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○お知らせ

 
年末年始の

ごみの収集・搬入日にご注意を 
廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188

haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

【年末年始のごみ処理】
○集積所での収集
　12月31日㈯から平成18年1月

3日㈫まで休みます。 

※ごみカレンダーをご確認の上、出

してください。 

○各施設への搬入
　12月31日㈯ (事業系は清掃セン

ター29日㈭から、不燃物リサイ

クルセンター28日㈬から)から

平成18年1月3日㈫まで休みます。 

※12月22日(木)以降は、大変混み合

いますのでご注意ください。 

○粗大ごみの申込み
　12月29日㈭から平成18年1月

3日㈫まで休みます。 

※申込みは、粗大ごみ受付センター

(　82-7646)です。なお、申込多数の

場合は、収集が1月になる場合があります。 

【し尿のくみ取り】 
　12月30日㈮から平成18年1月

4日㈬まで休みます。 

※申込みは、各地区の担当業者または

鈴鹿市清掃協同組合(　 82-3331)へ 

年始に受診できる
動物病院をお知らせします
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■平成18年1月1日㈰
○石田動物病院 
　磯山四丁目5-9(　 87-3711) 

○はら動物病院 
　亀山市北町5-1(　 0595-84-1010) 

■平成18年1月2日㈪
○山根動物医院 
　神戸三丁目20-21(　 82-0728) 

○東山動物病院 
　江島本町22-1(　 88-4688) 

■平成18年1月3日㈫ 
○かめやま動物病院 
　亀山市田村町131-1(　 0595-83-4664) 

○小林動物病院 
　西条四丁目21(　 82-8483) 

※診察時間はいずれも10時～12時 

※詳しくは、三重県獣医師会鈴鹿支部

(　 82-0728)へ 

 
市民課の受付方法が

変わります
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　平成18年1月4日から、市民課で

の受付方法を変更します。申請書・

届出書に必要事項をご記入の上、

番号発行器から番号札を取って、

市民課待合でお待ちいただき、ご

自分の番号が呼ばれたら窓口にお

越しください。皆さんのご理解とご

協力をお願いします。 

 
年末年始の市民課窓口は混雑します

ご理解とご協力を
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　毎年、年末年始の市民課各窓口は、

処理件数が多く、非常に混み合い、

かなりの時間お待ちいただく場合が

あり、皆さんにご迷惑をおかけして

います。時間に余裕を持ってお越し

いただきますようお願いします。なお、

証明書の交付、届出の受付は、地

区市民センターでも受け付けますの

でご利用ください。 

 
償却資産の申告を

資産税課　 82-9007　 82-7604
shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　個人、法人にかかわらず、土地、

家屋を除く、事業用資産(製造、修理、

販売、サービス業などの事業に使

用される資産)の償却資産のうち、

確定申告で計上する損金または必

要な経費に算入される有形減価償

却資産をお持ちの方は、毎年1月1

日現在の資産の所有状況の申告

書を平成18年1月31日㈫までに提

鈴鹿市要保護児童・DV対策
地域協議会が発足しました

全国自治会連合会理事会が
開催されました

不動産を公売します
お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 講座・教室 

年末年始のＣ−ＢＵＳ運行 商業観光課　　82-9016　　82-0304　　shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　椿大神社参詣で、周辺の交通渋滞が予想されますので、

椿まわりのルートを一部変更します。ご注意ください。 

　参詣には臨時の各バス停が便利です。 

　年末年始は、道路事情によりダイヤの遅れが予想され

ますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営

業所（　059-233-3501）へお問い合わせください。 

●椿まわりルートを一部変更します●椿まわりルートを一部変更します

●始発時刻を変更します●始発時刻を変更します

●平成18年１月１日㈰〜5日㈭
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※❷〜❽のバス停は、運行しません。

●12月31日㈯・平成18年１月７日㈯〜９日㈪

●平成18年１月１日㈰〜３日㈫
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平成18年度採用市職員を募集します
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の 12月 納 税 
固定資産税・都市計画税・・・3期
国民健康保険税・・・・・・・・・・6期
【納期限は12月26日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

年末年始の
ごみの収集・搬入日にご注意を

年始に受診できる
動物病院をお知らせします

市民課の受付方法が
変わります

年末年始の市民課窓口は混雑します
ご理解とご協力を

償却資産の申告を

出してください。また、平成17年12

月9日に平成18年度用の申告書を

発送しましたが、申告対象の方で

お手元に申告書が届いていない場

合はご連絡ください。 

※償却資産の所有者に対しては、地方税

法により申告義務が課せられています。 

 
鈴鹿市要保護児童・DV対策
地域協議会が発足しました

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、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。 

