
鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

 

 

○お知らせ

 
事業所・企業統計調査に

ご協力ください
企画課　 382-7676　 382-9040 

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　10月1日現在の事業所・企業に

ついて調査を行います。調査内

容については統計以外の目的に

は決して使用しません。9月下旬

から｢調査員証｣を携行した調査

員が各事業所にお伺いしますので、

ご協力をお願いします。 

 
市民活動団体支援補助金を

交付します
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　地域を問わず広く社会の公益

に寄与することが期待できる自

主的・自発的な非営利の市民活

動を行う団体に対し、団体の立

ち上がり期における事業費の一

部を補助します。 

対　象　市内を中心に活動する
活動期間3年未満の市民活動団

体が行う団体の自立に効果的

な事業 

補助金額　補助対象事業に必要
な経費の4分の3に相当する額

(最高10万円) 

申込み　9月5日㈫から配布する

補助金交付申請書に必要書類

を添えて、9月15日㈮から29日

㈮までに、直接地域課へ 

 
児童手当の申請は

お済みですか
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月1日から児童手当

法の一部が改正され、児童手当

などの対象年齢が｢小学校第3学

年修了前｣から｢小学校修了前｣ま

で拡大され、合わせて所得制限

が引き上げられました。 

　対象の児童がいる世帯などには、

申請のご案内を郵送しておりま

すので、申請書類をご確認の上、

申請してください。 

※所得制限がありますので、所得

が制限を超える場合には支給さ

れません。 

※9月30日までに申請すると、平成

18年4月分(または児童を養育する

ようになった翌月分)の手当から支

給されますが、10月以降に申請し

た場合は、申請月の翌月からの支

給となりますのでご注意ください。

なお、転入などの事情により、支

給開始月が異なる場合があります。 

※今回の法改正の対象以外の方は申

請の翌月からの支給になります。 

提出先　子育て支援課、地区市
民センター 

 
補装具の利用者負担額が

変わります
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　本年10月から、障害者自立支

援法の施行により、障害者の方

の補装具の利用者負担額の算定

方法が大きく変わり、原則とし

て国の定める基準額の1割負担と

なります。なお、負担が増えす

ぎないように月額負担上限額が

次のとおり設定されます。 

○生活保護世帯⇒0円 
○市民税非課税世帯
　本人または保護者の年収80万円

以下⇒1万5,000円 

　上記以外⇒2万4,600円 

○市民税課税世帯⇒3万7,200円 
※市民税所得割の最多納税者の納税

額50万円以上の世帯は支給対象

外となります。なお、9月末日ま

での申請については、従来どおり

の取り扱いとなります。 

 

障害者の通所費用と障害児の
通園費用を一部助成します
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shougaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月1日㈯から平成18年

9月30日㈯までにかかった次の費用

を一部助成します。 

○市内に住所があり、療育手帳・

身体障害者手帳・精神障害者

保健福祉手帳のいずれかを持

っている方で、障害者小規模

作業所に公共交通機関を利用

して月10回以上通所している

方の通所費 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設、肢体不自由児施設、

その他これらに類する施設に

公共交通機関を利用して月4回

以上通園する18歳未満の方と

同行する保護者(障害児一人に

つき一人)の通園費 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法による通所(通園)

費用の2分の1(一人月額5,000円

が上限) 

申込み　10月13日㈮までに、障

害福祉課にある申請用紙に施

設の証明を受けて、同課へ 

※施設の種類によっては証明を受

ける際に証明書料がかかる場合

があります。 

 
納税と国民健康保険の
夜間窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660 

nozei@city.suzuka.mie.jp 
保険年金課　 382-7605　 382-9455 

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　納税と国民健康保険の手続き

や相談に、昼間、市役所にお越

しいただくことができない方の

ため、夜間窓口を開設します。 

と　き　9月25日㈪～29日㈮
　20時まで 

ところ　保険年金課(市役所本館
1階)、納税課(市役所本館2階) 

 
国民年金保険料の免除制度の
申請期限が延長されました
保険年金課　 382-9401　 382-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金には、所得が少なく保

