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納税の休日窓口を開設します
納税課　 82-9008　 82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月22日㈰　10時～16時 
ところ　ベルシティ1階北コート 
内　容　市税、県の自動車税の納付 
持ち物　納税通知書 
と　き　5月28日㈯、29日㈰　　
9時～16時30分 

ところ　納税課（市役所西館2階）、
鈴鹿県税事務所（県鈴鹿庁舎1階）

（　 82-8660） 

内　容
○納税課での業務
　市税の納付、納付相談、口座

振替手続き、県の自動車税の

納付など 

○鈴鹿県税事務所での業務
　市税の納付、県の自動車税の納付 

持ち物　納税通知書 
 
男女共同参画を推進する

条例検討委員会が傍聴できます
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月11日㈬　9時30分から 
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時から9時20分
まで、会場で受付を行います。 

 
「ジェフリーふぇすた」の
実行委員を募集します

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」は男女共同

参画についてみんなで考え、活動のネ

ットワークを広げるイベントです。一緒

に参画していただける方を募集します。 

内　容　7月から毎月2回程度の
実行委員会を開催予定 

申込み　6月10日㈮までに、住所、
氏名、年齢、連絡先、応募の

動機を記入の上、はがき、フ

ァクス、電子メールなどで男

女共同参画課へ 

児童手当を受けていますか
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童手当は、小学校第3学年修了

前の児童を養育している方で、所得

が一定額未満の場合に受けられます。 

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 

手続き　児童手当を受けるには、
届け出が必要です。子育て支援

課または各地区市民センターで

受け付けています。児童手当の

支給は届出のあった月の翌月分

からになります。手続きが遅れると、

受けられる月分の手当が受けら

れなくなりますのでご注意ください。 

※６月から所得判定の年度が平成

16年分に変更されます。例えば、

昨年申請したが却下になった方や、

年金が変更したことで消滅にな

った方などは、５月に申請いただ

くことをお勧めします。 

 

ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座の
受講者を募集します

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

　ファミリー・サポート・センターは、

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。今回、臨時的にお

子さんを預かったり、保育所、幼稚

園などの送り迎えをしたりする提供

会員の養成講座を行います。この講

座を受講して活動してみませんか。 

　なお、鈴鹿市ファミリ－・サポ－ト・

センタ－の運営業務は、NPO法人

こどもサポ－ト鈴鹿へ委託しています。 

対　象　市内に在住の方で、全
カリキュラム受講可能な方 

と　き　5月26日㈭　10時〜12時、
13時～15時、31日㈫　9時30分～

12時30分、13時15分～15時 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　医師、保育士、保健師など 

児童福祉法が改正されました
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童福祉法の一部を改正する

法律の施行により、平成17年4月

から、「市は、子どもに関する

各般の問題について、家庭など

からの相談に応じ、子どもや家

庭に最も効果的な援助を行い、

もって子どもの福祉の向上を図

ること」とされ、児童家庭相談

に応じることが市の業務として

明確に規定されました。また、

虐待などや要保護児童の通告先

として市が追加されました。 

　これにより、設置される児童や家

庭に関する相談窓口と虐待などや

要保護児童の通告（相談）窓口は

次のとおりです。 

【児童や家庭に関する相談窓口】
○子どもに関する相談一般 
　子育て支援課 

　　 82-7661　 82-7607 

○教育福祉相談（総合相談） 
　教育研究所 

　　 83-7830　 83-7878 

○特設相談（ほくじ相談） 
　教育研究所 

　　 83-7830　 83-7878 

○児童相談
　健康づくり課 

　　 82-2252　 82-4187 

【虐待などや要保護児童の通告（相談）窓口】
○子育て支援課
　　82-7661 

　夜間緊急　 82-1100 

○健康づくり課
　　82-2252 

○男女共同参画課 
　　82-3113 

○教育委員会事務局指導課
　　82-9028 

○教育委員会事務局教育研究所
　83-7830 
○教育委員会事務局青少年課　 
　82-9055 

※今回の改正により、県（児童相談

所）の業務としては、専門的な知

識や技術を必要とする事例への対

応と規定されました。 

消費生活相談員
（嘱託職員）を募集します

ものづくり研究開発事業を
支援します

小・中学校学習支援
ボランティアを募集します

チケット販売所を
移行しました

 

市民会館ホールの予定（5月）

お知らせお知らせ お知らせ 
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納税の休日窓口を開設します

男女共同参画を推進する
条例検討委員会が傍聴できます

「ジェフリーふぇすた」の
実行委員を募集します

児童手当を受けていますか

ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座の
受講者を募集します

児童福祉法が改正されました 消費生活相談員
（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
○昭和22年4月2日以降生まれの

