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就業構造基本調査に 
ご協力ください 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　総務省では、国民の普段の就

業・不就業の状態を調べるため、

10月1日に就業構造基本調査を実

施します。調査の対象となった

世帯に統計調査員が伺いますので、

ご協力をお願いします。 

 
納税の夜間窓口を 
開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月30日㈭、31日㈮
　20時まで 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

 
し尿収集を休業します 

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

　8月12日㈰から15日㈬までし尿

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。 

 
特別児童扶養手当などの 
所得状況届の手続きを 

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

　特別児童扶養手当の受給資格

者の方は、8月13日㈪から9月10

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。

手続きがない場合、8月以降分の

手当は支給が停止されますのでご

注意ください。 

　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。 

　各手当の対象者の方には事前

に案内文書を郵送します。 

 
鈴鹿市行財政改革 
推進委員会を開きます 

総務課　 382-9005　 382-2219
somu@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月9日㈭　19時～21時、

9月27日㈭　19時～21時 

ところ　市役所本館12階1204会議室 
内　容　鈴鹿市行財政改革計画
について 

※会議開始30分前から傍聴を受け付けます。 

 
あなたの家にも 
住宅用火災警報器の 
設置が必要です 

予防課　 382-9157　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

　すべての住宅(既存住宅への猶

予期間は平成20年5月31日まで)に

住宅用火災警報器(煙式)の設置義

務があります。住宅用火災警報器

は寝室や二階に寝室がある場合は

階段にも設置する必要があります。 

◆設置場所
　できるだけ早く煙をキャッチでき

るように、次の場所に設置しましょう。 

○天井に取り付ける場合　壁や
梁から60㎝以上離す。エアコ

ンや換気口の吹き出し口から

1.5m以上離す。 

○壁に取り付ける場合　天井か
ら15㎝以上離れた50㎝以内の

範囲に取り付ける。 

◆悪質な訪問販売にご注意
　住宅用火災警報器の悪質な訪

問販売が増えることが予想されます。

｢消防署から来ました。住宅の部屋

全てに住宅用火災警報器を設置し

なくてはなりません｣といって不適正

な価格・無理強い販売などを行う

業者にご注意ください。 

※住宅用火災警報器は、クーリングオフ

の対象です。契約などのトラブルが起

こった場合は鈴鹿亀山消費生活セン

ター(　375-7611)にご相談ください。 

 
｢市民救急の家｣を募集します 

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

　救急車が現場に到着するまでの

間に、適切に応急処置を実施して

いただける人材の育成と、災害時な

どにおける市民の自助、共助意識の

向上を図るもので、救急箱を備え｢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

応いただくとともに、大規模な災害

時などにおいても可能ならば人命の

救助にあたっていただきます。 

対　象　市内に在住し、本事業の
趣旨をご理解いただける方 

とき・内容　9月9日㈰　13時から
16時まで救急法講習会を行い、終

了後、委嘱状と救急箱を配布します。 

ところ　コミュニティ消防センター 
応募人数　30人程度 
申込み　8月6日㈪から24日㈮までに、
電話で消防本部消防課へ 

 
幼稚園児を募集します 

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

◆平成20年度市立幼稚園
対　象
○4歳児　市内在住で、平成15年
4月2日から平成16年4月1日ま

でに生まれた幼児 

○5歳児　市内在住で、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 

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、定員は旭が丘70人、その

他35人(応募多数の場合は抽選) 

○5歳児　市内の市立幼稚園全23
園で募集し、希望者は全員入園

できます。 

申込み　8月6日㈪から各幼稚園で
「入園願」を配付し、9月3日㈪か

ら21日㈮(土・日曜日、祝日を除く、

8時30分～17時)まで受付します。

直接、入園希望の幼稚園へ 

はり 

お 知 ら せ  
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※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が条件です。 

※すべての職種について、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方 

申込み　8月6日㈪から24日㈮(土・日曜日を除く8時30分～17時15分、郵送の場合は8月24日㈮ 17時15分到着分

まで有効)までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ提出してください。 

※申込書の請求は、人事課へ直接、または郵便で請求してください。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｣と記入の上、返信用封筒(あて先を記入の上、90円切手をはった12cm×23cm程度のもの)を必ず同封してください。また、市ホーム

