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市役所新庁舎の

建設工事が完了しました
庁舎建設室　 382-9220　 382-2219

chosha@city.suzuka.mie.jp

　平成16年1月から建設を進めて

きました、新庁舎の建設工事が完

了しました。これにより、新庁舎西

側入口が利用できるようになりました。 

 
家庭児童相談室の専用電話

ができました
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　子どもに関する相談や、婦人相

談(DVなど)、子どもの虐待相談・

通告などの専用電話ができました。

ぜひご利用ください。 

専用電話番号　　 382-9140
 
クリーンエネルギー自動車

の購入補助を始めます
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　クリーンエネルギー自動車(ハイブ

リッド・天然ガス・メタノール・電気・

燃料電池自動車)を自家用で新車購

入し、鈴鹿ナンバーで新車登録され

た方への補助金制度を開始します。 

対　象　10月10日㈫(鈴鹿ナンバ

ー登録開始日)以降にクリーン

エネルギー自動車を新車登録し、

所要条件に適合した方 

申請期間　10月10日㈫～平成21年
2月末日 

補助金額　一律6万円(補助金の
予算の額を超えた場合は抽選) 

※所要条件・申請方法など詳しくは、

環境政策課へ(市ホームページで

もご覧いただけます) 

 
斎苑の休苑日・火葬時間を変更します
環境政策課　 382-9014　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

斎苑　 382-4180　 383-6583

　11月1日㈬から、従来の友引休苑

を改め、1月1日と毎月15日、施設管

理上必要とする日を休苑日とします。

火葬時間帯については、最終火葬

時間を16時30分に繰り上げます。 

 
第77回都市対抗野球大会の
応援ありがとうございました
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

spotsu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市代表の｢ホンダ鈴鹿チーム｣

は、初戦さいたま市代表の日本通

運と対戦し、延長戦となる白熱した

試合でしたが、惜しくも3対5で敗れ

ました。ホンダ鈴鹿チームの健闘に

拍手を送るとともに、市民の皆さん

の応援に感謝します。 

 
臨時職員の登録者を募集します
 

 

 

 

 

　一般的な事務補助を行う臨時職

員として登録していただける方を随

時募集しています。希望者は写真

添付の履歴書をお持ちの上、人事

課へお越しください。登録者の中か

ら必要の都度、勤務条件・経験な

どを考慮して雇用させていただきます。 

　公立保育所の臨時保育士と公立幼

稚園の臨時講師も随時募集しています。

詳しくは、子育て支援課(臨時保育士)、

または学校教育課(臨時講師)へ 

 
スペイン語対応嘱託職員を募集します

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

対　象　次の条件をすべて満たす方 
○日常会話程度のスペイン語と日

本語ができる方(読み書きを含む) 

○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○外国籍の方は、外国人登録法に

基づく登録があり、出入国管理

及び難民認定法に基づく有効な

在留資格・期間がある方 

○通勤可能な方 

業務内容
○窓口での外国人への対応、通訳 

○スペイン語刊行物、印刷物の翻訳など 

採用時期　平成18年12月1日㈮から 
雇用条件　市嘱託職員等取扱規
程に準じます。 

募集人数　1人 
申込み　10月27日㈮(必着、土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時15分)

までに試験申込書に必要事項を

記入の上、直接、または郵便で、

〒513-8701　市民対話課へ 

※募集案内や試験申込書の請求は、直接、

郵便(郵便の場合は、封筒の表に｢試験

申込書希望｣と朱書きし、返信用封筒

(あて名を記入の上、90円切手をはった

12㎝×23㎝程度のもの)を必ず同封)、

電子メールで市民対話課へ 

【採用試験】　
と　き　11月5日㈰　9時30分から 
ところ　市役所本館12階1204会議室 
内　容　面接と筆記試験(日本語
とスペイン語) 

 
無料成年後見相談会を行います
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa @city.suzuka.mie.jp

