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市営住宅の入居者を

募集します
住宅課　 382-7616　 382-7615

jutaku@city.suzuka.lg.jp

　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。

申込者多数の場合は公開による

抽選となります。 

■募集団地
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
　構造：中層耐火造5階 

　募集戸数(優先戸数)：4戸(1戸) 

　家賃：1万8,300円～3万9,200円 

○桜島(桜島町五丁目)
　構造：中層耐火造4階 

　募集戸数(優先戸数)：2戸(0戸) 

　家賃：1万6,500円～3万7,600円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　構造：中層耐火造3階 

　募集戸数(優先戸数)：2戸(0戸) 

　家賃：2万1,100円～4万8,200円 

※募集戸数は平成18年12月15日現在

の戸数です。抽選会までに入居可能

になる部屋も、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12日㈮から1月26日㈮(土・

日曜日を除く8時30分～17時15分)

までに、住宅課に備え付けの申込

書類に必要事項を記入し、必要書

類を添えて、直接、住宅課へ　 

※申込書類をお渡しできるのも1月

12日からです。 

■選考方法
　3月下旬ごろ、公開による抽選

により決定します。 

■入居時期
　平成19年4月上旬予定 

■優先措置
　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。

申し込む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5団地で、随時申し込みを

受け付けており、順番待ちをして

いただいております。 

 
市有財産を一般競争入札に

より売却します
管財営繕課　 382-9675　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

■売払物件(物件A)
所在地　鈴鹿市西玉垣町字市場
1464番2 

地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　182.65㎡ 
用途地域　第1種住居地域 
予定価格　796万9,250円(売却最
低価格) 

■売払物件(物件B)
所在地　鈴鹿市高岡町字七反縄
732番2 

地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　265.53㎡ 
用途地域　第1種住居地域 
予定価格　1,260万2,441円(売却
最低価格) 

■受付期間
　いずれの物件も、1月9日㈫から

24日㈬までの9時30分から16時

まで(土・日曜日を除く) 

※郵送による申込みはできません。 

■受付場所
　管財営繕課(市役所本館10階) 

※入札参加者に必要な資格や入札

参加申込みなど詳しくは管財営

繕課へ 

【現地説明会】
とき・ところ　1月9日㈫ 
○物件A　10時から売払物件所
在地 

○物件B　13時30分から売払物
件所在地 

平成19年度
嘱託保育士を募集します

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

対　象　昭和26年4月2日以降に
生まれた方で、保育士資格を

取得している、または平成19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22日㈪から2月9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

は郵送で子育て支援課へ。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12cm×23㎝程度の

もの)を同封してください。 

※臨時保育士登録も随時受付中です。 

 
交通安全スローガンが

決まりました
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　平成11年から使用していた｢めざ

そう!!シートベルト着用日本一・す

ずか｣に代わり、平成19年から使用

する交通安全スローガンを募集した

ところ、342作品の応募がありました。 

　鈴鹿市交通安全都市推進協議

会専門部会で審査したところ、｢わ

たしたちのまちを愛し、好きになる

ことが、安全で安心、そして交通事

故のないまちづくりにつながる｣こ

とから、次のスローガンを選出しま

した。たくさんの応募をいただきあ

りがとうございました。 

◆最優秀賞
　すきです！交通安全の街・すずか 

　(庄野共進二丁目　鈴木照子さん) 

◆優秀賞
　安全が鈴鹿の道での合言葉 

　(十宮一丁目　伊藤健之介さん) 

◆佳作
　守ろう交通ルール! 