ページ｢人事・職員採用コーナー(トップ⇒行政ガイド⇒人事・職員採用⇒職員採用⇒採用試験案内)｣からも入手できますのでご利用ください。 

【第1次試験】
と　き　9月16日㈰　9時から　ところ　○消防以外の職種：鈴鹿医療科学大学　○消防：鈴鹿市コミュニティ消防センター 

平成20年度採用市職員を募集します　人事課　 382-9037　 382-2219　 jinji@city.suzuka.lg.jp

◆募集職種・採用予定人数・受験資格
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

○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、特別支援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20年3月末日までに卒業見込の方で、昭和47年4月2日以降生まれの方 
○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遂行が可能な方 
○活字印刷文による出題に対応できる方 

事務2 

15人程度 

企画、庶務、予算、経理、
調査、指導などの一般
行政事務 

○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20年3月末日までに
卒業見込の方)で、昭和56年4月2日以降生まれの方 

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20年3月末日までに卒業見込の方)で、昭和58年4月2日以降生まれの方 

③高校卒(学校教育法に定める高等学校、特別支援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20年3月末日までに卒業見込の方)で、昭和60年4月2日以降生まれの方 

※消防のみ、青色、赤色、黄色の色彩識別ができる方 

○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、特別支援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20年3月末日までに卒業見込の方で、昭和52年4月2日以降生まれの方 

消防 

5人程度 

火災予防、救急、救助、

消火活動などの消防

業務

電気 

2人程度 

電気工事の設計、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

管理等の技術的業務

配水池施設の維持管理、水

質調査などに関する業務

機械 

1人程度 

化学 

1人程度 

保健師 

2人程度 

保育士 

2人程度 

幼稚園教諭 

2人程度 

保健福祉に関する相談

幼児の保育業務

○昭和52年4月2日以降生まれの方

○保健師免許を取得の方、または平成20年3月末日までに取得見込の方

○昭和52年4月2日以降の生まれの方

○保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取得の方、または平成20年3月末日までに取得

見込みの方

事務1 

(身体障害者対象) 

2人程度 

※併願はできません。 

◆平成20年度私立幼稚園
対　象　3歳児(平成16年4月2日
～平成17年4月1日生)、4歳児

(平成15年4月2日～平成16年

4月1日生)、5歳児(平成14年4月

2日～平成15年4月1日生) 

申込み　8月1日㈬から各幼稚園で
入園願書を配布し、9月3日㈪から

受付します。直接、入園希望の

幼稚園へ 

○すずか幼稚園　　382-3272(代) 

○第2すずか幼稚園　386-6129 

○どうはく幼稚園　378-6713(代) 

○白百合幼稚園　386-6228 

○白子ひかり幼稚園　386-1150 

○サン幼稚園　372-2123 

○第1さくら幼稚園　380-0188(代) 

○第2さくら幼稚園　378-4085(代) 

※平成20年度内に3歳の誕生日を迎

えた幼児は、どうはく幼稚園、白

子ひかり幼稚園、第1・第2さくら

幼稚園の4園で入園できます。 

 
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.lg.jp

　100歳以上の方はお宅を訪問し

て贈呈し、白寿・卒寿・米寿・

喜寿の方は9月に業者配達でお届

けします。 

対　象
○100歳以上 

　(明治41年3月31日以前の生まれ) 

○白寿99歳 

　(明治41年4月1日～42年3月31日生まれ) 

○卒寿90歳 

　(大正6年4月1日～7年3月31日生まれ) 

○米寿88歳 

　(大正8年4月1日～9年3月31日生まれ) 

○喜寿77歳 

　(昭和5年4月1日～6年3月31日生まれ)
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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.lg.jp

　8月6日、8月9日に広島市、長

崎市で、原爆死没者のめい福と

世界恒久平和祈念を願う式典が

行われます。また、8月15日には、

日本武道館において、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。 

　それぞれの式典の中で、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、

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分から 
長崎市　8月9日㈭　11時2分から 
全国戦没者追悼式　8月15日㈬　
12時から 

 
ハチの被害が多い季節です 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.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出を

行っています。希望される方は

環境政策課へ電話で予約をして

ください。 

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。香水の匂

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　ハチの巣の形状・
位置・周囲の状況などを観察し、

防護服、ハチ駆除専用スプレー、

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　安全のため除去時には、
防護服を着用してください。巣

にハチ駆除専用スプレーを掛け、

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

潰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です。駆除業

者へ相談されることをお勧めします。 

下水処理場を見学できます 

下水管理課　 382-7641　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　三重県下水道公社南部浄化セ

ンターでは、随時見学を受付し

ています。下水道の状況や下水

処理の仕組みについて、わかり

やすく説明します。事前に電話

で申し込んでください。 

問合せ　三重県下水道公社南部
浄化センター(四日市市楠町北

五味塚1085-18　 397-7411(平日

8時30分～17時15分　397-7413) 

