
市内各種スポーツ大会結果

11月は
「食の安全･安心確保補強」月

間です

心身障害児の通園費
（一部）を助成します

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

対　象　平成15年４月１日から９月
30日まで、知的障害児通園施設、

または自閉症児治療施設に公共

交通機関を利用して月に4回以上

通園した18歳未満の方と、同行し

た保護者（障害児一人につき一人） 

助成額　最も経済的な通常の経路
と方法による通園費の２分の１

（障害者一人当たり、月5,000円

が限度） 

申込み　11月20日㈭までに、高齢
障害課にある申請用紙に、施設

の証明を受けて同課へ  

 
「タイ友好の翼」の
参加者を募集します

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

対　象　県内に在住または通勤・
通学している方 

と　き　平成16年２月１日㈰～５
日㈭（３泊５日） 

訪問先　タイ王国チェンマイ市、
アユタヤ市、バンコク市 

内　容　アユタヤ市長表敬訪問と
市民交流、視察、観光 

定　員　30人
費　用　10万円前後 
申込み　11月28日㈮までに、㈶鈴鹿
国際交流協会にある所定の用紙に

必要事項を記入し、直接同協会へ 

 
「未来に残したい鈴鹿模様」
写真展の作品を募集します
㈶文化振興事業団　　84-7000　　84-7755

info@s-bunka.ne

規　定　
○市内で撮影した現代の写真で、

自作、未発表のもの 

○４つ切り、単写真に限る（ワイ

ド４つ切は不可） 

○デジタルカメラの使用可（加工

処理した作品は不可） 

※資格・点数に制限はありません。 

申込み　作品１点ごと裏面に所定

の事項を記入した応募用紙をはり、

平成16年２月10日㈫16時（必

着）までに、〒 513-0802 飯野寺
家町 810㈶鈴鹿市文化振興事業

団「写真展」係へ 

※募集要項と応募用紙は、文化会館、

市民会館、江島カルチャーセン

ター、各地区市民センター、市

内の写真店などにあります。 

※作品は返却しません。 

※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します。 

※入賞作品の著作権は主催者に帰

属します。 

※選外作品を展示する場合もあります。 

写真展
と　き　平成 16年３月 12日㈮～
14日㈰

ところ　文化会館さつきプラザ 
 
鈴鹿都市計画の案が
縦覧できます

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

【県決定案件】
○三重県都市マスタープラン（鈴

鹿・亀山圏域）の決定 

○鈴鹿都市計画区域区分の変更 

【市決定案件】
○鈴鹿都市計画用途地域の変更 

○神戸Ｃ地区市街地再開発事業の

決定 

○神戸Ｃ地区高度利用地区の変更 

と　き　10月28日㈫～11月11日㈫
（土・日曜日・祝日は除く）　

８時30分～17時 

ところ
【県決定案件】都市計画課（市役

所別館第３　１階）、県土整備

部都市基盤チーム 

【市決定案件】都市計画課、都市
整備課（別館第４　２階） 

※縦覧期間内であれば、意見書を

提出できます。ただし、県決定

案件については県土整備部都市

基盤チーム（　 059-224-2718　

toshiki@pref.mie.jp）へ 

 
白地地域の建築規制案が

縦覧できます
建築指導課　　82-9048　　82-7615
kenchikushidou@city.suzuka.mie.jp

　建築基準法の改正により、白地地

域（用途地域の指定のない区域、市

では、市街化調整区域）の建築形態

制限（容積率、建ぺい率、道路・隣

地斜線制限など）を見直すため、原

案を作成しました。縦覧できますので、

皆さんのご意見をお聴かせください。 

と　き　10月28日㈫〜11月11日
㈫　８時30分〜17時（土・日曜日、

祝日を除く）

ところ　建築指導課（別館第３　
１階）

 
ごみ減量推進グループを
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、グルー

