
の情報情報 の情報情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

スペイン語ができる
嘱託職員を配置しました

市民対話課　　82-9004　　82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　主にスペイン語圏（ペルー、ボリビ

アなど）の方に対応するため、市民対

話課（市役所本館１階）にスペイン語

ができる嘱託職員を１人配置しました。 

　行政手続きの申請、相談などで、

スペイン語の通訳が必要な方は、

ぜひご利用ください。 

 
有料道路の障害者割引制度が

改正されます
障害福祉課　　82-7626　　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　これまでの割引証は5月31日を

もって廃止され、６月１日から

割引の有効期間を記載した身体

障害者手帳か療育手帳Ａの提示

により割引が適用されます。 

手続き　６月１日以降も引き続き
有料道路を利用される方は、障

害福祉課で手帳への有効期間の

記載手続きを行ってください。 

　　対象障害者１人につき、本

人または家族名義の自動車が

１台登録できます。 

○手続きに必要なもの
　手帳、車検証、運転免許証（障

害者本人が運転される場合のみ） 

※ＥＴＣを利用される方は、ＥＴＣカ

ード（原則として障害者本人名

義のもの）、ＥＴＣ車載器セットア

ップ申込書･証明書が必要です。 

○登録できない自動車
　法人所有車両、レンタカー、タ

クシー、軽トラック、代車など 

 
郵便などによる

不在者投票が変わります
選挙管理委員会事務局　　82-9001　　84-3302

senkyo＠city.suzuka.mie.jp

　在宅で郵便投票ができる対象

者が拡大されました。また、代

理記載制度が創設されました。 

!在宅郵便投票
　次の方は、在宅のまま郵便投

票ができます。 

○身体障害者手帳をお持ちの方
で次に該当する方
・両下肢もしくは体幹の障害ま

たは移動機能障害の程度が1級

もしくは2級の方 

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸もしくは小腸の障害の程度

が１級もしくは３級の方 

・免疫の障害の程度が１級もし

くは３級の方 

○戦傷病者手帳をお持ちの方で
次に該当する方
・両下肢もしくは体幹の障害の程度

が特別項症から第2項症までの方 

・心臓､じん臓､呼吸器､ぼうこう、

直腸もしくは小腸の障害の程度が

特別項症から第３項症までの方 

○介護保険被保険者証をお持ちの
方で介護状態区分が要介護5の方

※あらかじめ郵便等投票証明書

の交付申請が必要です。 
!代理記載制度
　郵便投票ができる方で、次に

該当する方は、あらかじめ選挙

管理委員会に届出た方に投票用

紙の記載をしてもらうことがで

きるようになりました。 

○身体障害者福祉法上の身体障
害者で、上肢または視覚の障害
の程度が１級の方
○戦傷病者特別援護法上の戦傷
病者で、上肢または視覚の障害
の程度が特別項症から第２項症
までの方
※あらかじめ郵便等投票証明書

の交付申請と代理記載制度の

手続きが必要です。詳しくは、

選挙管理委員会へ 

 
体育館・武道館の嘱託職員を
募集します（第２次募集）
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　
○教員免許（保健体育）か、日本

体育協会公認の指導者資格を

お持ちの方 

○昭和39年４月２日以降に生まれた方 

○簡単なパソコン操作ができる方 

○軽作業のできる方 

○通勤可能な方 

※地方公務員法第16条に該当す

る方は、応募できません。 

期　間　６月１日～平成17年３月31日 
※更新される場合があります。 

内　容　施設の管理、事務、スポ
ーツ教室の計画指導 

条　件
○給与などは、鈴鹿市嘱託職員

等取扱規程に準じます。 

○勤務は、原則週５日（月曜日と第

３火曜日は休み。ただし、土・日

曜日、祝日、夜間の出勤あり）です。 

勤務先　市立体育館、武道館 
定　員　１人 
申込み　４月21日㈬から５月７
日㈮（土・日曜日、祝日を除

く８時30分～17時、郵送の場

合は必着）までに、所定の申

込書に最近３カ月以内に撮影

した写真をはり、必要事項を

記入し、教員免許などの写し

を同封して、〒513-0801神戸
九丁目11番15号文化振興部ス

ポーツ課へ直接持参するか、

簡易書留で郵送してください。 

※申込書は、スポーツ課へ直接お越

しいただくか、郵送で請求してくだ

さい。郵送で請求するときは、封

筒の表に朱書きで「職員採用試

験申込書希望」と記入した返信用

封筒（あて先を記入し、80円切手

をはったもの）を同封してください。 
!採用試験
と　き　５月15日㈯　９時から 
ところ　武道館会議室（江島台
2-6-1　　88-0622） 

内　容　小論文、面接 
※合否については、５月下旬に

文書で通知します。 

 
家庭児童相談の相談員として
嘱託職員を募集します

子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象
○社会福祉主事任用資格のある方 

!

