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○お知らせ

 
ペットのマナーを守りましょう 
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○イヌは、一生に一度の登録と毎

年の狂犬病予防注射が法律によ

り義務付けられています。室内、

屋外の飼育にかかわらず必ず登

録・注射を受けましょう。 

○放し飼いは危険ですので必ず

くさりなどでつなぎましょう 

○飼主には公共の場所や他人の所

有物を汚染しないように管理する

義務があります。散歩中のフンは

飼主が責任をもって後始末しましょう。 

○ムダぼえで近所の迷惑になら

ないようにしましょう。 

○ネコは飼主の知らないところで、近

所に迷惑をかけていることがありま

す。ネコ自身を病気や交通事故

から守るためにも屋内飼育に努め

ましょう。 

○飼主のわからないネコに安易にエ

サを与えないようにしましょう。そ

の地域にネコが住みつきフン尿・

鳴き声などで近所の迷惑になります。 

○繁殖を望まない場合は不妊・

去勢手術を受けましょう。 

○飼イヌが人をかむなどの危害を加

えたときは届出が義務付けられて

います。また、やむをえず動物が

飼い続けられなくなったときも三重

県鈴鹿保健福祉部(　 82-8674)へ

お問い合わせください。 

 
EM活性液を配布しています
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　EM活性液を無料で配布しています。

EM活性液は、有用な微生物を集め

たもので、各家庭のトイレや台所、風

呂などの臭いや汚れを防止しながら

河川などの水質浄化に役立ちます。 

と　き　毎週火曜日　13時～15時 
ところ　シルバー人材センター
(神戸8丁目9-22) 

配布量　1世帯につき1カ月に1回

2リットルまで 

持ち物　空きペットボトル 
※事前にシルバー人材センター

(　 82-6092)へ予約が必要です。 

 
児童扶養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

　児童扶養手当は、父母の離婚など

の理由で父親のいない児童(父親が

重度の障害のある場合を含む)の母や

母に代わってその児童を養育している

方に対して手当を支給する制度です(公

的年金の受給者を除く)。ただし、事

由によっては対象にならない場合もあ

りますので、手続きの際には、事前に

子育て支援課へお問い合わせください。 

期　間　養育している児童が18歳に
なる日以降の最初の3月31日まで 

手当額　対象児童1人の場合月額
9,880円～4万1,880円 

※請求者・扶養義務者の所得に応じ

て、手当の一部または全部が支給

停止になる場合があります。 

※児童が2人の場合は月額に5,000円

の加算、3人以降はさらに3,000円

ずつ加算されます。 

 
労働保険の加入手続きは

お済みですか
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　原則として労働者を雇用する全て

の事業主(農林水産の事業の一部を

除く)は、労働保険(労災保険・雇用

保険)の加入手続きを行い、労働保

険料を納付しなければなりません。 

　労働保険制度は、労働者が業務上

や通勤途上で被災した場合に必要な

保険給付を行ったり、失業した場合に

労働者の生活や雇用の安定を図るた

めの必要な給付を行ったりするなど、

雇用に関する安全網(セーフティーネ

ット)の中核を担う重要な制度です。 

　労働保険の加入をしていない事

業主の方は、速やかに加入手続き

をお願いします。手続きをしないと、

三重労働局から労働保険適用促

進業務の委託を受けた｢労働保険

加入勧奨推進員｣が事業主の方を

訪問する場合があります。 

　詳しくは、三重労働局総務部労

働保険徴収室(　 059-226-2100)、

または最寄りの労働基準監督署、

公共職業安定所へお問い合わせく

ださい。 

 
｢障害者の集い(就職面接会)｣
の参加企業を募集します

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

　ハローワークでは、障害者の就

業支援のための｢障害者の集い(就

職面接会)｣の参加企業を募集します。 

と　き　9月27日㈫　13時15分～
15時45分 

ところ　ジェフリーすずか(神戸
2丁目15-18　 81-3113) 

