
裁判所の見学ができます 
と　き　10月１日㈬～７日㈫（土・
日曜日を除く） 

家族介護慰労金
高齢障害課　　82-7935　　82-7607

koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　平成15年度の家族介護慰労金の

交付申請を受け付けています。 

対　象　市内に住所があり、平成
15年度市民税が世帯非課税（生

活保護世帯を除く）の方のうち、

平成14年度において次のすべて

の条件に該当する要介護者と住

民票上同一世帯に属し、介護し

ていた方 

○平成14年４月１日時点で、満40歳

以上 

○平成14年４月１日時点で、介護保

険法の規定により要介護４または

５と認定され、以降、平成15年３月

31日までの間、要介護４または５と

認定されている 

○平成14年度中、市内に住所があり、

市内の居宅で生活している 

○平成14年度中、介護保険のサー

ビスを利用していない（７日ま

でのショートステイを除く） 

金　額　10万円 
申込み　９月30日㈫までに、高齢
障害課へ 

 
訪問理美容サービス

高齢障害課　　82-7935　　82-7607
koreishogai@city.suzuka.mie.jp

　居宅で介護を受けている重度の

要介護者・身体障害者の家庭を訪

問し、カット・調髪を行う訪問理

美容サービスの出張経費を援助

します。 

対　象　市内在住の居宅で介護を
受けている 40 歳以上の方で、

要介護３から５と認定されてい

る方、または身体障害１･２級

で身体障害者手帳に記載されて

いる障害名が下肢・体幹機能障

害である方 

援助額　2,000円を上限とする出張
経費 

申込み　電話、ファクス、電子メ
ールのいずれかの方法で高齢障

害課へ 

※理容・美容組合に属さない理美

理後に清掃管理課へ取りに来てい

ただくことになります。 

おもちゃドクターを募集しています
　ボランティアでおもちゃの修理を

していただける方を募集しています。 

　長年培った技術をお持ちの方はも

ちろん、経験のない方でもドクター

に指導を受けていただけます。 

 
県防災情報提供システムを
運用開始しました

総務課　　82-9688　　82-7603
somu@city.suzuka.mie.jp

　県では、９月１日（防災の日）

から、「防災みえ.jp」(　 http://www. 

