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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

幼稚園教諭 

技能員 

労務員 

募集職種

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 

○昭和44年4月2日以降生まれの方 

水道施設や清掃施設での維持管理・

受付・夜間業務、道路の維持管理 

○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日以降生まれの方 

○保育士資格・幼稚園教諭免許いずれも取得の方

　または平成17年3月末日までに取得見込の方 

幼児の保育業務 6人程度 

受 験 資 格業 務 内 容採用予定人数

給食の調理など 3人程度 

2人程度 

　平成16年4月1日現在、技能員・労務員は、次の業務を行っています。 

【技能員】 
○水道施設や清掃施設での維持管理・受付・夜間業務、

道路の維持管理など（38人） 

○自動車運転手（2人） 

○電話交換手（3人） 

【労務員】 
○小学校、保育所などでの給食調理（97人） 

○地区市民センター、小・中学校などの用務（文書集配、

清掃、来客対応、事務補助など）（60人） 

申込み　平成17年1月11日㈫（土･日曜日、祝日、12月29日㈬
～1月3日㈪を除く8時30分～17時）までに、「職員採用

試験申込書」を直接または郵便で〒513-8701人事課へ 

※申込書は、直接または郵便で人事課へご請求ください。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」と記入の上、返信用封筒（90円切手をはった

12㎝×23㎝程度のものにあて先を記入）を必ず同封してください。 

【第1次試験】 
　と　き　平成17年1月22日㈯　9時から 
　ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 

 

 

 

 
「すずか未来予想図」

作文・絵画を追加募集します
企画課　　82-9038　　82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　市では平成18年度から始まる

新総合計画を作っています。未

来のまちづくりのための計画を

作るにあたり、これからのまち

づくりの担い手となる小・中学

生の皆さんの思い描く未来の夢

や意見を募集します。 

【絵画の部】
対　象　市内在住・在学の小・
中学生 

テーマ　「未来のすずかのまち」 
規　定　四つ切り画用紙（裏面
に学校名、学年、氏名を記入）

を使用し、画材は自由 

【作文の部】
対　象　市内在住・在学の小学4
～6年生と中学生 

テーマ　「10年後の鈴鹿市に期
待すること」 

規　定　800字以内で（400字詰

原稿用紙2枚以内。パソコン･

ワープロなどを使用する場合は、

A4用紙を使用すること）、表

紙に作文の題名、学校名、学年、

氏名を記入 

申込み　平成17年1月21日㈮までに、
郵便で〒513-8701　企画課へ 

※作文は電子メールでも受け付けます。 

※作品は未発表のものとし、作品は

お返ししません。 

 
ごみの収集・搬入日に

ご注意を
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
   haikibutsutaisaku@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

をよくお確

かめの上、

ごみを出し

てください。 

【年末年始のごみ処理】
○集積所での収集
　12月31日㈮から平成17年1月3

日㈪まで休みます。 

※12月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31日㈮（事業系は29日㈬）か

ら平成17年1月3日㈪まで休みます。 

※12月23日以降は、大変混み合います。

できるだけ早い時期に搬入してください。 

○粗大ごみの受付
　12月29日㈬から平成17年1月3

日㈪まで休みます。 

※申込みは、粗大ごみ受付センター

（　82-7646）へ。なお、申込み

多数の場合は、収集が1月になる

場合があります。 

【年末年始のし尿くみ取り】
　12月30日㈭から平成17年1月5

日㈬まで休みます。 

申込み　各地区の担当業者または
清掃協同組合（　82-3331）へ 

 
自動車リサイクル法が

平成17年1月から始まります
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　自動車リサイクル法は、メー

カー、関係事業者、所有者にリ

サイクルの役割を定め、ごみ減

量と資源を無駄遣いしないリサ

イクル型社会を作るための法律

です。平成17年1月以降、新車を

年始に受診できる動物病院を
お知らせします

農業委員会委員選挙人名簿
登載申請を受け付けます

子育て支援情報誌の
表紙イラストを募集します

2004・12・202

お知らせお知らせ お知らせ 

年末年始のＣ−ＢＵＳ運行
●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
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平成17年度採用市職員を募集します

