
年末年始のＣ−ＢＵＳ運行 商工観光課　　82-9016　　82-0304　　shoko@city.suzuka.mie.jp

平成16年度保育所(園)の面接
　椿大神社参詣で、周辺の交通渋滞が予想されます

ので、椿まわりのルートを一部変更します。ご注意

ください。 

　参詣には臨時の各バス停が便利です。 

　年末年始は、道路事情によりダイヤの遅れが予想

されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交

通鈴鹿営業所（　82-0014）へお問い合わせください。 

●椿まわりルートを一部変更します●椿まわりルートを一部変更します

●始発時刻を変更します●始発時刻を変更します

●平成16年１月１日㈭〜４日㈰
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※❷〜❽のバス停は、運行しません。

●12月31日㈬・平成16年１月10日㈯〜12日㈪

●平成16年１月１日㈭〜３日㈯

0 1

1
※❼〜❽のバス停は、運行しません。
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年末年始
ごみの収集・搬入日にご注意を
清掃管理課　　82-7609　　82-8188 

sesokanri@city.suzuka.mie.jp

年末年始は、市の清掃業務を一

部休業します。ごみカレンダーで

収集日をよく確かめて、ごみを出

してください。 

収　集　12月27日㈯から平成16年
１月４日㈰まで休みます。 

※12月29日㈪と30日㈫は、「もや

せるごみ」のみ収集します。 

各施設への搬入
　12月28日㈰と、12月31日㈬（事
業系は27日㈯）から平成16年１

月４日㈰まで休みます。 

※受付は、９時～12時（11時）、13時

～16時（11時）  （　）内は事業系 

※12月22日㈪以降は、たいへん混

み合います。できるだけ早い時

期に搬入してください。 

○し尿のくみ取り
休業日　12月28日㈰から平成16年
１月４日㈰まで 

申込み　担当業者または鈴鹿市清
掃協同組合（　 82-3331）へ 

ハピールーム
（鈴鹿市病児保育室）の

年末年始休み
児童家庭課　　82-7661　　82-7607 

jidokatei@city.suzuka.mie.jp

休業日　12月28日㈰～平成16年
１月４日㈰ 

 
年始に受診できる動物病院
生活環境課　　82-9014　　82-8188 

kankyo@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ
　平成16年１月１日㈭
　小林動物病院 

（西条４-21　　82-8483） 

　石田動物病院 

（磯山4-5-9　　87-3711） 

　平成16年１月２日㈮  
　森動物病院 

（算所5-12-11　　78-3952） 

　山根動物医院 

（神戸3-20-21　　82-0728） 

　平成16年１月３日㈯ 
　かめやま動物病院 

（亀山市田村町131-1　0595-83-4664）

東山動物病院 

（江島本町22-1 　　88-4688） 

※診察時間はいずれも10時～12時 

※詳しくは、三重県獣医師会鈴鹿

支部（　 87-3711）へ 

償却資産の申告を
資産税課　　82-9007　　82-7604 

shisanzei@city.suzuka.mie.jp

工場や商店などで、事業用に所有

している機械、器具、備品などは、

償却資産として、固定資産税の課税

対象になります。 

償却資産をお持ちの会社や個人

の方は､平成16年１月末日までに、

申告書を提出してください。 

※平成15年度に申告された方は、

平成15年１月２日から平成16年

１月１日までの増加資産と減少

資産を申告してください。 

※平成16年度に新たに申告される

方は、平成16年１月１日現在の

全資産を申告してください。 

 
１月から全面禁煙に

市立の幼稚園、小・中学校
学校教育課　　82-7618　　82-9071 

gakkokyoiku＠city.suzuka.mie.jp

子供や教職員の健康増進と、より良

い学習環境づくりを目指し、平成16年

１月１日から、市立の全幼稚園、小・中

学校の敷地内を全面

禁煙にします。 

　来客者も禁煙とな

りますので、ご協力

をお願いします。 

「くらしのマナーブック」
を一緒に作りませんか

ボランティア学生相談員
「ドリームフレンド」を

募集します

生活排水が自然を汚す
台所から水環境の保全を

市立幼稚園児を募集します

くらしの情報

お知らせ 

2003・12・202



年末年始のＣ−ＢＵＳ運行

平成16年度保育所(園)の面接 児童家庭課　　82-7606　　82-7607　　jidokatei@city.suzuka.mie.jp●椿まわりルートを一部変更します

●始発時刻を変更します

　新しく入所(園)・転園を希望す

る児童の面接を行います。 

　申込みをした保育所(園)へ対象

児童とともにお越しください。 

※当日、都合が悪い方は、１月27

日㈫の９時から15時までに、

児童家庭課（市役所西館１階）

へお越しください。 

持ち物
　受付票、印鑑、母子健康手帳、
平成15年分源泉徴収票の写

し(コピー) 

