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!植えてはいけないケシ

○ソムニフェルム種
　キャベツのように白を帯びた緑色 

　表面にはほとんど毛が無い。 

○セティゲルム種
　ソムニフェルム種より毛が多い。 

　つぼみが毛でおおわれている。 

○ハマオニゲシ
　花びらの基部に黒紫の鮮明な斑点 

　葉や茎全体に白く硬い毛 

!植えてもよいケシ

　ケシのなかでもオニゲシやヒナ

ゲシなど、規制対象外で植えても

良いものもあります。 

◆

　ケシは、大麻などの原料になるため、「あへん法」により栽培が厳しく制限されています。 

児童手当の現況届をお忘れなく
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童手当を受けている方は、現

況届を子育て支援課、または最寄

の地区市民センターへ提出してく

ださい。この届け出をしないと６月

以降の手当が受けられなくなります。 

■現況届に必要なもの
○印鑑 

○厚生年金に加入し

ている方は、勤務先

の年金加入証明書 

※健康保険被保険者証、船員保険被

保険者証、私立学校教職員共済加

入者証、全国土木建築国民健康保

険組合員証、日本郵政公社共済組

合員証、文部科学省共済組合員証（大

学等支部に限る）をお持ちの方は、

年金加入証明書に代えて、保険者

証などの写しでも結構です。 

○本年１月２日以降に鈴鹿市へ転入

された方は、本年１月１日在住の

市町村発行の平成16年度（平成

15年分）児童手当用所得証明書 

○児童と別居しているときは、

別居監護申立書 

 
市民税の均等割税率が
改正されました

市民税課　　82-9446　　82-7604
shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　市民税の均等割は、これまで市

の人口段階別に税率を決められて

いましたが、本年度から地方税制

の改正により、現行の2,500円から

全国一律で3,000円になりました。

県民税の均等割（1,000円）と合わ

せると、4,000円になります。 

 
男女共同参画審議会が
傍聴できます

男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　6月18日㈮　19時から 
ところ　ジェフリーすずか　研修室2 

定　員　10人（先着順） 
申込み　当日、18時30分から18時
50分まで、会場で受付を行います。 

 

中学校給食検討委員会が
傍聴できます

学校教育課　　82-7618　　82-9071
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

と　き　６月11日㈮　14時～16時 
ところ　市役所分館第2　2階　
教育委員会室 

定　員　５人（応募多数の場合は抽選） 
申込み　当日13時30分から13時
50分の間に会場で受付を行います。 

 
違法白バス追放キャンペーンを

実施しています
商業観光課　　82-9016　　82-0304
　shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

　国土交通省では、自家用バス

（白ナンバーのバス）による違

法な営業類似行為を排除する取

り組みを行っています。 

　自家用バスでの次のような行

為は、道路運送法により禁止さ

れていますので、適正に使用し

ていただきますようお願いします。 
!違反の対象となる主な行為　 
○自家用バスを使用して、有償

で客を送迎する行為 

○運転手付きでレンタルバスを借

りる行為 

○旅館・ホテルなどが送迎用バ

スを利用して、宿泊者などを

観光地に案内する行為  

○他人の要求に応じて、自社従業員用

の送迎バスを有償で使用する行為 

※詳しくは、国土交通省中部運輸局

三重運輸支局（　 059-234-8411）

へお尋ねください。 

 

不燃物リサイクルセンター
修繕工事にご協力を

不燃物リサイクルセンター　　74-4141　　74-4619
risaikuru@city.suzuka.mie.jp

　６月26日㈯から７月５日㈪まで、

不燃物リサイクルセンター破砕

処理施設の修繕工事を行います。 

　工事期間中は、持ち込みごみの

受入場所が屋外になりますので、

雨天時など特にご迷惑をおかけし

ますが、ご協力をお願いします。ま

た、家庭ごみはできる限り集積所で

の回収をご利用いただきますようお

願いします。 

 
大黒屋光太夫資料室を

休室します
文化課　　82-9031　　82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　６月12日㈯から６月13日㈰まで、

大黒屋光太夫資料室（若松小学校

内　一般公開：土・日曜日、祝日

の13時～16時）は、第４回国際シン

ポジウム「江戸のモノづくり」に展示

資料を出品するため一時休室します。 
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天野奨学金奨学生を
募集します

