
の情報情報 の情報情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

○お知らせ

 
鈴鹿市総合計画審議会を開きます
企画課　 82-9038　 82-7603　

kikaku@city.suzuka.mie.jp

■第2回鈴鹿市総合計画審議会
と　き　7月14日㈭　13時30分～16時 
ところ　文化会館さつきプラザ 
■第3回鈴鹿市総合計画審議会
と　き　7月28日㈭　14時～16時30分 
ところ　ジェフリーすずかホール 
※会議開始30分前から傍聴受付 

 
鈴鹿市マスコットキャラクター｢ベルディ｣

の利用は市の承認が必要です
企画課　 82-9038　 82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市マスコットキャラクター｢ベルディ｣

は、著作権や商標登録により、使用

目的・使用方法が決められており、誤

って使用した場合は、賠償請求される

おそれがあります。

印刷物や商品な

どに使用するときは、

事前に市の承認

が必要ですので

ご注意ください。 

■｢ベルディ｣着ぐるみを貸出します
　地域、学校、企業などの行事に｢ベ

ルディ｣の着ぐるみをご利用ください。

詳しくは、企画課へ 

夜間窓口を開設します
納税課　 82-9008　 82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp
保険年金課　 82-7605　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

■納税の夜間窓口
と　き　7月19日から8月12日まで
の月・火・木・金曜日　20時まで 

ところ　納税課(西館2階) 
内　容　市・県民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税の納税、納税相談、

口座振替の手続きなど 

■国民健康保険の夜間窓口
と　き　7月12日から8月31日の
月・火・木・金曜日　20時ま

で(7月18日(月・祝)を除く) 

ところ　保険年金課(西館2階) 
内　容　国民健康保険に関する
手続き・相談 

 
国民年金保険料の免除制度
をご利用ください

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

　所得が少なく国民年金保険料を

納付することが困難な場合には、保

険料の免除制度があります。申請

は毎年必要です。新年度分(平成17

年7月～平成18年6月)の免除申請

は7月から受け付けが始まりました。

なお、平成16年4月以降に失業した

人は、雇用保険受給資格者証また

は離職票の写しを添付してください。 

申込み　保険年金課、地区市民センター 
 
はかりの検査を受けましょう
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　取引・証明に使用して
いるはかり 

と　き　7月20日㈬、21日㈭　10
時～15時 

ところ　神戸コミュニティセンター 
※はかりを掃除して、分銅などとともに検

査会場へお持ちください。検査手数料

(1台あたり250円～2,200円)が必要です。

釣銭のいらないようにお持ちください。

三重県収入証紙は使用できません。 

※定期検査を受検しないと処罰され

ます。(50万円以下の罰金) 

 
山地災害防止標語と写真
コンクール作品を募集します
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　林野庁などは山地災害防止の普

及啓発強調キャンペーンを行って

います。これに関連して(社)日本

治山治水協会が山地災害防止標語

と写真コンクールを行います。 

■標語コンクール
　山地災害の防止、治山事業の

効果、防災意識の高揚などを広

く国民に呼びかけるもの 

■写真コンクール
　山地災害を防止する治山施設や

治山事業・防災パトロールや避難

訓練など、山地災害防止活動や山

地災害の状況、その他山地災害に

関連のあるもので地域や人々の生

活との関わりが表現されているもの 

※詳しくは、(社)三重県森林協会(　 059-

228-0924)へ 

 
地産地消事業・農産物などの
直売所へ補助金を交付します
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　近年、消費者の食に対する安全・

