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BCG予防接種の

接種対象年齢が改正されます
健康づくり課　　82-2252　　82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp 

　平成17年4月から、結核予防法

改正により、BCG予防接種の対

象年齢が大幅に変更されます。 

改正前　生後48カ月未満
↓

改正後　生後６カ月未満

平成17年度市立幼稚園児を
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） 

募集期間　1月17日㈪～1月24日㈪
（土・日曜日を除く8時30分～17時） 

募集人員 
○4歳児：国府幼稚園15人、加佐
登幼稚園１人、稲生幼稚園３人、

白子幼稚園１人（応募多数の場

合は抽選） 

○5歳児：市立幼稚園全23園で、
希望者は全員入園できます。　 

申込み　各幼稚園にある「入園願」に
必要事項を記入の上、直接各園へ 

特別児童扶養手当の
手続きをお忘れなく

障害福祉課　　82-7626　　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

支給対象　身体、精神や知的の障
害がある20歳未満の児童を養育し

ている方で、国内に住所があり、所

得が国の定める限度額未満の方 

※児童は、国内に住所があり、児童入所

施設など(一部を除く)に入所していな

い方で、国が定める障害の程度に該

当し、障害を支給事由とする公的年金

を受け取ることができない方に限ります。 

手当額(1人あたり月額)
　1級　5万900円 

　2級　3万3,900円 

※障害の程度で手当額が異なります。 

※詳しくは、障害福祉課へ 

 
民生委員児童委員の
一斉改選が行われました
生活支援課　　82-9012　　82-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　地域における良き相談相手・支

援者である民生委員児童委員の、

3年に一度の一斉改選が平成16年

12月1日に行われました。現在の定

数は、民生委員児童委員が308人、

主任児童委員が31人です。委員の

皆さんは、これから3年間、市や関係

機関とのパイプ役を果たし、また市

民の皆さんの悩みなどの解決のお

手伝いをする｢身近な福祉の相談役｣

としてご活躍いただきます。 

　また、民生委員児童委員の中に児童

問題を専門に担当する主任児童委員

が設置されています。お気軽に地区の

民生委員児童委員にご相談ください。 

 
国民年金第3号被保険者の
届出をしていますか

保険年金課　　82-9401　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　第3号被保険者とは、第2号被保

険者（厚生年金や共済組合の加

入者）に扶養されている配偶者で、

健康保険の扶養となっている20歳

以上60歳未満の方です。 

　第2号被保険者の勤務先を経由

して社会保険事務所ヘ届出するこ

とになっています。届出をしないと

年金が受け取れなくなる場合があ

りますのでご注意ください。 

　届出がしてあるかどうかの確認は、

津社会保険事務所（　059-228-9188）へ 

 
子育てに関するサークル・
団体の情報を募集します
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

会と協働で作成・企画する「子育て

情報誌りんりんブック（仮称）」と「子

育てセミナー」（2月12日㈯鈴鹿サー

キットで開催）で紹介する、子育てに

関するサークル・団体を募集します。 

※応募は非営利団体に限ります。 

※セミナーでは、掲示板への掲示 

申込み　情報誌への掲載を希望す
る方は、1月19日㈬までに、団体名、

図書館ボランティアを募集します

市営住宅の入居者を募集します

男女共同参画審議会が傍聴できます

男女共同参画プラン改定版(案)の
閲覧と「意見を聴く会」を行います

手作り作品を販売してみませんか

一行詩を募集します

■新清掃センターが竣工（1月） 
　昨年の1・2号炉に続き3号炉が完成 

■組織機構改革の実施（4月）
　自律と自立をめざした体制を整備 

■災害対策本部の設置多数（6〜12月）
　台風8回・地震1回・大雨3回を設置 

■構造改革特区の認定（6月）
　燃料電池技術を核とした産学

官連携ものづくり特区の認定 

■市長と話そう8時間耐久対話の実施（7月）
　CNSで生中継・延べ315人が参加 

■子育て支援センターの開設（8月）
　独立型の支援センターを御薗町に開設 

■子ども安全安心メールの配信（9月）
　開始2カ月でメルモニ登録者3,000人突破 

■3つの戦略会議から提言（9月）
　行政経営２提言・産業活

性化２提言・地域協働１

提言を提出 

■青色回転灯付き公用車で
　防犯パトロールを開始（12月）
　県内自治体で初の許可 

■現金等盗難事件での信用失墜行為(12月)