方で、消費生活専門相談員資

格または、消費生活アドバイザ

ー資格を有する方 

○下記の消費生活相談員養成講座

の受講と消費生活専門相談員資

格認定試験の受験が可能な方 

内　容　独立行政法人国民生活
センターが行う消費生活相談

員養成講座の受講と三重県県

民生活センターにおいての消

費生活相談の実地研修 

定　員　1人 
申込み　5月20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

月以内に撮影した写真をはり、

必要事項を記入の上、直接また

は郵便で、〒513-0809　西条五

丁目117　鈴鹿亀山地区広域連

合総務課へ（消費生活専門相

談員資格または、消費生活アド

バイザー資格を有する方は資格

証明書の写しを同封のこと） 

※申込書は、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」と記入し、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）

で鈴鹿亀山地区広域連合総務課へ 

※提出した書類は返却しません。 

※給与などは、鈴鹿亀山地区広域連

合嘱託職員等取扱規程に準じます。

（月額15万4,300円） 

※養成講座、認定試験の概要は次のとお

りです。詳しくはお問い合わせください。 

○消費生活相談員養成講座 
と　き
○第1期理論コース（7月11日～7

月29日：3週間） 

○第2期実践コース（9月5日～9

月16日：2週間） 

ところ　国民生活センター研修
施設（神奈川県相模原市） 

○消費生活専門相談員資格認定試験
と　き
○第1次試験（10月） 

○第2次試験（11月～12月） 

【採用試験】
と　き　6月11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　論文、面接 
 
ものづくり研究開発事業を

支援します
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　産学官の連携による研究開発

の強化と市内の製造業の活性化

を図るために、中小事業者など

が行う新技術の研究開発に要す

る経費の一部を補助します。 

対　象　市内に本社または主たる
事業所がある事業者などが行う

新技術の研究開発で、大学や高

専などの高等教育機関と共同で

行う事業またはその指導を受け

て行う事業 

補助額　事業者が負担する経費
の2分の1以内（50万円以上250

万円以内） 

申込み　5月9日㈪から6月30日㈭
（必着）までに、〒513-8701

産業政策課へ 

※募集締切後、審査会にて審査し決定

します。結果は申込者に通知します。 

※要綱・申請書などは、産業政策課のほか、

市ホームページからも入手できます。 

 

小・中学校学習支援
ボランティアを募集します
指導課　 82-9028　 83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

対　象　小・中学校の教育活動
にご理解いただける方（資格

の有無は問いません） 

ところ　市内小・中学校 
内　容　教員と連携・協力し、
「通常の授業における学習支

援」「放課後や長期休業中な

どの補充学習」などを行います。 

※実際の活動日時は学校との打合せ

の上、決定します。 

※活動に対する保険は教育委員会で

加入しますが、謝金はありません。 

申込み　7月末までに、近燐の小･
中学校から募集がある場合は、

当該小･中学校へ。近燐の小･

中学校から募集がない場合は、

指導課へ 

※随時受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

チケット販売所を
移行しました

㈶文化振興事業団　 84-7000　 84-7755
http://www.s-bunka.net/

　㈶鈴鹿市文化振興事業団主催の

催し物のチケット販売所のうち、4月

以降、江島カルチャーセンターが廃

止となり、新たに鈴鹿市観光案内所

（白子駅前）にて販売となりました。

市内プレイガイド　鈴鹿市民会館、
鈴鹿市文化会館、鈴鹿市観光

案内所（白子駅前）、SCアイ

リス、鈴鹿ハンター、宮脇書

店鈴鹿店、チケットぴあ 

市民会館ホールの予定（市民会館ホールの予定（5月）
㈶文化振興事業団　 84-7000　 84-7755

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

　催し物カレンダー廃刊のため、

５月の主な予定をお知らせします。 

と　き　5月15日㈰　10時30分～
15時30分 

内　容　山吹実不禰舞踊発表会 
主　催　山吹実不禰社中（　 82-
0553） 

※入場無料　 

と　き　5月29日㈰　10時～12時
30分、14時30分～17時 

内　容　さつきみんよう華の旅 
主　催　鈴鹿市民謡民舞連盟
（　 81-4088） 

入場料　3,000円 
※詳しい内容は、主催者へ 

※6月以降の主な予定は、「文化情

報けやき」に掲載する予定です。 

 

やま ぶき み ふ ね 

お知らせ 
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平成16年度市内各種大会結果
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　「鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」

制定に伴い、市内各種大会（市主

催分・10月～3月）の結果をお知ら

せします。（敬称略） 

○第17回鈴鹿市ジュニアバレー
ボール選手権大会（11月）

　優勝　椿 

○第32回鈴鹿市少年サッカー選
手権大会（2月）
　優勝　愛宕 

○第17回鈴鹿市ミニバスケット
ボール選手権大会（3月）
　男子優勝　桜島 

　女子優勝　郡山 

○第3回コスタリカ杯少年サッ
カー大会(3月)

　Aグループ優勝　明生 

　Bグループ優勝　鈴西 

　Cグループ優勝　飯野 

　Dグループ優勝　愛宕 

○第34回鈴鹿市レディースバレ
ーボール・ソフトバレーボー
ル大会（3月）
　Aグループ優勝　S.P.O. 