指導課　　82-9028　　83-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

　この奨学金は、石薬師町出身

の故天野修一さんのご遺族のご

厚志によって設けられたものです。 

対　象　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀・品行方正であり、

学資に困っている高校生以上

の学生 

奨学金額（給付月額）
○高校生　6,000円 

○高専・短大生　7,000円 

○国・公立大学生　１万円 

○私立大学生　１万4,000円 

奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間 

申込み　６月30日㈬までに、指
導課にある申込用紙に必要事

項を記入し、同課へ 

 
図書館を

一時休館します
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　６月７日㈪から６月15日㈫まで、

蔵書点検のため特別整理期間と

して休館（移動図書館を含む）

します。なお、本の返却は夜間

返却口をご利用ください。 

 
安全安心パトロール隊を

募集します
青少年課　　82-9055　　82-9071

seshonen@city.suzuka.mie.jp

　子どもたちが安全・安心な環

境の中、心豊かにたくましく成

長することを目的として、保護

者と地域が一体となって行うパ

トロール活動です。 

　次のような活動を行っていた

だける方を募集しています。 

○グループで週に３日ほどウォ

ーキングをしています。何か

あった時、通報できます。 

○公園でゲートボールをしてい

ます。子どもが公園でタバコ

を吸っていたら連絡します。 

○仕事で毎日配達をしています。

不審者を見かけたら連絡します。 

○毎日幼稚園の子どもを送り迎

えしています。小学生の登校

時間と同じなので登校の様子

を見守ることができます。 

○子どもを守る家に登録してい

ます。登下校の時間は外に出

て子どもの様子をみることが

できます。 

※市内にお住まいの成人であれば、

だれでも登録できます。 

※活動された報告書を提出していた

だきます。 

※ご希望によりパトロール用たすき、

腕章、ウィンドブレーカーのいず

れかをお渡しします。 

対　象　校区にお住まいの方 
定　員　各中学校区50人程度 
申込み　６月30日㈬までに、お
住まいの校区の中学校にある

申込書に必要事項を記入し、

同校へ 

 
ふとん丸洗いサービスを

行います
長寿社会課　　82-7935　　82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

対　象　在宅で約３カ月以上「ね
たきり」の40歳以上の方 

内　容　
○中わたが、綿・合成繊維・羊

毛・羽毛のいずれかのふとんで、

サイズは問いません。 

○対象者一人当たり２枚までです。 

○１週間から10日間お預かりし

ます。 

費　用　無料 
申込み　６月30日㈬までに、電
話またはファクスで長寿社会

課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センター

の職員が申請書を届けます。 

※10月にも募集します。 

広報すずかの表紙写真募集
サービス版でも受け付けます
秘書広報課　　82-9036　　84-2561

koho@city.suzuka.mie.jp

　広報すずかの表紙写真を募集

しています。祭りなどの行事や

朝市など生活感や季節感あふれ

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　写真の裏面に、郵便番
号・住所・氏名・電話番号・

タイトル・撮影場所・撮影日

時を記入し、直接または郵便

で秘書広報課へ 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビの視聴は
きれいなＵＨＦ中継局で

ＮＨＫ津放送局受信相談
0570-00-3434

　毎年５月から８月頃は、日本

海上空に「スポラディックＥ層」

という電波を反射する電離層が

発生します。このとき、通常日

本には届かない外国の電波が電

離層に反射して、国内でのテレ

ビ受信が混乱することがあります。 

　混乱は、1～3チャンネルのＶ

ＨＦ電波で発生し、ＵＨＦ電波

では発生しないため、お近くの

ＵＨＦ局を視聴いただくことを

お勧めします。 

○最寄のＵＨＦ中継局とＮＨＫ

の総合チャンネルは、津放送

局（31チャンネル）です。 

市民会館のホールが
使用できません

内閣総理大臣名の
書状を贈呈します

!