　これにより、平成17年9月20日

に施行された、鈴鹿市市民委員

会規則第48号に基づき、従来か

ら活動してきました｢鈴鹿市虐待

防止等ネットワーク委員会｣から

｢鈴鹿市要保護児童・DV対策地

域協議会｣に移行し、ネットワー

クを広げ、虐待やDVに関する啓

発・早期発見・保護支援などの

機能を充実させていきます。 

■協議会の構成　鈴鹿市医師会、
鈴鹿警察署生活安全課、北勢児

童相談所、県保健福祉部、県女

性相談所、鈴鹿市社会福祉事務所、

市長が指定する者、鈴鹿市 

 
全国自治会連合会理事会が

開催されました
地域課　 82-8695　 82-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　平成17年10月11日に東京都中

野区で全国自治会連合会の理事

会が開催され、三重県自治会連合

会会長の北川保さん(池田町自治

会長)が、理事として出席されました。

なお、北川さんは、中部自治連絡

協議会の常任理事としてもご活躍

いただくこととなりました。 

 
不動産を公売します

納税課　 82-9008　 82-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

　三重地方税管理回収機構が不

動産の公売を実施します。市内の

物件も含まれていますが、公売に

参加できる資格に制限があります。

詳しくは、同機構徴収課（津市桜

橋三丁目446-34三重県津庁舎内

　059-213-7355　  http://www.zei- 

　kikou.jp/)へ 

と　き　平成18年1月18日㈬　10
時30分～11時 

ところ　県津庁舎6階第61会議室 
 

 

※平成17年4月1日現在、労務員は次の業務に就いています。 

○小学校、保育所などでの給食調理(96人) 

○地区市民センター、小・中学校などの用務(文書集

配、清掃、来客対応、事務補助など)(56人) 

申込み　平成18年1月16日㈪(土・日曜日、祝日、12

月29日㈭～1月3日㈫を除く8時30分～17時)までに、

｢職員採用試験申込書｣を直接または郵便で〒513-

8701　人事課へ 

※1月4日以降、直接申込む場合は、新庁舎5階人事課へ 

※申込書は、直接または郵便（郵便の場合は、封筒の表に朱書き

で、希望職種と｢職員採用試験申込書希望｣と記入の上、

返信用封筒(あて先を記入し、90円切手をはった12㎝×

23㎝程度のもの)を必ず同封）で人事課へご請求ください。 

【第1次試験】 
と　き　平成18年1月28日㈯　9時から 
ところ　鈴鹿医療科学大学 

■募集職種、採用予定人数、業務内容、受験資格
○すべての職種において、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方が対象です。 

○事務(学芸員)、養護教諭、保健師、幼稚園教諭は昭和50年4月2日以降生まれの方が対象、労務員は昭和45年

4月2日以降生まれの方が対象です。 

○事務(学芸員)を受験される外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。 

お知らせ 

催し物 講座・教室 

年末年始のＣ−ＢＵＳ運行
●椿まわりルートを一部変更します

●始発時刻を変更します

学 歴 免 許 な ど  
 

 

 

 

 

○養護教諭免許を取得の方または平成18年3月末日までに取得見込みの方 

 

○保健師免許を取得の方または平成18年3月末日までに取得見込みの方 

 

○保育士資格・幼稚園教諭免許を取得の方または平成18年3月末日までに取得見込みの方 

平成18年度採用市職員を募集します 人事課　 82-9037　  82-9674　 jinji@city.suzuka.mie.jp

募集職種 

採用予定数 

事務 

(学芸員) 

1人程度 
 

養護教諭 

1人程度 

保健師 

1人程度 

幼稚園教諭 

3人程度 

労務員 

5人程度 

業務内容 
 

 

埋蔵文化財発掘調査、

報告書の作成など 

 

学校保健安全・学校環

境衛生に関する業務 

保健福祉に関する相談・

指導業務 

幼児の保育業務 

 

給食の調理など 

○学校教育法に定める大学（短期大学を除く）

または大学院の史学科その他これに準じる

学科において考古学を専攻し、卒業した方ま

たは平成18年3月末日までに卒業見込の方 

○学芸員の資格を有する方 

○５年以上の埋蔵文化財発掘調査の経験

がある方 

※試験申込書提出時に、発掘調査経歴書などを提出すること 
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｢ 鈴 鹿 ｣ ナ ン バ ー の 導 入

