
幼稚園児を募集します
学校教育課　　82-7618　　82-9071

gakkokyoiku＠city.suzuka.mie.jp

○平成15年度市立幼稚園（追加）
　　国府、稲生、神戸の３園で、
４歳児学級に定員の空きがあり

ますので、追加募集します。 

対　象　市内に在住し、平成10年
４月２日から平成11年４月１日

までに生まれた幼児 

定　員　国府幼稚園１人、稲生幼
稚園２人、神戸幼稚園２人（応

募者多数の場合は抽選） 

申込み　８月18日㈪から25日㈪まで
（土・日曜日を除く、８時30分～17時）

に、各園にある「入園願」に必要事

項を記入し、入園希望の幼稚園へ 

※併願は認めません。 

※各園の募集人数は、状況により

変更が生じることがあります。 

※入園は９月１日㈪からです。 

○平成16年度市立幼稚園
対　象　市内に居住する満４歳児
と満５歳児 

【４歳児】平成11年４月２日から
平成12年４月１日生まれの幼児 

【５歳児】平成10年４月２日から
平成11年４月１日生まれの幼児 

定　員　【４歳児】旭が丘70人、
国府、加佐登、白子、旭が丘、

稲生、飯野、玉垣、神戸の８園

各35人（応募者多数の場合は抽選） 

【５歳児】市立幼稚園全23園で、
希望者全員入園できます。　 

申込み　９月１日㈪から24日㈬ま
で（土・日曜日、祝日を除く、

８時30分～17時）に、各園にあ

る「入園願」に必要事項を記入し、

入園希望の幼稚園へ 

※併願は認めません。 

○平成16年度私立幼稚園
対　象　３歳児から５歳児 

申込み　８月８日㈮から各幼稚園
で入園願書を配布し、９月１日

㈪から受け付けます。直接、入

園を希望する幼稚園へ 

第一さくら幼稚園　　86-0046
第二さくら幼稚園　　78-4085
すずか幼稚園　　　　82-3272
第２すずか幼稚園　　86-6129
道伯幼稚園　　　　　78-6713
白百合幼稚園　　　　86-6228
白子ひかり幼稚園　　86-1150
サン幼稚園　　　　　72-2123
 

納税の夜間窓口を
開設しています

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

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

　市税（納付・納税相談）と国民健

康保険税（問い合わせ）の夜間窓口

を開設します。ぜひお越しください。 

○市税
と　き　９月30日㈫までの月・火・

ハピールーム（病児保育室）が
盆休みになります

し尿収集を休業します

朗読劇の出演者と
スタッフを募集します

ガラスびんの引き取り業者から
感謝状をいただきました

不法投棄合同パトロールを
始めました

市長と話そう　地域手づくり
車座懇談会を開催しています

 

平成16年度採用 市職員を募集します 人事課　　82-9037　　83-7878　　jinji@city.suzuka.mie.jp

募集職種
採用予定人数 主 な 業 務 内 容 受 験 資 格 （ す べ て に 該 当 す る 方 )