安心志向の高まりを背景に、｢地元

で生産されたものを地元で消費する｣

いわゆる｢地産地消｣の取り組みや、

生産者の顔が見える農産物などの

直売所が注目されています。 

　そこで市では、次の場合に必

要な経費の一部を補助します。 

■｢地産地消｣を推進する催しな
どへの補助
対　象　消費者団体･農業者団体など 
補助内容　｢地産地消｣を推進するため
に市民を対象とした催しを開催・参

加する場合に必要な経費の一部 

■農産物などの直売所への補助
対　象　農産物の生産者団体、
認定農業者 

補助内容　直売所を設置・改修
する場合に必要な経費の一部 

※詳しくは、農林水産課へ 

 
旧陸海軍従軍看護婦などに
内閣総理大臣名の書状が

贈呈されます
生活支援課　 82-9012　 82-7607

seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　先の大戦において、外地など(事

変地の区域または戦地の区域)に派

遣され、戦時衛生勤務に服された

旧陸海軍従軍看護婦および旧日本

赤十字社救護看護婦の方(慰労給

付金受給者を除く)に対して、その

ご苦労に報いるために内閣総理大

臣名の書状を贈呈しています。 

請求期限　平成19年3月31日(請
求期限が2年間延長されました) 

※詳しくは、総務省大臣官房管理室

(　 03-5253-5182)へ 
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下水道事業の
変更計画を縦覧します

下水建設課　 82-9046　 84-3938
gesuikensetsu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市公共下水道事業の変更

計画を定めましたので、縦覧します。 

と　き　7月5日㈫～25日㈪（土・
日曜日、祝日を除く8時30分～17時） 

ところ　下水建設課(別館第3・2階) 
 
平成18年自衛官を募集します
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

職　種　2等陸・海・空士(男子)、
2等陸・海・空士(女子)、曹候補士、

一般曹候補学生、航空学生 

応募資格　2等陸・海・空士(男子)、
2等陸・海・空士(女子)、曹候

補士は18歳以上27歳未満(高等

学校・中等教育学校卒業見込

含む)、一般曹候補学生は18歳

以上24歳未満(高等学校・中等

教育学校卒業見込含む)、航空

学生は18歳以上(高校卒業見込

含む)21歳未満 

※平成18年4月1日現在の年齢です。 

申込み　 2等陸・海・空士(男子)は
9月18日㈰まで、その他は8月1日㈪

から9月8日㈭まで 

【説明会】 
と　き　7月17日㈰　13時～16時 
ところ　文化会館3階　第4研修室 
※受付期間中は四日市募集事務所で

も説明会(9時～18時)を実施 

※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 

 
テレビの視聴は

きれいなUHF中継局で
NHK受信相談　　  0570-00-3434

　毎年5月から8月ごろは、日本海上

空に｢スポラディックE層｣という電波

を反射する電離層が発生します。こ

のとき、通常日本には届かない外国

の電波が電離層に反射して、国内

のテレビ受信が混乱することがあり

ます。混乱は、1～3チャンネルの

VHF電波で発生し、UHF電波では

発生しないため、お近くのUHF局を

視聴いただくことをお勧めします。 

 

 

○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　8月7日㈰　19時～21時
30分(雨天時、河川増水時は中止) 

ところ　鈴鹿川河川緑地公園(河
川防災センター北側) 

内　容　光に集まる虫の採集と
講師による解説など 

定　員　30人(応募多数の場合は抽選) 
参加料　無料 
申込み　7月22日㈮までに、電話、は
がき、ファクス、電子メ－ルのいずれ

かで｢昆虫夜間調査参加希望｣、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。 

 
平和への祈り展

人権政策課　 82-9011　 　82-8188
jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市は1985(昭和60)年に非

核平和都市宣言を行いました。 

と　き　8月4日㈭～6日㈯　10時
～19時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容
○原爆のはなしを聞こう（４日　13時から) 
○常設展示　原爆パネル、サダコと折り
鶴のポスター、ビデオ上映(アニメなど) 

 
防災子どもサミット防災子どもサミット

防災安全課　 82-9968　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学3年生以上 
と　き　8月6日㈯　9時～7日㈰
15時 

