
 

 
○お知らせ

 
三重県自治会連合会総会が

開催されました
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　三重県自治会連合会の総会が7

月7日㈮に鈴鹿市で開催され、事

業計画などの各議案が承認され

ました。また、平成18年度三重

県自治会連合会長に鈴鹿市自治

会連合会長の北川保さん(池田町

自治会)が再任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
幼稚園児を募集します

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

■平成19年度市立幼稚園
対　象
○4歳児　市内に在住し、平成
14年4月2日から平成15年4月1

日までに生まれた幼児 

○5歳児　市内に在住し、平成
13年4月2日から平成14年4月1

日までに生まれた幼児 

定　員
○4歳児　国府、加佐登、白子、
旭が丘、稲生、飯野、玉垣、

神戸の8園で募集します。定員

は旭が丘が70人、その他は35人。

(応募者多数の場合は抽選) 

○5歳児　市内の市立幼稚園全
23園で募集します。希望者は

全員入園できます(入園希望者

が15人に満たない場合は、当

該年度は休園します。ただし、

対象幼児数が少ない地域では、

その実情に応じて、10人程度

であれば開園します)。 

申込み　9月1日㈮から22日㈮(土・
日曜日、祝日を除く、8時30分

～17時)までに、各園にある｢入

園願｣に必要事項を記入の上、

入園希望の幼稚園へ 

※併願はできません。 

※井田川幼稚園への入園希望者は、

井田川小学校へ 

■平成19年度私立幼稚園
対　象　3歳児から5歳児 
申込み　8月3日㈭から各幼稚園で
入園願書を配布しています。願

書提出は、9月1日㈮から、直接、

入園を希望する幼稚園へ 

○第一さくら幼稚園 

○第二さくら幼稚園 

○すずか幼稚園 

○第２すずか幼稚園 

○道伯幼稚園 

○白百合幼稚園 

○白子ひかり幼稚園 

○サン幼稚園 

特別児童扶養手当などの
所得状況届の提出を

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　特別児童扶養手当の受給資格

者の方は、8月11日㈮から9月11

日㈪までの間に障害福祉課で所

得状況届の手続きが必要です。

手続きをしないと、8月以降分の

手当は支給対象となりませんの

でご注意ください(2年間手続き

をしなかった場合、受給権が消

滅します)。 

　また、障害児福祉手当、特別

障害者手当、福祉手当について

も同様の手続きが必要です。なお、

各手当の対象者の方には事前に

案内文書を郵送します。 

 
平成18年度中途視覚障害者
生活訓練受講生を募集します
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

shogaifukusi@city.suzuka.mie.jp

対　象　中途視覚障害者の方 
と　き　9月26日㈫～9月28日㈭

(2泊3日) 

ところ　三重県視覚障害者支援
センターと三重県身体障害者

総合福祉センター 

内　容　歩行訓練・点字指導・
日常生活用具の使い方など 

参加料　3,900円(宿泊・食事代) 
申込み　9月4日㈪までに、障害

福祉課にある申込書に必要事

項を記入の上、障害福祉課へ 

※詳しくは、三重県視覚障害者支援

センター(　 0 5 9 - 2 2 8 - 3 4 6 3  

　 　0 5 9 - 2 2 8 - 8 4 2 5 )へ 

 
児童扶養手当の

現況届を忘れずに
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童扶養手当の受給資格者は、

8月31日㈭までに、子育て支援課

で現況届の手続きをしてください。

手続きをしないと、8月以降の資格

について更新ができません。2年間

手続きをしなかった場合、資格が

無くなりますのでご注意ください。 

※対象者には、事前に案内を郵送し

ています。 

 
新しいつどいの広場

｢サラダの国｣のご利用を
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　つどいの広場は0歳から3歳ま

でのお子さんと親のための親睦

といこいの場です。 

　7月から市内で2カ所目となる、

次のつどいの広場が開設されま

したので、ぜひご利用ください。 

■社会福祉法人法輪会
　つどいの広場｢サラダの国｣
開催日　毎週月・水・木曜日 
ところ　高岡町1843-7（　385-
7676） 

※市の委託事業として｢トゥインク

ル｣(桜島六丁目20-3(特)こどもサ

ポ－ト鈴鹿内　 383-1322)も、毎

週月・火・木曜日に、つどいの広

場を開催しています。 

 
道路に出ている枝などは

刈り取りを
土木総務課　 382-9021　 382-7612

dobokusomu@city.suzuka.mie.jp

　最近、道路に隣接している土

し尿収集を休業します

ハチ駆除用の防護服の
貸し出しをしています

380-0188(代)