◎募集職種、採用予定人数、受験資格

技術（電気）
１人程度

消　防
４人程度

幼稚園教諭
２人程度

保健師
１人程度

保育士
３人程度

事務１
（身体障害者対象）
２人程度

事務２
６人程度

技術（建築）
１人程度

企画、庶務、予算、経理、調査、指

導等の一般行政事務 

企画、庶務、予算、経理、調査、指

導等の一般行政事務 

建築工事の設計、施工管理、建築

基準法による許認可等の技術的

業務 

電気工事の設計、施工管理、公共

施設の維持管理等の技術的業務 

火災予防、救急、救助、消火活動

等の消防業務 

幼児の保育業務 

保健福祉に関する相談・指導業務 

幼児の保育業務 

◎地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 

◎学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門課程、高等

専門学校、高等学校、養護学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業した方または平成16

年3月末日までに卒業見込の方で、昭和43年4月2日以降の生まれの方 

◎身体障害者手帳の交付を受けている方 

◎自力にて通勤でき、かつ、介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方 

◎活字印刷文による出題に対応できる方 

◎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方 

◎学歴、生年月日が次のいずれかに該当する方 

○大学卒（学校教育法に定める大学院、大学を卒業した方または平成16年3月末日までに卒業

見込の方）で、昭和52年4月2日以降の生まれの方 

○短大卒（学校教育法に定める短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門課程、高等専門学校

を卒業した方または平成16年3月末日までに卒業見込の方）で、昭和54年4月2日以降の生まれの方 

○高校卒（学校教育法に定める高等学校、養護学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業

した方または平成16年3月末日までに卒業見込の方）で、昭和56年4月2日以降の生まれの方 

◎「事務」「技術」を受験する外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。 

◎「消防」を受験する方は、日本国籍であること及び青色、赤色及び黄色の色彩識別ができることが条件です。 

◎地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 

◎昭和48年4月2日以降の生まれの方 

保育士資格を取得の方または平成16年

3月末日までに取得見込の方 

保健師免許を取得の方または平成16年

4月末日までに取得見込の方 

幼稚園教諭免許を取得の方または平成

16年3月末日までに取得見込の方 

◎ 第１次試験
と　き　９月21日㈰　９時から 
ところ　鈴鹿医療科学大学、鈴鹿市コミュニティ消防センター 
申込み　８月26日㈫　17時（必着）まで（８時30分～17時）
に、「職員採用試験申込書」を直接または郵送で人事課へ 

※申込書は、直接または郵便で〒513-8701神戸1-18-18人
事課へご請求ください。郵便で請求する場合は、封筒の

表に朱書きで、「希望職種」「職員採用試験申込書希望」

と記入して、返信用封筒（あて先を記入し、90円切手をは

った12cm×23cm程度のもの）を必ず同封してください。 

くらしの情報

お知らせ 
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幼稚園児を募集します

納税の夜間窓口を
開設しています

木・金曜日（祝日を除く）20時

30分まで 

ところ　収税課（市役所西館２階）
内　容　市・県民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税の納税相談、収納・

口座振替の手続業務など 

○国民健康保険税
と　き　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） 

 
ハピールーム（病児保育室）が
盆休みになります

児童家庭課　　82-7661　　82-7607
jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　８月13日㈬から15日㈮まで、ハ

ピールーム（病児保育室）は盆休

みになります。 

※ハピールームは、市が白子クリニ

ックの協力により事業を委託し、

５月に運営を開始した病児保育室

です。病児保育室は、病気はほと

んど回復しているが、まだ保育所

などでの集団生活が困難で、家庭

においても保育できない児童を一

時的に預かる施設です。 

 
し尿収集を休業します

清掃管理課　　82-7609　　82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　８月15日㈮・16日㈯は、お盆の

ため、し尿収集を休業します。 

　通常土曜日の収集は、第１・第

３・第５週に営業し、第２・第４

週は休業していますが、８月は第

３土曜日の16日は休業します。 

　なお、し尿収集の依頼は、各地

区の担当業者または、鈴鹿市清掃

協同組合（　82-3331）へ

 
朗読劇の出演者と
スタッフを募集します

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

　12月７日㈯に行う「健全育成の

集い」のスタッフと朗読劇の出演

者を募集します。 

対　象
【スタッフ】　20歳以上の方 
【朗読劇の出演者】　９月から12月
までの毎週土曜日に行う練習に

参加できる方で、子供の部は小

学５年生から高校３年生まで、 

　大人の部は20歳以上の方 

申込み　８月22日㈮までに、電話ま
たはファックスで、教育研究所へ 

 
ガラスびんの引き取り業者から
感謝状をいただきました

清掃管理課　　82-7609　　82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　「資源ごみ」として集められた