農業集落排水処理施設
使用料の徴収事務を委託します

国際交流事業助成制度を
ご利用ください

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映画「埋もれ木」の製作が行われ
ることになりました。このコーナーは、映画「埋もれ木」に関する情報を随時、お知らせします。

文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 
シ
 ネ マ 
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スペイン語ができる
嘱託職員を配置しました

有料道路の障害者割引制度が
改正されます

郵便などによる
不在者投票が変わります

!

!

体育館・武道館の嘱託職員を
募集します（第２次募集）

!

家庭児童相談の相談員として
嘱託職員を募集します

○昭和21年4月2日以降に生まれた方 

○通勤可能な方 

※地方公務員法第16条に該当す

る方は、応募できません。 

※社会福祉主事任用資格には、

次の方が該当します。 

・大学などで厚生労働大臣が指定

する社会福祉に関する科目【指

定された32科目（法律学、経済学、

心理学、保育理論、教育学、社

会学など）のうちいずれか3科目】

を修めて卒業した方 

・厚生労働大臣が指定する養成機

関や講習会の課程を修了した方 

・厚生労働大臣が指定する社会福

祉事業従事者試験に合格した方 

期　間　7月1日～平成17年3月31日 
内　容　家庭児童相談と事務補助 
条　件　給与などは鈴鹿市嘱託職
員等取扱規程に準じます。 

定　員　1人程度 
申込み　4月21日㈬から5月7日㈮
（土・日曜日、祝日を除く８時

30分～17時、郵送の場合は必着）

までに、所定の申込書に最近3

カ月以内に撮影した写真をはり、

必要事項を記入し、大学の成

績証明証の写しなどを同封して、

〒513-8701神戸一丁目18-18保
健福祉部子育て支援課へ直接

持参するか、簡易書留で郵送し

てください。 

※申込書は、子育て支援課へ直接

お越しいただくか、郵送で請求し

てください。郵送で請求するときは、

封筒の表に朱書きで「試験申込

書希望」と記入した返信用封筒

（あて先を記入し、90円切手を

はったもの）を同封してください。 
!採用試験 
○1次試験
と　き　5月16日㈰　9時30分から 
ところ　市役所分館第2　3階第2
会議室 

内　容　事務能力検査、作文 
○2次試験
　１次試験合格者に対して面接

試験を実施します。試験日、会

場などは1次試験合格者通知でお

知らせします。 

 
農業集落排水処理施設

使用料の徴収事務を委託します
集落排水課　　82-9019　　82-0304
  shurakuhaisui@city.suzuka.mie.jp

　平成16年度から供用を開始した、

天栄地区・国府西地区農業集落

排水処理施設の使用料の徴収事

務を、天栄地区・国府西地区農

業集落排水維持管理組合に委託

します。 

 
国際交流事業助成制度を
ご利用ください

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

　市民レベルでの国際交流活動

や団体が行う国際交流事業を活

発化させるため、協会がその費

用の一部を助成します。 

対　象　平成16年度中に実施
される国際理解、国際協力、

国際支援に関する事業や海外

との交流事業などのうち、鈴

鹿市における国際交流活動の

進展に貢献すると認められる

もの 

助成額　総事業費の２分の１以
内（最高10万円） 

※協会運営委員会で審査の上、

可否を決定します。 

申込み　所定の申請書に必要事
項を記入し、５月31日㈪までに

同協会へ 

お 譲 り く だ さ い  

　映画「埋もれ木」撮影スタッフが、ロケ地の
NTT研修センターで使用するベット50台を無償
でお譲りください。（使用可能な物に限る） 
　支援の会が、自宅まで引き取りに伺います。台
数がそろい次第、締め切ります。映画撮影終了後
は、リサイクル品として、市民の皆さんに提供します。 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映画「埋もれ木」の製作が督の映画「埋もれ木」の製作が行われ行われ
ることになりました。ることになりました。このコーナーは、映画「埋もれ木」に関する情報を随時、このコーナーは、映画「埋もれ木」に関する情報を随時、お知らせしますお知らせします。

文化課　　文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映画「埋もれ木」の製作が行われ
ることになりました。このコーナーは、映画「埋もれ木」に関する情報を随時、お知らせします。

川岸市長を表敬訪問した小栗監督 
（2月6日・市長応接室） 

映　画

クランクイン予定　平成16年６月末　　 
公開予定　平成17年春 
出演予定　田中裕子、平田満、浅野忠信など 
※主人公の16歳の女子高校生「まち」役を、全国オー

