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映画｢埋もれ木｣前売券の発売を開始します　

平成17年 

昨年対比 

人身事故 負傷者数 

2,701件 

+175件 

598件 

+64件 

793人 

+120人 

総件数 

 

 

　　　　○お知らせ 

 
『鈴鹿』ナンバー創設に
向けての要望書を提出しました
企画課　 82-9038　 82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp 

　5月12日㈭に、自動車｢鈴鹿｣ナ

ンバーの創設に向けて、鈴鹿市長、

亀山市長のほか、両市の関係者が

三重県知事に対して要望を行いま

した。今後は、県から国に対して要

望を行い、国が導入するかどうか

を決定します。国は平成18年度中

の導入をめざしています。 

　今後も引き続き、｢鈴鹿｣ナンバ

ーの創設に向けて、市民の皆さま

のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コスモス畑の

種まきをしませんか
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　あなたもまぶしいコスモス畑をつく

りませんか。コスモスの種と土地を提

供します。また、

コスモスコンテスト

も行います。あな

たの感性でステキ

なコスモス畑をつ

くってみませんか。 

ところ　地子町地内(ご自分の土
地での種まきも大歓迎) 

定　員　100人（定員になり次第
締切り） 

参加料　1,000円（1区画・肥料
などを含む） 

【説明会】 
と　き　6月19日㈰　10時から 
ところ　鈴鹿市労働福祉会館大
会議室 

申込み　6月17日㈮までに、アグリ
夢創りプロジェクト事務局(鈴鹿

商工会議所内　 82-3222)へ 

※定員になり次第締め切ります。 

※詳しくは、説明会当日にご案内します。 

 
鈴鹿川サイクリングロードが
一部通行止になります

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

　6月20日㈪から翌年2月28日㈫

まで、鈴鹿川護岸工事（国土交

通省施工）のため、サイクリン

グロードの一部（定五郎橋から

木田橋まで）が通行止となります。 

　なお、堤防道路（車道）につ

いては、通行可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
天野奨学金奨学生を募集します
指導課　 82-9028　 83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp 

　この奨学金は、石薬師町出身

の故天野修一さんのご遺族のご

厚志によって設けられたもので、

本年度も次の要領で募集します。 

応募資格　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀、品行方正であり、学

資に困っている高校生以上の学生 

奨学金額（給付月額） 
○高校生　6,000円 

○高専・短大生　7,000円 

○国・公立大学生　1万円 

○私立大学生　1万4,000円 

奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間 

申込み　6月30日㈭までに、指導
課にある申込用紙に必要事項

を記入し、同課へ 

 
図書館を休館します
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp 

　6月13日㈪から6月21日㈫まで、

蔵書点検のため特別整理期間と

して休館（移動図書館も含む）

します。なお、本の返却は夜間

返却口をご利用ください。 

 
交通事故が急増しています 
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　交通事故は、全県的に増加傾向

にありますが、鈴鹿市内の増加率

は事故数、負傷者とも県下一を示し

ており、交通に関しては県下一危険

なまちになっています。 

　事故は、交差点での出合い頭事

故が半数を占め、5月7日㈯にも普通

車と原付車の出合い頭事故で高齢

者の方が亡くなっています。 

　皆さん一人ひとりが交通ルー

ルを守り、交通事故防止にご協

力をお願いします。 

■市内交通事故件数（5月16日現在） 
 

 

 

 
任期満了による鈴鹿市

農業委員会委員選挙を行います
選挙管理委員会事務局　 82-9001　 84-3302

senkyo@city.suzuka.mie.jp 

投票できる方　投票日当日、市内に
在住している方で、市農業委

員会委員選挙人名簿に登録さ

れている方 

選挙期日　7月10日㈰　7時～20時 
立候補受付　7月3日㈰　8時30分
～17時 

委員定数　23人（9選挙区） 
※詳しくは、選挙管理委員会事務局へ 

 
鈴鹿青少年センターの

ボランティア（講師・スタッフ）
を募集します 

鈴鹿青少年センター　 78-9811　 78-9809
suzukayc@mecha.ne.jp 

　いろいろな団体がセンターを利

用し、さまざまな活動をしています。

創作活動や自然観察活動、レクリ

ェーション活動などをご指導して

いただけるボランティアの方を募

集します。また、主催事業のスタ

放送大学の学生を募集します

名古屋国税局では税務職員を
募集しています

ハローワークの
窓口を延長します
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鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  
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　昨年夏に鈴鹿市（NTT研修セ