険料を納付することが困難な場合

には、保険料の免除制度があります。 

　全額免除、半額免除、若年者納

付猶予の申請(平成17年4月から平

成18年6月までの期間)、学生納付

特例の申請(平成17年4月から平成

平成18年度
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鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110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

18年4月末現在、全国で約1万6,000人、県内でも約170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13日㈬　10時～16時 
ところ　鈴鹿警察署 
※別の日程で、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

事業所・企業統計調査に
ご協力ください

市民活動団体支援補助金を
交付します

児童手当の申請は
お済みですか

補装具の利用者負担額が
変わります

障害者の通所費用と障害児の
通園費用を一部助成します

納税と国民健康保険の
夜間窓口を開設します

国民年金保険料の免除制度の
申請期限が延長されました

18年3月までの期間)の申請期限が、

平成18年10月31日まで延長されま

したので、申請されていない方は、

提出をお願いします。 

提出先　保険年金課、地区市民
センター 

 
平成18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　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住で、平成18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17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17年4月1日時点で、満40

歳以上 

○平成17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17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17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29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　 382-7935　 382-7607

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
ルのいずれかで、長寿社会課へ 

 
秋の全国交通安全運動が

行われます
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　9月21日㈭から9月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
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自

転車乗車中の交通事故防止(特に、

子どもと高齢者を中心として) 

○後部座席を含むシートベルト

とチャイルドシートの正しい

着用の徹底 

○飲酒運転の追放(本県指定重点) 

　本市では、7月31日現在8件9人

の交通死亡事故が発生しており、

そのうち3人が65歳以上の高齢者

となっています。 

　また、最近では飲酒にからむ交

通事故が立て続けに発生していま

すので、飲酒運転の危険性、悪質

性を再度認識して｢飲酒運転は絶

対しない・させない｣意識を地域に

浸透させるようにしてください。 

　交通事故は、やり直しがきき

ません。市民一人ひとりが、交

通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を習慣付けて、悲惨

な交通事故をなくし、交通事故

のない社会をめざしましょう。 

 
EM活性液を

配布しています
環境政策課　 382-9014　 382-2214

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
戸八丁目9-22) 

持ち物　空きペットボトル 
配布量　1世帯につき1カ月に1回
(2ℓ)まで 

※要予約。事前にシルバー人材セン

ター(　 382-6092)へ 

 

2006・9・5
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平成18年度・勤労青少年ホーム後期教養講座

 

 

○お知らせ

 
図書館を臨時休館します

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　9月18日㈪から10月2日㈪まで、

コンピューターシステムの更新を行

うため休館します。この間は図書

館ホームページでの資料の検索や

インターネット予約なども休止します。 

　本の返却は夜間返却口をご利

用ください。 

 
バスの日を記念して

運賃が半額になります
商業観光課　 382-9016　 382-0304 
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

　9月20日のバスの日にちなんで、

三重県バス協会では、9月17日㈰、

18日㈪の2日間、｢バスの日記念半

額運賃企画｣を実施します。路線バ

ス(C-BUSは除く)が、半額で乗車い

ただけます。ぜひ、ご利用ください。 

※詳しくは、三重県バス協会(三重

交通中勢営業所内 059-233-

3501)へ 

 

 

○催し物

 
わくわく自然体験

ファミリーキャンプ
県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

　鈴鹿青少年センター周辺の自

然の中で、野外炊飯やネイチャ

ーゲーム、ドングリを使った工作、

キャンプファ

イヤーをしな

がら、家族の

きずなをより

一層深めるこ

とを目的に行

います。 

対　象　小・中学生とその家族 
と　き　10月28日㈯～29日㈰　1泊2日 
ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

定　員　15家族 
参加料　小・中学生3,500円、
保護者4,300円 

申込み　9月6日㈬から30日㈯ま

でに、所定の申込用紙で、鈴

鹿青少年センターへ 

 
平成18年度

鈴鹿市小・中学校児童生徒
科学作品展

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月9日㈯～11日㈪　10

時～17時(11日は10時～14時） 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
内　容　市立の小・中学校の児
童・生徒が、興味・関心を持