プを認定する制度です。 

　次のグループが新たにごみ減量

推進グループ（エコグループ）の

認定を受けました。 

○小谷子ども会・婦人会

　
子育て支援施策などを中心とした
「次世代育成支援行動計画」
の委員を募集します

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

対　象　市内に在住する小学校ま
での児童を養育している方で、

平日昼間の会議（年５回程度）

に出席できる方 

任　期　平成17年３月31日まで
定　員　２人（応募者多数の場合
は抽選）

※学識経験者を含めた15人以内で

構成する予定です。

申込み　11月７日㈮までに、応募
の動機（400字程度）、住所、氏名、

年齢、性別、職業、電話番号を記

入し、郵送、ファクス、電子メー

ルのいずれかで児童家庭課へ

地域福祉計画にご協力を

景観パンフレット
「わがまち鈴鹿の景観」
を作成しました

都市マスタープラン
アンケート調査にご協力を

男女共同参画に関する
アンケートにご協力を

くらしの情報

お知らせ 
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清掃管理課　　82-7609　　82-8188

ごみ分別Ｑ＆Ａ

Q　　中が銀色のお菓子の袋は 
　　何ごみ？ 
※答えは5ページ欄外をご覧ください。 

市内各種スポーツ大会結果 スポーツ課　　82-9029　　82-9071　　supotsu@city.suzuka.mie.jp

　「鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」制定に伴い、市

内各種大会（教育委員会など関係分・４月～９月）の

結果をお知らせします。（敬称略） 

○第25回鈴鹿市レディースソフトボール大会（４月）
　１位　河曲ソフトボールクラブ 

　２位　マーメイド 

　３位　鈴鹿ライラックス 

○第19回鈴鹿市少年野球選手権大会（５月）
　１位　愛宕クラブ 

　２位　神戸フェニックス 

　３位　旭が丘クラブ・一ノ宮クラブ 

○第12回鈴鹿市少年相撲大会（7月）
【団体戦】
　１位　鈴鹿すもうクラブ　火 

　２位　鈴鹿すもうクラブ　風 

　３位　鈴鹿すもうクラブ　山 

【個人戦】
　４年生の部　１位　服部弘慶（鈴鹿すもうクラブ） 

　５年生の部　１位　青木将規（鈴鹿すもうクラブ） 

　６年生の部　１位　橋本淳也（鈴鹿すもうクラブ） 

○第９回鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会（８月）
　１位　井田川少年ソフトクラブ 

　２位　本照寺ソフトボールクラブ 

　３位　旭が丘小スポーツ団 

○第30回鈴鹿市民軟式野球大会（９月）
　Ａブロック
　１位　桜島　２位　栄　３位　稲生・飯野 

　Ｂブロック
　１位　玉垣　２位　郡山　３位　牧田・河曲 

○第２回ジュニアティーボール大会（９月）
　Ａブロック
　１位　栄っ子２　２位　河曲っ子Ａ 

　３位　若松Jr．ふれあいクラブ　４位　合川小Ｂ 

　Ｂブロック
　１位　リトルゴッズ　２位　桜島ガッツ　３位　愛宕 

　Ｃブロック
　１位　鈴西ウイングス　２位　河曲っ子Ｂ　３位　長太 

　Ｄブロック
　１位　旭が丘　２位　若松少年野球団　３位　合川小Ａ 

○第10回鈴鹿市グラウンドゴルフ大会（９月）
　赤ブロック１位　中野　博（磯山グリンクラブ）　 

　青ブロック１位　国分八重子（小田町ＧＧ会）　　 

　黄ブロック１位　竹島孝雄（北長太ＧＧ）　　　　 

　緑ブロック１位　豊田　授（広瀬広友会） 

11月は
「食の安全･安心確保補強」月

間です

心身障害児の通園費
（一部）を助成します

「タイ友好の翼」の
参加者を募集します

「未来に残したい鈴鹿模様」
写真展の作品を募集します

鈴鹿都市計画の案が
縦覧できます

白地地域の建築規制案が
縦覧できます

ごみ減量推進グループを
新たに認定しました

子育て支援施策などを中心とした
「次世代育成支援行動計画」
の委員を募集します

地域福祉計画にご協力を
保健福祉課　　82-9012　　82-7607
hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