ところ　三重県消防学校(石薬師町452) 
※集合は河川防災センター(庄野町

981-1)へ 

内　容　無線訓練、図上訓練など 
定　員　子ども60人、大人40人 
参加料　高校生まで1,000円、大
学生1,500円、大人3,000円 

申込み　7月15日㈮までに、電話
(　 090-7677-3961)または電子メール

(　 funapy@mecha.ne.jp)で災害

ボランティアネットワーク鈴鹿　船入へ 
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催し物  催し物  

■応募資格　次のすべての要件を満たす方 
○市内に在住または市内に勤務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)がいる方 

○現に住宅にお困りの方 

○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 

■募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘　3戸(1戸)　1万8,800円～3万2,600円 

○桜島　6戸(1戸)　1万5,600円～2万9,400円 

○高岡山杜の郷　8戸(1戸)　2万900円～3万7,800円 

※(　)内は募集戸数のうちの優先戸数です。 

※申込者多数の場合は公開による抽選となります。 

※募集戸数は平成17年6月1日現在の戸数であり、抽選会ま

でに入居可能となる部屋については、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。 

■申込み　7月11日㈪から7月25日㈪（土・日曜日、
祝日を除く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、直接同課窓口へ　 

※郵便・ファクスでの申込みはできません。 

※申込書類は7月11日からお渡しします。 

■選考方法　9月中旬ごろ、抽選により決定します。 
■入居時期　9月下旬予定 
※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。申込みの際に申し出てください。 

※募集戸数、内容については、状況に応じて変更する場

合がありますので、ご了承ください。 

※その他の団地は、随時申込みを受け付けており、順番

待ちをしていただいております。　 

市営住宅の入居者を募集します　　　　　　　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
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○催し物

 
企画展｢じょうもん土器とやよい土器｣
考古博物館　 74-1994　 74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　7月17日㈰～9月19日(月・祝) 
ところ　考古博物館 
観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円 

※障害者手帳などをお持ちの方と介

護者1名、70歳以上の方は無料 

■関連講座｢土器からみた縄文人
のくらしと知恵｣
と　き　7月17日㈰　14時から 
講　師　名古屋大学教授　山本直人さん 
※聴講は無料です。 

 

夏休み子ども映画会
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

対　象　児童(幼児・小学生)の方 
と　き　7月28日㈭、29日㈮　10時
～11時30分、13時30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　日本の昔話、交通安全
の話などのアニメーション映画 

定　員　各100人 
参加料　無料 
 
第3回三重県障害者スポーツ大会
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

出場資格　県内在住の身体・知
的・精神障害のある12歳以上

の方(身体障害のある方は身体

障害者手帳が交付されている方) 

と　き　9月24日㈯　10時～15時
30分(予備日9月25日㈰) 

ところ　三重県営総合競技場陸
上競技場(伊勢市宇治館町510) 

内　容　陸上競技、フライングディスク 
申込み　7月20日㈬までに、三重
県身体障害者総合福祉センタ

ー経営企画チーム(　 059-231-

0155、　 059-231-0356)へ 

※詳しくは、三重県身体障害者総合

福祉センター経営企画チームへ 

第13回伊勢形紙まつり
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月23㈯、24日㈰　9時
～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容　新作｢飾り棚｣作品展、し
おり体験彫り(無料)、伊勢形紙

小紋Tシャツ染め実演・販売、

ふるさと体験・交流事業(体験教

室)、伝統工芸士による彫刻実演、

伊勢形紙・新商品の展示・販売 

入場料　無料 
 
第9回鈴鹿墨展とじばさん市
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月16㈯、17日㈰　10時
～16時30分 

ところ　㈶三重北勢地域地場産
業振興センター(じばさん三重) 

内　容　ふるさと体験・交流事業(体
験教室)、鈴鹿墨や書道用品の

展示・販売、伝統工芸士の鈴鹿墨

製作・実演、写経体験・絵手紙・

水墨画教室、水墨画家(直魅さん)

による実技指導 

入場料　無料 
 
夏のつどい(社会見学)

