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警察告知板  

　次の団地で、空き部屋ができましたので、入居者

を募集します。申込多数の場合は公開抽選となります。 

■募集戸数(うち優先)・家賃 
○ハイツ旭が丘　3戸(1戸)　約1万8,300円～3万1,800円 

○桜島　4戸(1戸)　約1万5,600円～2万9,000円 

○高岡山杜の郷　4戸(1戸)　約2万1,200円～3万7,400円 

※募集戸数は平成17年12月1日現在の戸数で、抽選会ま

で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 

○現に住宅に困っている方 

○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 

■申込み 
　1月16日㈪から30日㈪ (土・日曜日を除く8時30分～

17時15分)までに、住宅課にある申込書類に必要書

類を添えて直接住宅課窓口で申し込んでください。 

※申込書類をお渡しできるのも、1月16日(月)からになり

ます。 

■選考方法　3月中旬ごろ、抽選で決定します。 
■入居時期　4月上旬予定 
■優先措置 
　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　　　住宅課　 82-7616　 82-7615　 jutaku@city.suzuka.mie.jp

鈴鹿警察署 80-0110

メーン標語

サブ標語

メーン標語

サブ標語

 

 

○お知らせ

 
物品・業務関係の

入札参加資格の登録有効期
間を延長します

契約調達課　 82-9039　 82-9050
keiyakuchotatsu@city.suzuka.mie.jp

　市に現在登録されている方の

入札参加資格申請の登録有効期間

を平成18年8月31日までに延長します。

平成18・19年度の申請書受付は、

平成18年7月を予定しています。 

 
平成18年度

鈴鹿市嘱託保育士を
募集します

子育て支援課　 82-7606　 82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　保育士資格を取得してい
る昭和25年4月2日以降に生ま

れた方、または、平成18年3月

末日までに取得見込みの方 

募集人員　10人程度 
申込み　1月23日㈪から2月6日㈪
(土・日曜日を除く8時30分～

17時15分)までに直接、または

郵送で〒513-8701　子育て支

援課へ 

※採用試験申込書の請求は、直接ま

たは郵送(郵送の場合は、封筒の

表に朱書きで｢嘱託職員採用試験

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)

を同封)で子育て支援課へ 

※臨時保育士登録も随時受付中です。 

 
すてきな年賀状を募集します

図書館　 82-0347　 82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

募集期間　1月15日㈰まで　 
展示期間　1月20日㈮～1月26日㈭
(23日㈪は休館) 

ところ　図書館1階ロビー 
内　容　年賀状展を開催します。
個性豊かな自作年賀状やお手

元に届いたすて

きな年賀状を募

集しています。

(顔写真入り年

賀状はご遠慮く

ださい) 

申込み　直接、図書館へ 
※展示数に限りがありますので、展

示作品は図書館で選考します。お

借りした年賀状は、展示終了後に

返却します。 

 
特別児童扶養手当を

ご存知ですか
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

支給対象　身体、精神や知的の
障害がある20歳未満の児童を

養育している方で、国内に住

所があり、所得が国の定める

限度額未満の方 

※児童は国内に住所があり、児童入

所施設など(一部を除く)に入所し

ていない方で、国が定める障害の

程度に該当し、障害を支給事由と

する公的年金を受け取ることがで

きない方に限ります。 

手当額(1人あたり月額)
○１級　5万900円 
○２級　3万3,900円 
※障害の程度で手当額が異なります。 

※手続き方法など詳しくは、障害福

祉課へお問い合わせください。 

 
就学資金貸付制度を

ご利用ください
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　高校・大学・専修学校
などに在学または進学しよう

とする子をもつ母子家庭の方 

貸付限度額(月額)
○高等学校
　1万8,000円(国公立) 

　3万円(私立) 

○高等専門学校
　2万1,000円(国公立) 

　3万2,000円(私立) 

○短期大学 
　4万5,000円(国公立) 

　5万3,000円(私立) 

市民リポーターを
募集しています

企画展
｢椎山の中世陶器PartⅡ｣

ゆかいなコンサート
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警察告知板  警察告知板  

市営住宅の入居者を募集します　　　

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110

●110番通報時は、落ち着いて次のポイントを要領よく通報を
　｢いつ｣｢どこで｣｢何があったか｣｢犯人は｣｢あなたの住所・氏名｣ 

●携帯電話からの110番は、次のことにご注意を 
　　携帯電話で移動しながらの通報は、通話が途切れたり、聞こえなくな

ったりします。必ず立ち止まってから通話をしてください。また、県境付

近は他府県の警察につながることがあるので注意してください。 

●聴覚障害者の方からの110番は、次の手段のご利用を 
　メール110番(　 miekenkei110@police.pref .mie. jp)  