申込み　電話、ファクスでハローワ
ーク鈴鹿専門援助部門障害者

担当(　 82-8609、　83-5594)へ 

 
｢障害者110番｣をご利用ください
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　㈶三重県知的障害者育成会(　 059- 

227-0810)では、全障害者の人権を守

るため、障害者の権利擁護にかかわ

る相談に専門的な助言を行う｢障害

者110番｣を開設しています。内容に

よっては専門家を交えて専門相談を

行います。障害者本人や保護者に

限らず関係者も利用できます。 

■常設相談
○面接相談　月～金曜日　9時～
17時(要予約　 059-227-0810) 

○電話相談(年中無休)　9時～20時
　059-227-0810 

○ファクス相談　月～金曜日 
　9時～17時(祝祭日、年末年始

を除く)　　059-225-3935 

○メール相談(年中無休)　9時～20時
　syogaisya110ban@docomo.ne.jp 

　(事情によりパソコンからは送

信できません) 

■巡回相談(鈴鹿市・四日市・津市開催分)
○10月４日㈫　14時～16時 

　県四日市庁舎　保健所棟1階相談室 

○10月12日㈬　10時～12時 

　県鈴鹿庁舎4階　第41・47会議室 

人権啓発･人権教育研修会に
参加しませんか

特別障害給付金が支給されます
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児童扶養手当を受けていますか
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｢障害者の集い(就職面接会)｣
の参加企業を募集します

｢障害者110番｣をご利用ください

○10月12日㈬　14時～16時 

　県津庁舎6階　66会議室 

 
人権啓発･人権教育研修会に

参加しませんか
人権政策課　 82-9011　 82-8188

jinkenseisaku @city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住・在勤の方で、後
日レポートを提出していただける方 

とき・内容
○部落解放研究全国集会(和歌山市) 

　9月30日㈮～10月2日㈰

○全国人権・同和教育研究大会(宮

崎市)　11月26日㈯～28日㈪ 

○人権啓発研究集会(徳島市)　

平成18年1月24日㈫、25日㈬ 

定　員　若干名 
申込み　各研修会などの開催日2
週間前までに、所定の用紙に必要

事項を記入の上、人権政策課へ 

※研修会などの参加経費を市の規定

に基づき助成します。 

 
特別障害給付金が支給されます
保険年金課　 82-9401　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金の任意加入期間に加入

しなかったことにより、障害基礎年金

などを受給していない障害者を対象に、

｢特別障害給付金｣を支給します。 

対　象 
○平成3年3月以前の国民年金任

意加入対象であった学生 

○昭和61年3月以前の国民年金任意

加入対象であった被用者(厚生年金・

共済組合などの加入者)の配偶者で、

国民年金に任意加入していなかっ

た期間内に初診日があり、現在、

障害基礎年金1級・2級相当の障害

に該当する方(65歳に達する日の

前日までにおいて障害等級に該当

する程度の障害の状態にある方) 

支給額 
　1級：月額5万円、2級：月額4万円 

申込み　保険年金課へ 
※原則として、65歳に達する日の前日

までに請求してください。経過措置と

して、65歳を超えている方は平成22

年3月31日までに申請できます。 

※障害認定などの審査、支給事務は、

社会保険事務局で行います。 

 

嘱託職員を募集します
市民課　 82-9132　 82-7608

simin@city.suzuka.mie.jp

職　種　事務(12月採用) 

受験資格　 
○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○昭和23年4月2日以降生まれの方 

業務内容　申請・届出用紙の記
載指導・誘導など 

定　員　2人 
申込み　9月5日㈪から27日㈫(土・
日曜日、祝日を除く、8時30分～17時)

まで(必着)に、試験申込書と面接

カードに必要事項を記入し、試験

申込書には3カ月以内に撮影した

上半身の写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)

