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○お知らせ

 
第5次総合計画の

｢施策｣｢単位施策｣素案への
意見を募集します

企画課　 82-9038　 82-7603
kikaku@city.suzuka.mie.jp

　市では、現在第5次総合計画の策

定を進めています。おおむね10年間

の計画である｢基本構想｣については、

9月議会で提案・可決されました。 

　今回、｢基本構想｣のもと、平成18

年度から今後3年間に具体的に進め

ていく｢施策｣｢単位施策｣の素案を

まとめましたので、公表し、広く市民

の皆さんのご意見を募集します。 

募集期間　11月14日㈪～23日㈬ 
閲覧場所　企画課、市政情報課、
各地区市民センター、各公民館、

市ホームページ 

意見提出方法　窓口(企画課・各市
民センター・各公民館)持参、

郵送、ファクス、電子メール 

※基本構想案に寄せられた意見は、個人

が特定できないように類型化してまとめ、

それに対する回答とともに市ホームペ

ージなどを通じ12月上旬ごろに公表し

ます。個別には回答いたしません。 

 
大黒屋光太夫記念館が開館します

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

　大黒屋光太夫記念館が11月13

日㈰に開館します。開館を記念

して講演会や特別展を行います。

ぜひご来館ください。 

■講演会 
と　き　11月13日㈰　10時30分

～12時 

ところ　若松小学校体育館 
内　容　｢光太夫と蘭学｣ 
※光太夫が江戸に留め置かれたのは罪人

だったからではありません。今までと違っ

た新しい視点から大黒屋光太夫を取り

上げ、わかりやすくお話ししていただきます。 

講　師　松田清さん(京都大学教授) 
参加料　無料 
※申込み不要です。 

■第1回特別展｢大黒屋光太夫と
ふるさと・魯斉亜・日本｣

と　き　11月13日㈰～12月18日㈰
10時～16時 

※期間中資料の展示替えを行います 

※観覧無料。月・金曜日と第3火曜日(但

し14日、18日は開館)は休館です。 

※開館を記念して特別展の図録を

500部配布します。 

※大黒屋光太夫顕彰会主催の｢光太

夫ふるさと祭り｣も13日に同時開催

されます。 

 
事業系一般廃棄物の

処理手数料を改定します
廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　清掃センターや不燃物リサイクル

センターに搬入される、事業活動に

伴って発生する一般廃棄物の処理

経費が、年々増加しています。安定

的な処理を行うため、処理経費に応

じた負担をお願いするために、平成

18年4月1日から事業系一般廃棄物

の処理手数料を次のとおり改定します。 

　今後とも、ごみ減量・リサイクルの推進

に努めていただきますようお願いします。 

■改定前 
　20kg当たりの処理手数料　210円 

■改定後 
　20kg当たりの処理手数料　320円 

 
斎藤緑雨生家の遺構を
寄附者へ返却します

文化課　 82-9035　 82-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

　10月16日㈰に開催された｢第3回ア

フォリズム－緑雨の声よ、鈴鹿に降れ－｣

のイベント中で一般公開した、斎藤緑

雨生家の遺構を寄附者に返却します。 

　これは、平成7年に、｢慕雨の会｣(代

表：清水信さん)から本市に寄贈を受け

たもので、ちょうど10年が経過しました。

当初、神戸のまちづくりなどに活用できな

いかということで検討しておりましたが、昨

今の厳しい財政状況の中で、今後、市

で活用するのは難しい状況ですので、

寄附者にお返し（11月10日㈭予定）し、

民間レベルでの活用方法について幅

広く検討していただくことになりました。 

クリーンシティSUZUKAの
実行委員を募集します

生涯学習課　 82-7619　 82-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方 
と　き　11月から平成18年10月
まで(月1回会議を開催予定) 

