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○お知らせ

 
平成17年度ポルトガル語
通訳の嘱託職員を募集します
市民対話課　 82-9004　 82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

対　象　次のすべての条件を満
たす方 

◆日常会話程度のポルトガル語・日

本語ができる方（読み書きを含む） 

◆地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

◆外国籍の方は、外国人登録法

に基づく登録があり、出入国

管理と難民認定法に基づく有

効な在留資格・期間がある方 

◆通勤可能な方 

業務内容　ポルトガル語刊行物・
印刷物の翻訳、窓口での外国

人の対応・通訳など 

勤務条件　鈴鹿市嘱託職員等取
扱規程に準じます。 

定　員　2人 
申込み　2月21日㈪(必着)までに
職員採用試験申込書に必要事

項を記入の上、直接または郵便で、

〒513-8701　市民対話課へ 

※募集案内と試験申込書の請求は、直

接または郵便（郵便の場合は、封筒

の表に朱書で｢試験申込書希望｣と記

入の上、返信用封筒(あて名を記入

の上、80円切手をはった12cm×

23cm程度のもの）を同封）で同課へ 

■採用試験
と　き　2月27日㈰　9時30分から 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　面接と筆記試験（日本
語とポルトガル語） 

 
平成17年度考古博物館
嘱託職員を募集します

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

対　象　大学・大学院を卒業(平
成17年3月31日までに卒業見込み

の方を含む)した昭和49年4月2日

以降生まれの方で、考古学また

は歴史学を専攻して学芸員資格

を取得し、埋蔵文化財の調査に

ついて知識・経験をお持ちの方 

業務内容　埋蔵文化財発掘調査 
勤務条件　鈴鹿市嘱託職員等取
扱規程に準じます。 

定　員　2人 
申込み　2月10日㈭から2月23日㈬
までに職員採用試験申込書に必

要事項を記入の上、直接または郵

便(郵便の場合は23日消印有効)で、

〒513-0013　鈴鹿市国分町

224　考古博物館へ 

※申込書の請求は、直接または郵便

(郵便の場合は、封筒の表に朱書で、

「職員採用試験申込書希望」と記入

の上、返信用封筒（あて先を記入し、

90円切手をはった12cm×23cm程度

のもの）を同封）で同館へ 

■採用試験
と　き　3月6日㈰　9時30分～12時 
ところ　考古博物館 
内　容　専門試験と面接 
 
消費生活専門相談員

(嘱託職員)を募集します
鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　 69-3200 　 69-3202　 skkouiki@mecha.ne.jp