をはって、直接または郵送で、〒513-

8701　市民課へ 

※試験案内、申込書の請求は、直接ま

たは郵送(郵送の場合は、封筒の表

に朱書きで｢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12㎝×23㎝程度

のもの)を同封)で、市民課へ 

■採用試験
と　き　10月23日㈰ 
ところ　鈴鹿市総合保健センター 
※受験票、試験時間などの詳細を送付しま

すので、試験日当日に持って来てください。 

※10月13日(木)までに受験票が届かな

い場合は、お問い合わせください。 
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救急出動が急増しています 消防課　 82-9155　 83-1447　 shobo@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市消防本部管内の救急出動件数は、平成4年以

降13年連続で増加しています。平成16年中の救急出

動件数は5,865件と平成4年の約2倍に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　消防に関する世論調査(平成16年東京消防庁)によ

ると、救急車を呼んだ理由として、 

○自力で歩ける状態でなかった(49.8％)
○生命の危険があると思った(38.1％)
などが挙げられますが、中には、 

○夜間・休日で診療時間外だった(15.9％)
○どこの病院に行けばよいかわからなかった(7.3％)

○救急車で病院に行ったほうが優先的に診てくれると
思った(3.5％)

○交通手段がなかった(2.2％)
という回答もありました。 

　救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送し

なければならない傷病者のためのものです。緊急で

はないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必

要とする事故が発生した場合、遠くの救急車が出動

することになり、到着が遅れることで、救える命が

救えなくなるおそれがあります。 

　緊急性がなく自分で病院に行ける場合は、救急車

以外の公共交通機関などを利用してください。 

　傷病者の様子や事故の状況などから、急いで病院

へ連れて行ったほうがよいと思ったときには、迷わ

ず119番へ通報してください。 

　救急車を本当に必要とする人のために、みなさん

のご理解とご協力をお願いします。 

 診察可能な病院がわからない場合は・・・
救急医療情報センター(　82-1199)へ
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鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  

 

 

○お知らせ 

 
平成18年成人式の

日程が決まりました
生涯学習課　 82-7619　 82-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp 

対　象　昭和60年4月2日～昭和
61年4月1日生まれの市内在住、

または本籍のある方 

と　き　平成18年1月8日㈰　10

時から(開場9時)  

ところ　市民会館 
※対象者への案内はいたしません。詳しくは、

広報すずかで随時お知らせします。 

■思い出に残る式に・・・
　6月下旬から新成人を主体とした

12人のメンバーで自分達の成人式

を充実したものにするため、取り組

んでいます。 

　一生の思い出に

残る式ができるよ

う頑張ります。皆

さんのご出席をお

待ちしています。 

 
秋の全国交通安全運動

を行います
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　9月21日㈬から30日㈮までの10

日間、｢秋の全国交通安全運動｣

が実施されます。 

【運動の基本】
○高齢者の交通事故防止
【運動の重点】 
○夕暮れ時の歩行中と自転車乗

車中の交通事故防止
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　今年に入って7月末までに、市

内では、9件の交通死亡事故が発

生し、9人もの尊い人命が失われ

ました。また、死亡事故の特徴は、

交差点における出合頭事故が約

半数を占めています。市では、

秋の全国交通安全運動合同出発

式をはじめ、関係機関団体とさ

まざまな運動を実施していきます。

市民の皆さまの積極的なご参加

をお願いします。 

 
民事介入暴力巡回法律相談

を行います
防災安全課　  82-9022　  82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿警察署では、(財)暴力追放

三重県民センターと三重弁護士会

民事介入暴力対策委員会の協力

を得て、暴力団との民事トラブルや

暴力団の不法行為について市民

から相談を受ける｢民事介入暴力

巡回法律相談｣を開催します。 

対　象　一般市民の方 
と　き　10月14日㈮　13時～16時 

ところ　四日市総合会館(四日市
市諏訪町2-2) 

※県警本部や鈴鹿警察署、(財)暴力

追放三重県民センターでは、常時、

専門の担当者が相談を受け付けて

います。 

 
平成17年度

家族介護慰労金の交付申請
を受け付けています

長寿社会課　 82-7935　 82-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住で、平成17年
度市民税が世帯非課税(生活保