 
収穫後の稲わらや草刈り後
の草などは早期に処理を 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.jp

　10月初めから、市沿岸部では

ノリの種付けが始まり、冬の風

物詩ともなっている伊勢湾の黒

ペットのしつけと飼い主のマナーを守りましょう 

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

　イヌやネコなどのペットによる鳴き声・フン害などの苦情が多く寄せられています。ペットを飼っている

方はマナーをよく守り、周りの人の迷惑とならないよう十分心掛けましょう。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  

○イヌの飼い主には、イヌごとに登

録と毎年の狂犬病予防注射が法

律により義務付けられています。

室内・室外の飼育にかかわらず

必ず登録・注射を受けましょう。 

○放し飼いは危険ですので必ずく

さりなどでつなぎましょう。 

○散歩中のフンの後始末をしない

ことは、そこが他人の家の敷地

や庭であれば、その人に対して

損害賠償責任を負うことになり

ます。公共の場であっても軽犯

罪法によって罰せられることが

あります。 

○イヌを屋外で飼う場合、ムダ吠

えで近所の迷惑にならないよう

にしましょう。 

○ネコは、飼い主の知らないところで、

近所に迷惑を掛けていることがありま

す。ネコ自身を交通事故や病気から

守るためにも屋内飼育に努めましょう。 

○飼い主のわからないネコに安易に

エサを与えないようにしましょう。住

み着いたネコがさらに子ネコを生み、

より多くの不幸なネコを増やすこと

にもつながります。またフン尿や鳴

き声などにより近所の迷惑になります。 

〇近隣住民に迷惑を掛けているマ

ナーの悪い飼い主に対しては県

から直接指導を行っています。 

○繁殖を望まない場合は不妊・去

勢手術を受けましょう(手術費の

助成金を受けることもできます。

詳しくは環境政策課へ)。 

○愛情を持って最後までペットの面

倒を見るのが飼い主の義務です。

ペットを捨てることは法律で禁止さ

れており、50万円以下の罰金に

処せられる場合があります。 

　近隣住民に迷惑を掛けている

飼い主が特定できる場合や、や

むをえない事情に

よりペットが飼え

なくなって、新しい

飼い主が見つから

ない場合は、県鈴鹿

保 健 福 祉 事 務 所

(　382 -8674 )へ

ご相談ください。 



272007・8・5

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 

ノリ養殖がシーズンを迎えます。 

　市内のノリ生産は県下有数の

生産量を誇ります。 

　しかし、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、河川や水路の流末には多

くの排水施設があり、台風の時など

排水ポンプを運転するとき、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。 

 
ポルトガル語対応嘱託職員

を募集します 

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

対　象　次のすべての条件を満
たす方 

○日常会話程度のポルトガル語

および日本語のできる方(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

およ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
○窓口での外国人の対応、通訳 

○ポルトガル語刊行物、印刷物

の翻訳など 

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 
採用希望時期　平成19年10月1日
㈪から 

申込み　8月23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、〒5 1 3 - 8 7 0 1　

市民対話課へ 

※募集案内や試験申込書は、直接ま

たは郵便、電子メールで請求して

ください。郵便で請求する場合は、

封筒の表に｢試験申込書希望｣と朱

書きし、返信用封筒(あて名を明

記し、90円切手をはった12㎝×

23㎝程度のもの)を必ず同封して

ください。 

【採用試験】
と　き　9月2日㈰　9時30分から 
ところ　市役所本館12階1201会議室 
内　容　面接と筆記試験(日本語
とポルトガル語) 

 
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.lg.jp

　中小企業退職金共済制度(中退共)