　ファクス110番(　 059-229-0110)  

※困りごとや悩み事は・・・　 059-224-9110または♯9110(プッシュ

回線・携帯電話のみ可)へお願いします。 

1月10日は｢110番の日｣です
　110番は、緊急通報用の電話です。110番は、県下で10万1,679件

(平成16年中)の通報があり、年々増加しています。この中には、緊急対応

を必要としない相談などが数多くあり、これにより本当に緊急性のある

通報に対する警察の対応が遅れるおそれがあります。110番の目的に

沿った正しい利用をお願いします。 

メーン標語

サブ標語

メーン標語

サブ標語

メーン標語

急 ぐ ほ ど 　 正 し く 　 は っ き り 　 1 1 0 番

サブ標語
警 察 相 談 　 か け て 安 心 　 ♯ 9 1 1 0

○お知らせ

物品・業務関係の
入札参加資格の登録有効期

間を延長します

平成18年度
鈴鹿市嘱託保育士を

募集します

すてきな年賀状を募集します

特別児童扶養手当を
ご存知ですか

就学資金貸付制度を
ご利用ください

○大学
　4万5,000円(国公立) 

　5万4,000円(私立) 

○専修学校
　高等課程
　1万8,000円(国公立) 

　3万円(私立) 

　専門課程
　4万5,000円(国公立) 

　5万3,000円(私立) 

　一般課程
　2万9,000円(国公立) 

　2万9,000円(私立) 

貸付利率　無利子 
貸付期間　在学期間中 
償還期限　卒業後6カ月を据え置
き、その後10年以内(専修学校

一般課程は5年以内) 

【説明会】
と　き　2月5日㈰　11時から 
ところ　ジェフリーすずか研修室1 
 

市民リポーターを
募集しています

秘書広報課　 82-9036　 84-2561
hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　ケーブルネット鈴鹿では、来年

4月の番組リニューアルに伴い、

市民リポーターを募集しています。

明るく元気にリポートしていた

だける市民のご応募をお待ちし

ています。 

対　象　高校生を除く18歳以上
の市民で、平日・休日問わず

時間に余裕のある方 

※番組出演や番組制作に興味がある

方なら、経験は問いません。 

期　間　4月～平成19年3月まで
( 4月放送分の撮影を3月中に

開始する場合があります) 

定　員　2人 
申込み　1月20日㈮(必着)までに、

履歴書に写真をはり、必要事

項を記入の上、〒510-0292　

岸岡町1930　ケーブルネット

鈴鹿制作部「市民リポーター

募集｣係へ 

※撮影内容、選考方法など詳しくは、

ケーブルネット鈴鹿制作部(　 88-

1717　 88-3939)へ 

 

 
○催し物 

 
企画展

｢椎山の中世陶器PartⅡ｣
考古博物館　 74-1994　 74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　多くの戦乱や飢

饉が起こった中世(鎌

倉～室町時代)に営

まれた椎山中世墓(現

在の加佐登白鳥湖

付近)からは、古瀬戸や常滑などの

美しい壺(骨壺)が出土しています。

本展では、市の指定文化財となってい

るこれらの中世陶器を一挙公開します。 

と　き　1月14日㈯～3月12日㈰ 
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歳以上の方は無料です。 

ゆかいなコンサート
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　子育て支援総合コーディネート

事業の一環として行います。親子

で参加し、楽しめる企画です。

ぜひお越しください。 

対　象　市内在住の1歳～未就学
児とその保護者 

と　き　2月4日㈯　13時30分～

14時30分 

ところ　玉垣ふれあいホール 
内　容　童謡、アニメソングなど 
定　員　100人(応募多数の場合
は抽選) 

参加料　無料 
申込み　1月6日㈮から27日㈮(必着)
までに、官製はがきで、住所、保

護者氏名、子どもの氏名と年齢、

電話番号をご記入の上、〒510-

0261　御薗町4135-124　子育て

支援センター内｢子育て支援総

合コーディネーター室｣へ 
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○催し物

 
第4回車座懇談会
｢フリートーク｣

市民対話課　 82-9004　 82-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　新庁舎の見学会を兼ねて、テ