ガラスびんが、長年にわたり、適

正に分別されていると評価され、

ガラスびんの引き取り業者から、

感謝状をいただきました。 

　これは、日ごろから、ごみ減量

等推進員を始め、市民の皆さんに

分別していただいている成果です。

また、そのおかげでリサイクルも

順調に進んでいます。 

　今後も次のような手順で、分別

にご協力をお願いします。 

⑴王冠、キャップ、栓などは、取り外す 

※取り外したキャップなどは、材

質に合わせて分別してください。 

⑵中を洗って、資源ごみ集積所に配

置した「かご」へ３色に分けて入

れる 

※飲食料品以外のあきびん（化粧

品のびん、耐熱ガラスなど）は

混ぜないでください。 

※ビールびん、一升びんなどは、で

きるだけ販売店へ返してください。 

 
不法投棄合同パトロールを

始めました
清掃管理課　　82-7609　　82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

　市内で発生するごみの不法投棄は、

年々増加・悪質化しています。 

　市不法投棄対策連絡会議では、６月

26日㈭、国土交通省、県、鈴鹿警察署、

市の構成機関が合同で、「第１回不法

投棄合同パトロール」を行いました。 

　鈴鹿川の堤防や白子港などでは、

可燃ごみ190kg、不燃ごみ330kgのほか、

テレビ、冷蔵庫、タイヤなどの不法投

棄を確認し、調査後、撤去しました。 

　今後も定期的にパトロールを続け、悪

質な不法投棄は、警察による検挙も視

野に入れて捜査を行い、厳正に対処し

ていきます。不法投棄の無い、きれいで

住み良いまちづくりを実現するため、皆

さんのご理解とご協力をお願いします。 

 
市長と話そう　地域手づくり
車座懇談会を開催しています
広報広聴課　　82-9040　　82-7603

koho@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　７月10日㈭から、市内31カ所で、

「市長と話そう 地域手づくり車座

懇談会」を開いています。 

　懇談会では、テーマは特に決めず、

皆さんからさまざまな意見・提案

などをいただきたい考えています。

ぜひご参加ください。 

　８月５日㈫までに、すでに18会

場で懇談会を行いました。 

　主な質問・意見とそれらに対する

市の回答は、会議録はホームペー

ジ（　 http://www.city.suzuka.mie.jp/）

で公開しています。また、『広報す

ずか』９月５日号でも掲載します。 

とき・ところ
８月
５日㈫　飯野公民館　19時〜21時
７日㈭　白子公民館　19時〜21時
８日㈮　愛宕公民館　19時〜21時
　　　　鼓ヶ浦公民館　10時〜12時
10日㈰　　　　　　　　13時30分〜
　　　　　　　　　　 15時30分　
11日㈪　合川公民館　19時〜21時
12日㈫　天名公民館　19時〜21時
18日㈪　稲生公民館　19時〜21時
19日㈫　栄公民館　19時〜21時
21日㈭　住吉公民館　19時〜21時
22日㈮　玉垣公民館　19時〜21時
23日㈯　若松公民館　19時〜21時
25日㈪　箕田公民館　19時〜21時
26日㈫　長太公民館　19時〜21時

（旧サティ北）
ふれあいセンター

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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犬・猫の飼い方とマナー 生活環境課　　82-9014　　82-8188　　kankyo@city.suzuka.mie.jp

　近年、ペットの不適正な飼育により、鳴声・フン害・臭

気などの問題で、市民からの苦情が数多く寄せられます。 

　飼い主一人ひとりが責任を自覚して、近隣の環境に

十分配慮しマナーを守って飼育しましょう。 

○散歩の際のフンや抜け毛は必ず後始末をしましょう。
○他人に迷惑をかけたり、他の犬とのトラブルになっ
たりしないように、放し飼いや長い引き綱での散歩
はやめましょう。
○飼育環境を清潔にしてペットを病気から守りましょう。
○犬が無駄吠えをしないよう、十分しつけをしましょう。
○繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術を検討しましょう。
○放し飼いの猫は、飼い主の知らないところで隣近所に迷
惑をかけていることが多いものです。交通事故や感染症
などから守るためにも屋内飼育をお薦めします。
○一度飼い始めたら最後まで面倒をみるのが飼い主の
義務です。止むを得ず飼えなくなったら新しい飼い
主を探すか保健所に相談しましょう。