護世帯を除く)の方のうち、平

成16年度において次のすべて

の条件に該当する要介護者と

住民票上同一世帯に属し、介

護していた方 

○平成16年4月1日時点で、満40

歳以上 

○平成16年4月1日時点で、介護

保険法の規定により要介護4ま

たは要介護5と認定されていて、

以降3月31日までの間、要介護

4または5と認定されている 

○平成16年度中、市内に住所があ

り、市内の居宅で生活している 

○平成16年度中、介護保険のサ

ービスを利用していない(7日

までのショートステイを除く) 

交付金額　10万円 
申込み　9月30日㈮までに、長寿
社会課へ 

訪問理美容サービスを
行っています

長寿社会課　 82-7935　 82-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　居宅で介護を受けている重度の

要介護者・身体障害者の家庭を訪

問し、カット・調髪を行う訪問理美

容サービスの出張経費を援助します。 

対　象　市内在住の居宅で介護
を受けている40歳以上の方で、

要介護3～5と認定されている方、

または身体障害1・2級で身体障

害者手帳に記載されている障害

名が下肢・体幹機能障害の方 

援助額　出張経費(上限2,000円) 
申込み　電話、ファクス、電子
メールで、長寿社会課へ 

 
衆議院議員選挙のため

市立体育館の予定を変更します
市立体育館　 87-6006　 87-6008

　9月11日㈰に行われる第44回衆

議院議員選挙の開票準備・開票

事務のため、10日㈯、11日㈰の

市立体育館行事と一般公開の一

部を変更（中止）します。 

■中止になる行事・一般公開
○10日㈯　市民ハンドボール大会、

一般公開ハンドボール 

○11日㈰　市民ハンドボール大会、

一般公開バドミントン、トレ

ーニング室利用 

 
平成18年春採用防衛大学校学生

などを募集します
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

○防衛大学校学生
応募資格　高校卒業以上(見込み
含む)21歳未満の方 

試験日　11月12日㈯、13日㈰ 
○防衛医科大学校学生
応募資格　高校卒業以上(見込み
含む)21歳未満の方 

試験日　11月5日㈯、6日㈰ 
○看護学生(男子・女子)
応募資格　高校卒業以上(見込み
含む)24歳未満の方 

試験日　10月16日㈰ 
※応募資格は平成18年4月1日現在

第4回鈴鹿市消防団
操法技術大会

2005
いきいき鈴鹿みなウオーク

小・中学校
児童生徒科学作品展

プラネタリウム秋番組

消費生活講座
｢悪質商法の被害に
あわないために｣

成人式実行委員会委員長
前田亜由美さん
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無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
　　　行方不明者を捜す出張相談所を開設します
　警察業務で扱った死者のうち、身元が判明していない方は、平成17年5

月末現在、全国で約1万8,000人、県内でも約180人います。 

　県警では、一人でも多くの方を家族の元に帰すため、行方不明者

を捜す出張相談所を開設し、警察業務で取り扱った身元不明死者に

ついての資料を確認していただくなどの相談に応じます。 

と　き　9月15日㈭　10時～16時 
ところ　鈴鹿警察署 
※別の日程で、桑名、四日市南、松阪、名張の各警察署でも開催します。詳しくは鈴鹿警察署へ 

■常設の相談所もご利用ください
ところ　県警本部刑事部鑑識課(津市栄町一丁目100　 059-222-0110 (代)内線4641)

平成18年成人式の
日程が決まりました

秋の全国交通安全運動
を行います

民事介入暴力巡回法律相談
を行います

平成17年度
家族介護慰労金の交付申請

を受け付けています

訪問理美容サービスを
行っています

衆議院議員選挙のため
市立体育館の予定を変更します

平成18年春採用防衛大学校学生
などを募集します

の年齢です。 

申込み　9月9日㈮～30日㈮ 
※詳しくは、自衛隊四日市募集事務所

(　 51-1723・51-1779)へ 

※2等陸・海・空士(男子：18歳以上27歳

未満)の募集は年間を通じ行っています。

試験日は受付時にお知らせします。 

 

 