　めざそうマナー・日本一 

　(十宮二丁目　荒井明さん)
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国民年金保険料の納付は

口座振替が便利でお得です
保険年金課　 382-9401　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　口座振替で前納・早割(当月末

振替)を利用し保険料を納めると、

納付書で納めるより安くなります。 

　口座振替手続きは、年金手帳・

預金通帳・通帳登録印をお持ちに

なって、金融機関でお願いします。 

※詳しくは、津社会保険事務所国　

民年金課(　 059-228-9188)へ 

 
子育て情報紙｢バンビーキッズ｣

のスタッフを募集します
子育て支援課　382-7611　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育て情報紙「バンビーキッ

ズ」を作成していただけるボラ

ンティアスタッフを募集します。 

対　象　育児中の方や育児を終
えた方、子育て関係に興味があ

る方などで、年齢は問いません。 

内　容　子育て中のお父さんや
お母さんなどが知りたい内容

を収集し、情報紙で発信します。 

※月に1、2回集まって編集などの

作業を行っています。 

定　員　10人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　1月22日㈪から2月16日㈮
(必着)までに、はがきに、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入の上、

〒513-8701　子育て支援課　

子育て支援総合コーディネー

ターへ 

 
鈴鹿パートバンク・鈴鹿市高年齢者

職業相談室が廃止されます
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　アイリスショッピングセンター2階

に設置されている、ハローワーク鈴

鹿の附属施設｢鈴鹿パートバンク｣

と｢鈴鹿市高年齢者職業相談室｣は、

全国的な施設の見直しの中で、平

成19年3月31日をもって廃止される

ことになりました。 

　これまで実施されてきた職業

相談・職業紹介などの業務はハ

ローワーク鈴鹿(鈴鹿公共職業安

定所)に集約されることになります。 

※詳しくは、ハローワーク鈴鹿 

　(　 382-8609)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿の夏の祭典

第11回すずかフェスティバルの
開催日が8月4日・5日に決定しました
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

と　き　8月4日㈯、5日㈰ 
ところ　弁天山公園、白子駅前、
神戸ほか 

主　催　すずかフェスティバル 
　実行委員会 

※詳しくは、鈴鹿市観光協会 

　(　 380-5595)へ 

すてきな年賀状を募集します

ジェフリーふぇすた2007

企画展
｢赤く塗られた土器｣

◆不動産登記
○インターネットを利用して不動産登記の申請ができます。

この場合、登記の申請情報や添付情報をインターネット

を利用して送信する必要があります。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

○登記事項証明書の送付をオンラインで請求できます。

オンラインで請求されたものは、郵送で交付されます。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

○従来の｢登記済証(権利証)｣に代わって、アルファベットとアラ

ビア数字の12文字の組み合せによる｢登記識別情報｣が通知

され、登記が完了したことを知らせる｢登記完了証｣が交付され

ます。現在、登記名義人が持っている｢登記済証(権利証)｣は、

書面申請において、添付書面として利用することができます。 

○鈴鹿出張所管轄の一筆の土地または一個の建物ごと

に｢不動産番号｣が付され、登記事項証明書、登記識

別情報通知にも表示されます。 

◆商業法人登記
○インターネットを利用して商業法人登記の申請が

できます。ただし、登記の申請書の添付書面が電

磁化されていない場合は、書面で提出または送付

することができます。印鑑の提出はオンラインの

対象にはなっていませんので、今までどおり提出

または送付していただく必要があります。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

○登記事項証明書や印鑑証明書の送付をオンライ

ンで請求できます。オンラインで請求されたも

のは、郵送で交付されます。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

※詳しくは、津地方法務局鈴鹿出張所へ。法務省オン

ライン申請システムのページ(　 http://shinsei .moj. 

　go . jp/ )の｢オンラインによる申請・届出が可能な手

続一覧｣でもご覧いただけます。 

不動産登記と商業法人登記についてオンライン申請を導入します
津地方法務局鈴鹿出張所　 059-382-1171　

　津地方法務局鈴鹿出張所では、1月29日㈪から不動産登記と商業法人登記について、オンライン申請に関す

る事務の取り扱いを始めます。オンライン申請の導入により、次のとおり取り扱いが変わります。 
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ハローワーク 
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神戸小

市役所

神戸高

神戸中

鈴鹿市駅
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1月10日は｢110番の日｣

110番の目的に沿った正しい利用をお願いします

国民年金保険料の納付は
口座振替が便利でお得です

子育て情報紙｢バンビーキッズ｣
のスタッフを募集します

鈴鹿パートバンク・鈴鹿市高年齢者
職業相談室が廃止されます

鈴鹿の夏の祭典
第11回すずかフェスティバルの
開催日が8月4日・5日に決定しました

すてきな年賀状を募集します
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　今年もすてきな年賀状展を開