bosaimie.jp/）を開設し、インター

ネットや電子メールで災害被害、

交通関係など、防災に関するいろ

いろな情報を提供しています。 

　天気などの普段から使えるコン

テンツもありますので、ぜひアク

セスしてください。 

※詳しくは、県地域振興部防災チ

ーム（　 059-224-2189）へ 

県民手帳に誤りがありました
政策課　　82-9038　　82-7603

seisaku@city.suzuka.mie.jp
三重県統計協会　　059-224-2048

　『平成15年版三重県民手帳』ビ

ジネス版（22.5㎝×13㎝）のダイ

アリー欄「９月29日㈪」が平日に

もかかわらず、赤刷りされています。 

　印刷誤りですので、訂正し、お

詫びします。 

 
無料法律相談

津家庭裁判所事務局 　059-226-4171

　「法の日週間」（10月１日～７日）

の一環として、無料法律相談を行

います。

と　き　10月３日㈮　10時～15時 
ところ　津センターパレス２階第
１会議室（津市大門7-5、10時か

ら受付）、三交ビッグボウル３階

会議室（四日市市諏訪栄町7-31、

９時30分から受付） 

内　容　土地、建物、金銭貸借、
交通事故、相続、離婚、家庭内

のもめごと 

※相談時間は約20分間で、秘密は

厳守します。 

定　員　各会場とも36人（先着順） 

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

と　き　９月30日までの月・火・ 
木・金曜日（祝日は除く）20時

30分まで 

ところ　収税課（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

健康保険税についての納税相談、

収納・口座振替の手続業務など 

　９月28日㈰（９時～16時30分）、納

税の休日窓口を開設します。ぜひ

ご利用ください。 

 
悪質な訪問業者にご注意を
水道総務課　　68-1673　　68-1688

suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　最近、全国的に「住宅内の給水

管の清掃サービス」を名乗る訪問

業者と住民の皆さんとのトラブル

が増加しています。 

　給水管の清掃の後、高額な修理

費を請求したり、浄水器を売りつ

けたりするなどの事例が多く寄せ

られています。 

　このような悪質業者には、くれ

ぐれもご注意ください。 

　また、契約解除（クーリングオ

フ）ができる場合もあります。詳

しくは、県民生活センター（　059- 

224-2400）へ

おもちゃ病院を開設します
清掃管理課　　82-7609　　82-8188

sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　大切なおもちゃの修理などの相

談に「おもちゃドクター」がお答

えします。ご希望の方は、当日お

もちゃをお持ち込みください。当

日ご都合の悪い方は事前に清掃管

理課へ持ち込めます。 

と　き　９月21日㈰　10時～15時 
ところ　市立図書館2階共同研究室 
※テレビゲーム、キッズコンピュ

ーター、ぬいぐるみは修理でき

ません。 

※修理には日数がかかります。修

くらしの情報

お知らせ 
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鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  

 

 

 

北勢サミット2003
「地震災害と自主防衛」
総務課　　82-9968　　82-7603

somu@city.suzuka.mie.jp

と　き　９月28日㈰　13時30分から 
ところ　桑名市コミュニティプラザ 
内　容　県知事による基調講演、
桑名・四日市・鈴鹿市の各市長

によるパネルディスカッション 

申込み　事前に、ＮＰＯクロスポ
イント事務局（　090-7430-2654

宇野誠）へ　　 

※質問は事前にファクス（　 54-5666）

で送信してください。 

 
鈴鹿バルーンフェスティバル

2003
商工観光課　　82-9020　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

　今回は、第20回熱気球日本選手

権も同時に行われます。 

と　き　9月19日㈮～23日㈫　6時
30分からと14時30分から 

ところ　午前：鈴鹿川河川敷（鈴鹿
高校北側）、午後：鈴鹿サーキット 

※詳しくは、折り込みチラシをご覧ください。 

三重県民センターでは、常時、専門の

担当者が相談を受け付けています。 

展望展示室「うみてらす14」
敬老の日、65歳以上の
入場料を免除します

四日市港管理組合　　66-7022　　66-7025
shinko@yokkaichi-port.or.jp

　９月15日現在、65歳以上の方で、

生年月日の確認できる書類を提示

していただいた方の展望展示室「う

みてらす14」（四日市市霞2-1-1四

日市港ポートビル14階）への入場

料を免除します。 

※同伴者は有料です。 

と　き　９月15日㈪　９時30分～
21時（入場は閉館の30分前まで） 

 
平成16年春採用

防衛大学校学生などを募集します
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

申込み　９月12日㈮から10月10日
㈮までに、自衛隊四日市募集事

務所（　51-1723）へ 

○防衛大学校学生
対　象　21歳未満で、高校を卒業
（見込みを含む）した方 

試験日　11月８日㈯・９日㈰ 
○防衛医科大学校学生
対　象　21歳未満で、高校を卒業
（見込みを含む）した方 

試験日　11月１日㈯・２日㈰ 
○看護学生
対　象　24歳未満で、高校を卒業
（見込みを含む）した方 

試験日　10月19日㈰
※年齢は、平成16年４月１日現在です。 

容院を対象に、このサービスの登

録店を募集しています。 

 
秋の全国交通安全運動

交通対策課　　82-9022　　82-2219
kotsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　９月21日㈰から30日㈫まで、「秋の