と　き　10月14日㈯　10時～16時 
ところ　三重県司法書士会館3階
(津市丸之内養正町17-17) 

内　容　老後の心配ごとや財産管
理・生活支援など成年後見の利用、

クレジット・サラ金問題の相談 

相談方法　面談と電話相談 
特設電話　　 059-229-9570(代表) 
対応者　司法書士と社会福祉士 
※詳しくは、司法書士　船橋慎二　

事務所(　 059-325-2228)へ 

 

1日合同行政相談所を開設します
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa＠city.suzuka.mie.jp

　10月16日㈪から22日㈰までの一週

間は｢秋の行政相談週間｣です。市で

は｢行政相談所｣を開きます。年金、

国政、県政、相続、登記、境界など

について、お気軽にご相談ください。 

と　き　10月20日㈮　10時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 
相談担当者　行政相談委員 
※津社会保険事務所、鈴鹿県民センター、

弁護士(事前予約制)、公証人(事前予約制)、

司法書士(事前予約制)、行政書士(外国

日本司法支援センター
｢法テラス｣の業務が始まりました

｢障害者の集い(就職面接会)｣への
参加企業を募集します

平成19年4月1日から
男女雇用機会均等法が変わります

10月はシルバー事業
普及啓発促進月間です

国民健康保険の
出産育児一時金が変わりました

10月1日から国民健康保険
被保険者証が変わりました

人事課　 382-9037　 382-2219
jinji@city.suzuka.mie.jp

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp
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　全国地域安全運動は、地域安全に取り組む関係機関、団体、警察が、

地域安全活動を強化し、相互間の連携を図ることで地域安全活動の効果

を定着させ、安心して暮らせる地域社会を実現することを目的に行います。 

◆メインスローガン「みんなでつくろう安心の街」
◆運動の重点
〇子どもの犯罪被害防止　〇住宅を対象とする侵入犯罪の防止
〇街頭におけるひったくり、性犯罪被害防止　〇車上ねらい被害防止
期　間　10月11日㈬～20日㈮ 

市役所新庁舎の
建設工事が完了しました

家庭児童相談室の専用電話
ができました

クリーンエネルギー自動車
の購入補助を始めます

斎苑の休苑日・火葬時間を変更します

第77回都市対抗野球大会の
応援ありがとうございました

臨時職員の登録者を募集します

スペイン語対応嘱託職員を募集します

無料成年後見相談会を行います

1日合同行政相談所を開設します

人相談、事前予約制)、土地家屋調査士、

税理士(事前予約制)、不動産鑑定士、行

政評価事務所の相談員と合同で行います。 

 
日本司法支援センター

｢法テラス｣の業務が始まりました
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　10月2日㈪から日本司法支援セ

ンター｢法テラス｣が業務を開始しま

した。法的トラブルの解決方法や相

談場所など、お気軽にご相談ください。 

一 般 相 談　 0570-078374
犯罪被害者相談　 0570-079714
※詳しくは、日本司法支援センター　

三重地方事務所(　 050-3383-5470)、

または法テラスホームページ(　 http：

//www.houterasu.or . jp)へ 

 
｢障害者の集い(就職面接会)｣への

参加企業を募集します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　ハローワーク鈴鹿では障害者雇用

を一層推進するため、｢障害者就職

面接会(障害者の集い)｣を行います。

仕事を探している障害者の方や障

害者雇用をお考えの事業主の皆さん

の積極的な参加をお待ちしています。 

と　き　11月15日㈬　13時～15時45分 
ところ　ジェフリーすずか 
※詳しくは、ハローワーク鈴鹿専門援助

部門 (　 382-8609　 383-5619)