って取り組んだ観察や実験な

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

品を展示 

入場料　無料 
 
第9回鈴鹿国際大学外国人
日本語スピーチコンテスト

鈴鹿国際大学国際交流センター

　 ・　 372-3944
kokusai@suzuka-iu.ac.jp

作品規定　スピーチ時間は5分以
上7分以内とし、未発表のもの

に限ります。 

対　象　県内に居住、または勤
務している外国人で、日本語

を母語としない15歳以上の方 

と　き　10月29日㈰　10時から 
ところ　鈴鹿国際大学国際文化
ホール 

申込み　9月21日㈭までに、直接
または郵便で、所定の応募用

紙に必要事項を記入の上、A4

判の用紙にワープロまたはパ

ソコンで印字したスピーチ原

稿を添えて、鈴鹿国際大学国

際交流センターへ 

※事前審査を行った上、10月6日(金)

までに、コンテストへの出場者を

7人程度決定し、本人へ通知します。 

※応募用紙、実施要領は同センター

へ請求してください。 

 

 

○講座・教室

 
ジェフリーセミナー
｢見て･聞いて･考えて

わたしと防災｣
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　防災について知ってもらい、わた

しがすること、できることを一緒に

考えてもらうために、パネル展や基

調講演などを行います。 

とき・内容　9月30日㈯ 
○地震災害の基礎知識、神戸市被

災地パネル、防犯ビデオ上映など 

　10時～16時 

○防災啓発車による地震体験など

10時～12時　 

○基調講演｢女性と災害｣(講師：

正井礼子さん(ウィメンズネッ

ト・こうべ代表)) 

　13時30分～15時30分 

※定員は100人(先着順)です。 

ところ　ジェフリーすずか 
託　児　定員10人(1歳6カ月～就
学前、9月22日㈮までに要予約) 

※詳しくは、ジェフリーすずかホー

ムページ(　http://www.gender-

free.city.suzuka.mie.jp/)でもご覧い

ただけます。 

 

小児喘息を学び
自分の子どものパパ看・ママ看

(家庭看護師)になろう
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　小児ぜんそくの日ごろの不安を

解決し、克服への道を探る講演会

です。男女共同参画市民企画支援

事業として、市民と協働で開催します。 

と　き　10月1日㈰　10時～12時 
ところ　ジェフリーすずか 

人権啓発・人権教育研修会

語学講座

女性マイカー点検教室
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対　象　平成18年4月1日現在で35歳
未満の勤労青少年 

受付日　9月11日㈪～15日㈮
　18時30分～19時30分 

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。有効期限は平成19年3月31日)、

教材費を添えて、直接同ホームへ 

※受付は、曜日ごとに行います。 

※利用登録の際に利用者会費300円が必要です(登録後は講座申込みの抽選

もれの場合も含め返金不可)。 

※応募多数の場合は、受付日当日に抽選を行います。 

※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10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18年度・勤労青少年ホーム後期教養講座 　　　　　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

パン・お菓子 

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 

15 

15 

10 

20 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

24

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11日 
 

 

 

 

9月12日 

 

 

 

9月13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 

24 

女10 

10 

20 

20 

－ 

－ 

－ 

－ 

教材費（円） 

5,000 

6,000 

2,000 

1万2,000 

1,500 

2,000 

2,000 

1万5,000 

 

サークル活動 

のため無料 

受付開始日 

 

9月13日 

 

 

9月14日 

 

9月15日 
 

 

随　時 

図書館を臨時休館します

バスの日を記念して
運賃が半額になります

わくわく自然体験
ファミリーキャンプ

平成18年度
鈴鹿市小・中学校児童生徒

科学作品展

第9回鈴鹿国際大学外国人
日本語スピーチコンテスト

ジェフリーセミナー
｢見て･聞いて･考えて

わたしと防災｣

小児喘息を学び
自分の子どものパパ看・ママ看

(家庭看護師)になろう

テーマ　～小児喘息～放ってお
いても大丈夫？ 

講　師　熱田小児科クリニック副院長
アレルギー専門医　熱田純さん 

主　催　小児喘息友の会てくて
くの空 

参加料　無料 
申込み　電話、ファクスで、すずか
のぶどう(　・　387-0767)、また

は坂谷(　 090-1099-0266)へ 

※当日参加も可能です。 

託　児　定員15人、1人300円 
　(要予約) 