全国交通安全運動」が実施されます。 

運動の重点目標
○高齢者の交通事故防止、特に薄

暮時における歩行中の事故防止 

○シートベルトとチャイルドシー

トの着用の徹底 

○自転車の安全利用の推進 

　１月から７月までに、県内では

92人が交通事故で亡くなり、市内

でも11人もの尊い人命が失われる

など、多くの交通事故が発生して

います。交通事故をなくすため、

運動期間中、市では関係機関団体

とさまざまな運動を行います。 

※９月20日㈯、21日㈰、ショッピ

ングセンター「鈴鹿ハンター」で、

人気テレビキャラクターと楽し

く学べる「交通安全フェスタす

ずか」を行います。 

 
セーフティネット保証

（第５号）の認定申請はお早めに
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

　中小企業信用保険法第２条第３

項（セーフティネット保証制度）

第５号の特定業種指定は３カ月お

きに更新されます。現在指定され

ている業種は９月30日まで有効です。 

　第５号の認定を受けて、経営安

定関連特別保証を受ける場合は、

指定期間の末日までに、信用保証

協会の承諾を得なければなりません。 

　また、業種によっては10月以降

指定が解除される場合もあります

ので、第５号認定の申請は、お早

めにお願いします。 

無料暴力法律相談
暴力追放三重県民センター　 059-229-2140

対　象　民事問題への暴力団の介
入などで悩んでいる方 

と　き　９月30日㈫　13時～16時 
ところ　神戸コミュニティセンター 
※秘密は厳守します。 

※県警本部、鈴鹿警察署、暴力追放 

見落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識見落としていませんか？交通標識  見 落としていませんか？交通標識  

月曜日から土曜日

までの7時30分か

ら8時30分まで、右

折することができ

ません。 

月曜日から金曜日

までの７時30分か

ら8時30分まで、自

転車と歩行者以外

は通行できません。 

　学校周辺の道路には、子供の安全
を守るため、通学時間帯に｢指定方向
外進行禁止｣｢自転車歩行者専用道路｣
になっていることがあります。 

　子供たちを交通事故に巻き込むこ
とのないよう、標識をよく見て通行
し、交通事故防止に努めましょう。 

7 : 3 0〜8 : 3 0
日曜・休日を除く

7 : 3 0〜8 : 3 0
土､日曜･休日を除く

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 

催し物 
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ところ　江島総合スポーツ公園芝
生広場、鼓ヶ浦海岸 

参加料　無料 
内　容　大声あいさつコンテスト、バ
ルーン試乗、ビーチフラッグ、宝探し 

申込み　９月30日㈫までに、少年
センターにある参加申込書に必

要事項を記入し、同センター内

あいさつ運動実行委員会へ 

 
県科学技術振興センター催し
県科学技術振興センター　　29-3623　　29-8017

http://www.mpstpc.pref.mie.jp/

科学フォーラム〜話そう、これか
らの科学技術と社会〜
と　き　９月19日㈮　13時30分～
16時30分（13時開場） 

ところ　県男女共同参画センター
（フレンテみえ）多目的ホール 

内　容　西澤潤一さん（岩手県立
大学学長）による講演、野呂県

知事ほか６人によるパネルディ

スカッション 

参加料　無料 
テクノカレッジ「なるほど・なっと
くセミナー」
と　き　９月27日㈯　13時30分～
15時30分 

ところ　アスト津３階イベント情

定　員　600人程度 
③８対８交流サッカーゲーム 

内　容　１チーム８人以上（ジュ
ニア・一般・レディースなど） 

定　員　50チーム程度 

下水道フェア
下水総務課　　82-7641　　84-3938

gesuisomu@city.suzuka.mie.jp

と　き　９月13日㈯　10時～16時 
ところ　ベルシティ北コート 
内　容　下水道なんでも相談コーナー、
パネル展示、マジックショーなど 

 
第29回彫型画展

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

と　き　９月11日㈭～15日㈪　９時
30分～17時（最終日は15時まで） 

ところ　県総合文化センター文化
会館第２ギャラリー 

入場料　無料 
 

さわやかあいさつ
わくわくウォーク

少年センター　　82-9055　　82-9071
shidou@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月26日㈰　９時～14時
（雨天決行） 