自然調査観察会

下水道排水設備工事
責任技術者試験

ゲーム脳に
ついての講演会

教科書見本の展示会

長吉祭
—第3回石橋楽市—
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なが   きち

天野奨学金奨学生を
募集します

図書館を
一時休館します

安全安心パトロール隊を
募集します

ふとん丸洗いサービスを
行います

広報すずかの表紙写真募集
サービス版でも受け付けます

テレビの視聴は
きれいなＵＨＦ中継局で

市民会館のホールが
使用できません

市民会館　　82-0654　　82-3109
bunka@city.suzuka.mie.jp

　舞台機構電動昇降装置改修工

事のため、平成17年2月1日㈫か

ら2月28日㈪まで、ホールの使用

ができません。工事中は、ご迷

惑をお掛けしますがよろしくお

願いします。 

 
内閣総理大臣名の
書状を贈呈します

生活支援課　　82-9012　　82-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　総務省では、太平洋戦争にお

いて戦地に派遣され、衛生勤務

に携わった「旧日本赤十字社救

護看護婦」「旧陸海軍従軍看護

婦」の方に対し、内閣総理大臣

名の書状を贈呈しています。 
!請求期限　平成17年３月31日
まで 

※請求用紙は、生活支援課にあります。

　 

 

 

 

自然調査観察会
環境政策課　　82-7954　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　６月26日㈯　９時30分
～11時30分（雨天決行） 

ところ　庄内神社とその周辺 
※集合は庄内地区市民センター 

内　容　カタツムリなど陸貝の
調査観察（講師　三重自然誌

の会　鈴木慎一さん） 

費　用　無料 
申込み　６月18日㈮（必着）ま
でに、直接電話をするか、は

がき、ファクス、電子メール

で「鈴鹿市の自然調査観察会

参加希望」と記入し、住所、

氏名、電話番号、参加人数を

記入の上、〒513-8701環境政
策課へ。 

※詳細については、参加申込者に直

接連絡します。 

 
下水道排水設備工事
責任技術者試験

下水管理課　　82-7636　　84-3938
gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

対　象　試験日現在、満20歳以
上で、受験申込日現在で、次

のいずれかの実務経験が２年

以上の方 

○排水設備工事の設計または施工 

○排水設備工事以外の下水道工

事の設計または施工 

○水道工事の設計または施工 

と　き　11月10日㈬　13時から 
ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1） 

受験料　3,000円 
申込み　申込書に必要事項を記
入し、６月28日㈪から７月９

日㈮までに、〒514-0301津市
雲出鋼管町52-5㈶三重県下水

道公社雲出川左岸浄化センタ

ー排水設備担当（　059-235-

2030）へ 

※申込書は市町村下水道担当課、県

内浄化センターにあります。 

 
ゲーム脳に
ついての講演会

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

と　き　６月12日㈯　14時～16
時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター 

テーマ　ゲーム脳の恐怖 
　～長時間のテレビゲームによる

子どもの脳に及ぼす影響について～ 

講　師　森　昭雄さん（日本大
学教授） 

費　用　無料 
申込み　電話またはファクスで
教育研究所へ 

※手話通訳、託児有り 

教科書見本の展示会
指導課　　82-9028　　83-7878
　shido@city.suzuka.mie.jp

■法定展示
と　き　６月18日㈮～７月１日㈭
９時～20時（土・日曜日は９

時～17時） 

ところ　市役所分館第２　２階
第２会議室 

■移動展示期間と会場　　　　
とき・ところ
○５月27日㈭～６月２日㈬ 

　国府小学校、牧田小学校、白

子小学校 

○６月３日㈭～６月９日㈬ 

　石薬師小学校、明生小学校、

郡山小学校 

○６月10日㈭～６月16日㈬ 

　若松小学校、鼓ケ浦小学校、

栄小学校 

※展示時間はいずれも９時～17時

（土・日曜日は除き、６月３日、

10日は12時～17時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
長吉祭

—第3回石橋楽市—
商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　６月13日㈰　10時～16時 
ところ　神戸本通り商店街、ジ
ェフリーすずか 

内　容　講談「荒神山の決闘」、
無声映画「血煙り荒神山」、

講演会「神戸の長吉と吉良の

仁吉、その虚像と実像」、吉良

町フェア、鈴鹿市のお茶生産農

家による荒茶の試飲と即売など 

主　催　「歴史の街・神戸」の
商店街再生を考える会（杉谷

　 69-3087） 
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国際交流ミニ運動会
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　軽いスポーツを通じていろい