は、中小企業で働く従業員のための

外部積み立て型の国の退職金制度

です。掛金助成や税法上の優遇など、

有利な特典があります。安全で確実

な中退共制度をぜひご利用ください。 

○適格退職年金制度からの移行先

です。 

○掛金の一部を国が助成します。 

○掛金は全額非課税です。 

○管理が簡単です。 

○掛金以外の経費がかかりません。 

問合せ　中小企業退職金共済事
業本部　 03-3436-0151(代)、名

古屋退職金相談コーナー　 052-

681-8951

第35回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 

第82回天皇杯・第73回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会 

平成18年度全日本卓球選手権大会 

第46回大阪国際招待卓球選手権大会 
 

第33回全日本クラブバスケットボール選手権大会 

第45回全日本ボウリング選手権大会 

第29回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 

第59回東京卓球選手権大会 

第6回全国小学生ソフトテニス大会 

第20回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 

第38回全国ミニバスケットボール大会 

神埼市長旗争奪第18回全国選抜中学生剣道大会 

第8回全国中学生選抜卓球大会 

第4回全国ホープス選抜卓球大会 

第18回都道府県対抗中学生ソフトテニス大会 

第2回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 

第15回全日本春季大会 

浜口朋子・高原一恵・浜口謙蔵・横山勉・中村喜代孝 

新實智子・井ノ上みどり 

梶原源太・森永愛理・松井夏美 

梶原源太・森永愛理・松井夏美・曽我美咲・村上悠馬・ 

宮崎望・西川千裕・池田愛美・神京夏・伊藤理 

新實智子・井ノ上みどり 

中村喜代孝・浜口朋子 

打田謙人・山中香澄・元永航揮 

梶原源太・森永愛理・松井夏美・村上悠馬・西川千裕 

佐藤悠・塚本祐也 

楠木清香・徳田みらい・松浦彩乃・三宅勝 

郡山ガールズ・清和ミニバスケットボールクラブ 

神戸中学校 

天栄中学校 

神京夏・桜井敬修・伊藤理・北川夢香・杉野純 

芦谷健士郎・宇杉直記・雨堤健吾 

白子中学校 

鈴鹿ブルズ 

平成18年度全国大会以上出場者および顕著な成績 

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

　｢鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言｣制定に伴い、全国規模以上の大会に出場した団体・個人を、半年単位で

お知らせします(平成18年10月～19年3月スポーツ課把握分・平成19年1月～3月開催分)。 

※全国中学校体育大会、全国高等学校体育大会、全国高専体育大会、国民体育大会は除きます。 

１
月

２
月

３
月
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くらしの情報 

お 知 ら せ   

 
年金に関するお問い合わせは
｢ねんきんダイヤル｣へ 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　｢ねんきんダイヤル｣は次の電

話番号に一本化されました。 

ねんきんダイヤル
0570-05-1165

※　0570-07-1165は廃止となりました。 

※電話料金は一般の固定電話の場合は、

接続先にかかわらず市内通話料金

でご利用いただけます。 

受付時間
○月～金曜日　8時30分～17時15分 

※月曜日(休日の場合は火曜日)は　

19時まで受付 

○第2土曜日　9時30分～16時 

※毎年11月のみ第2と第4の土曜日、

日曜日は9時30分～16時受付 

※祝日、12月29日～1月3日はご利

用できません。 

※IP電話やPHSからは、 03-6700-

1165へ 

◆加入記録を知りたい方は、　0120-

657830(加入記録の照会のみ)へ 

◆国民年金加入・保険料の納付(申

請免除・学生納付特例)に関する

お問い合わせは、津社会保険事務

所国民年金課　 059-228-9188へ 

◆事業所の健康保険・厚生年金

(加入)に関するお問い合わせは、

津社会保険事務所業務課　 059-

228-9112へ 

 
交通死亡事故が 

連続して発生しています 

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

◆交通死亡事故が連続して発生
〇6月22日㈮21時7分ごろ
　甲斐町地内で普通乗用車が堤

防道路から転落
〇6月29日㈮８時18分ごろ
　高岡町地内の市道交差点で普通乗

用車と自転車が出会い頭に衝突 
　本市では6月30日現在、6件6人の交

通死亡事故が発生しています。中でも

6月は、中学生が交通事故の被害者と

なるなど悲しい事故が続いています。 

◆｢止まる･見る･待つ｣を徹底しよう
　ちょっとした気の緩みが悲惨

な交通事故につながっています。

まず交差点などに差し掛かったら 

○｢止まる｣習慣を身に付け
○｢前・左右｣を確認して
○車が来たら｢待つ｣
　を徹底してください。 
※このことは幼児から高齢者まで全

ての市民に共通することです。 

◆危険を予測してください

　道路は自分だけの道ではありま

せん。交差点やカーブなどの見通

しの悪い場所では、必ず車両や歩

行者がいるものと予測してください。

交通事故はやり直しがききません。

自らが交通事故の当事者とならな

いよう、交通ルールの厳守とマナー

の実践に努めましょう。 

 

ホームページの 
市民情報掲示板に掲載する
情報を募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　市民情報掲示板は、市ホームペー

