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収穫後の稲わらや刈り草などは
早めに処理を

農林水産課　　82-9017　　82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

河川課　　82-7614　　82-7612
kasen@city.suzuka.mie.jp

　10月初めから、市沿岸部ではノリ

の種付けが始まり、冬の風物詩とも

なっている伊勢湾の黒ノリ養殖が

シーズンを迎えます。 

　しかし、ごみや稲わら、草などが

海に流れ込んでノリ網に付着すると、

ノリの生育が悪くなり、品質が悪化

します。網に付着したごみなどは、

手で取り除くしか対応策がありません。 

　また、河川や水路の流末には多く

の排水施設があり、台風時などの排

水ポンプ運転時、稲わらや草などが

詰まると、排水作業に困難を来たします。 

　刈り取った稲わらや草は、できるだ

け早くすきこむなどして、河川や海に

流れ込まないようご協力ください。 

 
平成17年度

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 

対　象　市内に在住の満４歳児（平
成12年４月２日～平成13年４月１

日生）と満５歳児（平成11年４月

２日～平成12年４月１日生） 

募集内容・定員 
○４歳児　国府・加佐登・白子・稲
生・飯野・玉垣・神戸幼稚園の 7

園は35人、旭が丘幼稚園は70人 

※希望者多数の場合は抽選 

○5歳児　全23園で募集し、希
望者は全員入園できます。 

手続き　９月１日㈬から９月22日㈬
（土・日曜日、祝日を除く８時30分

～17時）までに、各園にある「入園

願」に必要事項を記入し、入園希

望の幼稚園へ（併願はできません） 

 
平成16年度

市立白子幼稚園児を追加募集します
学校教育課　　82-7618　　82-9071
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp 

対　象　市内在住の満4歳児（平成
11年４月２日～平成12年４月１日生） 

募集人員　１人 
※希望者多数の場合は抽選　 

手続き　８月18日㈬から８月25日㈬（土・
日曜日を除く８時30分～17時）までに、

白子幼稚園にある「入園願」に必要

事項を記入し、同幼稚園へ 

※募集人数については、状況により

変更が生じることがあります。 

グラウンド・ゴルフ大会の
参加者を募集します

児童手当の申請をお忘れなく

特別児童扶養手当の
所得状況届を提出してください

市立幼・小中学校（園）講師の登録を

EM活性液を無料配布しています

同志社大学法学研究会の
移動法律相談がやってきます

地区市民センターで戸籍届出の
受付や証明書発行ができます

敬老の日の記念品を贈呈します

平成17年度採用市職員を募集します 人事課　　82-9037　　82-9674　　jinji@city.suzuka.mie.jp

鈴鹿警察署 80-0110

お知らせお知らせ お知らせ 

◎募集職種、採用予定人数、受験資格

事務１ 

（身体障害者対象） 

1人程度 

事務２ 

4人程度 

技術（土木） 

1人程度 

消防 

5人程度 

保健師 

1人程度 

保育士 

1人程度 

企画、庶務、予算、経理、

調査、指導などの 

一般行政事務 

企画、庶務、予算、経理、
調査、指導等の 
一般行政事務 

土木工事の設計、施工

管理等の技術的業務 

火災予防、救急、救助、

消火活動等の消防業務 

保健福祉に関する

相談、指導業務 

幼児の保育業務 

受 験 資 格 （すべてに該当する方）

○地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

○学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門課程、高等

専門学校、高等学校、養護学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業した方又は平成17年3

月末日までに卒業見込の方で、昭和44年4月2日以降の生まれの方 

○身体障害者手帳の交付を受けている方 

○自力で通勤でき、かつ、介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方 

○活字印刷文による出題に対応できる方 

○地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

○学歴、生年月日が次のいずれかに該当する方 

①大学卒（学校教育法に定める大学院、大学を卒業した方または平成17年3月末日までに卒
業見込の方）で、昭和53年4月2日以降の生まれの方 

②短大卒（学校教育法に定める短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門課程、高等専門学校
を卒業した方または平成17年3月末日までに卒業見込の方）で、昭和55年4月2日以降の生まれの方 