378-4085(代)

382-3272(代)

386-6129

378-6713(代)

386-6228

386-1150

372-2123
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三重県自治会連合会総会が
開催されました

幼稚園児を募集します

特別児童扶養手当などの
所得状況届の提出を

平成18年度中途視覚障害者
生活訓練受講生を募集します

児童扶養手当の
現況届を忘れずに

新しいつどいの広場
｢サラダの国｣のご利用を

道路に出ている枝などは
刈り取りを

地から、道路上に伸びてきてい

る樹木の枝や草などがよく見受

けられます。これを放置してお

くと、通学者などの歩行者や車

両通行の支障となりますので、

定期的なせん定や除草など、適

切な管理をお願いします。 

 
し尿収集を休業します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　8月5日㈯、14日㈪、15日㈫に、

し尿収集を休業します。 

　なお、収集の依頼は、各地区

の担当業者または、鈴鹿市清掃

協同組合(　 382-3331)へお願い

します。 

ハチ駆除用の防護服の
貸し出しをしています

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　ハチの被害が多い季節です。市

では駆除用の防護服の貸し出しを

行っています。希望される方は、

事前に電話で環境政策課へ 

■巣の除去方法
　ハチは気温が低いと動きが鈍

くなります。気温の低い早朝が、

周囲も明るく安全で最適です。

香水のにおいにハチが寄ってく

ることがあるので注意が必要です。 

■除去の準備
　巣の形状、位置、周囲の状況な

どを観察し、防護服、殺虫スプレー、

巣を入れる丈夫な袋、その他必要

な道具を事前に確認しておきます。 

■除去作業
　安全のため除去を行う際には、防

護服を着用してください。巣に殺虫ス

プレーをかけ、間をおいてもう一度か

けると巣の中で死ぬか地面に落ちるの

で、動きがなくなったのを確認して巣

を取り除き、つぶしてから処分します。 

　地面に落ちたあとも気絶して

いるだけの場合がありますので、

再度スプレーするか、丈夫なビ

ニール袋に入れて踏みつぶすな

どして確実に処分してください。 

※スズメバチは、突然人を襲ったりす

る場合もあり危険なので、駆除業者

へ相談されることをお勧めします。 

※職種区分｢消防｣以外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。 

※職種区分｢消防｣を受験される方は、日本国籍であること、および青色、赤色、黄色の色彩識別ができることが条件です。 

募集職種 
採用予定人数 主な業務内容 受　験　資　格（すべてに該当する方） 

企画、庶務、予算、経理、調査、 
指導などの一般行政事務 

企画、庶務、予算、経理、調査、 
指導などの一般行政事務 

土木工事の設計、施工管理、公共
施設の維持管理などの技術的業務 

機械工事の設計、施工管理、公共
施設の維持管理などの技術的業務 

火災予防、救急、救助、 
消火活動などの消防業務 

保健福祉に関する相談・ 
指導業務 

幼児の保育業務 

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 
○学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門課程、
高等専門学校、高等学校、養護学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業した方、ま
たは平成19年3月末日までに卒業見込の方で、昭和46年4月2日以降の生まれの方 

○身体障害者手帳の交付を受けている方 
○自力にて通勤でき、かつ、介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方 
○活字印刷文による出題に対応できる方 

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 
○学歴、生年月日が次のいずれかに該当する方 
①大学卒(学校教育法に定める大学院、大学を卒業した方、または平成19年3月末日までに
卒業見込の方)で、昭和55年4月2日以降の生まれの方 

②短大卒(学校教育法に定める短期大学、修業年限が2年以上の専修学校専門課程、高等
専門学校を卒業した方、または平成19年3月末日までに卒業見込の方)で、昭和57年4月
2日以降の生まれの方 

③高校卒(学校教育法に定める高等学校、養護学校高等部など高等学校に準ずる学校を
卒業した方、または平成19年3月末日までに卒業見込の方)で、昭和59年4月2日以降の
生まれの方 