対　象　消費生活専門相談員資
格をお持ちの方 

業務内容　消費生活センター開
設準備と研修 

勤務条件　鈴鹿亀山地区広域連合
嘱託職員等取扱規程に準じます。 

定　員　2人 
申込み　2月1日㈫から15日㈫（土・
日曜日、祝日を除く8時30分～17時)(必

着)までに所定の申込書に最近3カ月

2月7日は｢北方領土の日｣です

｢ふれあい農園｣を利用しませんか

就学援助制度のご利用を

老人医療費が増えています

踏切設備の無い場所での
線路横断はやめましょう

ジェフリーふぇすた2005
一人ひとりが自分らしくいきいきと

小児ぜんそく克服への一歩

第13回
鈴鹿市文芸賞贈呈式記念公演

　平成16年分所得税確定申告の相談と申告書の受付

を行っています。税務署では、｢自書申告｣を推進し

ています。申告期限が近づくと、窓口は大変混雑し

ます。申告書は早めに作成し郵便で提出してください。 

確定申告が必要な方
◆個人で事業を営んでいる方や不動産収入のある方 

◆給与を2カ所以上からもらっている方 

◆年金収入から所得税が源泉徴収されている方（源

泉徴収されていなくても、受給額や扶養家族の有

無により、申告が必要な場合があります）など 

と　き　2月16日㈬～3月15日㈫　受付8時30分から、
相談は9時～12時、13時～17時（土・日曜日を除く） 

ところ　鈴鹿税務署 
※詳しくは、鈴鹿税務署（　 　82-0353 ）へ 

※国税庁ホームページ（　http://www.nta.go.jp）でも所

得税の確定申告書が作成できます。 

※納税には安全で便利な振替納税をぜひご利用ください。 

■税理士による無料税務相談所（9時30分〜12時、13時〜16時）
◆2月16日㈬　牧田コミュニティセンター 

◆2月21日㈪、22日㈫　県鈴鹿庁舎 

◆2月23日㈬～25日㈮　市立体育館 

※消費税と譲渡所得の相談は行いません。 

■日曜日申告書作成会
　税理士が、無料で医療費控除と住宅借入金等特別

控除の申告書を作成する方のお手伝いをします。 

対　象　給与所得者の方 
と　き　2月20日㈰ 
◆住宅借入金等特別控除を受けられる方　9時30分
～11時または13時～14時30分 

◆医療費控除を受けられる方　11時10分～12時10分
または14時40分～15時40分 

ところ　神戸コミュニティセンター 
※詳しくは、東海税理士会鈴鹿支部（　82-7715）へ 

■e-Taxを利用してみませんか
　国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用すると、

自宅やオフィスから国税の申告・納税や申請・届出の手

続がインターネットでできるため、大変便利です。詳しくは、

e-Taxホームページ（　http://www.e-tax.nta.go.jp）へ 

 

自分の申告は自分で書いてお早めに自分の申告は自分で書いてお早めに 　市民税課　　82-9006　　82-7604　　shiminzei@city.suzuka.mie.jp.suzuka.mie.jp

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 
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平成17年度ポルトガル語
通訳の嘱託職員を募集します

平成17年度考古博物館
嘱託職員を募集します

消費生活専門相談員
(嘱託職員)を募集します

以内に撮影した写真をはり、必要事

項を記入し、消費生活専門相談員

資格を有することを証明するものの

写しを同封の上、直接または郵送で、

〒513-0809　鈴鹿市西条五丁目117

鈴鹿亀山地区広域連合総務課へ 

※申込書の請求は、直接または郵便（郵便の

場合は、封筒の表に朱書で、「職員採用試

験申込書希望」と記入の上、返信用封筒（あ

て先を記入し、80円切手をはった12cm×23

㎝程度のもの）を同封）で同課へ 

※提出した書類は返却しません。 

■採用試験
と　き　2月26日㈯ 
ところ　鈴鹿市保健センター（鈴
鹿市西条五丁目118-3） 

内　容　面接 
 
2月7日は｢北方領土の日｣です
企画課　 82-9038　 82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　2月7日は、北方領土問題への

関心と理解を深めることを目的

に設けられた｢北方領土の日｣です。 

 
｢ふれあい農園｣を利用しませんか
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　｢ふれあい農園｣は小区画の農園で、

ガーデニング感覚で土に親しむこと

ができます。下記の農園で利用者

を募集しています。利用希望者は、

開園者へお問い合わせください。 

ところ　石薬師町字新田2320番 
面　積　約27㎡（約4.5m×約6m） 
区画数　10区画（先着順） 
利用料　3,000円（1区画／1年間） 
開園者　石薬師町2320　 
　森　豊八郎さん（　74-0451） 

 
就学援助制度のご利用を
学校教育課　82-7618　 82-9071
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

　小・中学生の保護者で、経済的に

お困りの方に、学用品費・学校給食

費などを援助する事業を行っています。 

　援助を受けていただくにあたり一

定額の所得基準を設けています。

手続きの方法など詳しくは直接各

学校へお問い合せください。 

老人医療費が増えています
保険年金課　82-7627　 82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　老人保健の医療費は、自己負担

分以外は国や都道府県、市町村か

らの公費（税金）と各医療保険から

の「老人保健拠出金」でまかなわれ

ており、みんなで支えあっています。 

　平成15年度の市の老人医療費総

額は約124億5,000万円で、一人当

たりの総医療費は約65万円になりま

す。また、一人当たりの受診件数（下

表）は、毎年増加しています。 

　医療費は、上手な受診を心がけ

ることで有効に使用できます。一つ

の病気でいくつものお医者さんにか

かっていませんか。かかりつけ医は

いますか。適度な運動を心掛け、食

生活にも気を付けて健康で自立し

た生活を送ることは「健康寿命」を

延ばすとともに、最大の医療費節約

にもなります。 

　また、生活習慣病などの予防や

早期発見のために、定期的に健康

診断を受けましょう。 

■一人当たり受診件数（件）
 

 