ろな国の方と交流しましょう。 

対　象　小学生以上 
※小学３年生以下は、保護者に同伴。 

と　き　６月13日㈰　10時～15時 
ところ　河曲小学校体育館 
内　容　風船割り、パン食い競争、
南米のダンスなど 

定　員　60人（先着順） 
費　用　500円（昼食代含む） 
申込み　６月10日㈭までに参加
費を添えて、直接、同協会へ 

 

 

 

 
パソコン講座

市政情報課　　82-9003　　82-2219
sisejoho@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住のパソコン初心者 
とき・内容
　いずれも３時間講習を２日間行います。 
!午前の部（９時30分から）
○基礎講習①
　６月22日㈫・24日㈭

　６月23日㈬・25日㈮

　７月３日㈯・４日㈰

　７月13日㈫・15日㈭

○基礎講習② 
　６月29日㈫・７月１日㈭

　７月６日㈫・８日㈭

　７月７日㈬・９日㈮

　７月14日㈬・16日㈮

○ワープロ（ワード2000）
　７月10日㈯・11日㈰

　７月21日㈬・23日㈮

○表計算（エクセル2000）
　７月24日㈯・25日㈰

!午後の部（13時30分から）
○基礎講習① 
　６月22日㈫・24日㈭

　６月23日㈬・25日㈮

　７月３日㈯・４日㈰

　７月14日㈬・16日㈮

○基礎講習②
　６月29日㈫・７月１日㈭

　７月６日㈫・８日㈭

　７月７日㈬・９日㈮

　７月13日㈫・15日㈭

○ワープロ（ワード2000）
　７月10日㈯・11日㈰

　７月21日㈬・23日㈮

○表計算（エクセル2000）
　７月24日㈯・25日㈰

ところ　図書館２階会議室 
定　員　各15人（先着順） 
費　用　2,000円 
※その他、テキスト代として、基礎①と

基礎②は兼用で1,000円、ワードとエ

クセルはいずれも800円が必要です 

申込み・問合せ　６月15日㈫（平日の
10時～20時）から、電話で「すずか

のぶどう」（　87-0767　87-0764）へ 

 
民踊講習会

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

対　象　市内在住の小学生以上
と　き　６月27日㈰　13時～15時 
ところ　市立体育館 
持ち物　上靴、うちわ 
費　用　無料 
※事前申込みはありませんので、自

由に参加してください。 

※民踊のできる服装で参加してください。 

 

 

 

 

 

 

 
昼間講座

「手結び着付初級コース」
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 
と　き　７月６日から９月28日
までの毎週火曜日（８月31日

を除く、全12回）10時～12時 

定　員　15人 
費　用　8,400円 
申込み　６月30日㈬までに、電

話で勤労青少年ホームへ 

 
相撲教室

武道館　　88-0622　　88-0940
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　小・中学生 
と　き　６月26日㈯～８月11日㈬
（土曜日７回、水曜日３回の

計10回）14時～16時 

ところ　武道館 
費　用　1,500円 
※スポーツ保険料を含みます。 

申込み　６月22日㈫までに、参
加費を添えて武道館へ 

 
自分を生かす

キャリア・デザイン
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
 danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　「自分の可能性」を見出し、

女性の生き方・働き方について

考え、今後の人生を前向きに自

分らしく生きるためのキャリア･

デザインをしましょう。 

とき・内容（５回連続講座）
○第１回　６月26日㈯　10時30分
〜12時30分

○第２回　７月３日㈯　10時30分
〜12時30分

※第３回からはコース別です。 

○昼コース（主婦向き）
　７月８日㈭、７月22日㈭、

８月５日㈭　10時30分〜12時

30分

○夜コース（働く女性向き）　
７月９日㈮、７月23日㈮、

８月６日㈮　19時〜21時

ところ　ジェフリーすずかホール
または研修室１ 

定　員　各20人 
※定員になり次第締め切ります。 

費　用　500円（資料代） 
託　児　昼コースのみ先着10人 
※１回につき100円で、事前の申込

みが必要です。 

※対象年齢は１歳６カ月から就学前ま

でです。ただし夏休み期間中の講座

については小学３年生まで。 

申込み　電話、ファクス、電子
メールで、男女共同参画課へ 

子育て支援ボランティア
養成講座

甲種防火管理者
資格取得講習会

2004・6・522

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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民踊講習会