 

○お知らせ 

 
農業委員会委員選挙人

名簿登載申請を受け付けます
選挙管理委員会事務局　 82-9001　 84-3302

senkyo@city.suzuka.mie.jp

　毎年1月1日現在で、農業委員

会委員選挙人名簿を作成します。

この名簿に登載されないと選挙を

行うときに、委員として立候補する

ことや、投票をすることができません。 

対　象　年間おおむね60日以上
耕作に従事している方で、次

のいずれかに該当する方 

○市内に住所のある、昭和61年4

月1日以前に生れた方で、10ア

ール(1,000㎡)以上の農地を耕

作している方か、その方の同

居の親族または配偶者 

○10アール以上の農地を耕作し

ている農業生産法人の組合員

または社員 

申　請　12月下旬に各地区の農
業委員、自治会などを通じて

配布される｢登載申請書｣を、

平成18年1月10日㈫までに農業

委員会へ提出してください。 

※申請書は、各地区市民センターに

もあります。 

※詳しくは、農業委員会事務局

(　 82-9018　 82-7610)、また　

は選挙管理委員会事務局へ 

 

鈴鹿市ふれあいホールの
予約受付場所を変更します
生涯学習課　 82-7619　 82-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

　新庁舎移転に伴い、平成18年1

月4日㈬から、鈴鹿市ふれあいホ

ールの予約受付場所を変更します。 

■新しい受付場所
　新庁舎11階生涯学習課 

 
水道管の凍結にご注意を
営業課　 68-1671　 68-1688

egyo@city.suzuka.mie.jp

　冷え込みの厳しい朝は、屋外の水

道管が凍結することがあります。市販

の保温材などを巻いて対策をしてくだ

さい。もし凍結した場合には、蛇口を

閉めて自然に溶けるのを待ってください。 

 
｢三重の木と暮らす｣

住まいづくりを支援します
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　県では、森林の適切な管理を進め、

公益的な機能の発揮につなげるため、

県産材の利用拡大を進めており、次

の条件により補助金を受けられる制

度があります。 

条　件　 
○県内に自ら居住するために一戸建

ての木造住宅を新築し、県産材モニ

ターとして協力していただけること 

○新築木造住宅の構造部材などに、

県産材｢三重の木｣が50％以上使

用されていること 

○新築木造住宅の床面積が80㎡

以上175㎡以下であること 

○補助金を交付申請する年度の2月

末までに、棟上が完了する住宅で

あること 

補助金額　36万円 
※詳しくは、県環境森林部森林振興

室(　 059-224-2565)、または県

北勢県民局生活環境森林部　吉川

(　 52-0652)へ 

 
住宅・教育資金の融資制度を

ご利用ください
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　市では、東海労働金庫と協調

して、給与所得者を対象にした

住宅購入や教育に必要な資金の

融資制度を実施しています。 

【住宅資金融資】
融資額　50万円以上1,000万円以
下の1万円単位（増改築につい

ては500万円以下） 

協調融資期間　当初7年間 

みんなで子育て　親育ち
〜就学前の子どもたちの

生活リズムを考える〜

平成18年
鈴鹿市成人式

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 

講座・教室 

　新しく入所(園)・転園を希望する児童の面接を行います。

申し込みをした保育所(園)へ対象児童とともにお越しください。 

※当日都合の悪い方は、平成18年1月30日(月)(9時～15時)、

新庁舎12階大会議室Ｂで予定しています。 

持ち物　受付票、印鑑、母子健康手帳、平成17年分
源泉徴収票の写し(コピー) 

※源泉徴収票がまだ届いていない方は、面接時に申し出

てください。 

平成18年度保育所(園)の面接を行います 子育て支援課　 82-7606　 82-7607　 kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

  月　　日

平成18年１月５日㈭

平成18年１月６日㈮

平成18年１月10日㈫

平成18年１月11日㈬

平成18年１月12日㈭

平成18年１月13日㈮

平成18年１月16日㈪

平成18年１月17日㈫

午前(9時30分〜11時30分)

玉垣保育所 
 

河曲保育所 
 

第2石薬師保育園 
 

牧田保育所 
 

合川保育所・サン保育園 
あおい保育園 
深伊沢保育所 
庄内青い鳥保育園 
算所保育所 

トーマスぼーや保育園 

一ノ宮保育所 

午後(13時30分〜15時30分)