ンタ跡地）を拠点に県内で撮影

が行われた映画｢埋もれ木｣の一

般上映がいよいよ今夏始まります。 

　鈴鹿市では、昨年3月、｢埋も

れ木｣支援の会を立ち上げ、その

熱意あるボランティアスタッフの協力により、映画の撮影は順

調に進みました。また、たくさんの市民の方々にも、映画のエ

キストラとして出演していただくなど、この映画の製作には、鈴

鹿市としてたいへん深く関わってきました。そして、今回、｢埋

もれ木｣支援の会の主催で上映会を開催することになりました

ので、ぜひ、この機会に市民の方に一人でも多くこの映画をご

覧いただきたいと思います。 

　なお、この映画は第58回カンヌ国際映画祭において、

｢監督週間正式出品作品｣として、上映されました。 

上映期間　7月16日㈯～8月12日㈮(延長の可能性あり) 
上 映 館　ワーナー・マイカル・シネマズ　鈴鹿ベルシティ 
前売券発売所　イオン鈴鹿ショッピングセンターベルシティ、
ミニストップ(四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・芸濃

町の各店)、鈴鹿市民会館、鈴鹿市文化会館 

前売券金額　1,200円(1枚1名様限り、上記劇場のみで有効) 
販売期間　6月1日㈬～7月15日㈮ 
※詳しくは、平日の9時から17時までに｢埋もれ木｣支援の会

(　　82-0220)へ 

※上映時間、上映に関するお問い合わせは、ワーナー・マイカル・

シネマズ鈴鹿ベルシティ(　70-8787)へ 

映画｢埋もれ木｣前売券の発売を開始します　文化課　 82-9035　 82-9071　 bunka@city.suzuka.mie.jp

『鈴鹿』ナンバー創設に
向けての要望書を提出しました

コスモス畑の
種まきをしませんか

鈴鹿川サイクリングロードが
一部通行止になります

天野奨学金奨学生を募集します

図書館を休館します

交通事故が急増しています

任期満了による鈴鹿市
農業委員会委員選挙を行います

鈴鹿青少年センターの
ボランティア（講師・スタッフ）

を募集します

ッフボランティアも同時に募集し

ます。関心をお持ちの方は、セン

ターへお問い合わせください。 

 
放送大学の学生を募集します 

放送大学三重学習センター

　 059-233-1170 　 059-233-1179 
http://www.u-air.ac.jp/hp

　放送大学は、自宅で学べる正

規の大学です。平成17年度第2学

期（10月入学）の教養学部学生

と大学院修士選科生・修士科目

生を募集します。 

種　類
○全科履修生　大学卒業を目的
に学びます。 

○選科履修生　1年間在学し、興
味のある科目を学びます。 

○科目履修生　半年間在学し、
興味のある科目を学びます。 

資　格　全科履修生は18歳以上
で高等学校卒業者、またはこ

れと同等以上の学歴を持つ方、

その他は15歳以上 

※入学試験はありません。 

応募期間　6月15日㈬～8月31日㈬ 
※大学院修士選科生・修士履修生は

お問い合わせください。 

学習方法　自宅のテレビ(CSデジタ
ル放送かケーブルテレビ放送)で、

放送授業を視聴するか、放送大

学三重学習センター(三重県総

合文化センター内)のビデオテ

ープなどを利用して学習します。

(ケーブルテレビは一部地域で

視聴できない場合があります) 