　市では、平成17年3月までに「鈴鹿

市地域福祉計画」の策定を予定して

います。 

　この計画は、「住み慣れた地域で、

だれもが安心して暮らしつづける

ことができるまちづくり」を目指

して、市民・行政・民間事業者な

どが相互に助け合い、支え合うし

くみを共に考え進めていくものです。 

　一人でも多くの方の声をお聴きし、

計画策定や今後の福祉行政に役立て

るため、「市民アンケート」と「地域ミー

ティング」を行います。 

○地域福祉に関する市民アンケート
と　き　11月上旬 
内　容　18歳以上の市民の方を無
作為に選び、福祉に関する意識

などの調査を行います。調査票

が届いたら、ぜひご協力ください。 

○地域ミーティング
とき・ところ
　10月28日㈫　13時〜15時

　牧田コミュニティーセンター

　11月２日㈰　10時〜12時

　神戸コミュニティーセンター　 

　11月４日㈫　19時〜21時

　長太公民館 

　11月７日㈮　19時〜21時

　鈴峰公民館

　11月10日㈪　19時〜21時

　郡山公民館

　11月14日㈮　13時〜15時

　白子コミュニティーセンター

※手話通訳が必要な方は前日まで

に保健福祉課へご連絡ください。 

 
景観パンフレット景観パンフレット

「わがまち鈴鹿の景観」「わがまち鈴鹿の景観」
を作成しました

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

　景観パンフレット「わがまち鈴鹿の

景観」は、身近なところから、快適で魅

力的なまちを実現す

るために、配慮すべ

き視点を示しています。 

　希望する方は、都

市計画課または各

地区市民センターへ 

 
都市マスタープラン都市マスタープラン

アンケート調査にご協力をアンケート調査にご協力を
都市計画課　　82-9024　　82-7615
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　「鈴鹿市都市マスタープラン」

の修正業務に伴い、現在の社会

情勢、市民の価値観やまちづく

りに対するニーズなどの意見を

収集するため、アンケート調査

を行います。 

　無作為に選んだ方を対象に、10

月下旬から 11 月初旬までに、ア

ンケートを郵送します。ご協力を

お願いします。 

 
男女共同参画に関する男女共同参画に関する
アンケートにご協力をアンケートにご協力を

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

　現在、市民2,000人（無作為抽出）

を対象に、アンケート調査を実施

しています。この調査結果を参考

にして、市の男女共同参画に関す

る条例づくりやプランの改定を行

う予定です。 

　黄色い表紙の調査票がまだ手元

にある方は、ご協力をお願いします。 

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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○10月21日㈫〜31日㈮

○11月１日㈯〜10日㈫

○11月11日㈬〜20日㈮

放置自転車を譲って欲しい 

職業訓練センター講座

リサイクルフェア2003
清掃管理課　　82-7609　　82-8188

sesokanri@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月２日㈰　９時30分～
12時 

ところ　労働福祉会館 
内　容　市内で回収された家具類、
三重県電気商業組合鈴鹿支部か

ら提供された電化製品、市民か

ら提供された衣類を無料で提供

します。また、電化製品修理相

談コーナーや駐車場でフリーマ

ーケット（雨天中止）を行います。 

※品物によっては抽選になります。 

※今年は会場の都合で、小物の提

供は衣類のみとします。 

 

 

 

 

 

 

小・中学校音楽会
指導課　　82-9028　　83-7878

shidou @city.suzuka.mie.jp

ところ　市民会館 
○中学校
と　き　11月７日㈮　10時～15時 
○小学校

と　き　11月20日㈭　13時20分～
15時40分、11月21日㈮　９時20

分～11時40分、13時20分～15時

40分 

 
「多文化共生のまち鈴鹿」
をめざす教育シンポジウム
㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

と　き　11月9日㈰　13時30分～
16時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　基調講演「多文化共生のま
ちづくりへ」講師：今津孝次郎さん