○催し物

 
第4回鈴鹿市消防団

操法技術大会
消防総務課　 82-9162　 83-1447

shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　災害時には、地域の中核とし

て活躍する地元消防団員による

ポンプ操法大会を行ないます。

皆さまのご声援をお願いします。 

と　き　9月25日㈰　8時30分～

13時 

ところ　三重県消防学校 
※警報発令時は中止します。 

 

 

 

 

 

 

 
2005

いきいき鈴鹿みなウオーク
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp 

と　き　10月2日㈰　8時30分から 
ところ　鈴鹿川河川緑地公園 
内　容 
○鈴鹿花と歴史コース(13km：9

時30分出発) 

※このコースは、｢歩きたくなるみ

ち500選｣に選ばれたコースです。 

○石薬師庄野宿コース(7km：9時

35分出発) 

○庄野宿コース(3km：9時40分出発) 

参加料　高校生以上500円、小・
中学生300円 

持ち物　弁当、水筒、雨具、帽子、
タオル、健康保険証など 

※歩きやすい服装でご参加ください。 

申込み　9月20日㈫までに、申込

書に必要事項を記入の上、参

加料を添えて、郵便局へ振り

込むか、各公民館またはスポ

ーツ課窓口へ 

※参加取消しや不参加による返金は

できません。 

※小学生以下で個人参加の方は、保

護者同伴で参加してください。 

※開会式後にスポーツドクターによ

るウオ－キング講習会を行います。 

※当日参加者の受付は行いますが、参

加記念品などがない場合があります。 

 

小・中学校
児童生徒科学作品展

指導課　 82-9028　 83-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月10日㈯、11日㈰　10時
～17時、12日㈪　10時～14時 

ところ　ベルシティ2階イオンホール
内　容　観察・実験などの研究
記録、植物や動物などの採集

標本、創意工夫した実験器具

や装置などの科学作品の展示 

入場料　無料 
 

プラネタリウム秋番組
文化会館　 82-8111　 82-8580

と　き　いずれも、10月4日㈫～
12月15日㈭　10時30分から、

13時30分から、15時から 

内　容 
■一般・秋番組
○Time　古代から受け継がれた知恵 

○おひつじ座のギリシャ神話 

○秋の星座(ぺガスス座、カシオ

ペア座ほか) 

※番組に登場する百合香のような、ドラ

マチックな事件に巻き込まれると、あな

たもきっと本来の自分に気づくでしょう。 

※事前にお問い合わせの上、お越し

ください。 

■学習番組　　 
○太陽・月・星の動き 

※学習番組は、団体申込に限ります。 

定　員　いずれも、各回180人 
入場料　無料 
※番組入替のため、9月27日(火)から

10月2日(日)まで投映を休みます。 

 

 

○講座・教室

 
消費生活講座

｢悪質商法の被害に
あわないために｣

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

　消費生活相談の事例や悪質商

法の手口などをテーマとした講

座を開催します。 

と　き　9月29日㈭　13時30分～
15時30分 

ところ　労働福祉会館中会議室 
定　員　60人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　電話、ファクスで、三
重県高齢者総合相談センター

(　 059-228-5000　 059-213-

1222)へ 
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○講座・教室

 
ファミリー･サポート･センター

事業の提供会員養成講座
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、鈴鹿市ファミリー・サ

ポート・センターの運営業務は、

特定非営利活動法人こどもサポ

ート鈴鹿へ委託しています。 

対　象　市内在住の方で、全カ
リキュラム受講可能な方(資格・

年齢は問いません) 

とき・内容 
○9月29日㈭　子どもによくある

病気(10時～12時)、子どもの

発達(13時～15時) 

○10月7日㈮　救急法(9時30分～

12時30分)、子どもの遊び(13

時15分～15時) 

ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　医師、保育士、保健師
など 

定　員　50人(定員になり次第締
め切り) 

申込み　月曜日から金曜日まで
の8時30分から19時30分までに、

電話またはファクスで、鈴鹿市

ファミリー・サポート・センター

(特定非営利活動法人こどもサポ

ート鈴鹿内　・　 81-1171)へ 

※託児あり(9月22日(木)までに同セ

ンターへ申込みが必要です(先着

10人)) 