 

 
踏切設備の無い場所での
線路横断はやめましょう
土木総務課　82-9021　 82-7612
dobokusomu@city.suzuka.mie.jp

　踏切以外の場所で安易に線路

を横断しようとして、列車にはねら

れ悲惨な死傷事故にあうことがあ

ります。線路を横断するときは、必

ず踏切・地下道を横断しましょう。 

 

 

○催し物

 
ジェフリーふぇすた2005
一人ひとりが自分らしくいきいきと
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

とき・内容
■ふぇすた前夜祭　3月5日㈯　
19時～20時30分 

◆映画「こんばんは」上映 

■ふぇすた　3月6日㈰　10時～
16時 

◆オープニング　神戸小リコーダーアン

サンブル・鈴鹿女声コーラス（10時から） 

◆オープンクラス・参加型学習体験

鷹巣雅英さんと仲間たち 

　（10時45分から） 

◆映画「風の舞」上映（11時から） 

◆桂文也のジェンダーブレーク講

演「笑って・感じて・気付いて・

変わる」、落語「目覚めのススメ」

（13時30分から） 

※手作り作品展示販売、スペシャル

オリンピックスビデオ上映、事業報告・

活動報告展示なども行います。 

※詳しくは、自治会回覧をご覧ください。 

 
小児ぜんそく克服への一歩
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　「小児ぜんそくを学び、自分

の子どものパパ看・ママ看（家

庭看護師）になろう」の3回目です。

男女共同参画市民企画支援事業

として、協働で実施します｡ 

と　き　2月20日㈰　10時～12時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　講演「ぜんそく発作と
生活管理」 

講　師　すずかこどもクリニック　
院長　渡辺正博さん 

主　催　三重小児喘息友の会
てくてくの空　 

定　員　35人　 
参加料　無料　 
申込み　すずかのぶどう（　87-
0767）へ 

 
第13回

鈴鹿市文芸賞贈呈式記念公演
(財)鈴鹿市文化振興事業団　　84-7000　　84-7755

　　http://www.s-bunka.net/

とき・内容　3月12日㈯ 
◆贈呈式　13時30分から 

◆記念公演「朗読の午後｣（朗読：松本

きりりさんと受賞者）　15時から 

ところ　文化会館さつきプラザ 
定　員　200人 
※入場は無料です。 

自分の申告は自分で書いてお早めに 　

お知らせ 

催し物催し物 催し物 

11年度 14年度 15年度13年度12年度

20.2 25.923.723.221.3
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○催し物 

 
おもちゃ病院｢トイなおす｣
廃棄物対策課　82-7609　 82-8188
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　大切なおもちゃの修理などについて

おもちゃドクターが相談に応じます。希

望者は、当日おもちゃをお持ち込みく

ださい。当日ご都合の悪い方は事前

に廃棄物対策課にお持ち込みいただ

いても結構です。修理は数日かかり、

引き渡しは、修理後に廃棄物対策課

へ取りに来ていただくことになります。 

と　き　2月20日㈰　10時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム、キッズコンピュータ、

ぬいぐるみは修理できません。 

■「トイなおす」が表彰されました
 

 

 

 

 

　おもちゃ病院｢トイなおす｣の日ご

ろの地道な活動が評価され、平成

16年10月20日、3R（リデュース・リ

ユース・リサイクル）推進功労者等

表彰において、本年度県内唯一の

表彰となる、会長賞を受賞しました。 

　本表彰は､３R推進協議会の主

催によるもので、環境省など関

係８府省が後援しています。 

 
特色ある学校・園づくりの

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

　市内の幼稚園や学校では、創意

ある教育活動に取り組み、特色ある

学校・園づくりの実践を進めています。

本年度の取り組みについて13校に

よる実践報告会を行います。 

と　き　2月22日㈫　14時30分～17時 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
報告校 
◆小学校：飯野、神戸、国府、桜島、