「すずか未来予想図」
作文・絵画を追加募集します

ごみの収集・搬入日に
ご注意を

自動車リサイクル法が
平成17年1月から始まります

購入する方はその購入時に、す

でに自動車をお持ちの方は平成

17年1月以後最初の車検時までに、

車検を受けずに廃車をする場合

は業者に引き渡す時に、自動車

メーカーや輸入業者が設定した

リサイクル料金をお支払いいた

だくことになります。 

　詳しくは、広報すずか1月5日

号でお知らせします。 

 
年始に受診できる動物病院を

お知らせします
環境政策課　　82-9014　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

平成17年1月1日㈯
○高波獣医科医院 

　神戸6丁目2-1　82-0313 

○菜の花動物病院 

　亀山市野村4丁目1-2　0595-84-3478 

平成17年1月2日㈰
○田中獣医科医院 

　高塚町1451-597　79-1222 

○かいげ動物病院 

　野町西2丁目2-6　88-4010 

平成17年1月3日㈪
○自由ヶ丘どうぶつ病院 

　下大久保町2669-3　74-4828 

○ベルペットクリニック 

　庄野羽山4丁目1-2　70-2788 

※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（　82-0728）へ 

 
農業委員会委員選挙人名簿
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

　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

の名簿に登載しないと、選挙時に

委員への立候補や投票ができません。 

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60年4月

1日以前生まれの方で、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、自治会などを通じて

配布される「登載申請書」を、

平成17年1月7日㈮までに農業

委員会へ提出してください。 

※申請書は、各地区市民センターに

もあります。 

※詳しくは、農業委員会事務局　　

（　82-9018　82-7610）、また

は選挙管理委員会事務局へ 

 
子育て支援情報誌の

表紙イラストを募集します
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市子育て支援事業実行委員

会と協働で、子育て情報誌を作成し

ており、この情報誌の表紙を募集します。 

規　定　A5サイズ縦（作品の画
法は問いません。掲載時に白

黒になる場合があります） 

申込み　平成17年1月21日㈮までに、
住所、氏名、電話番号と作品へ

の思い（50字以内）を添えて、

直接または郵便で〒513 -8701

子育て支援課へ 

表　彰　最優秀作品に記念品を贈呈 
※作品は未発表のものとし、作品は

お返ししません。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願いします。 
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お知らせ 

年末年始のＣ−ＢＵＳ運行 商業観光課　　82-9016　　82-0304　　shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　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17年１月１日㈯〜5日㈬
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※❷〜❽のバス停は、運行しません。

●12月31日㈮・平成17年１月8日㈯〜10日㈪

●平成17年１月１日㈯〜３日㈪
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ハピールーム（病児保育室）を

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

休業日　12月29日㈬～平成17年1月3日㈪ 
 
求人年齢制限の緩和を
お願いします

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

　平成13年10月1日の雇用対策法改

正により、募集・採用については年

齢にかかわりなく均等な機会を与え

るよう努めなければならないこととさ

れました。事業主の方は、年齢を問

わない求人方法をお願いします。 

※詳しくは、三重労働局職業安定課

（　059-226-2305）へ 

 
中学校ランチサービス業者の
募集説明会を行います

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

　平成17年度から、中学校ランチ

サービス（弁当の調理・配達など）を

試行的に行うため、業者を募集します。 

対　象　鈴鹿市入札指名願いに
登録している業者（平成17年1

月6日登録分までの取扱希望種

目P1、ン4、ン7の登録業者） 

と　き　平成17年1月14日　14時から 
ところ　市役所分館第2・3階第2
会議室 

申込み　平成17年1月5日㈬から
13日㈭までに学校教育課へ 

 
千代崎中学校吹奏楽部が
全日本吹奏楽コンクールで
銀賞を受賞しました

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

　千代崎中学校吹奏楽部が、東海

地区の代表（東海吹奏楽コンクー

ルで金賞を受賞）として「第52回全

日本吹奏楽コンクール」に出場し、

銀賞と指揮者賞を受賞しました。 

 
神戸中学校が

厚生労働大臣表彰を受けました
指導課　　82-9028　　83-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

　神戸中学校がボランティア功労者（学

校部門）として厚生労働大臣表彰を

受けました。同校は1980年に福祉協

力校に指定されて以来、ボランティア

活動や福祉学習に取り組んでいます。 

 
外国人のための日本語スピーチ
コンテスト出場者を募集します
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　日本語スピーチコンテストに

参加する外国人の方を募集します。 

対　象　日本滞在10年以内の小
学生以上の方 

と　き　平成17年1月23日㈰　13時
～16時 

ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　15人（定員になり次第締切り） 
参加料　無料（参加賞あり） 
申込み　申込書に必要事項を記
入の上、鈴鹿国際交流協会へ 

※コンテストは傍聴できます。 

 

 

 

 
消防出初式

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

　新春恒例の消防出初式を行いま

す。ご家族そろってお越しください。 

と　き　平成17年1月5日㈬10時から 
ところ　鈴鹿サーキット 
※雨天時は稲生高校体育館で式典を

行います。 

内　容　防災ヘリコプター、はしご
車による救助訓練、消防車を使っ

ての消火訓練、幼少年消防クラブ、

一般幼少年の入場行進など 

※会場への入場・駐車には入場・駐

車無料券をご利用ください。 

※当日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。 

パソコン講座
点訳奉仕員養成講習会（初級）

2004・12・204

催し物催し物 催し物 

講座・教室 

市立体育館テニスコートの使用時間

平成平成17年成人式 　生涯学習課　　82-7619　　82-9071　　shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　昭和59年4月2日から昭和60
年4月1日生まれの方で、市内在住