（名古屋大学大学院教授、九番団

地日本語教室ボランティア代表）、

シンポジウム「鈴鹿市における多

文化共生のまちづくりを考える」 

参加料　無料 

世界人権宣言55周年記念
第４回みえ人権フォーラム
三重県人権フォーラム実行委員会

　059-233-5539　　059-233-5509

とき・内容
　11月15日㈯　９時30分～16時 
　子供向けミュージカル「フランダ

ースの犬」（10時から）、国際人

権フォーラム　第１部：アジアのノ

ーベル賞「マグサイサイ賞」を受

賞した中村哲さん（医師・ペシャ

ワール会）の講演（13時から）、

第２部：シンポジウム「人権の21

世紀を迎えて」（14時から） 

　11月16日㈰　９時30分～15時 
　一人ゆんたく芝居（10時から）、

人権劇・劇団「新風世代」（13

時から）、太鼓演奏・奥伊勢「侍

太鼓」（14時30分から） 

※そのほか、朝市・あめ細工、アニメビ

デオ上映、人権パネル展、福祉カー

展示などさまざまな催しを行っています。 

ところ　メッセウィングみえ 
※津駅西口から無料臨時バスを９

時から毎時往復運行しています。 

 

子育ての大切さを考える
公開講座

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

と　き　11月８日㈯　14時～16時 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
テーマ　「『親』を楽しむ小さな魔法」
をテーマに、「子どもを叩かずに、

甘やかさずに育てるには」「過保護・

過干渉・放任しない親の在り方」

について講座を行います。 

講　師　田上時子さん（女性と子
どものエンパワメント関西代表） 

受講料　無料 
※手話通訳、託児有 

申込み　電話またはファクスで、
教育研究所へ 

 
ジェフリーセミナーⅠ 

子どもとのコミュニケーションスキル
〜実践編

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

　お互いの違いを知り、認め合う

ためにはコミュニケーションが不

可欠です。 

　子供と良い関係を保つために重

要な、３つのコミュニケーション

スキルを体験します。 

と　き　11月９日㈰　10時～12時 
ところ　ジェフリーすずか　研修室 
講　師　田上時子さん（女性と子
どものエンパワメント関西代表） 

定　員　30人 
受講料　無料 
申込み　11月１日㈯までに、電話、
ファクス、電子メールのいずれ

かで、男女共同参画センターへ 

※託児あり（１歳以上、要予約） 

※詳しくは自治会回覧のチラシを

ご覧ください。 

 

鈴鹿高専
第２回文化講座

鈴鹿工業高等専門学校図書館　　68-1733

と　き　11月12日㈬　14時40分～
16時10分 

ところ　大講義室(電子情報工学科
棟３階） 

テーマ　「ほどほどの大切さ―中
国思想の特質について―」 

講　師　小倉正昭さん（助教授） 
 

テクノカレッジ
「第２回なるほど・なっとく

セミナー」
県科学技術振興センター　　29-3623　　29-8017
  http://www.mpstpc.pref.mie.jp/topics/15tc.htm

と　き　10月25日㈯　13時30分～
15時30分 

ところ　アスト津３階イベント情
報コーナー（津市羽所町700） 

内　容　「変わりゆく環境や資源
利用を考えよう」をテーマに、

「県内の酸性雨の概要」「形を変

えて広がる木材の利用」「伊勢

湾の100年」について紹介します。 

参加料　無料 
※事前予約は不要です。 

※詳しくは、ホームページをご覧

ください。 

 
子育てキーパーソン養成講座子育てキーパーソン養成講座
鈴鹿保健福祉部　　82-8673　　83-7958

zhoken@ne.jp

対　象　乳児から小学校までのお
子さんを持つ母親で、5日間の

パソコン講座

文化・ことば講座
中国編

くらしの情報

催し物 

講座・教室 
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○10月21日㈫〜31日㈮
『ベルディ便り』･･･都市計画課の紹介、
清掃・保健情報など 

○11月１日㈯〜10日㈫
『ベルディ便り』･･･建築指導課の紹介、
保険年金・文化国際情報など 

○11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 10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 放置自転車を譲って欲しい 