 
名古屋国税局では税務職員を

募集しています 
市民税課　 82-9006　 82-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp 

　平成17年度国家公務員採用Ⅲ種(税

務)試験が次のとおり実施されます。 

受験資格　昭和60年4月2日から昭
和63年4月1日までに生まれた方 

受付期間　6月21日㈫～28日㈫ 
第一次試験日　9月4日㈰ 
※申込用紙の請求など詳しくは、

名古屋国税局人事第二課試験係

(　 052-951-3511、内線3450)、

または鈴鹿税務署総務課(　 82-

0351)へ 

ハローワークの
窓口を延長します

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

　在職求職者などで、平日にハロ

ーワークを利用できない方を対象に、

職業相談・職業紹介サービスを窓

口利用時間を延長して行っています。 

と　き　平日：17時～19時、土
曜日：10時～17時 

※祝日、年末年始を除きます。 

ところ　ハローワーク四日市駅
前サービスセンター(四日市

市浜田町4-20　JA三重四日市

ビル6階) 

※雇用保険業務などは対象外ですの

でご注意ください。 

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  
不法滞在・不法就労防止にご協力を

　外国人を雇用しようとする場合には、適法に働くことができる外

国人であるかどうか、旅券、就労資格証明書などで在留資格・在留

期間を確認するようにしてください。 

○不法滞在者は雇用できません
　不法滞在者は、それ自体が違法ですので、働くことができません。 

○在留資格を確認してください
　在留資格が、「留学」・「就学」・「家族滞在」になっている場合は、

「資格外活動許可」がなければ、賃金を得て働くことができません。 

○雇用者も処罰されます
　違反した場合は、その外国人は処罰を受けて国外へ退去させられ、

また、働くことが認められていない外国人を雇った事業主やその雇

用を斡旋した人なども処罰されることになります。 
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　6月24日㈮、25㈯、鈴鹿市を会場に総合観光学会

が開催されます。特別講演をはじめ地域住民との交

流会やシンポジウムなど、鈴鹿市を含め中部地域の

観光について興味深いものとなっています。皆さん

ふるってご参加ください。（参加無料） 

主　催　総合観光学会（観光の学際的研究を目的に
2001年10月に設立。学術的研究だけでなく、地域

との交流も積極的に行なっている学術団体） 

後　援　三重県、鈴鹿市、鈴鹿商工会議所、鈴鹿市
観光協会 

■特別講演「これからの観光振興」
と　き　6月24日㈮　14時～16時 
ところ　鈴鹿商工会議所4階大ホール 
講　師　日本大学商学部教授（総合観光学会会長）
長谷政弘さん 

　（株）日本能率協会総合研究所研究部長（総合観光

　学会理事）高橋光幸さん 

　JR東海相談役（総合観光学会理事）須田寛さん 

※講演後、講師と地域住民との交流懇親会（16時～17時）

を行ないます。（参加無料） 

■基調講演「鈴鹿の観光と地域の活性化について」 
と　き　6月25日㈯　15時～15時30分 
ところ　鈴鹿国際大学国際文化ホール 
講　師　鈴鹿市長　川岸光男 
■シンポジウム「中部観光の課題と展望」
と　き　6月25日㈯　15時40分～17時40分 
ところ　鈴鹿国際大学国際文化ホール 
コーディネーター　立教大学教授　小沢健市さん 
パネリスト　JR東海相談役　須田寛さん、三重の観
光プロデューサー　西川哲司さん、鈴鹿商工会議

所副会頭　鈴木純さん、鈴鹿商工会議所女性部会

長　山本行子さん、鈴鹿市長　川岸光男 

 

 

　　　　○催し物 

 
プラネタリウム
夏番組

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

と　き　6月29日㈬から9月25日
㈰まで10時30分から、13時30

分から、15時からの3回 

内　容 
■バーチャル・スペースツアー
　ここは宇宙観光船｢オリンポス

号｣の船内。これから皆さんはバ

ーチャル・スペースツアーに参

加して、

火星への

旅を疑似

体験しな

がら、そ

の素顔を

明らかに

していき

ます。 

■夏の星座(こと座・わし座・は
くちょう座・さそり座・いて
座ほか)