または本籍のある方（個別の通知

は行いません） 

と　き　平成17年1月10日㈪成人の日 
　10時～11時30分（終了予定） 

ところ　市民会館 
内　容 
○オープニングイベント「鈴鹿太鼓」の演奏 

○式典 

○恩師からのビデオレター上映　 

※市庁舎建設工事に伴い、市民会館周辺

は大変な混雑が予想されます。できる

だけ乗り合わせや送迎でお越しいただ

きますようお願いします。 

■成人式実行委員会の新成人委員の皆さんから、新成人の方への
メッセージをお聞きしました

　8月から、社会教育関係団体委員の皆さんにアドバイスをいただきながら、

成人式について真剣に取り組んできました。ビデオレターの撮影には新成人委

員全員がかかわり、シナリオの作成にも打ち合せを繰り返し、わたしたちの提

案した企画が生かされた内容になっています。式の進行は、すべてわたしたち

が担当します。新成人の皆さんにとっても、一生の思い出となる式にしたいと

思います。皆さんのお越しをお待ちしています。 

　最後に、式の運営には多くのボランティ

アの皆さんにかかわっていただく予定です。

陰で支えてくださるスタッフの皆さまや、

暖かく見守ってくださる市民の皆さまへ、

感謝の気持ちを忘れずに臨みたいと思います。 
成人式実行委員会新成人代表 

大倉　雅・岡田健吾・中井里江・光村　藍・山下比沙子・若宮孝則 

お知らせお知らせ お知らせ 
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パソコン講座

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

申込み・問合せ　平成17年1月5
日㈬（平日の10時～18時）から、

電話で「すずかのぶどう」

（　・　87-0767　87-0764）へ 

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
　1月15日㈯・16日㈰ 

　1月26日㈬・28日㈮ 

○ワープロ（ワード2000）
　1月19日㈬・21日㈮ 

○表計算（エクセル2000）
　1月22日㈯・23日㈰ 

■午後の部：13時30分から
○基礎講習2
　1月15日㈯・16日㈰ 

　1月26日㈬・28日㈮ 

○ワープロ(ワード2000)
　1月22日㈯・23日㈰ 

○表計算(エクセル2000) 
　1月19日㈬・21日㈮ 

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） 

 
点訳奉仕員養成講習会（初級）
障害福祉課　　82-7626　　82-7607
syogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

対　象　県内在住の18歳以上の方
で、5回の講習会に参加できる方 

と　き　平成17年2月4日㈮、18日㈮、
23日㈬、3月2日㈬、11日㈮いず

れも13時30分～15時30分 

ところ　県人権センター3階大セ
ミナー室（津市一身田大古曽

693-1） 

内　容 
○身体障害者福祉制度の概要と

点字図書館 

○視覚障害者とボランティアの役割 

○点訳の基礎知識・実技 

定　員　50人 

受講料　はじめて点字を学習する
方は、教材費として点字器（点

字を書くための道具）代1,500円

とテキスト代630円が必要です。 

※点字器をお持ちの場合でもテキス

ト代が必要です。 

申込み　平成17年1月14日㈮までに、
障害福祉課にある申込書に必要

事項を記入の上、同課へ 

 おわびと訂正 
　11月5日号レンズの一部に誤りが

ありましたので、訂正しおわびします。 

（誤）伊藤三佳さん 

（正）新藤三佳さん 
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催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

10時15分、13時15分（土曜日は11時

45分）、17時15分、22時15分から各15分 

○12月21日㈫〜31日㈮ 
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○1月1日㈰〜10日(月･成人の日)
『ベルディ便り』･･･「市長へビデ
オレター」、スポーツ・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 

市立体育館テニスコートの使用時間

　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。

　市立体育館のテニスコート使用期間や使用

時間の延長を。また、大会などで使えないこ

とがあるので配慮をお願いしたい。 

の 12月 納 税 
○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27日㈪です】
　※納税は便利な口座振替で 

 

　テニスコートの利用期間については、5月から

9月まで行っていた早朝テニス（6時から）、日

没テニス（17時～18時30分）、ナイターテニス（18時

～21時）を、人工芝コートに全面改修したのをきっか

けに、それぞれ1カ月延長し、5月から10月まで利用で

きるように変更しました。 

　また、大会で利用される場合は、原則として全12

面のうち6面までに制限しています。残り6面につい

ては、市民の方に一般公開しており、大会使用中の

コートについても終了次第、一般公開へ切り替える

よう協力を願っております。今後も皆さんのご意見を

お聞きし、利用状況をみながら運営を考えていきます。 

 
スポーツ課　　82-9029　　82-9071 

supotsu@city.suzuka.mie.jp  

 
市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 

〒513-8701（住所不要）　　82-9040　　82-2214 

http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

平成17年成人式

お知らせ 