A

　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。

駅に放置してある自転車を、無償で譲って

いただけますか？ 

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

○市・県民税・・・・・・・・・第３期
○国民健康保険税・・・・・第４期
【納期限は10月31日㈮です】

残念ながら、「鈴鹿市自転車等の放置防止

及び適正な処理に関する条例」(平成6年9月30

日　条例第18号）に基づき撤去し処分する自転車を、

個人の方に直接譲渡はしていません。 

自転車の中には、少し手を加えれば利用できるも

のもありますが、長期間放置されていたり、盗難に

遭い、乱雑に扱われていたりするため、そのままの

状態で提供することは安全性に問題があると考え

ているからです。 

市では、自転車を安心して利用していただくため、

自転車商組合に売却し、組合が点検・整備してリ

サイクル自転車として、市民の皆さんに安く販売

しています。 

購入を希望の場合は、お近くの自転車店を紹介

しますので、交通対策課へご連絡ください。 

Q

職業訓練センター講座

リサイクルフェア2003

小・中学校音楽会

「多文化共生のまち鈴鹿」
をめざす教育シンポジウム

世界人権宣言55周年記念
第４回みえ人権フォーラム

子育ての大切さを考える
公開講座

ジェフリーセミナーⅠ 
子どもとのコミュニケーションスキル

〜実践編

鈴鹿高専
第２回文化講座

テクノカレッジ
「第２回なるほど・なっとく

セミナー」

子育てキーパーソン養成講座

講座に参加できる方 

と　き　11月19日㈬、26日㈬、12
月２日㈫、９日㈫、15日㈫　10時

～12時 

内　容　講演とグループワーク
（「食と育ち」「こどもの発達

と病気―いろいろあるけど」「こ

どものこころ―こころの傷つく

時」「地域の中での子育て」「い

ろいろ話そう―こどものこと・

自分のこと」） 

ところ　県鈴鹿庁舎（西条５-117） 
申込み　10月27日㈪から11月７日
㈮まで（平日の８時～17時）に、

鈴鹿保健福祉部へ 

※託児あり（先着20人） 

 
パソコン講座パソコン講座

政策課　　82-9003　　82-7603
seisaku@city.suzuka.mie.jp

○基礎講習
　11月４日㈫・ ５日㈬ 

　11月25日㈫・26日㈬ 

○ワープロ（ワード2000）
　11月12日㈬・13日㈭ 

　12月２日㈫・３日㈬ 

○表計算（エクセル2000）
　11月20日㈭・21日㈮ 

　12月11日㈭・12日㈮ 

※３時間講習を２日間行います。 

※時間はいずれも 

　午前の部：９時30分から 

　午後の部：13時30分から 

ところ　図書館２階会議室 
定　員　各15人（先着順） 
参加料　2,000円（テキスト代含む） 
申込み　10月27日㈪（月～金曜日
の10時～20時）から、電話で 

　「すずかのぶどう」（  87-0767 

　budou@mecha.ne.jp）へ 

※10月30日以降で空きがあれば、複

数または２回目の講習を申込めます。

ただしテキストを持ち込む場合も参

加料2,000円が必要です。 

 
文化・ことば講座

中国編
㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724 　83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　中国の食生活、日常生活、中国

語について学び、中国流のお茶の

入れ方を体験します。毎回中国の

お茶とお菓子がつきます。 

とき・内容　11月16日㈰　｢聞い
てナルホド、中国発見｣、12月７

日㈰　｢美味し国、中国体験｣　

※時間はいずれも14時～16時　 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
講　師　王　亜威さん 
定　員　各20人（先着順） 

参加料　500円 
申込み　電話で、同協会へ 

おう　　　やう　い 

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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　中がアルミでコーティングされているお菓子の袋は、ビニール袋の内側にほんの少しアルミがコーティングされているだけで、

大部分がビニールのため、「プラスチックごみ」として出してください。くしゃくしゃに丸めたときに、丸まって固まる物はアル

ミホイル（もやせないごみ）、開いてくる物はビニール（プラスチックごみ）と判断してください。なお、中がアルミでコーティ

ングされている紙パック（お酒など）は「もやせるごみ」として出してください。 

ごみ分別Ｑ＆Ａの答え

プラスチックごみ 

●お詫びと訂正●
　広報すずか10月5日号「小学校ナビ」

の写真キャプションの一部に誤りがあ

りましたので、訂正しお詫びします。

（誤）マツ⇒（正）クスノキ