③高校卒（学校教育法に定める高等学校、養護学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業した
方または平成17年3月末日までに卒業見込の方）で、昭和57年4月2日以降の生まれの方 

○地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 

○昭和49年4月2日以降の生まれの方 

保健師免許を取得の方または平成17年4

月末日までに取得見込の方 

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取得の

方または平成17年3月末日までに取得見込の方 

（注）１　職種区分「事務」「技術」を受験される外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。 

（注）２　職種区分「消防」を受験される方は、日本国籍であることおよび青色、赤色および黄色の色彩識別ができることが条件です。 

主な業務内容募集職種

鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  
子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に

◎ 第1次試験
日　時　9月19日㈰　9時から 
会　場　鈴鹿医療科学大学（消防以外の職種）／鈴鹿
市コミュニティ消防センター（消防） 

◎受験の申込方法
「職員採用試験申込書」を申込期間内に人事課へ提出してください。 

申込期間　8月5日㈭から8月25日㈬まで（土・日曜日を

除く8時30分～17時）　 

※郵送の場合は、8月25日㈬1７時到着分まで有効とします。 

申込書の請求方法　人事課へ直接または郵便で請求し
てください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書き

で、「希望職種」と「職員採用試験申込書希望」と明記

して、返信用封筒（あて先を明記し、９０円切手をはっ

た12cm×23cm程度のもの）を必ず同封してください。 

採用予定人数
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収穫後の稲わらや刈り草などは
早めに処理を

平成17年度
市立幼稚園児を募集します 平成16年度

市立白子幼稚園児を追加募集します

※入園は９月１日㈬からです。 

 
グラウンド・ゴルフ大会の
参加者を募集します

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方 
と　き　９月23日（木・祝）９時～15時 
※予備日　９月26日㈰ 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デンサッカー・ラグビー場 

内　容　個人戦 
参加料　無料 
申込み　９月２日㈭までに、参加申込
書に必要事項を記入し、スポーツ課ヘ 

※申込書は、各地区市民センター、

公民館、スポーツ課にあります。 

児童手当の申請をお忘れなく
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　４月から、児童手当の支給対象が、

「義務教育就学前まで」から「小学

第３学年修了前まで」に引き上げら

れました。これにより、４月１日現在で、

新たに該当する児童のいる家庭に、

７月13日付けで関係書類を発送して

います。同封の申請用紙で９月30日

㈭までに申請してください。 

　９月30日までに申請すると、平成

16年４月１日（または４月１日以降の

支給要件に該当した日）にさかのぼ

って支給されます。それ以降の申請は、

申請の翌月分からの支給になります

のでご注意ください。 

○手当額（１人当たり月額） 
第１子・第２子　5,000円 

第３子以降　１万円 

※公務員の方は、勤務先で申請してください。 

※所得が一定額以上の方は受給できません。 

特別児童扶養手当の
所得状況届を提出してください
障害福祉課　　82-7626　　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　特別児童扶養手当の受給資格者は、

８月11日㈬から９月10日㈮までに障

害福祉課で所得状況届の手続きをし

てください。手続きをしないと、８月以

降分の手当は支給されません。また、

２年間手続きをしなかった場合、資

格が喪失しますのでご注意ください。 

※対象者には事前に案内を郵送します。 

○手当額(平成16年４月から改定) 
１級　５万900円 

２級　３万3,900円 

※８月11日㈬支払分からは上記の月

額により算定されます。 

 
市立幼・小中学校（園）講師の登録を
学校教育課　　82-7618　　82-9071
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

　市ではいつでも幼稚園や小・中

学校の講師登録を受け付けています。 

登録方法　市販の履歴書、教職員免許状、
印鑑を持参のうえ学校教育課へ 

 
EM活性液を無料配布しています
環境政策課　　82-9014　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　ＥＭ活性液は、有用な微生物を集