障害者担当　矢田へ 

 
平成19年4月1日から

男女雇用機会均等法が変わります
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

【改正のポイント】
◆男女雇用機会均等法
○性別による差別禁止の範囲の拡大 

○妊娠・出産等を理由とする不利

益取扱いの禁止 

○セクシュアルハラスメント対策 

○母性健康管理措置 

○ポジティブ・アクションの推進 

○過料の創設 

◆労働基準法
○女性の坑内労働の規制緩和 

施行日　平成19年4月1日 
※詳しくは、三重労働局雇用均等室

(　 059-226-2318　 059-228-2785)へ 

 
10月はシルバー事業

普及啓発促進月間です
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　市では、高齢者の多彩な技能・知

識・経験を生かし、働く喜びや生き

がいの創出を目的として昭和58年に

シルバー人材センターを設立しま

した。現在会員は780人を超え、さ

まざまな分野で活躍しています。 

◆センターの会員になるには
　市内に在住し、おおむね60歳以

上の方で、働く意欲のある健康な

方ならどなたでも会員になれます。 

※特にせん定、除草(草刈・草引き)、家事

援助(掃除・洗濯・話し相手・病弱者の

介護など)の会員を募集しています。 

会　費　年間1,200円と会員互助
会費1,000円 

※会員になると、団体傷害保険、賠

償責任保険に加入します。 

◆こんな仕事をしています
　樹木のせん定、清掃・除草、ふす

ま・障子の張り替え、家事援助など 

◆仕事の発注は
　会員が持つ技術、技能、経験、

知識を生かして仕事を引き受けて

います。電話でお申し込みください。 

◆｢シルバー仕事ネット｣の運用
　いつでもどこからでもインターネ

ットで仕事の発注ができます。 

シルバー仕事ネット
　http://shigoto.sjc.ne.jp/

※詳しくは、(社)鈴鹿市シルバー人材センター

(　 382-6092　 382-6093　 

　suzuka-sjc@gaea.ocn.ne.jp)へ 

 

国民健康保険の
出産育児一時金が変わりました
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　10月1日以後の出産に係る国民健

康保険加入者の出産育児一時金が

30万円から35万円に変わりました。 

 
10月1日から国民健康保険
被保険者証が変わりました
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　今まで使用されていた黄色の保

険証は9月30日で有効期限が切れ

ました。10月1日からは、新しく送

付した水色の保険証を医療機関へ

提示してください。 

◆短期証の発行
　国民健康保険税を滞納すると、

短期被保険者証(短期証)が交付さ

れます。短期証は、有効期間の短

い保険証です。医療費の自己負担

割合などは同じ扱いです。 

◆資格証の発行
　国民健康保険税を1年以上滞納

すると、被保険者資格証明書(資

格証)が交付されます。資格証で医

療を受けると、かかった医療費など

は、いったん全額自己負担になり

ますのでご注意ください。滞納して

いる国民健康保険税を納付すると、

自己負担した医療費などの保険給

付が受けられます。 

平成18年度全国地域安全運動を行います

2006・10・5

の情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

15

お知らせ 



 

 

○お知らせ

 
一筆地調査(地籍調査)が始まります
土木総務課　 382-9072　 382-7612

dobokusomu@city.suzuka.mie.jp

　市では10月11日㈬から約3カ月間、

白子駅西において一筆地調査を行

います。この調査は、地籍調査の

中心的な作業で、地籍の明確化を

図るため一筆ごとの土地の所有者、

地番、地目とともに境界(筆界)の位

置を確認する調査です。調査への

ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成18年度後期｢車座懇談会｣の

参加グループを募集します
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　｢車座懇談会｣は、よりよい鈴鹿市

にするため、市民と市長が膝を突き

合わす距離で、ざっくばらんに市政

に対する真の思いについて話をする

場です。今年度の｢車座懇談会｣は

グループを対象に行っています。市

内で活動しているグループの皆さん、

市長が皆さんの活動場所へ出かけ

ます。市長と気軽に話をしませんか。 

対　象　市内在住の10～15人の
グループで、日ごろから行政と話を

する機会がないグループ 

※政治・宗教・営利を目的としたグ

ループは除きます。 

期　間　12月末までの期間で、ご希
望の日時でご相談します。 

テーマ　教育、防災、フリート
ークなど、ご希望のテーマ 

※以前から継続している課題などで、す

でに市の担当部署と話し合いが持た

れた内容や、個人的な要望は除きます。 

募集数　2グループ(応募多数の
場合は抽選) 