※源泉徴収票がまだ届いていな

い方は、面接時に申し出てく

ださい。 

１月６日㈫

７日㈬

８日㈭

９日㈮

13日㈫

14日㈬

15日㈭

16日㈮

19日㈪

20日㈫

21日㈬

22日㈭

23日㈮

26日㈪

27日㈫

※時間など、詳しくは後日通知します。 

せん  だん 

牧田保育所 

白子保育所 

神戸保育所、ながさわ保育園 

玉垣保育所 

合川保育所、岸田保育園 

河曲保育所 

深伊沢保育所、くすのき保育園 

算所保育所 

西条保育所 

ドリームハウス保育園 

みそら保育園 

あおい保育園 

ハートピア保育園 

あかつき保育園 

　 

牧田保育所、栴檀保育園 

 

サラナ保育園、庄内青い鳥保育園 

ひので保育園 

くまだ保育園 

第２石薬師保育園、旭ヶ丘保育園 

石薬師保育園、ほうりん保育園 

高岡ほうりん保育園 

一ノ宮保育所、白鳩保育園 

ドリームハウス保育園、トーマスぼーや保育園 

みそら保育園、ひばり保育園、長太の浦保育園 

野町保育園、鼓ヶ浦保育園、いそやま保育園 

ハートピア保育園 

 

 