ジからイベントのお知らせやサークル

のメンバー募集などの情報を、市民

の皆さんが自ら発信する掲示板です。 

　掲示板には、イベントなどの開催1

カ月前から掲示できます。市民情報

掲示板の利用規定をご了承の上、ど

しどしご利用ください。 

市民情報掲示板

   http://www.city.suzuka.lg.jp/

bbs/form.html

青色回転灯パトロール隊が市内で活躍中です 青少年課　 382-9055　 382-9053 　seshonen@city.suzuka.lg.jp

　7月6日㈮、今年度、新たに発足した6つの小学校区

の青色回転灯パトロール隊と鈴鹿市民安全パトロール

代表者連絡会(会長：玉垣地域安全推進連絡協議会　

上條好三さん)など25団体が集結し、市役所西ロータリ

ーで、青色回転灯パトロール隊出発式が行われました。 

　出発式では、安全安心パトロールのベストの配布、

C-BUS用｢みんなで守ろう鈴鹿の子｣と書かれたス

テッカーの贈呈などが行われた後、各団体が一斉

にパトロールへ出発しました。 

　本市の青色回転灯パトロール隊の数は県内でト

ップとなり、自治会長をはじめ、地域や保護者の

方など多くのボランティアにより、児童生徒の登

下校時の見守り活動だけでなく、夏休みにも防犯

パトロールを実施するなど、安全で安心な環境づ

くりを推進しています。 

　特に、鈴鹿市民安全パトロール代表者連絡会は、

平成18年度に警察庁による｢地域安全安心ステーショ

ン｣モデル事業実施地区として、鈴鹿警察署とも連携

した自主防犯パトロール活動に取り組んでいます。 

　この活動は、平成9年に玉垣地域安全推進連絡

協議会が結成されたことに始まり、夜間パトロー

ルなどにより、路上駐車の撲滅や公共施設の破損

箇所点検、青少年への声かけなどによる非行防止

活動など、犯罪に

強いまちづくりに

向け、地域の安全

安心を確保するた

めの先導的な活動

が展開されています。 

夜間パトロールの様子

出発式の様子

夜間パトロールの様子

出発式の様子
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職種・定員　三重県警察官A(男性25人)、三重県警察官B(男性28人、
女性2人)、警察事務B(5人)、警察事務C(2人) 

受付期間　いずれもの職種も、8月1日㈬～31日㈮ 
【採用試験】
○警察官A　　　　9月15日㈯、16日㈰ 
○警察事務B・C　9月23日㈰ 
問合せ 
○三重県人事委員会　 059-224-2932　http://www.pref.mie.jp/ 
○三重県警察本部警務部警務課採用係
　　059-222-0110　0120-333-247　http://www.police.pref.mie.jp/ 

○鈴鹿警察署警務課　 059-380-0110 
※最寄りの交番・駐在所へもお問い合わせください 

平成20年4月採用の 

三重県警察官・職員を募集します 

○警察官B　9月16日㈰ 

日本語で在住外国人に 
日本語を教えませんか 

㈶鈴鹿国際交流協会

 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　市内には約1万人の外国人が住

んでいます。日本語で外国人に

日本語を教えるボランティア養

成講座を開催します。 

と　き　9月8日㈯　10時～16時 

※昼食は各自。 

ところ　文化会館第一研修室 
内　容　日本語を教えるための
テクニックの習得 

講　師　船見和秀さん(伊賀日本
語の会テクニカルアドバイザー) 

定　員　50人(先着順) 
参加料　一般300円(資料代・賛
助会員は無料)　 

申込み　8月30日㈭までに、はがき、
ファクス、電子メールで、〒513-

0801　神戸一丁目1-1近鉄ビル3

階 ㈶鈴鹿国際交流協会へ 

 
第10回鈴鹿国際大学 

外国人日本語スピーチコンテスト
の出場者を募集します 

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

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28日㈰　10時から 
ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　日本語によるスピーチ
(5分以上7分以内)でテーマは自

由です。 

申込み　9月20日㈭までに、所定
の応募用紙に必要事項を記入

の上、スピーチ原稿(A4用紙・

ワープロ印字・未発表作品)と

ともに、郵便で、〒510-0298

鈴鹿市郡山町663-222　鈴鹿国

際大学国際交流センターへ 

※実施要領・応募用紙は、電話、は

がき、ファクスで請求してください。 

※事前審査を行い、10月5日(金)まで

に本選会出場資格者を7人程度発

表し、本人に通知します。 

問合せ　同大学国際交流センター
　・　059-372-3944　kokusai@ 

　suzuka-iu.ac.jp　http://www. 