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 
○昭和51年4月2日以降の生まれの方 
○保健師免許を取得の方、または平成19年4月末日までに取得見込の方 

○地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 
○昭和51年4月2日以降の生まれの方 
○保育士資格および幼稚園教諭免許を両方取得の方、または平成19年3月末日までに
両方取得見込の方 

事務2 
11人程度 

技術(土木) 
1人程度 

事務1 
(身体障害者対象) 
2人程度 

技術(機械) 
1人程度 

消防 
5人程度 

保健師 
2人程度 

保育士 
3人程度 

幼稚園教諭 
2人程度 

2006・8・5
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■第1次試験
と　き　9月17日㈰　9時から 
ところ　鈴鹿医療科学大学(消防以外の職種)、鈴鹿
市コミュニティ消防センター(消防) 

申込み　8月4日㈮から25日㈮(土・日曜日を除く8時
30分～17時15分、郵送の場合は、8月25日㈮17時

15分必着)までに、｢職員採用試験申込書｣を〒513-

8701　人事課へ提出してください。 

※申込書は、直接または郵便(郵便で請求する場合は、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｣を明記の上、返信用封筒(あて先を記入し、90円

切手をはった12cm×23cm程度のもの)を必ず同封)で人

事課へ請求してください。 

※市ホームページ｢人事・職員採用コーナー｣(　http://www. 

　city.suzuka.mie.jp/gyosei/jinji/saiyou/index.html)

からも申込書を入手できます。 

平成19年度採用市職員を募集します　　　　人事課　 382-9037　 382-2219　 jinji@city.suzuka.mie.jp

お知らせ 
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○お知らせ

 
市民会館が使用できません
市民会館　 382-0654　 382-3109

　平成19年9月1日㈯から平成19

年12月28日㈮まで市民会館舞台

音響設備などの改修工事のため、

ホールと展示室の使用ができま

せん。工事中はご迷惑をおかけ

しますが、よろしくお願いします。 

 
医療機関で乳がん検診を行います
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に住民登録・外国
人登録している40歳以上の女性

(平成19年3月31日までに該当す

る年齢に達する方も含みます) 

と　き　9月1日㈮～10月31日㈫ 
実施医療機関　鈴鹿回生病院 
検査内容 
1回目：マンモグラフィ撮影(午後) 
2回目：視触診･検査結果説明(午前) 
※申込後、病院から1回目の検査日

時を指定したはがきが返信されま

す。指定した日時が都合が悪い場

合は可能な限り相談に応じます。

2回目の日時は1回目の検査後、

決めていただきます。 

定　員　300人 
自己負担額　2,800円 
申込み　8月10日㈭から25日㈮(必
着)までに、往復はがきの往信裏

面に、｢乳がん検診受診希望｣と

明記の上、郵便番号、住所、氏

名(ふりがな)、生年月日、電話

番号を記入し、返信表面に住所、

氏名を記入の上、〒513-8503　

国府町112　鈴鹿回生病院健診

センター｢乳がん検診｣担当係へ 

※詳しくは、鈴鹿回生病院(　 375-1300)へ 

※結果通知書は後日郵送します。 

※電話、ファクスでの申し込みはで

きません。 

※妊娠中の方や妊娠の可能性のある

方、またはペースメーカーなど胸

壁や乳房内に人工物が入っている

方は受診できません。 

※平成18年度内に市が行う乳がん

検診集団検診と重複して受診する

ことはできません。 

 
花火のマナーを守りましょう
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　夏休みに入り花火をする機会

も多くなります。最近は特に夜

10時以降に大きな爆音を伴う花

火をして、近隣の方々の迷惑と

なっているケースが目立つよう

になってきました。 

　自宅だけではなく、海岸で行う

花火も、火災予防とともに、近隣の

方々への配慮をしていただくなど、

マナーを守ってください。 

 
平成19年鈴鹿市成人式の

日程が決まりました
生涯学習課　 382-7619　 382-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住または本籍
のある、昭和61年4月2日～昭

和62年4月1日生まれの方 

と　き　平成19年1月7日㈰10時

から(開場9時) 