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。 

募集期間　1月14日㈰まで　 
展示期間　1月19日㈮～25日㈭
※22日(月)は休館です。 

ところ　図書館1階ロビー 
申込み　応募するはがきを持って、
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

お返しします。 

 

 

○催し物

 
ジェフリーふぇすた2007

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

 

 

 

 

 

 

 

　男女共同参画推進条例制定を

記念して、｢ジェフリーすずか　

セカンドステージへ　男女共同

参画社会の実現をめざして｣をテ

ーマに開催します。両日とも条

例制定記念募集作品展示・投票

を行います。 

とき・ところ・内容
◆2月10日㈯　13時から 
　文化会館けやきホール 

○オープニング 

○基調講演｢人生100年すべての
人に居場所と出番｣(講師：樋

口恵子さん(評論家・高齢社会

をよくする女性の会理事長) 

○パネルディスカッション｢生活
の中で活きた条例とするために｣ 

【コーディネーター】
　鈴山雅子さん(三重県男女共同

参画センター所長) 

【パネリスト】
　樋口恵子さん、竹内宏行さん(元

朝日新聞記者)、儀賀美智子さん

(鈴鹿商工会議所女性部顧問)、 

釆びき隆道(市生活安全部長) 

※入場には整理券が必要です。 

◆2月11日㈰　10時から 
　ジェフリーすずか　　 

○一緒に歌いましょう(童謡の会) 

○男女共同参画市民企画支援事

業報告＆座談会 

○アニメビデオ上映会｢生きてます、

15歳。｣｢走れ、ジョン｣｢陽だ

まりの家｣ 

○親子で遊ぼう～パパへのアイデア

ママへのヒント～ 

○手作り作品展示販売 

○ちょっと一服(Agriロマン鈴鹿) 

○創作オブジェ(伝統文化いけば

な子供教室・小原流鈴鹿地区)・

男女共同参画関連の展示など 

※両日とも入場は無料です。 

※詳しくは、チラシ、ジェフリーすずか

ホームページでもご覧いただけます。 

 
企画展

｢赤く塗られた土器｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　1月13日㈯～3月11日㈰
ところ　考古博物館 
内　容　弥生時代後期の伊勢湾
沿岸で花開いたゴージャスな

赤い土器「パレススタイル」を

中心に展示します。 

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

無料です。 

不動産登記と商業法人登記についてオンライン申請を導入します

【メーン標語】
110番　地域を守る　ホットライン

【サブ標語】
知ってますか？　警察相談　#9110

　110番は、県下で10万1,374件(平成17年中の有効受理件数)が通報されて

おり、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、緊急通報に対する警察の対応に少なからず影響がでています。 

　困りごとや悩みごとは・・・
　　 059-224-9110または#9110 

　(プッシュ回線・携帯電話のみ可)へ 

　聴覚障害者の方は次の手段のご利用を
　○メール110番 

　　(携帯電話のみ　 http://mie110.jp) 

　○ファクス110番(　 059-229-0110) 

　110番通報は、落ち着いて次のポ
イントを要領よく
　　いつ、どこで、何があったか、犯人は、

あなたの住所と氏名 

　携帯電話からの110番は、
次のことにご注意を
○移動しながら携帯電話で

通報すると通話が途切

れたり、聞こえなくなった

りします。必ず立ち止ま

ってから通話してください。 

○県境付近の場合は、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。 

2007・1・5

の情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

13

お知らせ 

催し物催し物 催し物 



考古博物館●

不燃物リサイクルセンター●

至 亀山
至 四日市

至 神戸

木田橋鈴鹿川

JR河曲駅

国道１号国道１号

木田橋

境谷遺跡

 

 

○催し物

 
境谷遺跡1次調査現地説明会
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　1月27日㈯　13時30分から
(少雨決行) 

ところ　境谷遺跡(国分町地内) 
 

 

 

 

 

 

 

内　容　発掘調査現場の一般公開。
弥生時代の竪穴住居が多数見

つかっています。 

※当日、直接、現地へお越しください。 

 
健全育成の集い

生涯学習課　 382-7619　 382-9071 
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月28日㈰　13時～ 