定　員　各回180人 
入場料　無料 
※番組入れ替えのため、6月21日(火)

から28日(火)まで投映を休みます。 

第5回鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣

産業政策課　 82-9045　 82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　6月10日㈮～14日㈫　10
時～18時(14日は15時まで) 

ところ　イオン鈴鹿ショッピングセ
ンターベ

ルシティ

2階イオ

ンホール、

１階セン

ターコート 

内　容　 
○伝統工芸士による鈴鹿墨と伊

勢形紙の実演販売 

○伝統工芸士による鈴鹿墨と伊

勢形紙の各種体験教室 

○新企画｢匠鳩｣の展示 

○新企画｢未来トンネル匠天井｣ 

○新企画｢匠竹あかり｣ 

入場料　無料 
※先着500人に粗品進呈(10日～12日のみ) 

 

自然調査観察会
環境政策課　 82-7954　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■カタツムリの調査観察会
と　き　6月26日㈰　10時～12時
(雨天決行) 

ところ　椿大神社周辺 
内　容　カタツムリ(陸貝)の採

集と講師による解説など 

定　員　30人 
※応募者多数の場合は抽選 

参加料　無料 
■きのこの調査観察会
と　き　7月2日㈯　9時30分～15
時(雨天決行) 

ところ　県営鈴鹿青少年の森公園 
内　容　きのこの観察と講師によ
る解説など 

参加料　無料 
申込み　いずれも、6月17日㈮(必着)
までに、電話、はがき、ファクス、電

子メールのいずれかで、｢カタツム

リ調査参加希望｣または｢きのこの

調査観察会参加希望｣、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 

※詳しくは、申込者へ別途連絡します。 

 
下水道排水設備
工事責任技術者試験

下水管理課　 82-7636　 84-3938
gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

対　象　試験日現在、満20歳以上
で、次のいずれかの実務経験が

受験申込日現在で2年以上の方 

○排水設備工事の設計または施工 

○排水設備工事以外の下水道工

事の設計または施工 

○水道工事の設計または施工 

と　き　11月9日㈬　13時から 

平成18年度用
中学校教科用図書展示会

平成17年自衛官採用試験

国際理解料理講座
｢韓国料理｣

相撲教室

鈴鹿青少年センター
ボランティア養成講習会

たくみ　たけ 

たくみ　てんじょう 

たくみ　ばと 

2005・6・514

催し物催し物 催し物 

講座・教室 

総合観光学会　　　　　　　　　　　商業観光課　 82-9020　 82-0304　 shogyokanko@city.suzuka.mie.jp
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プラネタリウム
夏番組

第5回鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣

自然調査観察会

下水道排水設備
工事責任技術者試験

ところ　メッセウイング・みえ(津
市北河路町19-1) 

受験料　3,000円 
申込み　6月27日㈪から7月8日㈮
までに、申込書に必要事項を記

入の上、〒514-0301　津市雲出
鋼管町52-5　㈶三重県下水道公

社雲出川左岸浄化センター排水

設備担当(059-235-2030)へ 

※申込書は県内市町村下水道担当課、

県内浄化センターにあります。 

 
平成18年度用

中学校教科用図書展示会
指導課　 82-9028　 83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

■法定展示
と　き　6月17日㈮～30日㈭　月
～金曜日は9時～20時、土・日

曜日は9時～17時 

ところ　市役所分館第2　2階第2会議室 
■移動展示
とき・ところ
○5月26日㈭〜6月1日㈬
　平田野、天栄、大木中学校 

○6月2日㈭〜6月8日㈬
　創徳、白子、千代崎中学校 

○6月9日㈭〜6月15日㈬
　白鳥、鈴峰、神戸、鼓ヶ浦中学校 

※展示時間は平日の9時～17時(土・

日曜日は除きます) 