ところ　鈴鹿市民会館 
※対象者への個別通知はいたしません。 

 
｢市民救急の家｣を募集します

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.mie.jp

　｢市民救急の家｣とは、救急車が

現場に到着するまでの間に、適切に

応急手当を実施していただける人

材の育成と、災害時における市民

の自助、共助意識の向上を図るも

ので、自宅に救急箱を備えるととも

に｢市民救急の家｣の表示を掲げ、

市民からの応急手当要請に可能な

限り対応していただくとともに、大規

模災害時などにおいても、可能な限

り人命の救助にあたっていただきます。 

　応急手当に関する講習を3時間

程度受講していただいた後、救急

箱などをお渡しいたします。 

対　象　市内在住で本事業の趣
旨をご理解いただける方 

と　き　9月10日㈰　13時～16時 

ところ　鈴鹿市消防コミュニテ
ィー消防センター 

内　容　応急手当講習(心肺蘇生法、
止血法、搬送法など) 

定　員　50人程度 
参加料　無料 
申込み　9月5日㈫までに、電話、

ファクス、電子メールのいず

れかで、消防本部消防課へ 

※定員に達しない場合は、9月5日

以降も受け付けます。 

 
敬老の日記念品を贈呈します
長寿社会課　 382-7935　 382-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　100歳以上の方と白寿の方はお宅

を訪問して贈呈し、卒寿、米寿、喜寿

の方は9月に業者配達でお届けします。 

○100歳以上(明治40年3月31日以

前の生まれ)の方 

○白寿99歳(明治40年4月1日～

41年3月31日生まれ)の方 

○卒寿90歳(大正5年4月1日～

6年3月31日生まれ)の方 

○米寿88歳(大正7年4月1日～

8年3月31日生まれ)の方 

○喜寿77歳(昭和4年4月1日～

5年3月31日生まれ)の方 

 
森林所有者の皆さんへ

｢伐採届｣の提出を
農林水産課　 382-9017　 382-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　森林を伐採(主伐・間伐)するには、

許可や届出が必要です。森林の種

類(保安林であるかや森林施行計

画対象森林であるかなど)によって

伐採の際の手続き(届出、許可申

請など)が異なりますので、詳しくは、

森林の所在する市町、県農林(水産)

商工環境事務所へご確認ください。 

 
収穫後の稲わらや草刈り後

の草など早期に処理を
農林水産課　 382-9017　 382-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

河川課　 382-7614　 382-7612

kasen@city.suzuka.mie.jp

　10月から、市沿岸部では県下

有数の生産量を誇る黒ノリ養殖

8月は北方領土返還運動
全国強調月間です

三重建労アスベスト110番を
開きます

中小企業退職金共済制度の
ご利用を

原爆の日と
終戦記念日には黙とうを

県立北星高等学校の
秋期入試を行います

無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください

白子駅前広場整備事業計画について皆さんのご意見をお聞かせください

2006・8・520
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市民会館が使用できません

医療機関で乳がん検診を行います

花火のマナーを守りましょう

平成19年鈴鹿市成人式の
日程が決まりました

｢市民救急の家｣を募集します

敬老の日記念品を贈呈します

森林所有者の皆さんへ
｢伐採届｣の提出を

収穫後の稲わらや草刈り後
の草など早期に処理を

がシーズンを迎えます。 

　ごみや稲わら、草などが海に

流れ込んでノリ網に付着すると、

ノリの生育が悪くなり、品質が

悪化します。網に付着したごみ

などは、手で取り除くしか対応

策がありません。 

　また、台風の時などに、河川

や水路の流末の排水施設に稲わ

らや草などが詰まると、排水作

業に非常に困難をきたします。 

　刈り取った稲わらや草は、できる

だけ早くすきこむなどして、河川や

海に流れ込まないようご協力ください。 

 
8月は北方領土返還運動

全国強調月間です
企画課　 382-9038　 382-9040

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　8月は、北方領土問題に対する

国民の理解をさらにに深め、全

国的な北方領土返還要求運動の

一層の推進を図ることを目的と

した全国強調月間です。 

 
三重建労アスベスト110番を

開きます
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　三重県建設労働組合では、建設

従事者を含む市民の疑問や健康

不安などに答えるために、三重建

労アスベスト110番を開設します。 

と　き　8月20日㈰　10時～15時 
ところ　三重建労会館(津市島崎
町548) 