申込み　10月20日㈮までに、電話、フ
ァクス、電子メールで、市民対話課へ 

※市ホームページトピックスにも参加申

込書を掲載しています。 

 
10月11日から10月17日までは

違反建築防止週間です
建築指導課　 382-9048　 384-3938

kenchikushido@city.suzuka.mie.jp

　違反建築防止週間は、建築基準

法が果たしている役割を市民に広く

周知し、建築規制の主な内容を理解

していただくために設けられています。 

　建築基準法の所定の手続きを行

い、良好で安全な市街地の形成と

建築物の質の向上に努めましょう。 

 
男女共同参画推進条例制定を
記念して作品を募集します

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女がパートナーとして力を合わせ、

住みよい鈴鹿を築いていくためのメ

ッセージを募集します。応募作品は

｢ジェフリーふぇすた｣で展示し、男

女共同参画の推進のための啓発資

料などに使用する予定です。 

応募規定　一行詩、写真、川柳、
短歌、俳句、標語(応募者本人

の作品で未発表のものに限る) 

※詳しくは、ジェフリーすずかなどに配置

のチラシをご覧ください(ジェフリーすず

かホームページでもご覧いただけます)。 

応募点数　一人各種類3作品まで 
申込み　12月15日㈮(消印有効)

までに、男女共同参画課へ 

 
展望ロビーなどの

一般開放を休止します
管財営繕課　 382-9009　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.mie.jp

　10月28日㈯は設備の点検のため

市役所本館15階展望ロビーと1階

市民ギャラリーの一般開放を休止

します。当日はご利用いただけま

せんのでご了承ください。 

 
考古博物館への

臨時入館制限を行います
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

　音楽夢紀行｢土が奏でる悠久のひ

ととき～古代と現代の調和｣開催のた

め、当日の考古博物館への入館を

参加者のみに制限します。勾玉作り

などの体験学習もご利用できません

のでご注意ください。 

と　き　10月14日㈯ 
 

民事介入暴力
巡回法律相談を行います

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

　鈴鹿警察署では、㈶暴力追放三重

県民センターと三重弁護士会民事介

入暴力対策委員会の協力を得て、暴

力団との民事トラブルや暴力団の不

法行為についての相談を受け付けます。 

と　き　10月26日㈭　13時～16時 
ところ　四日市市総合会館8階第
1会議室(四日市市諏訪町2-2) 

※県警察本部、鈴鹿警察署、(財)暴力

追放三重県民センターでは、常時、専

門の担当者が相談を受けています。 

国際協力機構(JICA)の海外
ボランティアに参加しませんか
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　平成18年JICAボランティア(青年

海外協力隊・シニア海外ボランティア・

日系社会青年ボランティア・日系社

会シニアボランティア)を募集します。 

募集期間　11月10日㈮まで 
※詳しくは、JICA中部(　 052-702-

1391(平日9時30分～17時30分)、

　www.jica.go.jp)へ 

【募集説明会】
◆青年海外協力隊・日系社会青年

ボランティア
とき・ところ　10月12日㈭19時

～20時30分　じばさんみえ2階

男女共同参画
市民企画支援事業

特別展｢不思議な石の道具たち｣

子育て支援事業
｢みんなで子育て親育ち｣

〜子どもの｢心の抱っこ｣していますか〜

ごみ減量とリサイクルのポスター展
とクリーンシティSUZUKA作文展

障害者ふれあい運動会

伊勢型紙彫刻組合
創立60周年記念事業

伊勢街道の秋
｢お茶とお香といけばな展｣

写真展｢鈴鹿の祭り｣

●

●

●
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一筆地調査(地籍調査)が始まります

平成18年度後期｢車座懇談会｣の
参加グループを募集します

10月11日から10月17日までは
違反建築防止週間です

男女共同参画推進条例制定を
記念して作品を募集します

展望ロビーなどの
一般開放を休止します

考古博物館への
臨時入館制限を行います

民事介入暴力
巡回法律相談を行います

国際協力機構(JICA)の海外
ボランティアに参加しませんか

(四日市市)、10月22日㈰14時

～16時　アスト津3階(津市) 