【犬の登録】
　犬を飼うときは、法律により登録することが義務付

けられています。 

　登録は、その犬の「一生に１回」で済みます。 

　まだ、登録が済んでいない犬の飼い主は、早期に登

録をしてください。 

　登録は、生活環境課または市内の動物病院で受け付

けています。 

【狂犬病予防接種】
　狂犬病の予防接種も、法律

により「毎年１回」必ず接種さ

せることとなっています。 

　狂犬病は人にも感染する

恐ろしい病気です。 

　予防接種を受けていない

犬の飼い主は、必ず受けさせ

てください。 

市民企画支援事業が
決定しました

男女共同参画センター　　81-3113　　81-3119
   danjokyodosankaku@city.susuka..mie.jp

　次の事業に経費の一部補助など

の支援をすることになりました。 

○鈴鹿市母親大会
　集れば元気・話しあえば勇気「子

育て・介護・女性の健康」につい

て考えましょう［９月］ 

○Agriロマン鈴鹿
　平成15年度スローフード講演会

「季節野菜で幸せみ漬けよう」

［８・11月］ 

○サークル太陽
　子育て後の生き生きタイム「寂聴

さんの文学に学ぼう」［11・12月］ 

○こどもサポート鈴鹿
　子育てワークショップ［８・９・10月］ 

○ＣＡＰみえ
　大切な自分を感じて［８月］  

○てくてくふれんず
　手作り出店で遊ぼう［11・12月］ 

○アイリス嵐山
　絵本を楽しみながらジェンダー

バイアスに気づく学習会［２月

末または３月初］ 

○エンパ会
　プレゼンテーションの基本技術［11月］ 

三重県都市マスタープラン
の縦覧ができます

都市計画課　　82-9024　　82-7615
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　「三重県都市マスタープラン（鈴

鹿・亀山圏域）」の縦覧を行います。

この案について、意見申し出があ

った場合は公聴会を行います。 

と　き　８月22日㈮～９月８日㈪
（土・日曜日を除く） 

※意見申出書の提出期間も同じです。 

ところ　県土整備部都市基盤チーム、
市都市計画課、各地区市民セン

ター 

○公聴会
と　き　９月21日㈰　13時から 
ところ　県鈴鹿庁舎４階　第46会
議室 

※詳しくは、県土整備部都市基盤

チーム（　059-224-2718）へ 

 
収穫後の稲わらや草刈り後
の草などは早期に処理を

農林水産課　　82-9017　　82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

河川課　　82-7614　　82-7612
kasen@city.suzuka.mie.jp

　10月初めから、市沿岸部ではノリ

の種付けが始まり、冬の風物詩と

もなっている伊勢湾の黒ノリ養殖

がシーズンを迎えます。 

　市内のノリの生産は8,500万枚と

県下有数の生産量を誇ります。 

　しかし、ごみや稲わら、草など

が海に流れ込んでノリ網に付着す

ると、ノリの生育が悪くなり、品

質が悪化します。網に付着したご

みなどは、手で取り除くしか対応

策がありません。 

　また、河川や水路の流末には多

くの排水施設があり、台風のとき

などに排水ポンプを運転するとき、

そこに稲わらや草などが詰まると、

排水作業に困難を来します。 

　刈り取った稲わらや草は、でき

るだけ早くすき込むなどして、河

川や海に流れ込まないようご協力

ください。 

県交通安全研修センターの
ご利用を

県交通安全研修センター
　059-224-7721　　059-224-7641

　県交通安全研修センター「セー
フティプラザみえ」（津市大字垂

水2566）は、「聞く」「見る」「体

験する」という三技法を用いて、

交通安全に役立つ体験ができる施

設です。ぜひご利用ください。 

と　き　【団体利用】月～金曜日 
　【個人また小グループ】土曜日・
祝日を除く毎日　９時30分～16

時30分 

内　容　交通安全に関する展示機器、
四輪事故体験シミュレーション、

四輪車実技体験コース、自転車

コースなど 

児童扶養手当の現況届を
忘れずに

風しんの予防接種を忘れずに

特別児童扶養手当の所得状
況届を忘れずに

少額裁判サポートセンター
無料相談会

終戦記念日に黙とうを

『広報すずか』の
表紙写真を募集します

くらしの情報
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鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  

ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意をひったくりにご注意を  ひったくりにご注意を 

　街路で強引に手荷物をひったくる事件が多発しています。 

　それも、女性や高齢者をねらった卑劣な犯行です。 

　ご注意ください。 

 ア ド バ イ ス  

○バイクで近づき強引に･･･ ○自転車のカゴをねらう 

▲四輪事故体験シミュレーション

▲平成15年７月20日号表紙

市民企画支援事業が
決定しました

三重県都市マスタープラン
の縦覧ができます

収穫後の稲わらや草刈り後
の草などは早期に処理を

県交通安全研修センターの
ご利用を

利用料　無料 
申込み　団体利用の場合のみ事前
に電話で同センターへ 

※個人・小グループの方は申込み

不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
児童扶養手当の現況届を

忘れずに
児童家庭課　　82-7661　　82-7607

jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　児童扶養手当の受給資格者は、

８月29日㈮までに、児童家庭課で

現況届の手続きをしてください。 

　手続きをしないと、8月以降分

の手当は支給の対象になりません。

（２年間手続きをしなかった場合、

資格が喪失します） 

※対象者には、事前に案内を郵送

します。 

 
風しんの予防接種を忘れずに
保健センター　  82-2252　  82-4187

hokensenta@city.suzuka.mie.jp

　風しん予防接種の公費負担（無

料）が、９月30日㈫で終了します。 

　母子手帳で確認し、まだ接種し

ていない方はぜひ受けましょう。 

対　象　昭和54年４月２日から昭和
62年10月１日までの間に生まれた

方で、今までに風しんにかかった

ことがなく、ＭＭＲまたは風しんの

予防接種を受けたことがない方 

ところ　市内実施医療機関 
 
特別児童扶養手当の所得状

況届を忘れずに
高齢障害課　　82-7626　　82-7607

koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　特別児童扶養手当の受給資格者は、

８月11日㈪から９月10日㈬までに、

高齢障害課で所得状況届の手続き

をしてください。 

　手続きをしないと、８月以降分

の手当は支給の対象になりません。

（２年間手続きをしなかった場合、

資格が喪失します） 

※対象者には、事前に案内を郵送します。 

 
少額裁判サポートセンター

無料相談会
少額裁判サポートセンター

　0596-36-5568　　0596-36-3706

と　き　８月30日㈯　10時～16時
30分 

ところ　三重県司法書士会館３階
大会議室(津市丸之内養正町17-17） 

内　容　多重債務、未払い賃金、
悪徳商法など、日常に起きる生

活上のトラブルについての司法

書士による相談 

※電話（　059-224-5575）による

相談も受け付けています。 

 
終戦記念日に黙とうを

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

　８月15日、先の大戦において亡

くなられた方々を追悼し、平和を

祈念するため、日本武道館で全国

戦没者追悼式が行われます。 

　その式典の中で、12時から１分

間の黙とうが捧げられます。皆さ

んも黙とうをお願いします。 

 
『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

　祭りなどの行事や朝市など、生

活感と季節感あふれる作品をお待

ちしています。

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　毎月第３金曜日必着で、
写真の裏面に、住所、氏名、電

話番号、タイトル、撮影場所・

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。 

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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伊勢型紙新作展
社会教育課　　82-9031　　82-9071
shakaikyoiku@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月16日㈯～31日㈰（月・
金曜日、第３火曜日は休館）　

10時～16時 

ところ　伊勢型紙資料館（白子本
町21-30　　68-0240） 

内　容　新作伊勢型紙の展示、実
演（土・日曜日の午後）、体験

彫り、体験染め（土・日曜日の

午後、材料実費が必要） 

入館料　無料 

自閉症・発達障害支援センターと
あすなろ学園合同講演会・

シンポジウム
高齢障害課　　82-7626　　82-7607
koreishogai@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月26日㈫　10時から 
ところ　県総合文化センター中ホ
ール 