相談電話　　059-228-8107(当日のみ)
内　容　専門医による個別面談
と電話相談 

費　用　無料 
※詳しくは、三重県建設労働組合

(　 059-224-1001)へ 

 
中小企業退職金共済制度の

ご利用を
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　中退共制度は中小企業で働く

従業員のための退職金制度です。 

○適格退職年金制度からの移行先です。 

○掛金の一部を国・市が助成します。 

○パートタイマーの方も加入できます。 

○掛金は税法上、全額非課税になります。 

※詳しくは、中退共本部(　 03-3436-

0151(代表)　 03-3436-0400　 

　http://chutaikyo.taisyokukin. 

　go.jp)、中退共名古屋(　 052-681-

8951　 052-681-8747)へ 

 
原爆の日と

終戦記念日には黙とうを
生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　8月6日(広島市)、9日(長崎市)、原

爆死没者のめい福と世界恒久平和祈

念を願う式典が、また、8月15日(日本

武道館)、先の大戦において亡くなら

れた方々を追悼し、平和を祈念する

ため、全国戦没者追悼式が行われます。 

　式典の中で、1分間の黙とうが捧げ

られるのに合わせ、皆さんも、恒久平

和の実現を願い、ご一緒に黙とういた

だきますようお願いします。 

○広島市　8月6日㈰　8時15分 
○長崎市　8月9日㈬　11時2分 
○全国戦没者追悼式　8月15日㈫　正午 
 

県立北星高等学校の
秋期入試を行います

県立北星高等学校

　 059-363-8110・8111　 363-8116

hhokusad@hhokus.mie-c.ed.jp

　本年4月に開校した、半年ごと

に単位認定、入学、卒業がある

単位制の新しい学校です。年齢

を問わず、学ぶ意欲のある方を

お待ちしています。 

試験日　9月24日㈰
試験内容　作文、面接 
定　員　昼間部の普通科・情報
ビジネス科各4人、夜間部普通

科2人、通信制普通科60人 

※転入試験も同時に行います。 

願書受付　9月13日㈬～20日㈬ 
合格発表　9月27日㈬ 
■通信制入学ガイダンス
と　き　8月27日㈰、31日㈭、9月
3日㈰、7日㈭ 

ところ　県立北星高等学校 

無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください

白子駅前広場整備事業計画について皆さんのご意見をお聞かせください
市街地整備課　 382-9025　 382-7615　 shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp

　市では、白子駅前広場を安全・安心・便利で快適にご利用い

ただくために、平成15年度に白子地区商業代表者、市内の市民

団体、関係行政機関などが参加して、鈴鹿市白子駅前広場整備

検討委員会を発足し、平成15・16年度の2カ年にわたり白子駅前

広場の整備についてさまざまな検討を行いました。 

　この｢検討委員会｣の提言を受け、市では、関係者や関係機関

と協議を進め、平成18年度都市計画決定の手続きを行い、平成

19年度から事業を着手したいと考えています。 

　そこで、白子駅前広場整備事業計画について、市民の皆さん

のご意見をお聴きし、今後、整備の参考にしたいと考えています。

また、意見の内容は、ホームページなどで公表します。 

※白子駅前広場整備事業計画に直接かかわりがないもの、意見書の提出に際

し氏名などの必要事項の記載がないもの、第三者の正当な権利に影響を及

ぼす意見などは、公表しないこともあります。また個別回答は行いません。 

■資料の閲覧　市街地整備課、白子地区
市民センターで閲覧(土・日曜日、祝日

を除く8時30分～17時15分)できます。 

※市のホームページ(トップ→行政ガイド→計画・

財政・施策→計画→各種計画→白子駅前広

場整備事業計画)からもご覧いただけます。 

■意見の提出　8月10日㈭から25日㈮(必着)
までに、持参、郵便、ファクス、電子メー

ルのいずれかで、住所、氏名、電話番

号を記入の上、

〒51 3 - 8 7 0 1  

　市街地整備課へ 

※意見の様式は自

由です。 
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○催し物

 
鈴鹿市総合防災訓練

防災安全課　 382-9968　 382-7603 
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp 