ディションで選考中。 

小栗康平監督作品映画上映会 

　映画「埋もれ木」の撮影

を記念して、小栗康平監督

の過去の４作品の上映会を

行います。 

※『死の棘』の上映前、『眠

る男』の上映後には、小

栗監督のトークがあります。 

ところ　文化会館
入場料　１作品鑑賞券　　400円

　　　　４作品鑑賞券　1,000円
問い合わせ　「埋もれ木」支援の会　　　82-0220

シ
 ネ マ シ
 ネ マ 
館 文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

５月１日㈯
13：00～14：45　『泥の河』

15：30～18：00　『死の棘』
（15：30～16：00　監督のトーク） 

５月２日㈰
10：30～12：30　『伽　子のために』

13：30～15：30　『眠る男』

（15：30～16：00　監督のトーク） 

と　き

（当日券） 

（前売券） 

「埋もれ木」 
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白江土地区画整理事業の
変更事業計画案を縦覧します
市街地整備課　　82-9025　　82-8222

shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp

と　き　４月20日㈫～５月10日
㈪（土・日曜日、祝日は除く）

８時30分～17時 

ところ　市街地整備課（市役所
別館第４　２階） 

※利害関係者は、５月24日㈪ま

でに、知事に意見書を提出す

ることができます。提出先は、

県土整備部都市基盤室です。 

 
すずか生涯学習フェアの
実行委員を募集します

生涯学習課　　82-7619　　82-9071
 shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

　11月13日㈯、14日㈰に開催予

定の第14回すずか生涯学習フェ

アを企画運営する実行委員を募

集します。 

と　き　月１回程度（19時～21
時）実行委員会を開催します。 

申込み　すずか生涯学習フェア
実行委員会事務局（生涯学習

課内） 

　 
早朝・ナイターテニスが

始まります
市立体育館　　87-6006

!早朝テニス 
と　き　５月～10月（５月１日
～７月20日と９月１日～10月

31日は土・日曜日、祝日のみ）

６時～８時30分 

使用料　高校生以上150円、中学
生以下50円 

※１人あたりの使用料です。 

受　付　５時55分から直接テニ
スコートクラブハウスへ（先

着順） 
!ナイターテニス（６面） 
と　き　５月～10月（休館日、日
曜日、祝日を除く）18時～21時 

使用料　平日1,250円 

　土曜日1,500円 

※一面あたりの使用料です。 

受　付　使用日の17時55分以降に、
直接体育館事務所受付窓口へ

（先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 
フットサルが楽しめます
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
 sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　勤労青少年ホームの西側グラ

ウンドに、フットサルコートを

１面（40m×20ｍ）設置しました。 

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　月～木曜日　13時～20
時30分、金曜日13時～18時 

使用料　無料 
申込み　ホーム利用登録の手続
き（傷害保険料・利用者会費

計1,100円が必要　有効期限は

平成17年３月末日）を済ませ、

コート使用の申込みをしてく

ださい。なお、使用にあたっ

てはコート使用者全員の利用

登録が必要です。 

 
図書館の開館時間を
延長します

図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　５月６日㈭から10月28日㈭ま

での火・木曜日（祝日を除く）は、

図書館の開館時間を19時まで延

長します。 

※第三火曜日は休館日です。 

※月末図書整理日と重なったと

きは休館日です。 

 
男女共同参画情報紙
「今・ima」編集

ボランティアスタッフ募集
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
  danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住または通勤・

通学する方 

定　員　６人程度 
申込み　５月８日㈯までに、応
募の動機・住所・氏名・連絡

先を記入し、はがき、ファクス、

電子メールなどで男女共同参

画課へ 

※報酬などはありません。 

※「今・ima」Vol.12ができました。

ご希望の方は、男女共同参画

センタージェフリーすずかへ 

 

 

 

 
まちづくり活動報告会
地域課　　82-8695　　82-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　市民の創意と工夫により、自

主的、主体的に地域ぐるみでま

ちづくりに取り組んでいる団体で、

地域にその効果が波及すると認

められるものに「まちづくり活

動事業費補助金」を交付してい

ます。 

　平成15年度は、７団体が地域

ぐるみのまちづくり事業に取り

組みましたので、その活動報告

会を行います。 

と　き　５月13日㈭19時～21時 
ところ　牧田コミュニティセン
ター 

内　容　まちづくり活動報告会
（コーディネーター：鈴鹿国

際大学大学院国際学研究科社

会学博士教授　一色将行さん） 

定　員　50人 
入場料　無料 
 

 

 

 
鈴鹿国際大学

2004年度定期公開講座
鈴鹿国際大学国際交流センター  　　72-3944

kokusai@suzuka-iu.ac.jp

と　き　５月８日㈯から毎週土
曜日　13時30分～15時 

ところ　同大学国際文化ホール 
内　容　『食文化から世界を見

再就職支援セミナーを
開催します

英会話講座の
受講生を募集します

○4月21日㈬〜30日㈮

○5月1日㈯〜10日㈪

○5月11日㈫〜20日㈭

定五郎橋付近の堤防にガードレールを

2004・4・204

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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白江土地区画整理事業の
変更事業計画案を縦覧します

すずか生涯学習フェアの
実行委員を募集します

早朝・ナイターテニスが
始まります

!