ーマは特に設けず、市長を囲み、

ざっくばらんに意見交換をします。 

と　き　2月5日㈰　13時～16時 
ところ　新庁舎6階庁議室 
定　員　20人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　1月27日㈮までに、電話、
ファクス、電子メールで住所、

氏名、連絡先を記入の上、市

民対話課へ 

※手話通訳、託児が必要な方は申し

込み時に申し出てください。 

 
伊勢国分寺跡

発掘調査現地説明会
考古博物館　 74-1994　 74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　伊勢国分寺跡は、国指定の史

跡で今から約1200年前に天皇の命

令によって全国に建てられた寺の

跡の1つです。これまで平成11年度

から、建物などの規模や配置を確

認するための発掘調査を行ってき

ました。今年度の調査では、東西

約45m×南北約30mの南に門を

持つ院(区画)を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

と　き　１月15日㈰　13時30分

から(雨天中止) 

ところ　国史跡伊勢国分寺跡(考
古博物館(国分町)北側の発掘

調査現場) 

内　容　発掘調査現場の公開と
調査結果の説明、出土した土

器や瓦の展示をします。 

ジェフリーふぇすた2006　連携
〜つながり つらなり ひろげよに〜
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

とき・内容
■2月25日㈯
○アニメーション映画｢ハッピー

バースデー｣命かがやく瞬間

の上映(14時から) 

■2月26日㈰
○オープニングセレモニー 

　｢風神｣の舞い(10時から)　 

○鈴鹿市男女共同参画市民企画

支援事業報告、なるほど！ザ・

共同参画(10時30分から) 

○基調講演｢21世紀家族の姿と男女共

同参画｣(講師：東京学芸大学教授

山田昌弘さん)(13時30分から) 

○手作り作品の展示販売、ティールーム、

男女共同参画関連の展示など 

ところ　ジェフリーすずか 
※26日は、ジェフリーすずか前で神戸石橋

楽市の野菜直売(10時から)なども開催。 

※整理券が必要なものがあります。

詳しくは、自治会回覧をご覧ください。 

 
第5回鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　 82-7954　 82-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

　鈴鹿亀山生活創造圏の身近な

環境を守るため、さまざまな取り組

みを行っている団体の活動を通じて、

鈴鹿川流域の環境を考える機会と

して開催します。ぜひご家族でお

越しください。 

と　き　１月21日㈯、22日㈰　

10時～18時(22日は17時まで) 

ところ　鈴鹿ハンター 
主　催　第5回｢鈴鹿川流域の環
境展｣実行委員会 

 
平成18年鈴鹿市成人式

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　１月８日㈰　10時から 

　(開場9時) 

ところ　市民会館と新庁舎周辺 
※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。 

内　容　プレイベント(三重県警
察音楽隊の演奏)、式典、イベ

ント(安心・安全トーク、小・

中学校恩師のビデオレター上映) 

※防災、救命救急、献血、HIV、ア

ルコールパッチ、ドナー登録など

の啓発コーナーも設置します。 

※会場周辺は混雑が予想されます。

できるだけ送迎や乗り合わせなど

でお越しください。 

 
生命のメッセージ展

in鈴鹿国際大学
〜生命の教育を、私たちの手で!〜

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

　犯罪、いじめ、交通事故など

社会の不条理のもとで生命を断

ち切られた人たちや、ご遺族の

想いを多くの人たちに知っても

らうための展覧会です。 

と　き　１月12日㈭～14日㈯　

10時～16時 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　メインの展示は、一人ひと
りの人型と彼らの遺品の｢靴｣です。

人型には一人ひとりの素顔やメッ

セージが添えてあります。 

入場料　無料 
※詳しくは、鈴鹿国際大学(　72-

2121：担当　仲 律子)へ 

 
チョコレートゲーム

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

　チョコレートはどこの国で生

まれたのかな。どうやって作ら

れているのかな。身近なチョコ

レートの正体をみんなで解き明

かしましょう。 

対　象　小学4年生以上(小学3年
生以下は保護者同伴) 

と　き　2月12日㈰　13時30分～

第6回
みえ人権フォーラム

手作りあられ教室

家族(親子)料理教室

短期講座｢パソコン教室｣
〜ブログ入門〜

と　　き 

れんけい 

2006・1・514
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第4回車座懇談会
｢フリートーク｣