ところ　市役所分館 
内　容　クリーンシティSUZUKA
の企画、運営 

申込み　11月25日㈮までに、電

話で生涯学習課へ 

 
鈴鹿川河川緑地でラグビー

が可能になりました
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿川河川緑地運動施設の運

動広場内にラ

グビー用ゴー

ルの差込穴が

設置されまし

た。ゴールポ

ストは河川管

理上、ラグビ

ー使用時以外は取り外し、河川

防災センターで保管しています。 

使用料　無料 
申込み　使用日の3カ月前から前
日までに河川防災センター(月

曜日休館　 70-8099)へ 

 
三重県交通災害共済の

加入手続きが始まります
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　11月21日㈪から平成18年の三

重県交通災害共済への加入手続

きが始まります。昨年同様、自

治会を通じての加入はできません。 

申込み　広報すずか11月20日号(次
号)に折込の、白紙の加入申込書

に必要事項を記入の上、共済掛金

を添えて、市内金融機関、または

防災アマチュア無線鈴鹿クラブ
を立ち上げました

中学校ランチサービス業者
の募集説明会を行います

関西文化の日にちなみ考古
博物館の観覧料が無料です

普通田耕作面積等変更調査に
ご協力を

佐佐木信綱記念館特別展

在宅介護者
リフレッシュの集い

ろ しい あ 
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第5次総合計画の
｢施策｣｢単位施策｣素案への

意見を募集します

大黒屋光太夫記念館が開館します

事業系一般廃棄物の
処理手数料を改定します

斎藤緑雨生家の遺構を
寄附者へ返却します

クリーンシティSUZUKAの
実行委員を募集します

鈴鹿川河川緑地でラグビー
が可能になりました

三重県交通災害共済の
加入手続きが始まります

防災安全課、地区市民センターへ 

※詳しくは、加入申込書の説明、記入

例をご参照ください。 

※加入申込書は、防災安全課、地区市民セ

ンター、市内の金融機関にも備えます。 

 
防災アマチュア無線鈴鹿クラブ

を立ち上げました 
防災安全課　 82-9968　 82-7603 

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　新庁舎の建設に伴い、市役所にア

マチュア無線局を開設し、災害時にも

有効活用するため、その運用団体「防

災アマチュア無線鈴鹿クラブ」を立ち

上げました。このグラブの初めての会

議を開催しますので、アマチュア無線

局の方は積極的にお集まりください。 

対　象　アマチュア無線局免許保持者 
と　き　11月11日㈮　19時から 
ところ　市役所本館2階　第3委
員会室 

 
中学校ランチサービス業者
の募集説明会を行います

学校教育課　 82-7618　 82-9071 
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　鈴鹿市入札指名願いに
登録している業者 

と　き　11月17日㈭　14時から 
ところ　市役所別館第3　2階会
議室(契約調達課横) 

内　容　平成18年度の中学校ラ
ンチサービス(弁当の調理・配

達など)業者の募集 

申込み　11月7日㈪から16日㈬ま
でに学校教育課へ 

 
関西文化の日にちなみ考古
博物館の観覧料が無料です
考古博物館　 74-1994　 74-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　関西文化の日：11月19
日㈯、20日㈰ 

※｢関西文化の日｣とは、文化庁の提

唱する｢関西元気文化圏｣に呼応し

て関西圏の2府7県下で行われ、

参加する博物館などの観覧料が

11月の一定期間無料となります。 

 
普通田耕作面積等変更調査に

ご協力を
市民税課　 82-9446　 82-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　所得税、市県民税の算定資料と

するため、平成17年分の普通田耕作

面積などの調査を行います。対象者

には、11月14日付けで調査書を郵送

しますので、変更が無い場合でも11

月25日㈮までに提出してください。 

 

 

○催し物

 
佐佐木信綱記念館特別展
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月16日㈬～12月18日㈰

9時～16時30分(休館日：月曜日) 

ところ　佐佐木信綱資料館1階展
示室(石薬師町1707-3) 