◆シニア海外ボランティア・日
系社会シニアボランティア

とき・ところ　10月12日㈭19時～
20時30分　じばさんみえ3階(四

日市市)、10月22日㈰10時30分

～12時30分  アスト津3階(津市) 

 

 

○催し物

 
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

◆幸福な家庭生活を送るための
女性の物の見方や考え方
　日常のストレス解消・軽減方法を学び、

心と身体の健康を考える講演会です。 

と　き　10月29日㈰　10時30分～12時 
ところ　ジェフリーすずか 
講　師　泰龍堂薬局薬剤師 
　鈴木洋佑さん 

主　催　子育てサークル来夢来音 
参加料　無料 
申込み　電話で、古市(　080-3650-
8812)へ 

託　児　1歳以上、定員10人、1人
300円(要予約) 

◆役割を超えて〜父と母とノブ
のくらし〜自閉症ノブの世界
　｢母親・父親だからこうあるべき｣

という枠にとらわれず、子育てを一

緒に考える講演会です。 

と　き　11月12日㈰　13時30分

～16時(受付13時から) 

ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　(特)ふぁみりいNOTE
理事長　丸岡玲子さん 

主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
定　員　90人(定員になり次第締切り) 
参加料　無料 
申込み　ファクス、電子メールで、
SAS代表　亀田(　 388 - 7857、

　HZA04713@nifty.ne.jp)へ 

※詳しくは、SAS代表　亀田　 388-7856)へ 

託　児　定員10人(先着順)1人
500円(要予約：20時までに、堀井

(　 ・　 369-0736)へ) 

特別展｢不思議な石の道具たち｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

　祭祀に用いられたと考えられる石冠・

石棒などをはじめ、縄文人たちが使っ

た不思議な石器を数多く展示します。 

と　き　10月7日㈯～12月10日㈰
観覧料　学生・一般：200円、小・
中学生：100円 

※70歳以上の方、身体障害者手帳な

どをお持ちの方と介護者1人は無料 

◆講演会｢心の石器を探る｣
と　き　10月8日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　奥義次さん(県埋蔵文化
財センター) 

 
子育て支援事業

｢みんなで子育て親育ち｣
〜子どもの｢心の抱っこ｣していますか〜

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

対　象　就学前の子どもとその保護者 
と　き　11月12日㈰　13時30分

～16時30分(受付：13時から) 

ところ　市役所本館12階 
内  容
○第一部　講演会(講師：関西国
際大学助教授　河嶋喜矩子さん) 

○第二部　親子のふれあい遊び 
※就学前教育に関するポスターセッ

ションやリーフレットも設置 

主　催　市教育委員会、幼稚園
連絡協議会 

定　員　200人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　指導課、または各幼稚園へ 
託　児　対象：3～5歳児 
 
ごみ減量とリサイクルのポスター展
とクリーンシティSUZUKA作文展

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

と　き　10月13日㈮～15日㈰　

オープン時から閉店時まで(15

日は17時まで) 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 
内　容　小・中学生から募集した
ポスターとクリーンシティSUZUKA