西条保育所 
 

神戸保育所 
 

岸田保育園 
くまだ保育園 

竹野の森こども園 
 

野町保育園 
 

ながさわ保育園 
 

石薬師保育園 
 

ぐみの木ほいくえん 

  月　　日

平成18年１月18日㈬

平成18年１月19日㈭

平成18年１月20日㈮

平成18年１月23日㈪

平成18年１月24日㈫

平成18年１月25日㈬

平成18年１月26日㈭

平成18年１月30日㈪

午前(9時30分〜11時30分)

ドリームハウス保育園 
 

白子保育所 
 

ほうりん保育園 
 

ハートピア保育園 
 

長太の浦保育園 
 

ひので保育園 
栴檀保育園 

旭ヶ丘保育園 
 

午後(13時30分〜15時30分)

鼓ヶ浦保育園 
 

サラナ保育園 
みそら保育園・ひばり保育園 

くすのき保育園 
 

あかつき保育園 
 

高岡ほうりん保育園 
 

白鳩保育園 
 

いそやま保育園 

追加面接(新庁舎12階大会議室Ｂ) 9時～15時 
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企画課　 82-9038　 82-7603
kikaku@city.suzuka.mie.jp

■放送時間の変更　1月1日㈰～7日㈯
10時30分、14時30分、16時30分、

20時30分からの各15分 

※上記以外は、10時15分、13時15分

（土曜日は12時30分）、17時15分、

21時15分からの各15分 

○12月21日㈬〜31日㈯
『ベルディ便り』･･･「防災館」、

清掃・保健情報など 

○1月1日㈰〜10日㈫
『ベルディ便り』･･･「市長へビデオ

レター」、スポーツ・文化国際情報など 

○1月11日㈬〜20日㈮ 
『ふるさとの心』･･･市内に伝わる

民話を簡易アニメーションで放送 

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　82-9040　　82-2214

　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

｢ 鈴 鹿 ｣ ナ ン バ ー の 導 入
　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　現在、三重ナンバーの車は鈴鹿ナンバーに変

更できないのですか。また、導入はいつごろですか。 

 

　新しい地域名表示ナンバープレートの導入につ

いては、全国18地域で認められ、平成18年度中の

導入に向け、18地域と国や関係機関が協議しています。 

　｢鈴鹿｣ナンバーの導入については、希望の有無では

なく、本市と亀山市に使用の本拠の位置を有するすべて

の自動車に付与することになります。また、導入された時

点で、対象地域内のすべての車について、強制的にナン

バープレートを変更するのではなく、新規登録する車や、

移転登録や変更登録などにより、ナンバープレートを変

更する車に、順次、｢鈴鹿｣ナンバーが付与されます。 

　よって、単に｢三重｣ナンバーを｢鈴鹿｣ナンバーに変

更することは認められていませんが、どの地域も早く｢ご

当地ナンバー｣を普及させたいと考えていますので、

そういう変更ができるように国と協議を行っています。 

　導入時期は協議中ですが、新しいナンバーを導

入することで、市では、軽自動車税のシステム変更、

警察では自動速度取締機のシステム変更など、国・

県・市や関係機関でコンピュータのシステム変更が

必要になってきます。この変更に半年ほど時間がか

かるとのことであり、導入時期についてはまだ決定し

ていませんが、早くて平成18年度の秋ごろと思われ

ます。導入時期などが分かり次第、広報などでお知

らせしたいと考えています。　 

 

農業委員会委員選挙人
名簿登載申請を受け付けます

鈴鹿市ふれあいホールの
予約受付場所を変更します

水道管の凍結にご注意を

｢三重の木と暮らす｣
住まいづくりを支援します

住宅・教育資金の融資制度を
ご利用ください

融資期間　30年以内 
【教育資金融資】
融資額　10万円以上200万円以下
の1万円単位 

協調融資期間　当初4年間 
融資期間　10年以内 
※詳しくは、東海労働金庫鈴鹿ロー

ンセンター(　 75-5666　 79-

5559)へ 

 

○催し物 

 
みんなで子育て　親育ち

〜就学前の子どもたちの
生活リズムを考える〜
指導課　 82-9028　 83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

対　象　就学前の子どもとその
保護者 

と　き　平成18年1月21日㈯　

13時～16時30分(12時30分か

ら受付) 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　市の就学前教育関係者
のパネルディスカッション、

親子で遊ぼう(手遊び、着ぐる

み劇)など 

主　催　鈴鹿市教育委員会、
公立幼稚園長会、幼稚園連絡

協議会 

参加料　無料 
申込み　平成18年1月11日㈬まで
に指導課へ(先着順、各幼稚園

でも申込みできます) 