めたもので、各家庭のトイレや台所、

風呂などの臭いや汚れを防止しなが

ら河川などの水質浄化に役立ちます。 

と　き　毎週火曜日　13時～15時 
ところ　シルバー人材センター
（神戸八丁目９-22） 

持ち物　空きペットボトル（２ℓ） 
※１世帯につき１カ月に１回まで 

※事前にシルバー人材センター 

　（　82-6092）へ申込んでください。 

 
同志社大学法学研究会の
移動法律相談がやってきます
市民対話課　　82-9004　　82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　同志社大学法学研究会では、月２

回学内で行っている法律相談として、

学生による無料の移動法律相談を開

催しています。弁護士、教授も同行し

ますので、ぜひご利用ください。プライ

バシーは厳守します。 

と　き　８月29日㈮　９時～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　法律問題全般　 
　相続、離婚、相隣、不法行為、

借地借家、金融問題など（税金、

刑法関係は除く） 

定　員　50組まで（予約不要） 
 
地区市民センターで戸籍届出の
受付や証明書発行ができます
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　地区市民センターでは、戸籍届出、

住民異動届などの受付けができます。

また、住民票の写し、印鑑証明書、

転出証明書、全部事項証明書（戸

籍謄本）、個人事項証明書（戸籍抄

本）、身分証明書は即時交付できます。 

敬老の日の記念品を贈呈します
長寿社会課　　82-7935　　82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象 ○喜寿77歳（昭和３年４月１日
～４年３月31日生まれ）の方 

○米寿88歳（大正６年４月１日～７年３

月31日生まれ）の方 

○卒寿90歳（大正４年４月１日～５年３

月31日生まれ）の方 

○白寿99歳（明治39年４月１日～40

年３月31日生まれ）の方 

○100歳以上（明治38年３月31日

以前生まれ）の方 

 

 

 

 

 

平成17年度採用市職員を募集します

鈴鹿警察署 80-0110

き じゅ 

べい じゅ 

そつ じゅ 

はくじゅ 

お知らせ 

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に子どもが安心して遊べる街に

　先月下旬、市内で小学1年生の女の子が自動車に連れ込まれ、約1時間後に

解放されるという事件が起きました。次のことを子どもに繰り返し教えましょう。 

○人通りの少ない場所での単独行動は避け、多少遠回りでも人通りの
多い道を通ること。

○知っている人でも、保護者の了解なしについていかないこと。
○連れていかれそうになったら、大声を出すなどの抵抗をして逃げること。

(防犯ブザーや防犯ホイッスルなどを活用すること)
○外出するときは、保護者に行き先や帰宅時間を告げること。
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し尿収集を休業します
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　８月14日㈯から16日㈪まで、

お盆のためし尿収集を休業します。 

※休業日以外の収集依頼は、各地区

の担当業者または、鈴鹿市清掃協

同組合（　82-3331）へ 

 
「市民救急の家」を募集します
消防課　　82-9155　　83-1447
shobo@city.suzuka.mie.jp

　適切な応急手当を実施できる人

材の育成と災害時などにおける市

民の自助、共助意識の向上を図る

ことを目的に「市民救急の家」を

募集します。 

対　象　市内に在住し、事業の
趣旨をご理解いただける方 

と　き　８月29日㈰　13時～16時 
ところ　コミュニティ消防センター 
内　容　救急箱の常備、自宅へ
の「市民救急の家」の表示、

応急手当要請への対応、大規

模災害時などの人命救助など 

※応急手当などの講習を受講後、委

嘱状と救急箱などをお渡しします。 

定　員　50人程度
参加料　無料 
申込み　８月25日㈬までに、電
話で消防課へ 

 
女性消防団員を募集します
消防総務課　　82-9162　　83-1447
shobosomu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の18歳以上35
歳未満の健康、明朗で活動的

な女性 

活動内容 
○防災訓練などでの救急法や初

期消火訓練の住民指導 

○一人暮らしの高齢者や身体障

害者への訪問による防災指導 

○火災予防などの広報活動 

○出初式など各種行事への参加 

○災害時における支援活動 

定　員　３人 

申込み　９月10日㈮（土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時）ま

でに、入団申込書を消防総務

課へ 

※入団申込書は消防総務課にありま

す。（応募書類は返却しません） 

選考方法　書類審査、面接（９
月下旬を予定） 

 
ハピールームを休業します
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　８月13日㈮から15日㈰まで、