庄野、白子、清和、鼓ヶ浦、椿、

深伊沢、牧田 

◆中学校：神戸、創徳 

申込み　2月10日㈭までに電話、
ファクスで教育研究所へ 

 
レディースバレーボール大会
スポーツ課　82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　第34回鈴鹿市レディース9人制

バレーボール大会・ソフトバレ

ーボール大会の参加チームを募

集します。 

対　象　市内在住の女性で編成す
るチーム 

と　き
◆9人制バレーボール　3月13日㈰ 
◆ソフトバレーボール　3月20日㈰ 
ところ　市立体育館ほか 
参加料　無料 
申込み　2月28日㈪までにスポーツ課へ 
 
講演会｢奈良時代の鬼瓦｣
考古博物館　74-1994　 74-0986
 kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
 http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/index.html

と　き　2月26日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　岩戸晶子さん（奈良国立
博物館考古学研究員） 

受講料　無料 
 

移動美術館 
(財)鈴鹿市文化振興事業団　　84-7000　　84-7755

http://www.s-bunka.net/

　本年度も、県立美術館からすぐれ

た作品がやってきます。｢さくひん物語｣

をテーマに、聖書や神話に題材を求

めたものなど、個性があふれ、表現

力豊かな作品をお楽しみ下さい。 

と　き　2月11日㈮～13日㈰　9時
～17時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
※入場は無料です。 

 
第3回「がん患者と

サポーターの集い」フォーラム
健康づくり課　82-2252　 82-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

と　き　2月20日㈰　10時～16時15分 
ところ　津アストホール（津市羽所町） 
内　容 

◆相談会（10時～12時45分）

◆講演会「がん征圧10カ年計画：

肺癌の新しい診断治療戦略」（国

立がんセンター中央病院副院長

土屋了介医師)(13時～14時15分) 

◆講演会｢笑いは最高のガン封じ｣

（元気で長生き研究所長・産婦

人科医・日本笑い学会副会長　

昇　幹夫医師)(15時～16時15分) 

主　催　三重県、（財）三重県健
康管理事業センター 

定　員　200人 
参加料　無料 
※相談会参加希望者は、2月15日(火)

までに申し込みが必要です。詳しくは、

(財)三重県健康管理事業センター

(　059-228-4502　 059-223-1611)へ 

 
ハンガーバンケットゲーム
(財)鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　世界のアンバランスな食料配給

事情を擬似体験し、理解していた

だける参加型ワークショップです。 

対　象　小学生以上 
と　き　3月12日㈯　13時～16時
(受付12時30分から) 

ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　市川倫子さん（石薬師
子ども国際交流の会） 

定　員　40人 
参加料　無料 
申込み　3月8日㈫までに、電話、
ファクス、電子メールで(財)鈴

鹿国際交流協会へ 

 

 

○講座・教室

熱気球教室
商業観光課　82-9020　 82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　ボランティアとしてお手伝の内容

を知っていただくための熱気球教室

を行います。この機会に熱気球にふ

れていただき、本年秋のバルーンフ

ェスティバルでボランティアとしてお

手伝いをしていただけませんか。 

と　き　2月27日㈰、3月27日㈰
いずれも6時30分から（雨天中止） 

コーチング入門

短期講座｢中級パソコン教室｣

フォークリフト運転技能臨時講習

再就職支援セミナー
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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

おもちゃ病院｢トイなおす｣

特色ある学校・園づくりの
実践報告会

レディースバレーボール大会

講演会｢奈良時代の鬼瓦｣

移動美術館

第3回「がん患者と
サポーターの集い」フォーラム

ハンガーバンケットゲーム

熱気球教室

ところ　鈴鹿川河川敷サッカー場
（鈴鹿高校西） 

内　容　熱気球に関する知識や
膨らませ方 

※気象条件により、

体験搭乗を予定 

申込み　住所、
氏名、年齢、携

帯電話番号・参

加希望日を記入

の上、ファクスまたは電子メールで、

鈴鹿バルーンフェスティバル

実行委員会事務局（　33-1701、

　suzuka-balloon@hotmail.co.jp）

川村・稲葉へ 

 
コーチング入門

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

と　き　3月13日㈰　9時30分～17時 
ところ　ジェフリーすずか研修室1 
内　容　相手に｢答えは自分の中に
ある｣ことを気付かせるコーチング

発想。やる気と可能性を引き出し

ます。(企画・運営担当　ジェフリ

ーすずか登録グループ・エンパ会) 