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

対　象　市内在住で母子・準母子・
父子家庭の小学5・6年生と保護者 

と　き　8月7日㈰ 
内　容　2005年日本国際博覧会
｢愛・地球博｣の見学 

主　催　母子寡婦福祉会 
定　員　80人 
参加料　1人につき1,000円 
申込み　7月20日㈬までに、電話
で住所、氏名、電話番号、参

加希望人数、参加者の年齢を

子育て支援課へ 

 
レッツ・チャレンジ2005
鈴鹿青少年センター　 78-9811　 78-9809

　自然の中で共同宿泊生活をしな

がら、生活体験や自然体験を行い、

協調性・思いやる心を育みます。 

対　象　小学5･6年生と中学1･2年生 
と　き　8月21日㈰～25日㈭
ところ　鈴鹿青少年センターと周辺 
定　員　42人(応募多数の場合は抽選) 
参加料　1万8,000円 
申込み　7月25日㈪までに、所定
の用紙に必要事項を記入の上、

鈴鹿青少年センターへ 

 

 

○講座・教室

「サマー夢工房−鼓動に学ぶ−｣
大倉正之助さん記念講演
指導課　 82-9028　 83-7878 

shido@city.suzuka.mie.jp 

対　象　小学生から高校生まで
の児童生徒とその保護者、PTA

などの学校関係者、教職員 

と　き　8月1日㈪　10時～12時 
ところ　鈴鹿高等学校ベルホール 
内　容　重要無形文化財(能楽囃
子大倉流大鼓)総合認定保持者・

日本能楽会会員　大倉正之助

さんによる講演と実演 

定　員　300人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　7月15日㈮までに、電話
で指導課へ 

※各学校は、所定の様式に参加者を

取りまとめの上、指導課へ 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月3日㈬、4日㈭　9時
30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
テーマ　いろんなかたちのえほん 
定　員　各60人(親子参加可) 
参加料　300円(材料費) 
申込み　7月13日㈬から直接図書
館へ(定員になり次第締切り) 

※電話での申し込みはできません。 

※昼食は各自でご持参ください。 

 
夏休み親子体操教室

市立体育館　 87-6006　 87-6008 

対　象　就学1年前から小学4年
生までの子と保護者 

おかげ参り300年記念
公開リレー講座

こころの健康づくりセミナー

鈴鹿高専公開講座

しょう　の　 すけ 

なお　み 

のう　がく　はや 

し おお　つづみ 
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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

企画展｢じょうもん土器とやよい土器｣

夏休み子ども映画会

第3回三重県障害者スポーツ大会

第13回伊勢形紙まつり

第9回鈴鹿墨展とじばさん市

夏のつどい(社会見学)

レッツ・チャレンジ2005

「サマー夢工房−鼓動に学ぶ−｣
大倉正之助さん記念講演

夏休み手作り絵本教室

夏休み親子体操教室

と　き　7月27日㈬～29日㈮、8月2
日㈫～4日㈭、11日㈭、12日㈮　

13時30分～15時 

ところ　市立体育館、武道館 
内　容　親子で行う体操など 
定　員　20組 
参加料　保護者1,300円、児童
700円(スポｰツ保険料を含む) 

申込み　7月22日㈮までに、参加料を
お持ちの上、直接、市立体育館へ 

 
おかげ参り300年記念
公開リレー講座 

文化課　 82-9031　 82-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月23日㈯　13時～16時 
ところ　考古博物館 
講　師　皇學館大學史料編纂所
教授　岡田登さん、皇學館大

學教授　井後正晏さん 

定　員　100人 
受講料　無料 
※当日参加可能です。 

 

こころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　 82-8673　 82-7958

zhoken@pref.mie.jp

と　き　7月25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　「依存症とその対応」
薬物依存を中心に 