　東南海地震に備えるため、地

域の皆さんと防災関係機関が連

携して、実践的な訓練を行います。 

と　き　8月27日㈰　9時～12時 
ところ　三重県消防学校（石薬
師町） 

内　容　自衛隊や消防による救助
訓練、交通機動隊の2輪車訓練、

ライフラインの復旧訓練、避難

訓練、消防団や自主防災隊によ

る消火訓練、炊き出しなど 

※防災体験展示コ－ナ－では、地震体験、

災害用伝言ダイヤルの体験、非常食

の試食、防災クイズ、防災車輌や防

災用品の展示なども行います。 

 
鈴鹿市グランド・ゴルフ大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方 
と　き　9月23日(土・祝)(雨天の場
合は10月1日㈰に順延) 

ところ　県営スポーツガーデン
サッカー・ラグビー場 

内　容　ブロック別での個人戦 
参加料　無料 
申込み　8月25日㈮(必着)までに、
郵便またはファクスで、〒510-0231

江島台一丁目2-14　鈴鹿市グラ

ンド・ゴルフ協会事務局　山出

美治(　 387-2792)へ 

 
トイなおす(おもちゃ病院)
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

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へ

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。 

※当日修理が完了したものは、当日

お渡しすることもできます。 

と　き　8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

など、楽器(電子ピアノ・笛・ハ

ーモニカなど)。 

※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。 

 
教育講演会

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月10日㈭　13時30分～
16時10分(開場13時から)　　 

ところ　市民会館 
内　容　｢学力と人間力を育てる
教育のあり方｣をテーマに、学

ぶことの意味や学力について

考えます｡ 

講　師　東京大学大学院教授　
市川伸一さん 

定　員　200人 
参加費　無料 
申込み　8月9日㈬までに、電話ま

たはファクスで教育研究所へ 

 
伊勢型紙新作展

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月19日㈯～31日㈭

　10時～16時 

※月･金曜日と第3火曜日は休館 

ところ　伊勢型紙資料館(白子本
町21-30　 368-0240) 

内　容
○新作伊勢型紙と見本染めの展示 

○古代型紙の展示 

○縞彫り彫刻と糸入れ実演の公開

(19、20日) 

○突彫り、錐彫り,道具彫り彫刻

の実演公開(26、27日) 

○型紙刷り染め絵付け陶器の展示 

○小紋流し 

○型紙彫刻体験(しおり・ミニ色紙) 

主　催　重要無形文化財保持団

体伊勢型紙技術保存会 

入館料　無料 
 

 
○講座・教室

 
熱気球体験教室

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　9月16日㈯から18日(月・祝)まで

行われる鈴鹿バルーンフェステ

ィバル2006の大会ボランティア

募集を兼ねて、バルーン(熱気球)

の体験教室を開きます。 

と　き　9月2日㈯　6時30分から
(雨天中止) 

ところ　庄野橋たもとの鈴鹿川
河川敷運動広場(鈴鹿高校北) 

内　容　熱気球に関する知識や
膨らませ方(気象条件が良けれ

ば体験搭乗も行います) 

申込み　ファクスまたは電子メ
ールで、住所、氏名、年齢、

携帯電話番号をご記入の上、

鈴鹿バルーンフェスティバル

実行委員会事務局(　059-333-

1701、　s u z u k a - b a l l o o n@  

　hotmail .co. jp)川村、稲葉へ 

■大会ボランティアの内容
○係留体験搭乗のサポート 

○イベントの受付・サポートなど 

※大会期間中、都合の付く時間帯だ

けでも結構です。 

 
男女共同参画市民企画

支援事業
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

■｢Enjoy子育て　鈴鹿2006｣
　〜キーワードは親子の心理〜
と　き　8月29日㈫　10時～11時
30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　講演会｢NOBODY ' S  
P E R F E C T ｣完璧な親なんて

いない！ 

講　師　三沢直子さん(明治大学
教授・臨床心理士) 

主　催　NPO法人21世紀の子育
てを考える会.鈴鹿 

鈴鹿市
いきいき健康水泳教室

(水中ウオーク)

食育推進ボランティア
養成講座
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‘ 0 6 人 権を考える市 民のつどい  

人権政策課　　 382-9011　 382-8188　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

鈴鹿市総合防災訓練

鈴鹿市グランド・ゴルフ大会

トイなおす(おもちゃ病院)