ハピールーム（病児保育室）は

お盆のため、休業します。 

　ハピールームは、病気はほぼ回

復しているが、まだ保育所などで

の集団生活が困難で、家庭でも保

育できない児童を一時的に預かる

施設です。 

 
原爆の日と終戦記念日に

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

　８月６日㈮、９日㈪、広島市と長

崎市で原爆死没者のめい福と世

界恒久平和祈念を願う式典が、ま

た15日㈰には、先の大戦において

亡くなられた方々を追悼し平和を

祈念するため、全国戦没者追悼

式が行われ、１分間の黙とうが捧

げられます。皆さんも、黙とうをお

願いします。 

 

 

 
天体観望会

文化課　　82-8111　　82-8580
bunka@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学生以上 
※小・中学生は保護者同伴 

と　き　８月20日㈮　19時30分
～20時30分 

※雨天、曇天の場合、翌日に延期します。 

ところ　文化会館屋上天体観測場 
内　容　月の観望と写真撮影など 
定　員　150人 
申込み　当日19時から、会場で
受付します。 

夏の鈴鹿川体験
環境政策課　　82-7954　　82-8188
kanykoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月22日㈰　10時～15時 
ところ　鈴鹿川河川緑地公園 
内　容　川の中での魚とり体験や
植物の観察、川歩き、木工工作、

ストーンペインティングなど 

主　催　夏の鈴鹿川実行委員会 
※当日、イベントのお手伝いをしていた

だけるボランティアを募集しています。

申込みは、北勢県民局企画調整部

鈴鹿総務室　（　 82-9785）へ 

 
考古学体験学習

考古博物館　　74-1994　　74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学５年生以上（小学
生は保護者同伴） 

と　き　10月16日㈯　9時30分か
ら（約２時間） 

ところ　考古博物館 
内　容　古墳時代のアクセサリ
ーに用いられた「兵庫鎖」を

使ったブレスレット作り 

定　員　５人 
※申込多数の場合は抽選 

参加料　500円（材料費） 
申込み　８月15日㈰から９月15日
㈬までに往復はがきに希望講座、

住所、氏名、年齢、電話番号

または電子メールアドレス、

小学生の場合は、保護者名と

返信用あて先を記入し、〒513-
0013　国分町224番地　考古博

物館へ 

※はがき１枚につき応募は１人です。 

 
伊勢型紙新作展

文化課　　82-9031　　82-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月14日㈯～８月29日㈰　
10時～16時 

※月・金曜日、第３火曜日は休館です。 

ところ　伊勢型紙資料館（白子
本町21-30　　68-0240）　 

内　容　新作伊勢型紙と試験染
め見本の展示、彫刻実演（土・

日曜日の午後）、体験彫り、

体験染め（土・日曜日の午後、

食の安全・安心アドバイザー
養成講座

いきいき健康水泳教室

市民大学講座

鈴鹿地域
職業訓練センター講座

子ども科学体験教室
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の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

し尿収集を休業します

「市民救急の家」を募集します

女性消防団員を募集します

ハピールームを休業します

原爆の日と終戦記念日に
黙とうを

天体観望会

夏の鈴鹿川体験

考古学体験学習

伊勢型紙新作展

材料費要）など 

主　催　伊勢型紙技術保存会 
入館料　無料 
※重要無形文化財保持者中嶋秀吉氏

作の染型紙・小本などの展示もして

います。 

 

 

 
食の安全・安心アドバイザー

養成講座
北勢県民局鈴鹿保健福祉部
　82-8672　　82-7958

対　象　食の安全・安心に関心の
高い方、食生活改善や消費生

活などの活動をしている団体の

方など 

と　き　８月26日㈭　10時～15時
30分 

ところ　県鈴鹿庁舎４階46会議室
（西条5丁目117） 

内　容　食の安全・安心確保の
ための講座、意見交換 

定　員　50人 
参加料　無料 
申込み　８月20日㈮までに、電
話で鈴鹿保健福祉部へ 

※各自、昼食をご用意ください。 

いきいき健康水泳教室
スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　60歳以上の市民 
と　き　９月１日㈬から10月20日
㈬までの毎週水曜日（全８回）