 
人権啓発・人権教育研修会
人権政策課　 382-9011　 382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住・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(熊本県

益城町) 

　9月30日㈯～10月2日㈪ 

○全国人権・同和教育研究大会(愛

媛県松山市) 

　12月2日㈯、3日㈰ 

○人権啓発研究集会(和歌山市)

平成19年2月8日㈭、9日㈮ 

定　員　若干名 
申込み　各研修会などの開催日
の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。 

 
語学講座

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

とき・内容・定員
○英会話初級(20人)
　10月18日～3月14日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

○英会話初級(20人)
　10月19日～3月22日の木曜日 

　10時30分～12時(全20回) 

○英会話中級(20人)
　10月17日～3月13日の火曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

○英会話中級(20人)
　10月18日～3月14日の水曜日 

　10時30分～12時(全20回) 

○韓国語初級(15人)
　10月18日～3月14日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 

受講料　賛助会員：1万5,000円、
一般：1万7,000円(テキスト代別) 

申込み　9月29日㈮までに、はが
きに、住所、氏名(ふりがな)、

電話番号、ファクス番号、電

子メールアドレス、希望講座名、

曜日、時間を記入の上、〒513-

0801　神戸一丁目1-1　近鉄鈴

鹿市駅ビル3階　㈶鈴鹿国際交

流協会｢外国語講座｣係へ 

※応募多数の場合は抽選します。 

 
女性マイカー点検教室

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bousaianzenka@city.suzuka.mie.jp

対　象　女性ドライバーの方 
と　き　10月21日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター 

内　容　学科(自動車のしくみと
作動、事故防止対策)、実技(日

常点検、トラブルの対処方法

など) 

参加料　無料 
申込み　10月13日㈮までに、電話で、
鈴鹿自動車整備組合(　 382- 

　1075)、またはお近くの自動車

整備工場へ 

2006・9・5
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30分クロール
（夜）

高校生を除く

18歳以上で、 

水に浮くことが

怖くない方 

10月12日から

11月16日までの

毎週木曜日 

19時～19時30分

(全6回) 
 

 

 

クロールの練習 

 

20人 

2,500円 

コース名

対　象

と　き

ところ

内　容

定　員
参加料

30分平泳ぎ
（夜） 

高校生を除く

18歳以上で、 

水に浮くことが

怖くない方 

10月12日から

11月16日までの

毎週木曜日 

19時45分～20時15分

(全6回) 
 

 

 

平泳ぎの練習 

 

20人 

 2,500円 

アクアビクス
（朝）7回

高校生を除く

18歳以上で、 

初中級者対象 
 

10月13日から

12月8日まで 

（11月3日、24日を除く）

の毎週金曜日 

10時～11時 

(全7回) 

 

水中歩行や水中で

のエアロビクスに

よる有酸素運動 

20人程度 

 6,000円 

フィットネスヨガ
（夜）
 

高校生を除く

18歳以上 

 

10月20日から

12月15日まで

（11月24日を除く）

の毎週金曜日 

19時～20時 

(全8回) 

 

ヨガの要素を取り入

れた呼吸を意識しな

がら行うエクササイズ 

30人程度 

6,000円 

グレードアップテニス
（朝）

高校生を除く

18歳以上で、 

ラリーが続きゲ

ームができる方 

10月17日から

12月5日までの

毎週火曜日 

10時30分～12時

(全8回) 
 

 

実践的な 

技術の習得 
 

20人 

8,000円 

ベーシックテニス
（夜）①

高校生を除く18歳

以上で、 テニスが初

めて、またはラリーが

少し続く程度の方 

10月18日から

12月6日までの

毎週水曜日 

19時15分～20時45分

(全8回) 
 

 