伊勢国分寺跡
発掘調査現地説明会

ジェフリーふぇすた2006　連携
〜つながり つらなり ひろげよに〜

第5回鈴鹿川流域の環境展

平成18年鈴鹿市成人式

生命のメッセージ展
in鈴鹿国際大学

〜生命の教育を、私たちの手で!〜

チョコレートゲーム

16時30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　30人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　2月8日㈬までに、電話、

ファクス、電子メールで鈴鹿

国際交流協会へ 

 
第6回

みえ人権フォーラム
人権政策課　 82-9011　 82-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　あらゆる差別の撤廃と人権問

題の解決に向けた活動の連帯を

図り、人権を尊重する気運を盛

り上げることを目的として開催

します。みなさん、ぜひご参加

ください。 

とき・内容
■1月21日㈯　9時30分～16時 
○こども向けミュージカル(10時から) 

○国際人権フォーラム(講演)(14時から) 

■1月22日㈰　9時30分～15時 
○マイノリティー文化(韓国農楽、

一人芝居、演劇、アイヌ舞踊、

太鼓演奏など)(10時から) 

※その他、こども向け人権コーナー、

食文化コーナー、パネル展示、反差

別団体・企業・福祉関係団体などの

アピールコーナーなどを両日開催 

ところ　メッセウイングみえ(津市) 
入場料　無料 
※無料臨時バス(津駅西口発で、9時

から毎時往復運行) 

※詳しくは、三重県人権フォーラム

実行委員会(　 059-233-5525)へ 

 

 
○講座・教室

 
手作りあられ教室

農林水産課　 82-9017　 82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

と　き　1月15日㈰　9時～13時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　あられ作り、あられ切り 
※昼食には、みかん餅を食べます。 

定　員　親子10組(20人) 
参加料　1,000円 
申込み　1月12日㈭までに、電話、
ファクスで、三重県農村女性

アドバイザー　豊田栄美子 

　(　 ・　 79-1048 )へ 

 
家族(親子)料理教室

農林水産課　 82-9017　 82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

と　き　1月29日㈰　13時30分～
16時 

ところ　文化会館 

内　容　肉まん、餃子作り 
定　員　15組 
参加料　大人500円、子供300円 
申込み　1月16日㈪までに、電話、
ファクスで、地産地消ネット

ワークみえ・鈴鹿事務局　

もりた農園(　 090-1282-2707

　 82-2707)へ 

 
短期講座｢パソコン教室｣

〜ブログ入門〜
勤労青少年ホーム　 87-6125　 88-1223

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　2月7日㈫～9日㈭　19時
～21時 

ところ　勤労青少年ホーム 
内　容　ブログ(日記風サイト)
作成 

講　師　特定非営利法人　市民
ネットワークすずかのぶどう

派遣講師 

定　員　10人(先着順) 
教材費　600円 
持ち物　筆記用具 
申込み　1月17日㈫19時30分から、
教材費を添えて直接勤労青少年

ホームへ。1人で複数の申込み

はできません。 

※利用登録をしていない方は、利用

者会費として別途300円が必要です。 

人権・平和へのメッセージ  
人権政策課 82-9011 82-2214 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp
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催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

　昨年6月20日号の広報すずかで募集した「人権・平

和へのメッセージ」には多数の応募が寄せられました。 

　すべての命はかけがえのないものであり、自分一人

のものでもない、その重さと大切さを伝えていこう

というもの。人と人とのふれあいやつながりで、あたかい

まちをつくっていこうというもの。一人ひとりの優しい

気持ちで平和を願おうというもの。お互いの幸せな

暮らしを築いていこうというもの。いのち・愛・平和の

大切さを呼びかける作品には、それぞれの思いが

込められています。 

　応募いただいた作品の中から選ばれた３作品が

書かれ、近鉄白子駅前の啓発塔が新しくなっている

のにお気づきですか。鈴鹿市の玄関口の一つである

白子駅前ロータリーに掲げ、皆さんに人権について

考えていただく機会になればと思っています。 

　人権は、決してわたしたちの日常生活とかけ離れた

ものではありません。空気や水のように、あって当たり前

のように感じていて、脅かされたり侵害されたりしたとき

に初めてその大切さに気づくかけがえのないものです。 

　自分の心の中にも常に人権や平和へのメッセージを

訴えかけていけるよう、人権意識

を持ちたいものです。 

 

■啓発塔掲載作品の3作品
○助けあう 心ひとつで 笑顔の輪 
　小林 律子さん(庄野共進) 

○その命  みんなの輝く宝物　
○一人ひとりの優しさで  
　平和をねがう まちづくり 
　森　一成さん(庄野羽山)