10時30分～12時 

ところ　県営鈴鹿スポーツガーデ
ン室内温水プール（サブプール） 

定　員　50人 
参加料　2,000円 
申込み　８月９日㈪から20日㈮
までに、印鑑、参加料を持参

するか、電話でスポーツ課へ 

 
市民大学講座

人権教育課　　82-9030　　83-7878
jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方 
と　き　９月25日㈯、10月30日㈯、
11月６日㈯、13日㈯　14時～16

時（11月６日は、８時～18時） 

ところ　９月25日、10月30日は文
化会館、11月13日は一ノ宮団地

解放センター 

定　員　30人 
申込み　８月31日㈫まで 
※詳細は折込チラシをご覧ください。 

鈴鹿地域
職業訓練センター講座

産業政策課　　82-8698　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○プレゼンテーション・ソフト
（パワーポイント）パソコン講習
と　き　８月23日㈪、25日㈬、27
日㈮、30日㈪の４日間　18時～

21時 

定　員　20人 
受講料　4,000円（教材費除く） 
申込み　直接、鈴鹿地域職業訓
練センター（　 87-1900　  87-

1905）へ 

※上記以外にも受講生を募集中です。

詳しくは同センターへ 

 
子ども科学体験教室 

県科学技術振興センター　　29-3620　　29-8017

と　き　８月26日㈭　10時～17時、
27日㈮　10時～16時　　 

ところ　鈴鹿山麓リサーチパー
ク内（四日市市桜町） 

内　容　科学実験や工作など
科学の面白さを体験（こども

かんきょう体感フェアと同時

開催） 

参加料　無料 
 

 

使用済・未使用ともに、バケツなどで一晩水に浸し、もやせるごみで出してください。
ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

ひできち 

  2004・8・5 27

催し物 

お知らせ 

講座講座・教室教室 講座・教室 

大 人 の 役 割  

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

　夏の入道雲を目にする季節になると、夏祭りの練習の

笛の音や太鼓の響きとともに、少年の日を想い出します。 

　小学生のころ「秘密基地ごっこ」という遊びがありました。 

　田んぼのあぜ道の横にある、くぼ地に板切れやわらを

集めてきて「秘密基地」を作り、友だちとマンガやお菓

子を持ち込んで真っ暗になるまで遊んだ記憶が、鮮明に

残っています。 

　この遊びの特徴は、大人の目から隠れるようにして、子

どもたち自身の世界をつくることにあります。大人への依

存から一歩抜け出して、ある空間を作り出し、子どもたち

同士で緊密なつきあいを経験するのです。親から独立し

て「自分」というものを意識する時期へと移行することが、

遊びの形で現れたものだと言えるのではないでしょうか。

この移行は不安であると同時にわくわくする経験であり、

来るべき青年期へ向けた準備だとも考えられます。 

　「秘密基地」といっても大人は、うすうす知っていました。

子どもの方から「○○くんたちとな、秘密基地作ったで、場所、

教えよか」などと大人に話しかけ、実は、それとなく大人に見て

いてほしいことをアピールしていました。見てくれていることを

感じていて、大人から離れていくことができたような気がします。 

　「秘密基地ごっこ」は独り立ちに向けた長いとりくみの

第一歩を生み出すものであり、心理的な「基地」を仲間と

ともにつくりあげる予行演習だったのではないでしょうか。 

　仲間との外遊びそのものが少なくなってきてしまっている今

の子どもは、「秘密基地ごっこ」をあまり経験しなくなりました。 

　このような今の時代にこそ、わたしたち大人は、子どもた

ち一人ひとりがつながり、子どもたち同士が、かかわり合う

ことによって、お互いが学び合えるような環境づくりを支援

していくことが大切なのではないでしょうか。 

　子どもたち同士がお互いのつながりを実感し、学び合い、

未来を切り拓くことができるような支援をしていくことが、大

切な大人の役割ではないでしょうか。 

ひら 