※次回は、平成18年1月28日(土)、

29日(日)に予定しています。 

 
生き方講座

｢人として心豊かに｣
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、人としての心豊かな

生き方について、宗教家・文学

者の視点からの講演を行います。 

■第1回　こころ美人になるには
と　き　9月25日㈰　14時～16時 
講　師　衣斐弘行さん、河原徳
子さん 

■第2回　夏目漱石の女性観〜
坊つちゃん、三四郎、それか
らを読む〜

と　き　12月4日㈰　14時～16時 
講　師　河原徳子さん 
ところ　いずれも、ジェフリー
すずかホール 

主　催　サークル太陽 
参加費　300円（２回分） 
申込み　電話で、長谷(  83-5352)へ 
※当日参加可能ですが、資料準備の

ため事前申込みにご協力ください。 

※託児あり(1歳6カ月から未就学児(定

員10人、無料)、開催日1週間前ま

でに要申込) 

 
女性マイカー点検教室

防災安全課　 82-90220　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

対　象　女性ドライバーの方 
と　き　10月15日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(稲生町5905-9) 

内　容 
○学科講習(60分)　自動車のし

くみと作動 

○実技講習(90分)　運行前点検、

トラブルの対処方法(タイヤ交

換・チェーンの装着・バッテ

リーあがりの処置など) 

定　員　40人 

文化ことば講座(スイス編)

語学講座

対　象　平成17年4月1日現在で35歳未満の勤労青少年 
申込み　各講座の受付日までに、ホーム利用登録の手続きを
済ませ(当日登録可。利用者会費300円と傷害保険250円

(任意)が必要。有効期限は平成18年3月31日。登録後は講座

申込みの抽選もれの場合も含め返金不可)、受付日当日の18

時30分から19時30分までに、教材費を添えて、直接同ホームへ 

※申込者多数の場合は、受付日当日に抽選します。 

※開講後にテキスト代や生地代などの実費をご負担いた

だく講座があります。 

※開講後に退講される場合は、教材費はお返ししません。 

※10月11日(火)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成17年度後期教養講座　　勤労青少年ホーム  　87-6125　 88-1223　 sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp
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講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

（火）料理Ａ 

手芸・編物 

（火）陶　芸 

中級英会話 

篆刻と書アート 

華道（池坊） 

レクリエーション 

（水）陶　芸 

（水）料理Ａ 

曜日 

 

月 
 

 

 

 

火 

 

 

 

水 

 

時　　　間 

18時30分～20時30分 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

定員 

15 

10 

15 

10 

30 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

30

教材費（円） 

1万5,000 

3,000 

5,000 

1,000 

1万2,000 

1,000 

3,000 

5,500 

1,000 

1万5,000 

2,500 

3,000 

1万2,000

受付開始日 

 

9月12日 
 

 

 

 

9月13日 

 

 

 

9月14日 

講　座　名 

中級茶道 

やさしい和裁 

ゴルフ 

（木）料理B 

着物の着装 

日常マナー 

入門英会話 

中級池坊 

バドミントン 

バレーボール 

硬式テニス 

卓　球 

曜日 

 

水 

 

 

木 

 

金 
 

月・木 

火 

金 

金 

時　　　間 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

 

18時30分～20時30分 

 

定員 

10 

10 

20 

30 

女10 

10 

20 

20 

－ 

－ 

－ 

－ 

教材費（円） 

5,000 

6,000 

2,000 

1万2,400 

2,000 

1,000 

2,000 

1万5,000 

 

サークル活動 

のため無料 

受付開始日 

 

9月14日 

 

 

9月15日 

 

9月16日 
 

 

随　時 
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ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座