お知らせお知らせ お知らせ 

鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  
1月 1 0日は ｢ 1 1 0番の日 ｣です
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BCG予防接種の
接種対象年齢が改正されます

平成17年度市立幼稚園児を
追加募集します

特別児童扶養手当の
手続きをお忘れなく

民生委員児童委員の
一斉改選が行われました

国民年金第3号被保険者の
届出をしていますか

子育てに関するサークル・
団体の情報を募集します

代表者名、連絡先、活動内容、主な

活動場所、入会条件を記入の上、

電子メールまたは郵便で、〒513-

8701　子育て支援課ヘ。セミナーで

の掲示を希望する方は、1月27日

㈭までに、ポスター（A3まで）、パン

フレットなどを持参の上、同課へ 

 
図書館ボランティアを募集します
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　ボランティア活動を通して地域社

会に貢献しようとする方 と々協働し、

より開かれた図書館をめざし、利用

者の視点からの図書館づくりを推

進するため、ボランティアとして活

動していただける方を募集します。 

対　象　貸出カードの交付を受け
た15歳以上の方で、図書館に関

心を持ち、年間を通した継続的

な活動、または特定の期間を限

定した活動が可能な方 

活動期間　2月～3月の図書館開館日
（9時～17時）の活動できる時間 

内　容　書架整理、配架破損資
料の補修、絵本の読み聞かせ、

樹木管理などの環境美化など 

定　員　20人 
申込み　1月25日㈫までに、登録申請
書に必要事項を記入し、図書館へ 

※ボランティア活動に必要な簡単な

研修を行います。 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 
市営住宅の入居者を募集します
住宅課　　82-7616　　82-7615

jutaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　○市内に在住または勤務
している方 

○同居親族（婚約者を含む）がいる方 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下

の収入の方 

内　容
○ハイツ旭が丘　2戸 

　家賃1万7,000円～2万8,500円 

○桜島　3戸（うち優先戸数1戸） 

　家賃1万5,000円～2万7,100円 

○高岡山杜の郷　1戸 

　家賃2万800円～3万4,400円 

○潮風の街磯山　1戸 

　家賃2万3,400円～3万8,700円 

※応募者多数の場合は抽選 

※募集戸数は平成16年12月1日現在の

戸数で、抽選会までに入居可能になる

部屋についても抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に、

毎年算定します。 

※入居時期は、4月中旬を予定 

※心身障害者世帯、母子世帯など優

先措置を受けられる世帯がありま

す。申込時に申し出てください。 

申込み　1月11日㈫から24日㈪（土・
日曜日を除く8時30分～17時）ま

でに、住宅課にある申込書類に

必要書類を添えて直接住宅課へ 

※申込書類の配布は、1月11日(火)か

ら住宅課で行います。 

※募集戸数、内容は、状況に応じて

変更する場合があります。 

※他の団地は、随時申し込みを受け付

けており、順番待ちとなっています。 

 
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　1月23日㈰　10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9時30分から9時50
分まで、会場で受け付けます。 

 
男女共同参画プラン改定版(案)の
閲覧と「意見を聴く会」を行います
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市らしい男女共同参画まち

づくりの基礎となるプラン改定版(案)