参加者の作文展示、表彰 

 
障害者ふれあい運動会

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

　身体や知的に障害のある方の

体力づくりと友愛の輪を広げます。 

と　き　10月22日㈰　10時～15時 
ところ　市立体育館 
主　催　鈴鹿市障害者団体連合会 
 

伊勢型紙彫刻組合
創立60周年記念事業

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

と　き　10月14日㈯、15日㈰　

10時～17時 

ところ　ベルシティイオンホール 
内　容
○展示　市内小中学校校章彫刻

(40校)、東海道五十三次彫刻と藍

染(55点)、国宝・現代の名工・工

芸士彫刻作品、嵯峨御流生け花 

○無料体験　豆色紙彫り(干支)、

絵摺はがき 

※詳しくは、伊勢型紙彫刻組合 

　(　 ・　 386-1552)へ 

 
伊勢街道の秋

｢お茶とお香といけばな展｣
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市芸術文化協会の会員に

よる文化展。伊勢街道の秋の情緒を

お茶とお香といけばなでお楽しみ

ください。 

と　き　10月13日㈮～15日㈰
　10時～16時(13日は13時から) 

ところ　江島カルチャーセンター 
入場料　無料(ただし呈茶は有料) 
 

写真展｢鈴鹿の祭り｣
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　市内に伝わる祭りや年中行事

を160点余りの写真で紹介します。 

と　き　10月20日㈮～22日㈰　

10時～18時 

ところ　市民会館展示室 
入場料　無料 
 

 

たいりゅう どう 

らい　む　らい　と 
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○催し物

 
リサイクルフェア2006

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

と　き　11月5日㈰　9時30分～

12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(鈴鹿ハイツ1-20) 

内　容　市内で回収された使用可
能な不用品(家具、衣類など)と

三重県電器商業組合鈴鹿支部

から提供された電化製品を無料

で提供（品物によっては抽選） 

◆リサイクルフェアに出展する
衣類をご提供ください
　家庭で不用になった再利用可能

な衣類(新品または洗濯したもの)を

ご提供ください(汚れている物、下着、

くつ下は不可)。 

申込み　10月19日㈭までに、電

話で廃棄物対策課へ 

引取り　土・日曜を除く10月26日㈭
から11月2日㈭までの9時から16時

の間に職員が申込者宅へ伺いま

す。申込みの際に引取日をお知

らせします。直接廃棄物対策課

への持ち込みも可能です(持ち込

みの場合は、11月2日㈭16時まで)。 

※ハンガーは外してください。 

※衣類の状態によってお断りする場

合もありますのでご了承ください。 

 
五輪柔道無差別級金メダリスト

上村春樹さん講演会
産業政策課　 382-9045　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月13日㈪　18時～

19時30分 

ところ　鈴鹿サーキットグラン
プリホール 

演　題　｢チャンピオンの条件｣ 
講　師　モントリオール五輪柔道無
差別級金メダリスト　上村春樹さん 

定　員　200人 
参加料　無料 
申込み　住所、氏名、職業、年齢を
鈴鹿商工会議所(　 382-3222)へ 

ウインターアドベンチャー
県立鈴鹿青少年センター

　 387-9811　 387-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学5年生～中学2年生 
と　き　12月2日㈯、3日㈰(1泊2日) 
ところ　鈴鹿青少年センターとその周辺 
定　員　40人(応募者多数は抽選) 
参加料　4,000円程度 
申込み　11月2日㈭までに、センター
所定の用紙で鈴鹿青少年センターへ 

 
第3回鈴鹿高専ワンチップ
コンピュータコンテスト

鈴鹿工業高等専門学校
　 368-1802　 368-1801

kuwabara@info.suzuka-ct.ac.jp

　IC1個でできた安価なコンピュー

タを使ったおもちゃを作って競争し、

プログラムの出来栄えを競います。 

対　象　鈴鹿高専近隣の中学生2
～3人のグループ 

と　き　講習会：10月14日㈯、

15日㈰のいずれか1日、コンテ

スト：11月23日(木・祝) 

ところ　鈴鹿工業高等専門学校 
定　員　10組程度(応募多数は抽選) 
参加料　1組500円(テキスト代) 
申込み　10月11日㈬までに、ファク
スまたは電子メールで、参加者氏