テーマ　信綱と熊澤照子～書簡
にみる師弟愛・心の父娘の交

わり～ 

内　容　平成16年度に引き続き、
熊澤家寄贈資料を展示。特に、

熱海時代(昭和19～38年ごろ)

の信綱と照子の交流を紹介 

入館料　無料 
※詳しくは、佐佐木信綱記念館

(　 74-3140)へ 

 
在宅介護者

リフレッシュの集い
長寿社会課　 82-7935　 82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　介護についての学習や日ごろ

の悩み・介護疲れを解消し、心

身のリフレッシュを図りませんか。 

対　象　市内在住で、ご家庭で
高齢者の介護をされている方 

と　き　12月2日㈮　9時30分～

15時30分 

ところ　社会福祉センター集合 
内　容　介護施設見学→湯の山
温泉にて懇談会・介護相談・

温泉浴 

定　員　20人(先着順) 
参加料　2,000円 
申込み　11月18日㈮までに、電

話で鈴鹿市社会福祉協議会在宅

介護支援センター(　 82-5233)へ 

おや　こ 
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｢ごみ減量とリサイクルを考えるポスター｣｢クリーンシティSUZUKA参加作文｣入賞者
廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　｢ごみ減量とリサイクルを考えるポスター｣には、市

内の小・中学生から1,267点が寄せられ、最優秀賞に

は野辺菜摘さん(若松小学校3年)、　口真衣さん(神戸

小学校6年)、後藤晶子さん(大木中学校3年)の3人の作

品が選ばれたほか、計70点の入賞作品が決まりました。 

　また、｢第20回クリ

ーンシティSUZUKA

参加作文｣には185点の

応募があり、最優秀賞

には鬼頭あゆみさん(桜

島小学校3年)が選ばれ

たほか、計16点の入賞

作品が決まりました。 

　なお、｢ごみ減量とリサイクルを考えるポスター｣

最優秀賞者の作品は、来年度の副読本｢美しいまち鈴

鹿｣に掲載されます。 
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○催し物

 
外国人集住都市会議

よっかいち2005 
秘書広報課　 82-7601　 84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　外国人集住都市会議は、南米日

系人を中心とする外国人市民が多

数居住する全国17都市で構成され、

地域で顕在化しつつあるさまざまな

問題の解決に積極的に取り組んで

いくことを目的としています。本年度

の全体会が次のとおり開催されます。 

と　き　11月11日㈮　10時30分

～16時30分 

ところ　四日市市文化会館第2ホール 
内　容　テーマ 「多文化共生社会を
めざして～未来を担う子どもたちの

ために～」と題し、3部構成で行います。 

第１部　地域ブロック会議報告 
第２部　子どもたちのための会議(意
見発表、パネルディスカッション) 

第３部　未来を担う子どもたち
のために(外国人集住都市会議

としてできることほか) 

参加料　無料 
申込み　11月10日㈭までに、電話、
電子メールで四日市市市民文化部

国際課(　 54-8114　 http://www. 

