と　き　９月４日から10月23日ま
での毎週木曜日（全８回）　19時

30分～21時 

内　容　基本的な技術の習得 
定　員　20人程度 
参加料　8,000円 
○はじめてみよう水泳２ 
対　象　18歳以上の方で、まった
く泳げない方または泳げても

10m程度の方（高校生を除く） 

と　き　９月４日から10月23日ま
での毎週木曜日（全８回）　14時

～15時30分 

内　容　水慣れからクロールの導入 
定　員　30人 

○７月21日㈪〜31日㈭
『ベルディ便り』･･･土木総務課の紹介、
清掃・保健情報など 

○８月１日㈮〜10日㈰
『ベルディ便り』･･･道路整備課の紹介、
文化国際情報など 

○８月11日㈪〜20日㈬
『ことばの玉手箱』･･･市内で使われ
ている方言の紹介 

の ７ 月 納 税 

ch
９時45分、13時45分（土曜日のみ

12時45分）、16時45分、20時45分、

23時45分から各15分 

市政への提言 自主防災隊とは？
　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。

　うちの自主防災隊は、どのような活動

をするのか分からずに、ただ当番として

ヘルメットが回ってきます。これでは「仏

を作って魂入れず」です。自主防災隊の

役割とは何でしょうか？ 

総務課　　82-9968　　82-7603
somu@city.suzuka.mie.jp

○固定資産税･都市計画税･･･第２期
○国 民 健 康 保 険 税･･･第１期
【納期限は７月31日㈭です】

　平成７年１月に発生した阪神・淡路大

震災以降、自主防災隊の必要性が一層叫

ばれています。この震災の被害があまり

にも大きく、市や消防などの能力の限界

をはるかに超えており、救助された人の約８割が

住民によるものだったからです。今後想定される

東南海地震なども、かなりの被害が想定されるので、

自主防災隊などの住民組織の力が必要になるのです。 

　市では、平成8年度以降「自主防災隊」の設置を

積極的に推進し、平成15年3月現在、194隊の自

主防災隊組織があります。しかし、隊員の皆さ

んが何をすれば良いのか分からない状態では、

いざというとき力を発揮できるとは思えません。 

　市では、訓練や説明会の実施を積極的に呼び

掛けています。申込みがあった場合は、総務課

と消防課で対応し、消火訓練や救助資機材の取

扱い、地震対策などの防災説明会を行っています。 

　自主防災隊は「自分たちのまちは自分たちで

守る」ということが基本になっていますので、

ぜひ地域の皆さんで声を掛け合い、地域に応じ

た活動内容を決めていただき、いざという時の

ために備えていただきたいと思います。 

ごみ分別Ｑ＆Ａの答え 「粗大ごみ」※ただし、薄めのものなど、認定ごみ袋にすっぽり入るもの、または入るように切れば、「もやせるごみ」として出せます。 
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