と　　き 午前（９時30分〜11時30分） 午後（13時30分〜15時30分）

追加面接（児童家庭課） 

やわ  

年末年始
ごみの収集・搬入日にご注意を

ハピールーム
（鈴鹿市病児保育室）の

年末年始休み

年始に受診できる動物病院

償却資産の申告を

１月から全面禁煙に
市立の幼稚園、小・中学校

「くらしのマナーブック」
を一緒に作りませんか

生活環境課　　82-7954　　82-8188 
kankyo@city.suzuka.mie.jp

　生活マナーを守り、だれもが快

適に暮らせるまちづくりの第一歩

として、マナーブックを作成します。 

対　象　市内在住･在勤･在学の方 
期　間　平成17年３月まで 
内　容　ワークショップ（共同検
討作業）による、くらしのマナ

ー啓発冊子の作成 

定　員　５人程度 
申込み　平成16年１月５日㈪（必
着）までに、はがき、ファクス、

電子メールのいずれかの方法で、

「ワークショップ『くらしのマ

ナーブック』参加希望」、住所、

氏名、性別、電話番号を記入の上、

〒513-8701生活環境課へ 

※電話でも受け付けます。 

※応募多数の場合は、抽選します。 

 
ボランティア学生相談員
「ドリームフレンド」を

募集します
教育研究所　　82-9056　　83-7867 

kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

教育研究所では、学校へ行きづ

らい児童・生徒やその家族に対して、

「ドリームフレンド」と名付けた

学生相談員を家庭に派遣する事業

を行っています。 

対　象　短大生、大学生、大学院
生の男子学生 

内　容　原則として月～金曜日の週
１回、家庭へ訪問（午前または午後

の約２時間程度）し、家からなかな

か外に出られない子供の良き遊び

相手、良き相談相手になっていた

だきます。心を和らげ、人間関係を

回復し、社会性を育て、自立が図

れるように、家族の方と教育研究所

所員が一緒に相談しながら進めます。 

申込み　12月26日㈮までに、教育
研究所へ 

 
生活排水が自然を汚す生活排水が自然を汚す
台所から水環境の保全を台所から水環境の保全を

生活環境課　　82-7954　　82-8188 
kankyo@city.suzuka.mie.jp

家庭から出る生活排水が川を汚

す大きな要因になっています。 

各家庭から流れる生活排水中の

汚染物質量はわずかでも、皆さんが

流す量を合わせると相当な量になり

ます。視点を変えれば、各家庭から

排出される生活排水をきれいにする

ことが、わたしたちを取り巻く水環境

を保全することにつながります。 

次のことに心掛けてみましょう。 

○食べ残しのないように必要量を調
理する
○固形物はできるだけ回収し、「もや

せるごみ」（生ごみ）として処分する
○流しの排水溝や三角コーナーには、
水切りネットや古ストッキングを
かぶせておく

○廃食用油は使い切る
※やむを得ず捨てる場合は、新聞紙

にしみ込ませるなどして｢もやせる

ごみ｣として処理しましょう。 

○調理用具、食器類についた油分
は紙などでふき取ってから洗う
※アクリルタワシを使い、必要以上の

洗剤を使用しないようにしましょう。 

 
市立幼稚園児を募集します
学校教育課　　82-7618　　82-9071 

gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

白子・稲生・神戸幼稚園の４歳

児を募集します。 

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　各1人 
※応募多数の場合は１月９日、16

時30分から各園で抽選 

申込み　平成16年１月５日㈪から
１月９日㈮（８時30分～17時　

１月９日は16時30分まで）までに、

各園にある「入園願」に必要事

項を記入し、希望する幼稚園へ 

※併願は認めません。 

※定員は、変更になる場合があります。 

※入園は平成16年１月13日㈫からです。 

電話　　ファクス 電子メール ホームページ 

2003・12・20 3



○12月21日㈰〜31日㈬

○１月１日㈭〜10日㈯

○１月11日㈰〜20日㈫

子 供 の 遊 べ る 場 所

農業委員会
委員選挙人名簿の

登載申請を受け付けます
選挙管理委員会事務局　　82-9001　　84-3302

senkyo@city.suzuka.mie.jp
農業委員会事務局　　82-9018　　82-7610

　毎年１月１日現在で、農業委員会

委員選挙人名簿を作成します。 

　この名簿に登載されないと選挙を

行うときに、委員として立候補する 

ことや、投票をすることができません。 

対　象　年間おおむね60日以上耕
作に従事している方で、次のい

ずれかに該当する方 

○市内に住所のある、昭和59年

4月1日以前に生れた方で、10ア

ール（1,000㎡）以上の農地を耕

作している方か、その方の同居

の親族または配偶者　　　　　 

○10アール以上の農地を耕作している

農業生産法人の組合員または社員 

申　請　12月下旬に各地区の農業委員、
自治会を通じて配布される「登載

申請書」を、平成16年１月９日㈮

までに、農業委員会へ 

※申請書は、各地区市民センター

にもあります。 

 

 

 