講　師　三重県こころの健康セン
ター精神科医師　臼井卓士さん 

定　員　50人 
申込み　7月19日㈫までに電話で
鈴鹿保健福祉部へ 

 
鈴鹿高専公開講座

鈴鹿工業高等専門学校　 68-1711　 87-0338
jim3@jim.suzuka-ct.ac.jp

ところ　鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　無料(一部材料費が必要) 
申込み　｢やさしいエレクトロニクス教
室｣と「工作大会」は開催日の2週

間前(必着)までに、その他の教室は

開催日の1週間前(必着)までに、往

復はがきで希望教室名、郵便番号、

住所、氏名(ふりがな)、電話番号、

性別、学校名、学年、保護者名を

記入し、｢機械工学のひとこま｣は第

1～第3希望のコース名を、｢やさしい

エレクトロニクス教室｣は受講希望日

を記入の上、〒510-0294　白子町

鈴鹿工業高等専門学校公開講座係へ 

○機械工学のひとこま 
と　き　7月25日㈪、26日㈫（2
日間）　9時～16時 

内　容　ペットボトルロケットの製作
コース、小型自動車分解組立コ

ース、マインドストームコース 

定　員　中学生40人 
○やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回　7月25日㈪、第2回
7月26日㈫　9時30分～15時30分 

定　員　中学生各10人 
○FLASHで動く魅せるホームページ作り
と　き　8月17日㈬　9時30分～
15時30分 

定　員　小学5・6年生と中学生15人 
○身のまわりのおもしろ化学実験
と　き　8月2日㈫、3日㈬（2日間）
10時～16時 

定　員　中学生60人 
○作ってみよう調べてみようマテリアル
と　き　8月2日㈫、3日㈬（2日間）
9時～16時 

定　員　中学生20人 
○工作大会　模型飛行機をつくっ
て飛ばそう
と　き　8月18日㈭、19日㈮（2日間）
9時30分～15時 

定　員　小学5・6年生20人 
○工作大会　ラジオをつくろう
と　き　8月25日㈭　9時30分～16時 
定　員　小学5・6年生20人 
○ペーターさんのドイツ語講座
と　き　8月1日㈪～8月5日㈮ 
　(5日間)　9時～12時 

定　員　一般の方20人 

い　じり　まさ　やす 
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2 0 0 5  人権を考える市民のつどい  
非 核 平 和 都 市 宣 言 2 0 周 年 記 念 行 事  

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

　本市では、人権・平和意識の高揚と人権文化の創

造を図るため、毎年夏に「人権を考える市民のつどい」

を開催しています。14回目となる今年は「愛と平和の

コンサート」と題して開催します。 

　今回は、フォークシンガーを招き、第二次世界大戦

が終結して60年の間に親しまれたフォークソングを楽し

みながら、人権の視点で社会の移り変わりを振り返りま

す。人々の心の中から生まれ、歌われ、歌い継がれて

いく歌。流行とも、商業主義とも無縁の歌。それがフォ

ークソングです。歌は心のメッセージです。聴く人の心

に自然に響き、素直に伝わります。だからこそ、さまざ

まなメッセージが託されています。 

　今年は、本市においても、非核平和都市宣言20周

年です。人権の尊重なくして平和な社会の実現はあり

えません。みんなが幸せになれば、自分も幸せになれ

ます。みんなで平和な社会をつくっていきましょう。 

2005人権を考える市民のつどい
〜愛と平和のコンサート〜

と　き　8月6日㈯　19時開演(30分前開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
定　員　500人(先着順) 
※入場は無料です。 

 プログラム
■第1部　歌にこめた平和への願い
　戦争を知らない子どもたち／白いブランコ／花は　

どこへ行った／イムジン河／長崎の鐘　ほか 

■第2部　「原爆の詩」によせて
　生ましめんかな／おかあさんの木／夢のあとに　ほか 

■第３部　みんなでうたいましょう 
　川の流れのように　ほか 

出　演　リピート山中、高瀬真理、粟田清隆、
高木至通、鈴鹿女声コーラス、石川楊子 

 

たか　ぎ　よし　みち 

たか　せ　　ま　こと 