ガーデンフェスタ2003
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　県営鈴鹿スポーツガーデンのプー

ル・テニスコートの一般無料開放を

行います。また、当日のイベント参

加者を募集します。

と　き　10月13日㈪ 
ところ　県営鈴鹿スポーツガーデン 
参加料　無料 
申込み　９月30日㈫までに、①は
県営鈴鹿スポーツガーデンテニ

ス棟（　72-2285）へ

※②③は県サッカー協会事務局（　79-

5207）へお問い合わせください。 

①プロテニスクリニック
内　容　福井烈さんによるテニス
クリニック 

定　員　午前・午後各60人（各２
時間程度） 

②キッズサッカースクール 

対　象　５歳から小学３年生までの男女 
※必ず保護者同伴でお願いします。 

内　容　有名サッカー選手による
サッカースクール 

 

戸籍や住民異動の届出時に本人確認を行っています 市民課　　82-9013　　82-7608　　shimin@city.suzuka.mie.jp

　本人の知らない間に、第三者が婚姻などの届出をす

るなどの事件が発生しているため、９月から、戸籍や

住民異動の届出をするときに、本人を確認できるもの

を提示していただくことになりました。 

対　象　○戸籍届出（婚姻届、離婚届、養子縁組届、
養子離縁届） 

　※家庭裁判所の許可が必要な届は除きます。 

　○住民異動届（転入、転出、転居などすべての届出）
本人確認に使用する身分証明書
●官公署が発行した顔写真付きの証明書
　運転免許証、旅券（パスポート）、船員手帳、海技免状、

猟銃・空気銃所持許可証、各地建物取引主任者証、電気

工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証明書、

住民基本台帳カード、学生証明書（法人として認可され

た学校を含む）、身体障害者手帳など 

●官公署が発行した証明書（戸籍届は２種類の提示が必要）
　健康保険証（健康保険組合発行のものを含む）、年

金証書、年金手帳、恩給証書、介護保険被保険者証、

印鑑登録証（鈴鹿市発行限定）、印鑑登録証明書（発

行後３カ月以内のもの）と登録印鑑、住民基本台帳カ

ード（写真付きでないもの）など

●その他（住民異動届は２種類の提示が必要。戸籍届は不可）
　診察券、キャッシュカード、クレジットカード、預
金通帳、各種会員証、定期券（記名式のもの）、従業

員証、会社員証など 

※代理人による住民異動の届出には、依頼者自筆の委

任状が必要です。 

※官公署発行の身分証明書は有効期限内のものをお持

ちください。 

※法人許可を受けていない専門学校の学生証明書は、

もう１点官公署発行の証明書の提示が必要です。 

本人確認ができない場合
戸籍届出　後日、当事者に戸籍届書受理の通知を送付
します。 

住民異動届出　不受理になる場合があります。本人確
認ができるものを持って、再来庁をお願いします。 

夜間と休日の戸籍届出
　身分証明書の提示は求めません。この届出は、すべて、

届出人当事者に戸籍届書受理の通知を送付します。 

郵送による戸籍届出
　すべて、本人確認ができなかった扱いになり、当事

者に戸籍届書受理の通知を送付します。 

くらしの情報

催し物 

2003・9・518



代含む） 

※受講料のほか傷害保険料と利用

者会費として500円、はさみを注

文する場合は1,100円が必要です。 

申込み　９月16日㈫から、受講料な
どを添えて、勤労青少年ホームへ 

 
鈴鹿高専各種講座

鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338

公開講座　金属材料の基礎ーアフ
ターファイブ講座ー
対　象　地元企業等の技術者 
と　き　10月7日から11月4日まで
の毎週火曜日 

ところ　共同研究推進センター 
定　員　10人（応募多数の場合は抽選） 
受講料　6,200円 
申込み　９月８日㈪から16日㈫（消
印有効）までに、往復はがきに、
「金属材料の基礎ーアフターファ