  
「多文化共生の社会」を
めざす労働シンポジウム

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

http://www.sifa.suzuka.mie.jp

と　き　平成16年１月11日㈰　13時
～16時30分 

ところ　文化会館　けやきホール 
講　師　ブリット･アデルソンさん
（外国人サポート協会副会長、浜

松警察署相談担当、ＩＰＣの解説者） 

テーマ　「在住外国人の就労状況
について」 

※青少年の教育と非行問題につい

ても講演します。　 

定　員　500人 
参加料　無料 
※お楽しみ抽選会あり 

※ポルトガル語、日本語以外の通

訳と託児を希望する方は12月26

日㈮までに、電話で同協会へ 

 
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日までに生まれた

方で、市内在住または市に本籍

のある方（外国人登録者を含む） 

と　き　平成16年１月12日㈪　10
時～11時30分（９時開場） 

ところ　市民会館 
内　容　プレイベント、式典、イ
ベント（小・中学校恩師からの

ビデオレター上映ほか） 

※個人への案内通知は行いません。

当日、会場へお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
消防出初式

消防総務課　　82-9162　　83-1447
  shobosomu@city.suzuka.mie.jp

と　き　平成16年１月５日㈪　10
時から 

ところ　鈴鹿サーキット 
※雨天の場合は、稲生高校体育館

で式典のみ行います。 

内　容　幼少年消防クラブや一般
幼少年の入場行進、消防車・防 

考古博物館
企画展「文字瓦を考える」 国際理解セミナー

「タイ王国」

児童虐待、まずは相談・通告を 　児童家庭課　　82-7661　　82-7607　　jidokatei@city.suzuka.mie.jp

【相談（通告）窓口】
北勢児童相談所 

児童家庭課 

鈴鹿保健福祉部 

保健センター 

指導課 

教育研究所 

少年センター 

男女共同参画センター 

鈴鹿警察署 

三重県女性相談所 

47-2030　47-2052（夜間緊急） 

82-7661　82-1100（夜間緊急） 

82-8673 

82-2252 

82-9028 

83-7830 

82-9055 

81-3113 

80-0110 

059-231-5600

牧田保育所 

いそやま保育園 

くすのき保育園 

第２石薬師保育園 

高岡ほうりん保育園 

ながさわ保育園 

駒田医院 

70-7123 

87-6012 

85-5388 

74-0730 

49-1100 

71-0151 

80-2035

子育て支援センター

　最近、テレビや新聞などで「児童虐待」という報道をよくみかけます。 

　「しつけ」や「愛のむち」と思っていても、子供の心や体を傷つけ、健

康な成長、発達を損なう行為は｢虐待｣です。 

　子供の虐待を疑ったら、まず相談機関へ相談（通告）しましょう。発見

が遅れると心の傷がひどくなるばかりではなく、命を落とすこともあります。 

　相談（通告）は、わたしたちの義務です。（児童福祉法第25条・児童

虐待防止法第６条） 

※１月に関係機関が参画して、鈴鹿市児童虐待防止ネットワーク委

員会を発足させました。 

○性的虐待
　子供への性的行為・性的関係の強要、性器や性交を見せる行為など 

○身体的虐待
　なぐる、ける、つねる、投げ落とす、戸外に閉め出す、熱湯をかけるなど、

児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えることなど 

○ネグレクト（保護の怠慢・拒否）
　適切な食事を与えない、極端に不潔な環境で育てる、車内・家に置き

去りにするなど 

○心理的虐待
　脅迫、無視、不当に他の兄弟と差別するなど著しい心理的外傷を与え

る言動を行うこと 

※最寄りの保育所(園)・幼稚園・小学校・中学校、各地区

の民生・児童委員、主任児童委員、人権擁護委員へも

通告できます。相談は無料です。 

※相談者（通告者）、相談内容などの秘密は守られます。 

「成人式はわたしたち実行委員会が企画し

ました。楽しい成人式にしたいと思います。

皆さんのお越しをお待ちしています」 

くらしの情報

お知らせ 催し物 

2003・12・204

消 防 出 初 式
（入場・駐車場無料券）



○12月21日㈰〜31日㈬
『ベルディ便り』･･･営繕住宅課
の紹介、清掃・保健情報など 

○１月１日㈭〜10日㈯
『ベルディ便り』･･･下水総務課
の紹介、保険年金・文化国際

情報など 

○１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 12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 子 供 の 遊 べ る 場 所

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。

鈴鹿へ引っ越してきたばかりです。２歳の

子供がいますが、どこへ行けば遊び相手が

見つかりますか？ 

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

  ○固定資産税、都市計画税･･･第３期
  ○国民健康保険税･･･第６期
【納期限は12月25日㈭です】

Q

農業委員会
委員選挙人名簿の

登載申請を受け付けます

「多文化共生の社会」を
めざす労働シンポジウム

成人式

消防出初式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　災ヘリコプターによる放水、最

新のはしご車や救助工作車を使

った救助訓練など 

※会場への入場と駐車は、「入場・

駐車無料券」をご利用ください。 

※当日の８時に、市内全域でサイ

レンを鳴らします。火災と間違

わないようにしてください。 

 
考古博物館

企画展「文字瓦を考える」
考古博物館　　74-1994　　74-0986
   kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

　国指定史跡である伊勢国府跡や

国分寺跡から出土した押印文字瓦

を中心に展示し、古代の役所や寺

院造営の実態を考えます。 

と　き　平成16年１月17日㈯～３月
７日㈰　９時～17時（入館は16時

30分まで） 

※休館は、月曜日・第３火曜日（祝

日の場合は開館）、祝日の翌日

（日曜日の場合は開館）です。 

ところ　考古博物館（国分町224） 
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 

※70歳以上の方と、身体障害者手帳

などをお持ちの方と介護者（１人）

は無料 

企画展関連講座「瓦から見た北勢
地域の古代寺院と官衙」
と　き　平成16年１月25日㈰　14
時から 

ところ　考古博物館講堂 
講　師　竹内英昭さん（斎宮歴史
博物館学芸員） 

 

 

 

 
国際理解セミナー
「タイ王国」

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

　簡単なタイ語のレッスンを交え

ながらタイの生活、文化について

学びます。 

と　き　平成16年１月18日㈰　10時
～11時30分 

ところ　文化会館　第１研修室 
定　員　80人（先着順） 
参加費　無料 
申込み　平成16年１月９日㈮までに、
電話で国際交流協会へ 

児童虐待、まずは相談・通告を 　

 

市内には、6カ所の地域子育て支援センター

があり、子育て講座やあそぼうデーなどの事業

を行っています。 

　市立牧田保育所　　　　　　　70-7123 

　私立いそやま保育園　　　　　87-6012 

　私立くすのき保育園　　　　　85-5388 

　私立第２石薬師保育園　　　　74-0730 

　私立高岡ほうりん保育園　　　49-1100 

　私立ながさわ保育園　　　　　71-0151
 

そのほか、市立の各保育所では、園庭を開放

して保育所の子供たちと一緒に遊べる日を設け

ています。 

詳しい日程は、各保育所または児童家庭課へ

お尋ねください。 

また、保健センターでは、身長・体重の測定

と親子の交流の場として「すくすく広場」を月1

回開いています。この日程は、毎月「広報すずか」

20日号でお知らせをしています。 

なお、平成16年度は、親子が出会いを通じて

交流し合える場として、御薗町に独立型の子育

て支援センターの開設を予定しています。 

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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と　き　平成16年１月５日㈪　
10時から 

ところ　鈴鹿サーキット 

本券１枚で５人まで入場できます。 

駐車場で係員にご提示ください。 

消 防 出 初 式
（入場・駐車場無料券）（入場・駐車場無料券）

鈴鹿市消防本部