※6月2日、9日は移動日のため、12時～17時です。 

平成17年自衛官採用試験
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

職　種　2等陸・海・空士(男子) 
応募資格　18歳～27歳未満 
と　き　6月12日㈰ 
ところ　陸上自衛隊久居駐屯地(近
鉄久居駅下車徒歩3分) 

内　容　学科、適性、面接、身体検査 
申込み　6月11日㈯まで 
※平成17年7月～8月ごろに採用を

決定します。 

※試験日、申込方法など詳しくは、

自衛隊四日市募集事務所(　51-

1723・1779)へ 

 

 

　　　　○講座・教室 

 
国際理解料理講座
｢韓国料理｣

㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639
sifa@mecha.ne.jp

と　き　6月26日㈰　10時～14時 
ところ　文化会館調理室 
内　容　韓国の家庭料理 
参加料　賛助会員1,200円、一般
1,500円 

定　員　30人 
※応募者多数の場合は抽選 

申込み　6月17日㈮までに、電話
で㈶鈴鹿国際交流協会へ 

相撲教室
武道館　 88-0622　 88-0940

対　象　小・中学生 
と　き　6月25日㈯から8月27日
㈯までの土曜日10回　14時～

16時 

ところ　武道館 
参加料　2,000円 
※スポーツ保険を含みます。 

申込み　6月22日㈬までに、参加
料を添えて武道館へ 

 
鈴鹿青少年センター
ボランティア養成講習会

鈴鹿青少年センター　 78-9811　 78-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　高校生、大学生、一般、
その他ボランティア活動に関

心のある方、センターでの子

どもの活動をサポートしてい

ただける方 

と　き　7月2日㈯、3日㈰(1泊2日) 
ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　ボランティア活動につい
ての意義や心構えを学ぶとともに、

いろいろな諸活動プログラムを

体験します。 

定　員　30人 
参加料　3,000円程度 
申込み　6月1日㈬～15日㈬ 
※申込方法など詳しくは、鈴鹿青少

年センターへ 
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講座講座・教室教室 講座・教室 

変 わ る の は だ れ ？  
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
男女共同参画課 81-3113 81-3119 danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　社会的・文化的につくられた「男らしさ」「女らしさ」

という性別をジェンダー（gender）といいます。性別役

割分担意識は、このジェンダーによってもたらされたもの。

「男性は仕事、女性は家事･育児」「男は度胸、女は

愛嬌」「男の子はブルー、女の子はピンク」。このよう

な決めつけが、学校・職場や家庭、メディアなど、日

常生活の中に知らず知らずのうちに組み込まれてきま

した。それぞれの個性を尊重せず、ジェンダーにとらわ

れることは、不当な性差別を生み出してきたのです。 

　今や共働きの夫婦が増え、それぞれの家庭の中では家

事や育児の分担が行われているでしょう。男性の育児休業

取得も制度化されてきました。しかし、男性が育児休暇を取

ることはまだまだ珍しく、画期的な例として取り上げられます。

同じように仕事をしているのに、家事も育児も女性の役割と

いう固定観念は、男性はもちろん女性にも残っています。

特に、子育ては自分の役割と思い込むあまり、子育て上の

悩みを夫に相談することもできず、一人で抱え込んでしまっ

ている女性がいるのではないでしょうか。あくまで男性は「手

伝う」側であり、自分の努力でなんとかしなければならない

という女性側の思い込みは、男性が家事や育児に積極的

に関わるチャンスを奪っているのかもしれません。 

　男女共同参画社会は、男性がつくっている社会に女性

が進出していくことではありません。男女がお互いに人権

を尊重しながら、だれもが個人として個性と能力を発揮し、

自分らしく暮らせる社会。決して、女性の権利ばかりが主

張されるのではなく、男性の権利も守られる社会なのです。 

総合観光学会