　miesc.ne.jp/yia/shujutoshi)へ 

※詳しくは、四日市市市民文化部国際課へ 

 
公立幼稚園ウィークinすずか

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

と　き　11月13日㈰～19日㈯ 
ところ　市内各公立幼稚園(23園) 
内　容　幼稚園教育について理解を
深めていただくために、絵本の読み

聞かせや親子ふれあい活動など、さ

まざまな催しを各園で計画しています。 

※日時・内容など詳しくは、各園へ

お問い合わせください。 

○国府幼稚園　　　78-4523 

○庄野幼稚園　　　78-4524 

○加佐登幼稚園　　79-1518 

○牧田幼稚園　　　78-3616 

○石薬師幼稚園　　74-1552 

○白子幼稚園　　　87-5325 

○旭が丘幼稚園　　87-5326 

○愛宕幼稚園　　　87-6072 

○稲生幼稚園　　　87-5338 

○飯野幼稚園　　　82-3698 

○河曲幼稚園　　　82-3420 

○一ノ宮幼稚園　　82-4110 

○長太幼稚園　　　85-1203 

○箕田幼稚園　　　85-1493 

○若松幼稚園　　　85-0600 

○玉垣幼稚園　　　82-3663 

○神戸幼稚園　　　82-3275 

○天名幼稚園　　　72-0313 

○栄幼稚園　　　　87-6246 

○椿幼稚園　　　　71-1364 

○深伊沢幼稚園　　71-1198 

○庄内幼稚園　　　71-1343 

○井田川幼稚園　　78-8966 

 
子育て交流広場in鈴鹿

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

と　き　11月20日㈰　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿ハンターセンターコート 
内　容　子育て支援情報、助産師・
栄養士による子育て相談、おも

ちゃ病院、ピアノコンサ－トなど 

主　催　(特)21世紀の子育てを考
える会.鈴鹿(　 090-1415-3749) 

 
税に関する催し物

市民税課　 82-9006　 82-7604
shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　11月11日㈮～17日㈭の｢税を考

える週間｣に合わせて、税金に関

するイベントを行います。 

と　き　11月13日㈰　10時～16時 
ところ　ベルシティ1階センターコート 
内　容 
○親子税金教室　アニメを見な
がら税金のお勉強　　 

○士業よろず無料相談会　弁護士、税理士、
社会保険労務士、司法書士、土地家

屋調査士、行政書士の各専門家が法

律、税金、年金、不動産、環境問題、

許認可などの相談にお答えします。 

○消費税相談コ−ナ− 
主　催　鈴鹿間税会・鈴鹿亀山士
業団体連絡協議会 

※詳しくは、東海税理士会鈴鹿支部

事務局(　 82-7715)へ 

 
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

対策課まで取りにき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　11月27日㈰　10時～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
※修理できないもの：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、楽器(電子

ピアノ・笛・ハーモニカなど)など 

※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。 

 
交通事故無料相談

市民対話課　 82-9004　 82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 

　(社)日本損害保険協会では、交

通事故に関する相談をお受けし

ます。いずれの相談も無料です。 

○電話相談(面談も可)　月～金
曜日(祝祭日は除く)の9時～12時、

13時～17時 

○弁護士相談　毎週木曜日の13
時～16時 

※要予約制・要面談 

※詳しくは、(社)日本損害保険協会

四日市自動車保険請求相談センタ

ー(四日市市諏訪町4-5　住友生命

四日市ビル3階　 53-5946)へ 

 
おもしろ自然科学教室

県立鈴鹿青少年センター　　 78-9811 　 78-9809

対　象　小学5・6年生(3回とも
参加できる方を優先します) 

と　き　12月10日㈯、平成18年1
月14日㈯、2月18日㈯の全3回 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　｢科学マジック実験｣をはじめ、
各回楽しい実験や制作などを行います。 

定　員　40人 

ウインターアドベンチャー

伊勢形紙干支(戌)の色紙作り教室

第1回
パソコン講座

こころの
健康づくりセミナー

2005・11・518
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講座・教室 
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外国人集住都市会議
よっかいち2005

公立幼稚園ウィークinすずか

子育て交流広場in鈴鹿

税に関する催し物

トイなおす(おもちゃ病院)

交通事故無料相談

おもしろ自然科学教室

参加料　各回1,500円程度 
申込み　11月18日㈮までに、鈴

鹿青少年センターへ 

 
ウインターアドベンチャー

県立鈴鹿青少年センター　　 78-9811 　 78-9809

対　象　小学5年生～中学2年生 
と　き　12月3日㈯～4日㈰(1泊2日) 
ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

内　容　冬の森の様子の観察や、
森の素材を生かしたクラフト、ア

ウトドアクッキングなどを行い、集

団宿泊体験による協調性や思い

やりの心を育てます。 

定　員　42人 
参加料　3,500円（予定） 
申込み　11月18日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、鈴鹿