名、中学校名、連絡先を記入の上、

鈴鹿工業高等専門学校へ 

 
MIEF-IATSSフォーラム文化交流会
｢知ってる?あんな国のあんなマナー｣
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月22日㈰　13時30分

～16時30分 

ところ　県総合文化センターレ
セプションルーム 

内　容　各国の文化やマナーの紹介、
民芸品・工芸品などの展示と説明、

チャリティーオークションなど 

参加国　オーストラリア、ブラジル、中国、
カンボジア、インドネシア、ケニア、ラ

オス、マレーシア、ミャンマー、フィリ

ピン、シンガポール、タイ、ベトナム 

参加料　無料 
※詳しくは、(財)三重県国際交流財団

(津市羽所町700番地アスト津3階

　059-223-5006)、または(財)国際

交通安全学会(IATSSフォーラム)(鈴

鹿サーキット内　 370-0511)へ 

 

 

○講座・教室

 
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

◆レベルアップ水泳
対　象　高校生を除く18歳以上で、｢は
じめてみよう水泳｣受講者、またはク

ロールで15m以上25m未満の方 

と　き　11月2日から12月14日ま
で(11月23日を除く)の毎週木

曜日　14時～15時10分(全6回) 

内　容　クロールの練習 
定　員　30人(応募多数は抽選) 
参加料　5,000円 
◆フィットネスヨガ(昼)初級
対　象　高校生を除く18歳以上で、
できるだけヨガがはじめての方 

と　き　11月8日から12月13日ま
での毎週水曜日　13時30分～

14時30分(全6回) 

内　容　ヨガの要素を取り入れ呼吸
を意識しながら行うエクササイズ 

定　員　30人(応募多数は抽選) 
参加料　4,500円 
◆ピラティス(朝)
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　11月2日から12月14日まで
(11月23日を除く)の毎週木曜日　

11時～12時(全6回) 

内　容　体の深部から鍛えるエ
クササイズ 

定　員　25人(応募多数は抽選) 
参加料　4,500円 
申込み　いずれも、10月15日㈰

まで(休業日除く)に直接来場す

るか、ファクスに住所、氏名、年齢、

性別、電話番号、コース名を記入

の上、鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネット(最終日17時まで)

でも申し込みできます。 

※いずれも、大幅に定員に満たない

場合は中止することがあります。 

こころの健康づくりセミナー

市民公開講座｢骨と関節の日｣

鈴鹿高専｢知的財産権セミナー｣

おもしろ自然科学教室

鈴鹿地域職業訓練センター講座

2006・10・518
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'06人権ふれあいコンサート♪少しだけやさしく♪ 
 

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 

リサイクルフェア2006

五輪柔道無差別級金メダリスト
上村春樹さん講演会

ウインターアドベンチャー

第3回鈴鹿高専ワンチップ
コンピュータコンテスト

MIEF-IATSSフォーラム文化交流会
｢知ってる?あんな国のあんなマナー｣

秋季スポーツ教室

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

と　き　11月15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　退職後から老年期のこころの健康 
講　師　鈴鹿厚生病院精神神経科 
　医長　中瀬真治さん 

定　員　70人 
申込み　11月8日㈬までに、電話で、
鈴鹿保健福祉事務所(　 382-8673

　 382-7958　 zhoken@pref.mie.jp)へ 

 
市民公開講座｢骨と関節の日｣
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月14日㈯　14時～16時 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容
◆講演会(14時〜15時30分)
○開会挨拶（村瀬病院院長　塩川

靖夫さん） 

○肩関節の総論(講師：鈴鹿中央

総合病院　稲田均さん) 

○肩関節の外傷(座長：村瀬病院

佐藤昌良さん、講師：鈴鹿中

央総合病院　佐藤憲史さん) 

○五十肩について(座長：浜口整

形外科　浜口謙蔵さん、講師：

鈴鹿回生病院　森田哲正さん) 