昼間講座
「手結び着付初級コース」

相撲教室

自分を生かす
キャリア・デザイン

子育て支援ボランティア
養成講座

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

　市と社会福祉協議会では、子

育ての支援をしていただくボラ

ンティアの養成講座を開催します。 

　講座終了後は、子育てボラン

ティアとして社会福祉協議会に

ボランティア登録し、夏に開設

予定の子育

て支援セン

ターなどで

「子育てボ

ランティア」

として活動

していただ

きます。 

対　象
　全カリキュラム受講可能で、

子育てボランティアとして登

録できる方 

とき・内容
○７月１日㈭　ボランティア活

動について（９時30分～10時

30分）、こどもを取り巻く環

境について（10時30分～12時） 

○７月６日㈫　子どもの発達につ
いて（９時30分～10時30分）、

子どもの遊びについて（10時30分

～12時） 

○７月15日㈭　子どもによくある
病気について（13時30分～14時

30分）、救急法（乳幼児救急を

中心に）（14時30分～16時） 

○７月21日㈬　体験実習（保育
所の園庭開放）（10時～11時

30分） 

ところ　ジェフリーすずかなど 
講　師　医師、保育士、保健師など 
定　員　30人 
※定員になり次第締め切ります。 

費　用　無料（ただし登録時に
保険費用として300円（１年間

分）が必要です） 

託　児　先着10人
申込み　６月18日㈮までに子育
て支援課へ 

甲種防火管理者
資格取得講習会

予防課　　82-9160　　83-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　劇場、集会所、店舗、旅館、

工場、その他事業所など、多く

の人が勤務または出入りする建

物には、防火管理者をおかなけ

ればなりません。 

　資格取得のため、防火管理者

資格取得講習会を行います。 

と　き　７月６日㈫、７日㈬　
９時〜16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター 

定　員　150人 
※定員になり次第締め切ります。

費　用　4,000円（テキスト代） 
申込み　６月14日㈪から６月25
日㈮までに、所定の受講申込

書に必要事項を記入し、上半

身写真（パスポートサイズ・

免許証サイズどちらも可１枚）

をはり、消防本部予防課へ
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催し物 

講座・教室 

６月23日から29日までは男女共同参画週間です 

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

もやせるごみ（ネガはプラスチックごみ、フィルム（未使用）はもやせないごみ）
ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

　わが国で「男女共同参画社会基本法」が制定さ

れて今年で５年目を迎えました。皆さんはもう、「男

女共同参画社会」という言葉をご存知ですか。 

　本市がめざす「男女共同参画社会」とは、「す

べての人の人権が保障され、性別にかかわらず

家庭や職場や地域でその個性と能力を十分に発

揮することができ、喜びも責任も分かち合える

社会（鈴鹿市男女共同参画プラン前期実施計画）」

となっています。自分らしさを大切にし、お互

いを認め合って、男女が共にその力を発揮して

つくりあげる社会ということです。 

　ではなぜ今、「男女共同参画」が必要なのでしょうか。 

　「男は仕事、女は家事育児」という性別役割分

担意識は、生産第一主義・効率性重視の社会で求

められた家族スタイルであり、日本が著しい経済

成長を遂げる一役を担ったことは事実ですが、現

在ではさまざまなところでひずみが生じてきてい

ます。例えば、男性は企業戦士と呼ばれて過酷な

労働を強いられ、40～50歳代の男性自殺者の急増

は昨今の社会問題になっています。一方で、女性

には社会参加の機会がなかなか与えられず、もの

ごとを決める場面＝政策・方針決定の場に女性が

少ない、すなわち女性の意見が反映されないとい

うことです。人類の半分は女性です。生活者の視

点を生かし、もっといろんな場で女性の声を反映

させることができれば、改善されていくことがた

くさんあると思いませんか。 

　男女が固定的に役割を分業して効率を上げる時

代はもう終わりです。これからは性別にかかわらず、

すべての人が知恵と能力を出し合って危機を乗り切

る時代、そのキーワードが「男女共同参画」です。 

　本市では、本年度

中に「鈴鹿市男女共

同参画プラン」の改

定作業を進めます。

市民の皆さんとともに、

実のあるプラン作り

をめざします。 