生き方講座
｢人として心豊かに｣

女性マイカー点検教室

参加料　無料(記念品進呈) 
申込み　10月7日㈮までに、電話
または申込書へ必要事項を記

入の上、鈴鹿自家用自動車整

備組合(矢橋１丁目21-23　 82-

1075)、またはお近くの自動車

整備工場へ 

 
文化ことば講座(スイス編)
㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

対　象　２回とも参加できる方
とき・内容 
○第1回　10月2日㈰　14時～16時 

　テーマ｢スイスと言えば･･･｣(地

理・歴史、ドイツ語とスイス

ドイツ語など) 

○第2回　10月30日㈰　14時～16時 

　テーマ｢スイスの生活あれこれ

－冬の味フォンジューを楽しもう－｣ 

　(知られていない日常生活、ドイ

ツ語とスイスドイツ語など) 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
定　員　各20人(定員になり次第
締め切り) 

参加料　1,000円(2回分) 
申込み　電話で、協会事務局へ 

語学講座
㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

■英会話中級(英語での会話中心)
と　き　10月24日から平成18年
3月13日までの月曜日　19時～

20時30分(全18回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万3,500円、
一般1万5,500円 

■英会話中級(英語での会話中心)
と　き　10月5日から平成18年
3月8日までの水曜日　10時

30分～12時(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■英会話初級(初歩の英会話中心)
と　き　10月5日から平成18年
3月8日までの水曜日　19時～

20時30分(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■英会話初級(初歩の英会話中心)
と　き　10月13日から平成18年
3月16日までの木曜日　10時30分

～12時(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■韓国語入門(初めての方を対象に)
と　き　10月5日から平成18年
3月8日までの水曜日　19時～

20時30分(全20回) 

定　員　15人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■韓国語初級(韓国語学習経験者、
入門講座受講者)

と　き　10月14日から平成18年
3月10日までの金曜日　19時～

20時30分(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

ところ　いずれも、㈶鈴鹿国際

交流協会事務局(神戸1丁目1-1

鈴鹿市駅ビル3階) 

申込み　9月20日㈫までに、電話
で協会事務局へ 

※各講座とも、別途テキスト代が必

要です。 

※応募者多数の場合は抽選します。 

'05人権ふれあい劇場　アイヌ ネノアン アイヌ＝人らしい人 
 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

　わたしたちの周りにはいろいろな民族と文化があ

ります。アイヌ民族もその一つです。アイヌの人々は

古くから北海道を中心とした島々で、伝統的な豊か

な文化を持って暮らしてきました。しかし、江戸時代

には土地や文化を奪われ、明治になると政府による

支配統治が進み、｢日本人｣となることを強制されな

がらも｢旧土人｣と呼ばれて差別を受けていました。

その後、1997年にアイヌの誇りが尊重される社会を

めざし「アイヌ文化振興法」が制定されましたが、

現在もなお、アイヌの人々に対する理解が十分では

ないため、結婚、就職などで差別や偏見が依然とし

て存在しています。 

　今回は、アイヌの伝承遊びや幻想的な影絵劇を通

してアイヌ民族をはじめ、すべての人を尊重することの

重要性を問い直し、さまざまな民族や異なる文化を持

った人たちが共生できる社会を創造したいと思います。 

　｢人が人らしく生きる｣。自然界の調和の中で生ま

れたアイヌ民話の中にはその道しるべがあるのでは

ないでしょうか。 

 '05人権ふれあい劇場 
｢影絵劇アイヌモシリの物語〜ケト ぺ゚カムイの槍〜｣ 
と　き　9月25日㈰　14時開演(13時30分開場） 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
第1部　体験ワークショップ
　アイヌの遊びや影絵遊びに挑戦するコーナーです。カ

リプペカプ（輪突き遊び）などの伝承遊びや、アイヌ語で

の挨拶、影絵を使った遊びを体験します。 

第2部　影絵劇アイヌモシリの物語〜ケトﾟぺカムイの槍〜
　アイヌモシリの雄大な自然を背景に、勇気ある少

年が神々の助けを得て活躍する物語です。壮大で力

強い音楽と、美しく繊細な影絵、そして俳優の情熱

あふれる演技でおくります。 

出　演　劇団かかし座 
定　員　500人（先着順） 
入場料　無料 
※入場整理券の配付はありません。 
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