　15時45分 

ところ　文化会館けやきホール 
テーマ　守ろう、すずかの子ど
も育てよう、地域のつながり 

内　容
○神戸小学校リコーダー演奏 

○健全育成標語入選者表彰式 

○ジャンボかるた展示 

○市長と語ろう｢私たちの学校生

活・夢・仲間｣(市長と子ども

議員の懇談) 

○講演｢ぞうれっしゃ｣から学んだ

こと～地域における世代を越え

た育ち合い～(講師：作曲家　

藤村記一郎さん) 

定　員　300人 
参加料　無料 
申込み　1月22日㈪までに、往復

はがき(1人1枚)、または電子メー

ルに住所、氏名、電話番号を記

入の上、往復はがきの場合は、

〒513-0801　神戸八丁目9-22

鈴鹿市青少年育成市民会議事

務局(　 382-0713)へ、電子メー

ルの場合は、生涯学習課へ 

※受付後、往復はがきでの申込者へ

は入場整理番号を記入した返信用

はがきを、電子メールでの申込者

へは入場整理券を返送します。 

 
第6回鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

と　き　1月20日㈯、21日㈰
　10時～17時(21日は16時まで) 

ところ　鈴鹿ハンターセンター
コート、サブコートほか 

内　容　ザリガニにさわろう体験、
身近な生き物のぬり絵、紙す

き絵すき体験、リサイクルペ

ーパー使用のペーパークラフト、

魚のキーホルダーづくり、万

華鏡づくり、どんぐりを使っ

た工作、環境マスコットづくり、

自然素材創作コーナー、車椅

子体験、卯の花を使ったコロ

ッケ試食、新種コガネムシ等

昆虫標本展示、エコステージ(マ

ーチングバンド演奏、環境紙

芝居、環境ビンゴ大会、環境

クイズ大会など)、その他環境

関係各種展示あり 

主　催　鈴鹿川流域の環境展実
行委員会 

後　援　三重県、鈴鹿市、亀山市 
※詳しくは、N P O 法人｢すずかの

ぶどう｣(　 387-0767)へ 

 
｢鈴鹿市の研究｣成果報告会

三重大学大学院人文社会科学研究科
　 ・　 059-231-9700

　三重大学大学院人文社会科学

研究科の授業科目｢三重の文化と

社会｣の受講生たちが、市の協力

のもと実施した10カ月間の研究

成果を発表します。 

対　象　市民、学生、行政関係者 
と　き　2月4日㈰　13時30分～

16時30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容
○総合計画から戦略計画へ：SU 

　ZUKAの戦略計画から学ぶ｢戦

略｣の必要性 

○高卒労働市場の変化：鈴鹿地

域を事例として 

○鈴鹿市におけるPFIを導入した

埋立処分地施設建設に伴う最

終処分場のあり方について 

○自動車リサイクルの現状と課題

－三重オートリサイクルセン

ターを事例として 

○鈴鹿市に住む日系南米人の中

学生の就学実態 

○鈴鹿市山麓地域の親族構造 

○大久保町内にみる年齢階梯シ

ステムとその変化 

○大久保町における方位観とそ

の変化 

参加料　無料 
※詳しくは、三重大学人文学部  永田

(　059-231-9700、　mnagata@ 

　human.mie-u .ac . jp)へ 

 

第26回小・中学校書写展
指導課　 382-9028　 383-7878

shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月27日㈯、28日㈰
　10時～17時、29日㈪　10時～

14時 

ところ　ベルシティ2階 イオンホール 
内　容　市立小・中学校児童生
徒の書写作品を展示 

入場料　無料 
 

 

○講座・教室

 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

主催・申込み・問合せ　1月12日㈮
(平日の10時～18時)から、電話

で｢すずかのぶどう｣(　 ・　 387-

0767、　 387-0764)へ 

防災レベルアップ公開セミナー
｢災害時の外国人支援｣

国際理解セミナー｢マレーシア｣
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今、子どもたちとともに考えていきたいこと 
人権政策課　　 382-9011　 382-8188　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