に、市民の皆さんのご意見をお聞

かせください。 

閲覧期間　1月6日㈭～19日㈬ 
閲覧場所　各地区市民センター、
ジェフリーすずか 

■意見を聴く会
と　き　1月19日㈬　13時30分～
15時、19時～20時30分（2回開催） 

ところ　ジェフリーすずか研修室1 
 
手作り作品を販売してみませんか
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp 

　ジェフリーふぇすたで、手工芸品（パ

ッチワーク・ビーズ・写真・絵・編み物・

人形など）の展示販売ブースを設けま

す。自分の作品を販売してみませんか。 

と　き　3月6日㈰　10時～16時 
申込み　2月1日㈫までに、作品見
本を持ってジェフリーすずかへ 

※フリーマーケットではありません

ので、販売品は自作品に限ります。 

※飲食物は販売できません。 

※営業の方はお断りします。 

 
一行詩を募集します

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

　男女共同参画情報紙「今・ima」

Vol.14（本年春発行予定）に掲載する

男女共同参画に関する「一行詩」を募

集します。妻・母・嫁・娘としての女の

気持ち、夫・父・婿・息子としての男の

気持ちを一行詩に託してみませんか。 

規　定　40字以内で未発表のもの
（一人何点でも応募できます） 

申込み　1月22日㈯までに、住所、氏名、
年齢を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで男女共同参画課へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
1月 1 0日は ｢ 1 1 0番の日 ｣です1月 1 0日は ｢ 1 1 0番の日 ｣です

　110番は、緊急通報用の電話です。

｢いつ、どこで、何があったのか｣を

はっきりと、慌てずにお話しください。 

　聴覚や言語機能に障害をお持ち

の方は、緊急通報時にメール110番・

ファクス110番をご利用ください。 

　miekenkei110@police.pref.mie.jp 

　059-229-0110 

　警察へのご相談は、110番を使

用せず、警察安全相談電話 

（　059-224-9110または　#9110

（プッシュ回線・携帯電話のみ可）へ 
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地域福祉計画に関する
意見を募集します

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

　市では、現在｢鈴鹿市地域福祉計画｣

を策定しています。この計画の素案に

ついてのご意見を市民の皆さんから

募集します。素案は、市のホームページ

(　http://www.city.suzuka.mie.jp/kouhou/ 

gyosei/plan/keikaku/kakusyu/fukushi.html)

または各地区市民センター、生活

支援課でご覧いただけます。 

募集期間　1月5日㈬～20日㈭ 
 
インターネットで図書館資料が
予約できるようになります
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　1月20日㈭から図書館資料が貸出中

の場合、図書館ホームページの蔵書検索

から貸出予約ができるようになります。

予約するためには、電子メールアドレスの

登録が必要です。ご希望の方は、身分

証明書（免許証・学生証・保険証など）

と貸出カードをお持ちの上、図書館へ 

 
償却資産の申告を忘れずに
資産税課　　82-9007　　82-7604

shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　償却資産申告書の提出期限は1

月31日㈪までです。まだの方は、期

限までに資産税課へ提出してください。 

 

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　1月10日㈪ 成人の日　
10時～11時30分（終了予定） 

ところ　市民会館ホール 

内　容　｢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。乗

り合わせや送迎にてお越しください。 

■実行委員会だより
　式本番が近づいてきました。12月下旬に最

後の実行委員会を行い、式での役割や、ビデ

オレターのチェックを行い、最後にみんなで気

を引き締めて式に臨むことを再確認しました。

新成人の皆さん、ぜひ会場へお越しください。 

第4回車座懇談会
「外国人から見た鈴鹿」
市民対話課　　82-9040　　82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　市長を囲んで､外国人と仲良く暮ら

す方法や、外国人から見た鈴鹿市の

イメージなどを自由に語り合います。 

と　き　2月6日㈰　14時～16時
ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　30人（応募多数の場合は抽選） 
申込み　1月31日㈪までに、電話、
ファクス、電子メールで住所、氏名、