○これですっきり！！簡単らくらく肩体操

(座長：むらしま整形外科　村嶋

洋司さん、講師：村瀬病院リハビ

リテーション科　栗本直之さん) 

◆健康相談(15時30分〜16時)
参加料　無料 
※詳しくは、ごとう整形外科(　 367-0510)へ 

 
鈴鹿高専｢知的財産権セミナー｣
鈴鹿工業高等専門学校　 368-1737　 368-1738

ootani@jim.suzuka-ct.ac.jp

とき・内容
○10月6日㈮　16時50分～18時30分 

　実例から学ぶ創造的技術者(㈱タ

イロス企画室長　稲垣謙治さん) 

○10月27日㈮　16時50分～18時30分 

　企業の特許戦略(本田技研元常務

宍戸俊雅さん) 

ところ　鈴鹿工業高等専門学校
視聴覚室 

定　員　いずれも50人 
受講料　無料 
申込み　セミナー前日までに、電話、
ファクス、電子メールで、参加日、

氏名、電話番号を記入の上、鈴

鹿工業高等専門学校へ 

 
おもしろ自然科学教室

県立鈴鹿青少年センター　 387-9811　 387-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学5・6年生 

と　き　11月18日、12月16日、平成
19年1月20日、2月17日の各土曜日 

ところ　鈴鹿青少年センター 
定　員　40人(応募者多数は抽選) 
参加料　毎回1,500円程度 
申込み　10月20日㈮までに、センター
所定の用紙で鈴鹿青少年センターへ 

おわびと訂正 

　9月20日号くらしの情報｢10月1日

から医療制度が変わります｣の記

事中に誤りがありましたので、

おわびして訂正します。 

○高額療養費の自己負担限度額

(70歳未満・一般・3回目まで) 

（誤）8万1,000円 

（正）8万100円

｢CNSニュース｣が週3回更新に
ケーブルネット鈴鹿制作部　 388-1717　 388-3939

　市内のさまざまな出来事や話題

をお伝えしている｢CNSニュース｣。

これまで月・木曜日の週2回更新でし

たが、10月2日㈪から、月・水・金曜日

の週3回更新になりました。これか

らも地域の身近な話題をこれまで

以上に充実してお伝えしていきます。 

■放送時間　毎日9時、12時、16時、
19時、22時、24時からの20分間 

■更新日時　月・水・金曜日の
19時放送分から 
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講座・教室 

　今回で6回目となる人権ふれあい劇場は、これまで

の劇と少し趣向を変えて、クラシックから童謡、ポップ

スと、幅広くオリジナルの曲を通して、多くの人の心の

中にあたたかくしみこむ音楽をめざして結成された｢夢

のかぼちゃ｣による『人権ふれあいコンサート』をお贈

りします。タイトルは｢少しだけやさしく｣。 

　わたしたちは、社会の中で生きていく限り、自分以外

の多くの人とかかわりをもって暮らしていかなければなり

ません。暮らしているまちが、しょうがい者も、高齢者も、

だれにとっても生活しやすい、人にやさしいまちとなるこ

とは、わたしたち共通の願いです。このようなまちにする

ためには、社会のバリアフリー化の推進と併せて、一人

ひとりのやさしい心や、ちょっとした思いやりが必要です。

だれもが自分らしく生きていけることができ、他の人と

共に幸せな生活を送るためには、人権を尊重する精神を、

当たり前のものとして身につけ、お互いの違いを理解し、

認め合い、思いやることが必要です。 

　少しのやさしさで人は救われ、その温もりから明日

への希望が生まれます。このコンサートで“人のやさ

しさ”を感じていただけるのではないでしょうか。 

'06人権ふれあいコンサート♪少しだけやさしく♪
と　き　10月27日㈮　19時開演(30分前開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
出　演　夢のかぼちゃ 
定　員　500人(先着順・整理券なし) 
入場料　無料 
※託児あり(先着10人)。希望者は10月18日(水)までに、

電話、ファクス、電子メールで人権政策課へ 