講　師　（株）ザ・アール専属講師
福田牧子さん 

定　員　20人 

受講料　1,000円（資料代） 
申込み　氏名、住所、連絡先、昼食
弁当（500円）の要否を電話、ファクス、

電子メールで男女共同参画課へ 

 
短期講座｢中級パソコン教室｣
勤労青少年ホーム　 87-6125　  88-1223

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
とき・内容
◆ワード講習　3月1日㈫～3日㈭
19時～21時 

◆エクセル講習　3月15日㈫～17日㈭
19時～21時 

ところ　勤労青少年ホーム会議室 
定　員　各講習5人（先着順） 
受講料　ワード講習1,600円、エク
セル講習1,000円（テキスト代） 

申込み　2月15日㈫18時30分から、
受講料を添えて勤労青少年ホームへ 

※未登録の方は、傷害保険料と利用

者会費として550円が別途必要 

 
フォークリフト運転技能臨時講習
産業政策課　82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

対　象　18才以上の方（経験不問） 
と　き　3月8日㈫～3月11日㈮
8時～17時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　フォークリフトの運転
に関する学科と実技 

定　員　50人 
受講料　2万1,400円 
申込み　2月8日㈫から、所定の
申込用紙に必要事項を記入の上、

受講料を添えて、直接、鈴鹿

地域職業訓練センターへ 

※詳しくは、同センター（　87-1900）へ 

 
再就職支援セミナー

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

対　象　雇用保険受給者、一般求職者 
と　き　2月22日㈫　13時30分
～15時30分（13時から受付） 

※3月以降のセミナーについては、直接、

ハローワーク鈴鹿へお問い合わせください。 

ところ　労働福祉会館 
内　容　面接対策（面接の意義と
重要性、必勝面接とビジネスマナ

ー、面接質問集、面接事後礼状） 

定　員　100人 
受講料　無料 
申込み　直接、ハローワーク鈴
鹿職業相談窓口へ 

※詳しくは、ハローワーク鈴鹿 （　82-

8609　 83-5619）へ 
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外 国 人 の チ カ ラ  

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

もやせるごみです。
ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

　いまなぜ、外国人労働の受け入れ、特に移民の受け

入れの議論が活発なのでしょうか。『少子高齢化に伴う

労働力の不足に対応するため』これが、問いに対する答

えの一つではないでしょうか。 

　日本の人口は2006年にピークを迎え、その後減少に

転じると予測されています。2100年には人口6,400万人ま

で減少すると推計されています（国立社会保障・人口問

題研究所。数字は中位推計）。今の経済水準を維持す

るために必要な労働力を外国人・移民の受入れにより補

おうとすれば、2050年までに年間34万人、生産年齢人

口（15～64歳までの人口）を維持するためには年間約64

万人の外国人・移民の受入れが必要といわれています。

既に労働力が不足している業種や職種もあり、また人口

の1割が外国人という地域やまちもあります。 

　鈴鹿市には8,346人の外国人登録者（2004年12月）が

おり、年々増えています。生活習慣や言葉の違いなどか

らお互いに理解不足が生じることもあります。このた

め外国人の就労に伴い、新たな差別が起こるかもし

れません。今の段階で外国人労働者を大量に受け

入れることは非現実的かもしれませんし、受け入れ

るには多大なリスク（失業者増加の恐れ、社会保険

の負担問題など）を伴うかもしれません。ただ、女

性や高齢者の労働力の活用だけでは労働力不足

すべてを解消できないのも事実であり、特に労働力

不足が心配される業種や職種では、国外から労働

力を補う必要性が逼迫していることをわたしたちは

認めなければいけません。 

　外国人労働者を受け入れるには、入管法を始め

とする法整備などが不可欠です。しかし、それと同

時に外国人に対する偏見や悪いイメージを取り除き、

違いを認め合った地域社会（共生社会）を構築し

ていくのはわたしたちなのではないでしょうか。 

ひっ  ぱく 