連絡先を記入の上、市民対話課へ 

※手話通訳、託児が必要な方は申込時

に申し出てください。 

第4回鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　　82-7954　　82-8188
 kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿川流域の身近な環境を守る取り

組みを行っている団体の活動を紹介します。 

と　き　1月22日㈯、23日㈰　10
時～18時（23日は17時まで） 

ところ　鈴鹿ハンター 
主　催　「鈴鹿川流域の環境展」
実行委員会 

野鳥観察会
環境政策課　　82-7954　　82-8188
 kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月5日㈯　10時～12時
（雨天・雪天中止） 

ところ　石垣池公園 
内　容　フィールドスコープなどを
使った野鳥の観察や解説 

定　員　40人（応募多数の場合は抽選） 
参加料　無料 
申込み　1月21日㈮（必着）までに、

電話か、はがき、ファクス、電子メ

ールで「野鳥調査参加希望」、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 

※詳細は、申込者へ別途連絡します。 

 

健全育成の集い
生涯学習課　　82-7619　　82-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

と　き　1月23日㈰　13時～15時30分 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容　「心の居場所づくり　わたし
たちにできることは」をテーマに行います。 

○鼓ヶ浦中学校合唱部の合唱 

○基調講演（教育長　水井健次） 

○シンポジウム（コーディネーター：

鈴鹿市青少年育成市民会議会長

加藤二三子さん、パネラー：学校、

家庭、地域、企業の代表者） 

定　員　300人（先着順） 
参加料　無料 
申込み　1月14日㈮（必着）までに、
往復はがき（一人一枚）に住所、氏名、

電話番号を記入の上、〒513-0801

神戸8丁目9-22　鈴鹿市青少年育

成市民会議事務局（　82-0713）へ 

※受付後、整理番号を記入したはがきを返送します。 

第5回みえ人権フォーラム
人権政策課　　82-9011　　82-8188
  jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

とき・内容
■1月22日㈯　9時30分〜16時
○子ども向け劇場「ともだちや」

10時から 

○国際人権フォーラム　13時から 

■1月23日㈰　9時30分〜15時
○車椅子のシンガーソングライター

森圭一郎さんの弾き語り　10時から 

○沖縄三線、アイヌ伝統舞踊、

和太鼓演奏など 

※パネル展示、反差別団体などのア

ピール、子ども向け人権コーナー、

食文化コーナーなどもあります。 

ところ　メッセウイングみえ（津市） 
入場料　無料 
※津駅西口から無料臨時バス（9時

から毎時往復）を運行 

※詳しくは、三重県人権フォーラム実行

委員会（　059-233-5539）へ 

神戸楽市

すてきな年賀状展

甲種防火管理者資格取得講習会

ファミリーサポートセンター
事業提供会員養成講座

こころの健康づくりセミナー
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地域福祉計画に関する
意見を募集します

インターネットで図書館資料が
予約できるようになります

償却資産の申告を忘れずに

平成17年成人式

第4回車座懇談会
「外国人から見た鈴鹿」

第4回鈴鹿川流域の環境展

野鳥観察会

健全育成の集い

第5回みえ人権フォーラム

神戸楽市
商業観光課　　82-9016　　82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　「歴史の街・神戸」の商店街再生を考

える会と神戸商店会では、毎月1回「神

戸楽市（石橋楽市）」を開き、皆さまのご

来場をお待ちしております。1月開催予定

の「ごんぼ市」の日程が変更になりました。 

■今後の開催予定
○1月29日㈯「ごんぼ市」
○2月20日㈰「光の祭典」

すてきな年賀状展
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　自作年賀状やお手元に届いた

すてきな年賀状を募集しています。 

募集期間　1月16日㈰まで 
展示期間　1月21日㈮～1月27日㈭
（24日㈪は休館） 

ところ　図書館1階ロビー 
※展示数に限りがありますので、展示作品は図書館で

選考します。年賀状は、展示終了後にお返しします。 

申込み　直接、図書館へ 
※顔写真入り年賀状はご遠慮ください。 

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

　学校、病院、工場など多数の方

が出入し、勤務し、居住する建物に

設置が義務付けられている防火管

理者の資格取得講習会を行います。 

と　き　2月2日㈬、3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（先着順） 
受講料　テキスト代4,000円 
申込み　1月17日㈪から申込書に必
要事項を記入し、半身写真（裏面に