教育講演会

伊勢型紙新作展

熱気球体験教室

男女共同参画市民企画
支援事業

定　員　100人(予約不要・先着順) 
参加料　無料 
託　児　対象は1歳～小学3年生、
定員45人、1人300円で行います。 

　希望者は、8月22日㈫までに、電話、

電子メールで、NPO法人21世紀の

子育てを考える会.鈴鹿(　090-

1415-3749　 kosodate21suzuka 

　@hotmail.com)へ 

※1歳未満乳児と小学4年生以上は

一緒に入場できます。 

■心を育てるママの講座
　〜乳幼児編〜(5回講座)
対　象　連続して受講できる方
を優先(1回だけの受講も可能) 

とき・内容 
○９月８日㈮ママのぬくもり 

○10月13日㈮アタッチメント(愛着) 

○11月10日㈮幼児のうちにしな

ければならないこと｢幼児期の

心の発達｣ 

○12月８日㈮幼児のうちにしな

ければならないこと｢幼児の能

力の発達｣ 

○平成19年1月12日㈮ママの気持ち 

※いずれも10時から12時 

ところ　ジェフリーすずか 

ファシリテーター　米田奈緒子さん 
主　催　家庭教育研究センター
FACE 

定　員　1回につき20人 
参加料　無料 
申込み　電話、または電子メー
ルで、米田(　 059-385-1010 

　facemail@hotmail .co. jp) 

託　児　1回1人につき300円で行
います。希望者は米田へ 

 
鈴鹿市

いきいき健康水泳教室
(水中ウオーク)

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の60歳以上の
方で健康状態の良好な方 

と　き　9月7日から10月26日ま
での毎週木曜日　10時～11時

30分(全8回) 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デン温水プール 

内　容　高齢者の水中ウオーキ
ング、ストレッチ。 

※泳ぎの指導はありません。 

参加料　2,000円 

定　員　先着50人 
申込み　8月7日㈪から25日㈮ま

でに、印鑑・参加料をお持ち

の上、スポーツ課へ 

 
食育推進ボランティア

養成講座
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月22日㈫　9時30分～

14時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階　46会議室 
内　容　｢食の安全・安心と地産
地消について｣、調理実習｢朝ご

はんをしっかり食べよう！！～1日

の食事のリズムで、健やかな生

活リズムの確立を～｣、｢みえの

食生活指針と食育について｣ 

定　員　30人 
参加料　無料 
持ち物　エプロン、三角巾、布
巾(2枚)をお持ちください。 

申込み　8月14日㈪までに、電話、

ファクス、電子メールで、県

鈴鹿保健福祉事務所健康増進課

(　382-8672　　382-7958　　 

　　zhok e n@p r e f .m i e . j p)へ 
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催し物 

講座・教室 

　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｢人権を考える市民のつどい｣

を開催しています。15回目となる今年は、民衆の

暮らしから生まれた大道芸、和太鼓、民謡、神楽

など、民族芸能の公演を開催します。 

　いつの時代でも、社会の生産、技術、交通、芸

能などといった日本の文化を育ててきたのは、民

衆でした。特に、差別や抑圧の中で苦しめられな

がらも、一生懸命に汗を流して働いてきた人々の

創造力が、文化の発展に果たした役割は大きいです。

例えば、能・狂言・歌舞伎などもその一つです。

そしてそれらは、各地の民謡や郷土芸能、また、

太鼓づくりのように、現代にも息づいています。 

　このような民衆の歴史を踏まえながら、｢しあわ

せ｣への願いや、｢平和の祈り｣から生まれた素晴ら

しい民族芸能の鑑賞を通じて、みんなが夢と希望

をもって暮らせる｢人権｣のまちづくりを考えてい

きましょう。 

‘06人権を考える市民のつどい
｢民族芸能アンサンブル若駒｣

と　き　9月1日㈮19時開演(30分前開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
○備中神楽｢大蛇退治の舞｣
　10メートル余りもある大蛇を退治する舞台

を繰り広げます。 

○即興演奏・八木節
　会場に集まった親子に一緒に演奏してもら

います。 

※その他、まつり囃子、南京玉すだれ、ドッコイ太鼓、

ぶちあわせ太鼓など 

出　演　民族芸能アンサンブル若駒 
定　員　500人(先着順、整理券なし) 
入場料　無料 
※託児あり(無料・先着10人)。希望者は8月23日(水)

までに電話、ファクス、電子メールで人権政策課へ 

お ろ ち