　Bグループ優勝　SAKAE 

　Cグループ優勝　すず 

　Dグループ優勝　メカファイターズ 

　ソフトバレー優勝　MAX 

 
パートで働く方にも退職金を
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　退職金は従業員の働く意欲を高め、

退職後の生活を支える重要なもの

です。中退共制度(中小企業退職

金共済制度)は、一般の従業員だ

けでなく、パートタイマーなどの短

時間労働者の方も加入できます。 

　一般の従業員より低い掛金（2,000円、

3,000円、4,000円）も用意されています

ので、加入しやすくなっています。また、

新規加入助成に上乗せがあります。 

※短時間労働者とは、一週間の所定

労働時間が通常の従業員より短く、

かつ30時間未満の従業員をいいます。 

 

 
○催し物

 
自然調査観察会

環境政策課　 82-7954　 82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月29日㈰　13時～15時
(雨天中止) 

ところ　海の見える岸岡山緑地公園 
調査項目　昆虫類、クモ類 

トイなおす（おもちゃ病院）

公開講座

春季スポーツ教室

平成16年度全国大会出場者　　　スポーツ課　 82-9029　 82-9071　 supotsu@city.suzuka.mie.jp

○第39回全国少年剣道錬成大会　小学生の部(7月)
　井上諒・川上朋希・太田篤・森要太 

○第39回全国少年剣道錬成大会　中学生の部(7月)
　田中佑紀・堀場基志・北川雄斗・西川佳成 

○第17回全国小学生ハンドボール大会(7月)
　鈴鹿ハンドボールスクール 

○ジュニアオリンピック第12回全国中学生なぎなた大会(7月)
　中内健人・中内脩人 

○第27回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(8月)
　山中香澄・豊田泰輔 

○第1回全国中学生弓道大会(8月)
　鎌田里穂 

○第9回全日本女子ユース(U-15)サッカー選手権大会(8月)
　後藤三知 

○第24回全日本バレーボール小学生大会(8月)
　椿バレーボール少年団 

○第4回全日本中学生男女ソフトボール大会(8月)
　大木クラブ 

○第47回小学生・中学生全国空手道選手権大会(8月)
　山口航平 

○全日本少年武道(なぎなた)練成大会(8月)
　中内健人・中内脩人 

○第3回全国ジュニアソフトテニス大会(9月)
　鈴鹿ジュニアクラブ 

○第22回全日本小中学生女子個人選抜剣道錬成大会(10月)
　大村春奈 

○第35回ジュニアオリンピック陸上競技大会(10月)
　大野美華・寺井有美・大井崇弘・川北ほなみ 

○JOCジュニアオリンピックカップ第18回全国都
道府県対抗中学バレーボール大会(12月)
　中村百合香・前川文香・早川真由・山下友里・

宮地佳奈・永戸優希・土田直美 

○JOCジュニアオリンピックカップ第8回全日本女
子ユース(U-18)サッカー選手権大会(12月)
　後藤三知 

○2005日本ジュニア室内陸上大阪大会(2月)
　川北ほなみ 

○第36回全国ミニバスケットボール大会(3月)
　桜島バスケットボールクラブ 

○第1回全日本中学生ソフトボール大会(3月)
　水元綾乃・黒木琴 

○第4回全国小学生ソフトテニス大会(3月)
　浜口直大・川村悠貴・百瀬綾音・石黒愛乃 

○第27回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳大会(3月)
　山中香澄・打田謙人 

○第18回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会2005(3月)
　戸田雅子・川合あずさ・鬼頭真由美・船尾真衣 

○第13回全日本春季大会(ヤングベースボールリーグ)(3月)
　鈴鹿ブルズ 

※全国中学校体育大会・全国高等学校体育大会・全国高

等専門学校体育大会・国民体育大会を除きます。 

※一般の部（後期分）は、5月20日号でお知らせします。 

◆小・中学生の部（平成16年4月〜平成17年3月：敬称略）

2005・5・518

催し物催し物 催し物 

講座・教室 
お知らせお知らせ お知らせ 
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平成16年度市内各種大会結果

パートで働く方にも退職金を
自然調査観察会

申込み　5月20日㈮までに、はがき、
電話、ファクス、電子メールのいず

れかで、住所、氏名、電話番号、参

加人数を記入の上、環境政策課へ 

※申込多数の場合は抽選します。 

※詳しくは申込者に後日連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 
トイなおす（おもちゃ病院）
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の相