境谷遺跡1次調査現地説明会

健全育成の集い

第6回鈴鹿川流域の環境展

｢鈴鹿市の研究｣成果報告会

第26回小・中学校書写展

パソコン講座

対　象　パソコン初心者の方 
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
　1月17日㈬と18日㈭ 

○基礎2
　1月20日㈯と21日㈰ 

○ワード基礎
　1月25日㈭と26日㈮ 

○ワード応用
　1月23日㈫と24日㈬ 

○エクセル基礎
　1月27日㈯と28日㈰ 

午後の部：13時30分から
○基礎1
　1月25日㈭と26日㈮ 

○基礎2
　1月27日㈯と28日㈰ 

○ワード基礎
　1月17日㈬と18日㈭ 

○エクセル基礎
　1月20日㈯と21日㈰ 

○エクセル応用
　1月23日㈫と24日㈬ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各10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1,050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) 

 
防災レベルアップ公開セミナー

｢災害時の外国人支援｣
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintawa@city.suzuka.lg.jp

　これまで各地で起こった自然災

害の際、外国人住民は地域に取り

残され孤立するような状況がありま

した。阪神・淡路大震災、新潟中

越地震での事例から、地域でのサ

ポート体制を考えます。講師の田

村さんは、両震災で外国人住民支

援を行ってきた方です。今回のセミ

ナーは、県内では初めての試みで

すので、奮ってご参加ください。 

と　き　1月31日㈬　13時30分～

16時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 

内　容　講演｢災害
時の外国人支援｣、

｢災害時に役立つ！

通訳・翻訳ハンド

ブック｣を使った

ケーススタディ 

講　師　田村太郎さん(特定非営利
活動法人多文化共生センター理事) 

主　催　三重県 
入場料　無料 
 
国際理解セミナー｢マレーシア｣

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　マレーシアの生活、文化につ

いて、触れてみませんか。 

と　き　平成19年1月20日㈯
　13時30分～15時 

ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　70人(先着順) 
参加費　無料 
申込み　平成19年1月12日㈮までに、
電話、または電子メールで鈴鹿

国際交流協会へ 

　最近、テレビや新聞などで、いじめによる痛ましい

事件が数多く報道されています。 

　子どもたちの多くは、本来「いじめはいや。なくしたい」

とか「いじめる側にも、いじめられる側にもなりたくない」

という思いを持っています。 

　しかし、いざ自分の目の前でいじめが起きると、「何も

できなかった」とか「自分がいじめられるといやだから・・・」

と、いじめに同調したり、無関心を装ったりしてしまい、

結果的にいじめに加担してしまうというケースもあります。 

　こうしたいじめの問題と身近に接しながら、日常生

活を生きている子どもたちに、今、わたしたち大人は、

何ができるのでしょうか。 

　子どもたちは、地域・学校・家庭など身近な大

人たちの姿から身の回りのいじめや差別の問題に

どう向き合うか学んでいます。 

　身近にいる大人が「いじめられる側にも問題がある」

とか「そんなことはよくあること」と考えていると、身の

回りで起きているいじめの問題に気付けなかったり、

いじめられている子が自分の気持ちを出せずに一人で

抱え込んでしまう結果になることもあります。 

　いじめの発生は、子どもたちの周りの雰囲気や環境

によって大きく左右されると言われています。 

　今、ぜひ子どもたちと「いじめをなくしたい」という

思いを共有し、「いじめは重大な人権侵害である」と

いうことを確かめ合うとともに、いじめを生まない社会

環境をつくっていきたいものです。 

　また、いじめの解決は、本人やそれに気づいた者が

だれかに告発することから取り組みが始まります。

そのためには、周りの大人が子どもの状況をしっかりと

つかむとともに、ふだんから子どもと何でも相談できる

つながりをつくっていくことが大切です。いじめを周りの

大人に、何らかの形で伝えることがいじめをなくす

ための大きな一歩となります。 

　わたしたち一人ひ

とりが子どもたちの声

をしっかりと受け止め、

いじめのない社会に

するために、子ども

たちと一緒に考え合

っていきましょう。 

2007・1・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

講座・教室 

催し物 