!

フットサルが楽しめます

図書館の開館時間を
延長します

男女共同参画情報紙
「今・ima」編集

ボランティアスタッフ募集

まちづくり活動報告会

鈴鹿国際大学
2004年度定期公開講座

る』５回シリーズ 

○５月８日　
　香りが民族の食を決める
○５月15日　 
　水とくらし
　〜アジアの水、日本の水〜
○５月22日 
　聖なる食べ物と主食
○５月29日　 
　ほんとうはおいしいドイツ料理Ð
○６月５日　 
　お茶は世界的な飲み物Ð
※６月５日は15時30分までお茶

会があります。 

※各回テーマは変更する場合が

あります。 

講　師　鈴鹿国際大学教員 
受講料　2,000円（５回分） 
申込み　４月26日㈪までに、電話、
ファクス、はがき、電子メー

ルで同大学へ 

 
再就職支援セミナーを

開催します
産業政策課　　82-8698　　82-0304
 sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　再就職に必要な基礎知識を身

につけ、再就職への機会の拡大

を図るセミナーを開催します。 

対　象　出産や育児、介護などの
ために退職した後、将来的に再

就職を希望する方など 

と　き　５月20日㈭　10時～16時 
ところ　鈴鹿市男女共同参画セ
ンタージェフリーすずか 

※無料で託児があります。申込

みのときに申し出てください。 

内　容　 
○講演「どう変わるの？年金・税

金・保険」（社会保険労務士） 

○管内の求人・求職状況（鈴鹿

公共職業安定所） 

○体験発表と交流会「ふやしま

せんか！選択肢」～好きな仕

事で私らしく生きるために～ 

定　員　20人 
参加料　無料 
申込み　電話で、㈶21世紀職業財
団三重事務所（　 059-228-2300

　059-228-2304）へ 

 
英会話講座の

受講生を募集します
飯野高校　　83-3011　　83-1158

対　象　中学生以上 
と　き　５月15日から７月３日
までの毎週土曜日 

○初級　９時～10時30分 
○中級　10時45分～12時15分 
ところ　飯野高校 
講　師　飯野高校英語科教員、
外国語指導助手 

定　員　各18人 
※応募者多数の場合は抽選 

参加料　無料 
申込み　５月６日㈭までに（必着）、
往復はがきに、住所、氏名、年齢、

電話番号、希望クラス、返信先

を記入し、〒513-0803三日市町
東新田場1695飯野高校　英会

話講座係へ 

 
おわびと訂正

　　３月５日号７ページ「元気なな

かま」の一部に誤りがありましたの

で、訂正しおわびします。 

（誤）島津里奈さん（正）鳥津里奈さん 

 

10時15分、11時45分(土曜日のみ)、

13時15分(土曜日を除く)、17時15分、

22時15分からの各15分 

○4月21日㈬〜30日㈮
『ベルディ便り』･･･防災館、清掃・
保健情報など 

○5月1日㈯〜10日㈪
『ベルディ便り』･･･市長へビデオ
レター、スポーツ情報など 

○5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 

定五郎橋付近の堤防にガードレールを定五郎橋付近の堤防にガードレールを

　このコーナーでは、インターネットや郵送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。

　定五郎橋から庄野に向かう堤防は危険を

感じます。ガードレールを設置してください。 

道路保全課　　82-8421　　82-7612 　dorohozen@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿川右岸堤防上の道路は、ガードレ

ールや転落防止柵などが設けられていま

せん。この道路は、あくまでも鈴鹿川の堤防であり、

河川堤防としての機能が優先されることから、ガ

ードレールなど構造物の設置や道幅を広げることは、

原則的にはできないことになっています。 

　しかし、道路管理者である市としても、可能な

限りの安全対策を講じるため、公安委員会（鈴鹿

警察署）と共に現地調査を行いました。 

　その結果、公安委員会から、この道路は大型

車両の通行も多く、これらの車両がすれ違う十

分な幅員がないため、防護柵を設置すれば、車

両の接触事故などが考えられることから、現状

としては設置しない方が良いという意見をもら

っています。 

　今後、定五郎橋も含めた県道交差点の改良が

行われるまでは、防護柵の設置は難しいと思い

ます。 

　なお、防護柵以外で安全対策が取れる方法な

どについて、公安委員会と協議をしながら検討

していきたいと考えています。 
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