基礎技術の 

習得 
 

20人 

8,000円 

ベーシックテニス
（夜）②

高校生を除く18歳

以上で、テニスが初

めて、またはラリーが

少し続く程度の方 

10月19日から

12月7日までの

毎週木曜日 

19時15分～20時45分

(全8回) 
 

 

基礎技術の 

習得 
 

20人 

8,000円 

水泳場 庭球場 

申込み　9月5日㈫から20日㈬までに、直接、またはファクスで、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、コー
ス名を記入の上、県営鈴鹿スポーツガーデン(　 059-372-2260)へ 

※インターネット(最終日17時まで)でも受け付けています。 

※応募者多数の場合は抽選します。また、大幅に定員に満たない場合は中止する場合があります。 

※詳しくは、鈴鹿スポーツガーデン水泳場(　 059-372-2250)、庭球場(　 059-372-2285)へ  

平成18年度秋季スポーツ教室　県営鈴鹿スポーツガーデン　 372-2250　 372-2260　 http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

 

 

○講座・教室

 
こころの健康づくりセミナー

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 
と　き　10月5日㈭　14時～16時 
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
とこころの健康～産後うつ・

更年期のメンタルを中心に～ 

講　師　金丸産婦人科院長  
　金丸恵子さん 

定　員　70人 
申込み　9月28日㈭までに、電話で鈴
鹿保健福祉事務所(　 382-8673)へ 

※詳しくは、鈴鹿保健福祉事務所

(　 382 - 8673　 382 - 7958  

　　 z ho k e n@p r e f .m i e . j p )へ 

 
高齢者の就職・

就業のための介護講習
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月13日㈪から平成19

年2月28日㈬までの24日間 

ところ　ホームヘルパー養成福祉
センター優(東磯山二丁目22-1) 

内　容　訪問介護員養成研修(2
級課程)、介護や医療について

訪問介護員として必要な技術や

知識を習得するものです(座学、

実技、実習の実施)。修了者には、

厚生労働省の定める訪問介護

員2級の研修を終了したことを証

明する修了証明書が交付されます。 

定　員　20人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　9月13日㈬から11月6日㈪
までに、電話で、(社)鈴鹿市シル

バー人材センター(　 382-6092)、

または(社)三重県シルバー人材セ

ンター連合会(　 059-221-6161)へ 

 
再就職準備セミナー

「ITをもっと身近に」
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　これから仕事を始めたいと考え

ている方を対象にしたセミナーです。 

対　象　パソコンで日本語入力のできる
方で、原則として4日間参加できる方 

と　き　10月17日㈫～20日㈮
　9時30分～12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　Wordによる職務経歴書
作り、Excel、POPチラシ作り、

インターネット活用法など 

定　員　20人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　電話またはファクスで、㈶21
世紀職業財団三重事務所　(　059-

228-2300　059-228-2304)へ 

※託児あり(要予約、無料)。 

 
くらしの講座

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　消費者の自立を支援し、地域

において主体的な啓発活動など

の取り組みができる人材を育成

することを目的とした講座です。 

対　象　8割以上の講座を受講できる方 
と　き　10月～11月の第2・第4
土曜日と12月の第1・第3土曜日 

　10時～15時(全6回) 

ところ　三重県生活部消費生活
室研修室(津市栄町一丁目954) 

内　容　悪質商法のいろいろ、暮
らしの中の法律など全12講座 

定　員　50人程度(応募多数の場
合は抽選。当選者に通知します) 

鈴鹿国際大学公開講座

いきいき健康作り教室Ⅰ

2006・9・522
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一人の相談から・・・ 

人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

平成18年度秋季スポーツ教室　

こころの健康づくりセミナー

高齢者の就職・
就業のための介護講習

再就職準備セミナー
「ITをもっと身近に」

くらしの講座

参加料　無料 
申込み　9月28日㈭までに、郵便
またはファクスで、消費生活室、

産業政策課に備え付けの申込書

に必要事項を記入の上、三重県

生活部消費生活室(〒514-0004

津市栄町一丁目954　 059-224-

2400　 059-224-3372)へ 

※申込書は、インターネット(　 http:// 

　www.pref.mie.jp/SHOUHI/HP/)