内　容　第１部：基調講演「ＴＥ
ＡＣＣＨで学んだこと・日本で

活かしたいこと」講師：内山登

紀夫（よこはま発達クリニック

院長、大妻女子大学助教授）第

２部：シンポジウム 

テーマ　「自閉症児・者とともに
～地域で生きる～」 

定　員　700人 
参加料　無料 
※詳しくは、県立小児診療センター

あすなろ学園（　 059-234-8700）

または県自閉症・発達障害支援

センター（　 059-234-6527）へ 

民族衣裳ショー＆
民族楽器が語るおんがく会
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　鈴鹿国際交流協会財団設立10周年

を記念し、「民族衣裳ショー＆民族楽

器が語るおんがく会」を行います。 

　華麗な民族衣裳を見ることで、

それぞれの国、文化、暮らしが伺

い知れるような世界と、オースト

ラリアの世界最古の木管楽器「デ

ィジュリドゥ」の摩訶不思議な癒

しの音が楽しめます。 

と　き　８月24日㈰　14時～16時 
ところ　文化会館けやきホール 
定　員　500人 
参加料　無料 
※各地区市民センター、鈴鹿国際

交流協会、文化会館、市内ショ

ッピングセンター（一部除く）

で整理券を配布しています。 

2004年成人式
社会教育課　　82-7619　　82-9071
shakaikyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　昭和58年４月２日から昭
和59年４月１日生まれの方で､市

内に在住、または本籍のある方 

と　き　平成16年１月12日㈪　10
時から（９時開場）  

ところ　市民会館 
※対象者への案内は行いません。 

※詳しくは、『広報すずか』12月

５日号以降でお知らせします。 

対話型ミュージカル
「みちぶしん」

都市計画課　　82-9063　　82-7615
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　本来の道づくりとはどういうも

のなのか。未来の道のありかたを

テーマとした「劇団ふるさときゃ

らばん」による新しいミュージカ

ルです。 

と　き　９月11日㈭　18時30分開
演 

ところ　県総合文化センター 
入場料　無料 
申込み　８月22日㈮までに、往復は
がきに、住所、電話番号、全員の

氏名（４人まで）、年齢を記入し、

〒514-8502津市広明町297国土交
通省三重河川国道事務所「みちぶし

講演会「これからの学力づくり
〜読み書き計算の意味〜」

短期講座「紅茶セミナー」

シニア健康水泳教室

職業訓練センター講座

 

平成15年度中期スポーツ教室 市立体育館　　87-6006　　87-6008

申込み　８月20日㈬（女性健康教室のみ８月21日㈭）の８時30分から直接、市立体育館へ（先着順） 

健康教室

一般の方

木曜日

テニス教室

一般の方

水曜日

９時３０分　　〜１１時３０分

５０人

市立テニスコート

２，０００円

種　目 健康教室
テニス
教　室

バレーボール
教　室

卓球教室
(初心・初級者)

卓球教室
(中・上級者)

さわやか
健康教室

バドミントン
教　室

シニアテニス
教　室

女　性
健康教室

対　象 一般の方 一般の方 女性の方 一般の方 一般の方 50歳以上 
の方 

一般の方 55歳以上 
の方 

女性の方 

曜　日 木曜日 水曜日 木曜日 水曜日 水曜日 金曜日 木・土曜日 金曜日 火･金曜日 

回　数 12回 20回 

時　間
19時 
　 
21時 

９時 
　 
11時 

10時 
　 
12時 

９時 
　 

10時20分 

10時40分 
　 
12時 

13時 
　 

14時30分 

９時30分 
　 

11時30分 

９時30分 
　 
11時 

９時30分 
　 

11時30分 

定　員 80人 50人 40人 40人 40人 60人 60人 20人 160人 

場　所
市立 
体育館 

市　立 
テニスコート 

市立 
体育館 

市立 
体育館 

市立 
体育館 

市立体育館 
武道館 

市立 
体育館 

市立 
テニスコート 

市立 
体育館 

参加料 1,500円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 1,000円 2,000円  1,500円 1,500円 