 
平成18年

鈴鹿市成人式
生涯学習課　 82-7619　 82-7619

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。

気軽に参加してください。 

■｢夢・優・誠｣の心を
　今回の式では、｢夢・優・誠｣の心

を、各自が持ち続けることをスローガ

ンにして、新成人に訴えたいと考え

ています。社会的な取り組みとして、

救命救急や防災の啓発、ユニセフ

募金活動など

を企画してい

ます。楽しい

成人式になる

よう実行委員

の一人として

がんばります。 

お知らせ 

催し物催し物 催し物 

講座・教室 

平成18年度保育所(園)の面接を行います

実行委員会副委員長
前川真理奈さん
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○催し物

 
消防出初式

消防総務課　 82-9162　 83-1447
shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　新春恒例の消防出初式を行います。

皆さんお誘い合わせの上、ぜひお越

しください。雨天の場合は稲生高校

体育館で式典のみ行います。 

と　き　平成18年1月5日㈭　

10時から 

ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコース 

内　容　はしご車による救助訓練、
消防車を使っての消火訓練、幼少

年消防クラブや一般幼少年の入

場行進など 

※会場への入場、駐車には裏面の入

場・駐車無料券をご利用ください。 

※当日8時に市内全域でサイレンを

鳴らしますので、火災と間違わな

いようにしてください。 

 

○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。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　市内に在住の方で、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 
○平成18年1月29日㈰　9時30
分～12時30分：救急法、13時

15分～15時：子どもの遊び 

○平成18年2月12日㈰　10時～

12時：子どもによくある病気、

13時～15時：子どもの発達 

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　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(月～金曜日8

時30分～19時30分))へ　 

 
パソコン講座

市政情報課　 82-9003　 82-2219
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　1月5日㈭ (平日の

10時～18時)から、電話で｢す

ずかのぶどう｣（　・　87-0767

　 87-0764)へ 

対　象　市内在住のパソコン初心者 
とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います。 

午前の部：9時30分から
○基礎1
　平成18年1月14日㈯、15日㈰ 

　平成18年1月24日㈫、26日㈭ 

○基礎2
　平成18年1月25日㈬、27日㈮ 

○ワード応用 
　平成18年1月21日㈯、22日㈰ 

午後の部：13時30分から
○ワード基礎
　平成18年1月14日㈯、15日㈰ 

　平成18年1月25日㈬、27日㈮ 

○エクセル基礎 
　平成18年1月24日㈫、26日㈭ 

○エクセル応用 
　平成18年1月21日㈯、22日㈰ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代とし
て基礎1と基礎2は兼用で1,000円、

ワード基礎とエクセル基礎は

いずれも800円、ワード応用と

エクセル応用はいずれも1,050

円が別途必要) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

1月の講座 
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■MS-Office(Word、Excel)中級
と　き　平成18年1月17日㈫～19
日㈭　9時～16時 

内　容　Word：編集(段組、タブ、
その他)・図形処理など、Excel：関

数・グラフ・データーベースなど 

受 講 料　6,000円(別途教材費
4,000円) 

■アーク溶接特別教育
と　き　平成18年1月30日㈪～

2月1日㈬　8時50分～17時 

内　容　労働安全衛生法｢アーク
溶接特別教育修了証｣取得講座 

受講料　8,000円(別途教材費900円) 
申込み　いずれも、鈴鹿地域職業
訓練センター(　 87-1900　http:// 

　www.mecha.ne.jp/̃suzukatc )へ 

CNSのお正月は特別番組が満載です
ケーブルネット鈴鹿制作部　 88-1717　 88-3939

　1月1日㈰～7日㈯は、特別編成(10ch・デジタル701ch)でお送りします。 

■シンクロで笑いと感動を
　〜鈴鹿高専ウォーターボーイズへの道〜(45分)
　全国高校ウォーターボーイズ選手権で2連覇を達成した鈴鹿高専メ

ンバーの、努力と苦悩の日々を追ったドキュメント番組です。 

放　送　1日～3日：22時、4日～7日：15時30分、22時 
■60人のロボッツ
　〜ロボフェスタ2005in三重〜(60分)
　この夏、鈴鹿で行われたロボット制作合宿。国内外の中高生が言葉

の壁、文化の壁を越えて奮闘する姿を追いました。 

放　送　1日～7日：19時 
※その他にも、お正月の特別番組が満載です。ぜひご覧ください。(詳しくは、

チャンネルガイド1月号をご覧ください)

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

71-1476

72-2285 72-2250

87-6006 88-0622

82-0347