青少年センターへ 

 

 

○講座・教室

 
伊勢形紙干支(戌)の色紙作り教室
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学校4年生以上(小学

生は保護者同伴) 

と　き　11月20日㈰～12月20日

㈫の月曜日を除く毎日 

ところ　伝統産業会館 
内　容　伊勢形紙による干支(戌)
の色紙やミニ色紙の作成 

※製作時間は色紙2時間程度、ミニ

色紙50分程度です。 

参加料　材料費として、色紙(24
㎝×27㎝)600円、ミニ色紙(12

㎝×13㎝)400円が必要です。 

申込み　事前に電話、ファクスで伝
統産業会館(　 ・　 86-7511)へ 

※12月4日(日)は、伊勢形紙協同組合

員の指導を受けられます。 

第1回
パソコン講座

県立鈴鹿青少年センター　　 78-9811 　 78-9809

対　象　県内在住の18歳以上の方 
と　き　12月1日㈭～15日㈭ 
ところ　県立鈴鹿青少年センター 
内　容　入門コースとワード・エクセ
ルの初歩や応用を学ぶ全11コース 

定　員　各コース10～20人 
受講料　2,000円～5,000円 
申込み　11月18日㈮までに、各公
民館または鈴鹿青少年センター

にある申込書に必要事項を記入

の上、同センターへ 

※通信用封筒（80円切手貼付）が

必要です。 

 
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　11月21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　｢女性のライフサイクル
とこころ｣～更年期のこころの

問題を中心に～ 

講　師　二井　栄さん(白子クリ
ニック院長)　 

定　員　50人 
申込み　11月14日㈪までに、電

話で鈴鹿保健福祉部へ 

 
おわびと訂正 

　10月20日号くらしの情報の一

部（平成17年度全国大会以上出

場者）に誤りがありましたので、

訂正しおわびします。（敬称略） 

（誤）高橋弘美（優勝） 

（正）　野弘美（優勝） 

多文化共生へのかけはし  
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
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講座講座・教室教室 講座・教室 

　先日、公民館で「外国人の人権」をテーマに、市民

のみなさんと話し合う人権啓発講座を開催しました。

日系ペルー人の参加者も交え、日常生活の中で困っ

ていることや文化や習慣の違いなどを話し合いました。

言葉が通じにくいときは、分かりやすい日本語を選ん

だり、身振り手振りを交えるなど、相手に伝えようとい

う気持ちを込めてコミュニケーションを取ることの大切

さが感じられました。 

　「外国人はごみ出しのルールを守らない」という意

見に対して「ごみを分別せずに出してあるのを外国人

のせいにしていたが、実は日本人が出していた」とい

う日本人側の思い込みに気づいた体験を話してくれ

たり、「夜中に大勢で騒いで怖い」という意見に対し

て「夜中に集まるのは、その国のお祭りの習慣なんだ」

という文化の違いを指摘してくれた方もいました。この

ような話し合いで自分の決めつけや偏見に気づくこと

ができ、お互いが理解しあうきっかけになるのではな

いかと思います。 

　偏見を取り除いていくのは身近なことからでもかまい

ません。あいさつをする、声をかける、ごみの出し方が

気になれば協力を求める。まずは話し合いをすること

でお互いの考え方や文化の違いを知ることができるの

ではないでしょうか。さまざまな違いに気づき、認め合

うことが、お互いを尊重する多文化共生社会の実現に

つながっていくと思います。 

　今年の人権問題講演会は、日系ブラジル人三世で

ある具志アンデルソン飛雄馬さんの、日本でのさまざま

な体験を通して、すべての人々が共に生きる社会をつ

くることのすばらしさを語っていただきます。ぜひ、参

加してみてください。 

 
鈴鹿市人権問題講演会
と　き　11月13日㈰　14時～16時（13時30分開場） 
ところ　文化会館けやきホール（先着500人・入場無料） 