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 

いや 

くらしの情報
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　ん」事務局（ 　059-229-2211）へ 

※未就学児はご遠慮ください。 

講演会「これからの学力づくり
〜読み書き計算の意味〜」

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

　子供たちの確かな学力について、 

一緒に考えましょう。 

と　き　８月８日㈮　14時30分～
16時30分 

ところ　市立体育館 
講　師　　山英男さん（広島県尾
道市立土堂小学校校長） 

参加費　無料 
※手話通訳、託児有り 

申込み　電話またはファクスで、
教育研究所へ 

 

 

 

 
短期講座「紅茶セミナー」

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

　紅茶の文化やおいしくいただく

ための入れ方など、「学ぶ」「つ

くる」「楽しむ」体験を通じて、

気軽にティータイムを楽しみます。 

対　象　30歳以下の勤労青少年で、
市内に在住または通勤している方 

と　き　９月５日、26日、10月10日、
24日、11月14日、21日の金曜日

18時30分～20時（全６回） 

ところ　勤労青少年ホーム料理講
習室 

内　容　インド紅茶、セイロン紅茶、
アレンジティー、中国紅茶など 

講　師　伊藤朱美さん（ティーア
ドバイザー） 

定　員　15人（先着順） 
受講料　5,000円（傷害保険料・利
用者会費を含む） 

申込み　８月６日㈬から（９時～
21時、ただし、８月11日～15日

は９時～17時）、受講料を添えて、

直接勤労青少年ホームへ 

 
シニア健康水泳教室

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

対　象　60歳以上の方 
と　き　９月３日から10月22日まで
の毎週水曜日（９月25日のみ木曜

日、全８回）　10時30分～12時 

ところ　県営鈴鹿スポーツガーデ
ン室内温水プール（サブプール） 

定　員　50人 
参加料　2,000円（傷害保険料を含
む） 

申込み　８月11日㈪から22日㈮ま

でに、印鑑、参加料を持って、

直接スポーツ課へ（電話でも受

け付けます） 

 

 

 

 

 

 

 
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

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。 

｢人権のまち　鈴鹿｣について考えてみませんか 

人権政策課 82-9011 82-8188 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

　1993年に出された鈴鹿市「人権尊重都市宣言」は､

その中で「実在の社会においては､依然としてさま

ざまな人権侵害の事象が存在しており､今こそ市民

一人ひとりが力を合わせ､人権が尊重される住み良

い鈴鹿市を築かなければなりません」と記していま

す。10年前の「宣言」には「厳しいさまざまな人

権侵害の事実」が､その背景にありました。 

　では､ 10年後の現在はどうでしょうか。今年､市

教育委員会が策定した「人権教育基本方針」の中で､

次のように現状が述べられています。「社会には差

別を助長･容認する意識や仕組みが依然として根強

く残っています。そのために部落差別を始めとする

さまざまな差別事象や人権侵害が発生しています。

家庭では、子育てや子どもの関わりに悩みや不安を

もつ親が増えており、虐待の結果、我が子を傷つけ

てしまうなどのさまざまな問題が生じています。学

校においてもさまざまな人権問題が発生しています。

被差別部落や障害者､外国人に対する偏見に基づく

差別事象が後を絶ちません」 

　この10年は「人権教育のための国連10年」とも重

なり、人権についての学習の機会や啓発活動の場は確

実に増えました。それは､ 国際社会の大きな潮流です。 

　しかし､鈴鹿市における社会･地域・学校の人権

問題は増えていると言えます。 

　では､今からの10年について､人権問題の解決に

向けての展望はあるのでしょうか。それは「差別を

自分自身の問題」としてとらえられるかどうかです。

「人権尊重都市宣言」にあるように､わたしたちは､

自らの人権意識を高め、人権尊重の輪を広げるため

に､今からできること、しなければならないことを､

ちょっと立ち止まって、みんなでともに考えてみる

ことが必要だと思います。 

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 

講座・教室 
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