からもダウンロードできます。 

※詳しくは、県生活部消費生活室へ 

 
鈴鹿国際大学公開講座

鈴鹿国際大学国際交流センター
　 ・　 372-3944

kokusai@suzuka-iu.ac.jp

■ホームページ作成入門講座
対　象　中学生以上 
と　き　9月19日㈫～22日㈮
　10時～12時 

ところ　鈴鹿国際大学情報処理室 
内　容　無料で使えるツールな
どを駆使して作成します。話

題のブログについても作成方法、

運営の仕方について解説します。 

講　師　原　仁志さん 

定　員　20人 
受講料　3,000円 
申込み　9月13日㈬までに、電話、

または電子メールで、住所、氏名、

電話番号、学生か一般の別を鈴

鹿国際大学国際交流センターへ 

■ジョセフ先生のビジネス英会話
対　象　高校生以上 
と　き　10月4日から11月22日ま
での毎週水曜日　19時～20時

15分(全8回) 

ところ　鈴鹿国際大学B101教室 
講　師　ジョセフデュースライトさん 
定　員　20人 
※5人未満の場合は開講しませんの

でご了承ください。 

受講料　8,000円 
申込み　9月19日㈫までに、電話、
または電子メールで、住所、氏名、

電話番号、学生か一般の別を鈴

鹿国際大学国際交流センターへ 

 
いきいき健康作り教室Ⅰ

県立鈴鹿青少年センター
　 378-9811　 378-9809

　軽スポーツやストレッチ体操などを

行って健康増進を図るとともに、心身

のリフレッシュ

や人と人との交

流の場を提供し、

食生活相談も

実施します。 

対　象　一般成人 
と　き　10月16日、30日、11月13日、
27日、12月11日、25日の各月曜日

13時30分～16時30分(全6回) 

ところ　鈴鹿青少年センター総
合研修館 

定　員　50人(先着順) 
参加料　2,000円(保険料を含む) 
申込み　9月11日㈪から、はがき、
またはファクスで、住所、氏名、

電話番号、年齢、性別を記入

の上、〒513-0825　住吉町南

谷口　鈴鹿青少年センターへ 

 

おわびと訂正 
 

　8月20日号くらしの情報11ページ、

8月の納税の一部に誤りがありました。

「国民健康保険税1期の納期：8月

31日㈭」とありますが、正しくは、「国

民健康保険税2期の納期：8月31

日㈭」でした。おわびして訂正します。 

い 
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　ある企業の人権ポスターに「だれだって生まれ

てきてよかった、と思いたい」というものがあり

ます。これは「みんなが幸せに生きていくために、

あなたに何ができるのか」を問いかける意味を込

めて作られたものです。差別を受けることなく、

自分がありのままに生きていけることが人権の基

本となるところですが、残念なことに市内で次の

ような出来事がありました。 

　しょうがい者が市内の娯楽施設でトイレを利用

していた時に、そこに居合わせた心ない客が中傷

したというものです。この娯楽施設は、バリアフ

リーが進み、従業員の接客も良いことから、中傷

を受けたこの人は普段から好んでこの施設を利用

していました。それゆえ、そのショックは大きく、

今回のことは自分の胸の中にしまっておこうと思

われたそうですが、ここで自分が声をあげなけれ

ば世の中の差別はなくならないと考え直し、人権

政策課に連絡をいただきました。 

　これを受けて、現場となった施設にこの一

件を説明したところ、従業員の行為ではあり

ませんが企業責任として、差別をなくすため

に人権ポスターの掲示など、人権啓発活動へ

の協力をいただくことになりました。また、

市としても差別の現状を再認識し、啓発事業

として10月27日㈮に人権ふれあいコンサート

を企画しました。 

　一人のしょうがい者が差別に対する声をあげ

たことが、差別の解消に向けての一歩になりま

したが、声をあげられずに傷の癒えない人が多

いのが現状です。差別に対する声をあげやすい

環境をつくり、その声を受けて行政も動き、企

業も地域も活動する。

このような構図が人

権尊重の社会を創る

ために必要ではない

でしょうか。 