談におもちゃドクターがお答えします。 

　ご希望の方は、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くことも可能です。 

　修理後は、廃棄物対策課まで取

りに来ていただくことになりますので、

あらかじめご了承ください。 

と　き　5月22日㈰　10時～15時 
ところ　市立図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム、キッズコンピュー

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼

児用電動バイク類、楽器（電子ピ

アノ・笛）などは修理できません。 

※部品として使用しますので、不要にな

ったおもちゃがあればお持ちください。 

 

○講座・教室 

 
公開講座

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

と　き　6月4日㈯　13時30分～16時 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
テーマ　学力と人間力―よみが
える子どもたち― 

講　師　武田　利幸さん（日本
教育学院長） 

参加料　無料 
申込み　5月27日㈮までに、電話、
ファクスで教育研究所へ 

※手話通訳、託児有り 

 

春季スポーツ教室
県営鈴鹿スポーツガーデン　 72-2250　 72-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　いずれも、5月15日㈰(必着)
までに、直接来場するか、ファクス

に住所、氏名、年齢、性別、電話

番号、コース名を記入し、県営鈴

鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットからの申込みもできます。 

※受講料にスポーツ安全保険料を含みます。 

■クロール(夜)コース
対　象　高校生を除く18歳以上
で水に浮くことが怖くない方 

と　き　6月9日から7月14日までの
木曜日(全6回)　19時～19時30分 

定　員　20人（申込多数の場合は抽選） 

受講料　2,500円(背泳ぎ(夜)コー
スと合わせて受講の方は、合

計金額から500円引き） 

■背泳ぎ(夜)コース
対　象　高校生を除く18歳以上
で水に浮くことが怖くない方 

と　き　6月9日から7月14日までの
木曜日(全6回)　19時40分～20時10分 

定　員　20人（申込多数の場合は抽選） 
受講料　2,500円(クロール(夜)コー
スと合わせて受講の方は、合計

金額から500円引き) 

■アクアビクス(朝)中級コース
対　象　高校生を除く18歳以上で
初級コース受講者や中級者の方 

と　き　6月10日から7月15日まで
の金曜日（全6回）　10時～11時 

定　員　30人（申込多数の場合は抽選) 
受講料　5,000円 
※アクアボクササイズ(夜)コース、フィ

ットネスヨガ初級コースもあります。

詳しくは県営スポーツガーデンへ。 

おわびと訂正

　4月20日号裏表紙の「データバ

ンク」の一部に誤りがありましたので、

訂正しおわびします。 

（誤）総人口／198,218人（－200人）、男性／

99,440人（－130人）、女性／98,778（－70人）、

世帯数／74,076世帯（－13世帯） 

（正）総人口／198,198人（－220人）、男性／

99,457人（－113人）、女性／98,741（－107人）、

世帯数／74,153世帯（＋64世帯） 

平成16年度全国大会出場者　　

  2005・5・5 19

催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

ス ロ ー ラ イ フ  
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

お知らせ 

　効率や能率ばかりを重視する仕事や毎日の生活を見直そ

うという「スローライフ」が注目されています。今までマイナスイ

メージのあった「スロー」に価値を見いだし、人生をゆったりと

楽しみ、生活の質を高めたり、豊かな心を育もうというものです。 

　仕事に忙しい人、勉学・自己研鑽に忙しい人、人付

き合いや趣味・遊びに忙しい人、とにかく毎日の生活に

忙しい人。生活を楽しめない人は、心が急ぎすぎている

ため、楽しむ心の余裕がないのかもしれません。 

　忙しい仕事の合間に喫茶店に行って、コーヒーを注文します。

応対した店員に、「当店自慢のコーヒーです。熱いので気を

付けてください。まだ雨はやみそうにないですから、ごゆっくり

どうぞ」こんな言葉を掛けてもらったら、心に余裕ができて、

見えなかった自分の周りが見えるようになるのではないですか。 

　いつもより早起きしてゆっくり新聞を読む。テレビ・ラジオ

から情報を得る。10分早く出かけて、寄り道するくらいの余

裕をもってみてはどうでしょうか。空を眺めたり、側溝を流れ

る水の温度から季節を確かめる。道行く人たちとのあいさ

つや会話を楽しむ。新しい発見や気付きがあるはずです。 

　大量生産・大量消費のだれもが忙しく動き回ってい

た時代は終わろうとしています。スローライフは消費し

ません。心や文化、資源を蓄積します。 

　子育てにおいても、子どもの成長は一人ひとり違います。

子どもの姿をゆったりと眺めてみましょう。すると、この子ど

もはどんなことをやりたがっているのか、どんなことを楽しん

でいるのか見えてきます。きっと、子どものもつ力の豊かさ

に改めて気付かされることでしょう。 

けんさん 