イブ講座ー」、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。 

ベンチャー講座　ビジネスプラン
の作成Ⅰ 
と　き　９月８日㈪　16時10分～
17時40分 

ところ　マルチメディア棟視聴覚室 
参加料　無料 
※自由に参加できます。 

18日までの木曜日（全20回）19時～

20時30分 

 
手結び着付初級コース

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

対　象　一般の方 
と　き　10月７日から12月16日まで
の毎週火曜日（全12回、ただし

１回分は別の曜日）10時～12時 

定　員　15人 
受講料　8,400円 
申込み　９月30日㈫までに、電話で
勤労青少年ホームへ 

 
フラワーアレンジメント講座
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223

shoko@city.suzuka.mie.jp

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　10月９日、23日、11月13日、
27日、12月11日、25日の木曜日

　18時30分～20時30分（全６回） 

ところ　勤労青少年ホーム　講習
室２　 

内　容　ホリゾンタル、トピアリー、クリ
スマス壁掛け、お正月アレンジなど 

講　師　石井朋子さん（花はなク
ラブ主宰） 

定　員　20人（先着順） 
受講料　１万2,500円（材料費・器 

報コーナー 

内　容　「昔と今のこんな陶磁器、
あんな陶磁器」「野菜やおコメ

のＤＮＡをみてみよう」など 

参加料　無料(事前予約不要) 
 

 

 

 
英会話講座

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

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会事務局 
定　員　各20人（応募者多数の場
合は抽選） 

受講料　１万7,000円（会員1万5,000円） 
※テキスト代別 

○初級英会話
と　き　10月14日から平成16年３月
９日までの火曜日（全20回）19時

～20時30分 

○初級英会話
と　き　10月15日から平成16年３月
17日までの水曜日（全20回）10時

30分～12時 

○中級英会話
と　き　10月16日から平成16年３月
11日までの木曜日（全20回）10時

30分～12時 

○中級英会話
と　き　10月23日から平成16年３月 

人権尊重都市宣言10周年　人権ふれあい劇場 

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

　鈴鹿市は、1993年に「人権尊重都市宣言」を行

いました。この宣言の趣旨にのっとり、人権意識を

高め、人権文化の創造を図るため、主に生活文化や

伝承芸能などの鑑賞を通じた感性に訴えかける人権

啓発事業を行っています。 

　今年は、会場の皆さんと一緒に音楽や劇に親しみ

ながら、子どもたちの豊かな感性を育み、世代間の

交流を図りたいと考えています。 

　また、平和の大切さを理解し守っていくためには、

最大の人権侵害であるといえる戦争の悲惨さや恐ろ

しさを語り継いでいかなければなりません。 

　「チロヌップのきつね」では、強い愛情で結ばれた

きつねの家族の幸せが、心ない人間の起こした戦争

によって奪われてしまいます。それでもなお、よみがえ

ろうとする親子の愛の強さから、命の大切さ・親子の

絆の大切さを伝えてくれるのではないでしょうか。 

人権ふれあい劇場
「おにけんばいコンサート＆うたものがたり〜チロ
ヌップのきつね〜」
と　き　９月28日㈰　14時開演（13時30分開場） 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容　○オープニング（合唱／鈴鹿女声コーラス） 
　夏は来ぬ、花、荒城の月、浜辺の歌ほか 

○第１部　おにけんばいコンサート
　手話を覚えて一緒に歌うコーナーや、グラスハー

プの演奏体験もある楽しい音楽会です。 

○第２部　うたものがたり〜チロヌップのきつね〜 
　大自然の中で生きるきつねたちの生命の輝きを生演奏

と歌と人形でつづる子どもたちの心に残る美しい作品です。 

出　演　岩瀬よしのりと鬼剣舞 
定　員　500人（先着順） 
入場料　無料 

おに   けん ばい 

きずな 

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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