氏名を記入、免許証サイズ、パスポート

サイズどちらでも可）をはって、同課へ 

ファミリーサポートセンター
事業提供会員養成講座

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

　市では、3月1日から仕事と家庭

の両立支援と地域の子育て支援を

目的に｢ファミリーサポートセンター

事業｣を始めるにあたり、臨時的に

お子さんを預かったり、保育所、幼

稚園などの送迎をしたりする提供

会員の養成講座を開きます。 

対　象　市内在住の方で、全カリ
キュラム受講可能な方 

とき・内容
○1月25日㈫　10時〜12時
　ファミリー・サポート・センターに

ついて、子どもの遊びについて 

○1月26日㈬　13時〜15時
　子育て支援事業について、子 

どもの発達について 

○2月2日㈬　9時30分〜12時30分
　救急法（乳幼児救急を中心に） 

○2月3日㈭　10時〜12時
　子どもによくある病気について 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　医師、保育士、保健師など 
定　員　80人（定員になり次第締切り） 
受講料　無料 
申込み　1月19日㈬までに、電話で、
こどもサポート鈴鹿（　83-1322）へ 

※託児あり(先着10人)。申込時に申

し出てください。 

■ファミリーサポートセンター
　子育てを助けてほしい人（依頼会員）

の要望に応じて子育てのお手伝いがで

きる人（提供会員）を紹介し、相互の信

頼と了解の上、一時的にお子さんを預

かる会員組織（有償ボランティア）です。

鈴鹿市ファミリーサポートセンターの運

営業務は、NPO法人こどもサポート鈴

鹿へ委託しています。 

こころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　　82-8672　　82-7958

と　き　1月26日㈬　13時30分～
15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階　第46会議室 
内　容　「こころの危機の予防と対応」
PTSD（外傷後ストレス障害）を中心に 

講　師　三重県こころの健康セ
ンター所長　崎山　忍さん 

申込み　1月21日㈮までに電話で、
鈴鹿保健福祉部へ 
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日 常 生 活 と 人 権  

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

資源ごみB(衣類)です｡
ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

　人権と聞くと「自分には関係のないこと」と思っていま

せんか。ほとんどの人が、人権と自分の生活との関係に

ついて、あまり考えたことはないのではないでしょうか。 

　わたしたちの社会には、同和問題、子ども、高齢者、

障害者、女性、外国人などの人権にかかわる問題が存

在していますが、こうした人権問題は、わたしたちの生

活と無関係なところで起こっているのではありません。 

　日常生活でのいろいろな場面を考えてみてください。

ふだん何気なく会話を交わしたり行動しているなかで、

偏見をもって人を見たり、物事を判断したりしていませんか。

自分は差別していないと思っていても、差別意識に気付

かずに、相手の気持ちを傷つけたりすることもあるのです。 

　また、生活のなかで、人権侵害や差別に気付い

ていても無関心をよそおっていることはありませんか。

差別を黙認することは、差別していることと同じであ

ることを意識しなければなりません。 

　人権は、わたしたち一人ひとりにとってかけがえのな

いものであり、人間が幸せに生きていくための当たり前

の権利です。しかし日常生活のなかで、人権とのかか

わりがなかなか自覚できずに無関心になりがちではな

いでしょうか。人権問題は、わたしたちの生活の中で

実際に起きているのです。人権問題を見過ごさず、差

別を差別としてとらえる目を持つことができれば、人権

は決して自分とは無関係ではないことに気付くはずです。 

お知らせ 