　suzuka-iu.ac.jp 

 
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 　363-8111 　363-8116
hhokusad@hhokus.mie-c.ed.jp

　北星高校は、午前・午後・夜

間の3部制の定時制と木曜日・日

曜日2コースの通信制を併設し、

半年ごとに単位認定、入学、卒

業がある新しい学校です。 

秋期入試日　9月23日㈰ 
試験内容　作文、面接 
※転・編入試験も同様に行います。 

定　員　定時制昼間部普通科・
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 

申込み　9月12日㈬～19日㈬ 
合格発表　9月26日㈬ 
◆通信制入学ガイダンス
と　き　8月26日㈰から 
ところ　県立北星高等学校 
※詳しくは、お問い合わせください。 

 

 

 
防火マンガ上映会 

消防署本署　 382-9165　 382-9166 
honsho@city.suzuka.lg.jp

とき・ところ
○8月11日㈯
　鈴峰分署(　371-0119)

○8月12日㈰
　南分署(　386-0630) 

○8月18日㈯
　本署(　382-9165)

○8月19日㈰
　加佐登公民館(北分署　378-

0330) 

○8月26日㈰
　西分署(　370-2119) 

○8月29日㈬
　東分署(　384-0119)   

※時間はいずれも10時～11時30分 

内　容　子どもたちに火遊びや
火災の恐ろしさを学んでいた

だくために上映します。 

定　員　本署100人、各分署50人 
参加料　無料 
申込み　開催日前日までに、電
話で各消防署へ 

 
第14回鈴鹿市グラウンド・

ゴルフ大会 

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

対　象　市内在住の方 
と　き　9月23日㈰(雨天の場合

は30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 

表　彰　ブロック別での個人戦 
参加料　無料 
申込み　8月24日㈮(必着)までに、

郵便で、〒510-0231　江島台

一丁目2-14　鈴鹿市グラウンド・

ゴルフ協会事務局　山出美治

(　090-3480-2448)へ 

催 し 物  

夜間パトロールの様子

出発式の様子
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子育て支援事業 
｢みんなで子育て　親育ち｣ 

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

対　象　就学前の子どもと保護者 
と　き　9月2日㈰　13時30分～

16時30分(13時受付) 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内  容
○第一部　講演会(講師：大妻女子

大学家政学部児童学科准教授　

田代和美さん) 

○第二部　親子のふれあい 

※中学校区ごとに保育所(園)・幼稚園・

小学校の交流や連携の様子をポス

ターセッションで紹介します。 

定　員　200人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　直接または電話で、各
幼稚園、指導課へ 

※託児有り(3～5歳児) 

 
伊勢型紙新作展 

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

と　き　8月18日㈯～30日㈭　10
時～16時(最終日は15時まで。

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　新作型紙と見本染めの展示、
古代型紙の展示、裃・ミニ着物・

ふくさの展示、富久絵の型紙展示、

富久絵の型紙体験彫り 

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 
 
鈴鹿市地震防災訓練 

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

　9月1日の｢防災の日｣に、神戸小学

校区の住民の皆さんを主体とした地震

防災訓練を実施します。防災を考え、

体験する場として、ぜひご来場ください。 

と　き　9月1日㈯　13時～17時 

　(警報発令時は中止) 

ところ　神戸小学校・神戸公民館 
内　容 
○実地訓練(避難・消火・給水訓練など) 

　13時から(神戸小学校グランド) 

○車座懇談会｢防災～自分たちが

できること～｣　15時30分から

(神戸公民館：定員50人(先着順)) 

※懇談会参加希望者は、電話で市民

対話課(　 382-9004）へ 

 
防犯講演会 

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

と　き　8月29日㈬　18時45分～21時 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容　｢犯罪のない安心で安全な
鈴鹿市をめざして｣をテーマとした

講演とパネルディスカッション(講

師・コーディネーター小宮信夫さん

(犯罪社会学日本第一人者)) 

主　催　(社)鈴鹿青年会議所 
参加料　無料 
問合せ　(社)鈴鹿青年会議所  
　　382-6288　http://homepage3. 

　nifty.com/suzukajc/ 

トイなおす(おもちゃ病院) 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.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。希望者は、当日おもちゃを

お持ち込みください。当日、都合

の悪い方は、事前に廃棄物対策

課への持ち込みも可能です。 

　修理後は、廃棄物対策課まで

取りに来ていただきますので、

あらかじめご了承ください(当日

修理完了分は、当日お渡し可能)。 

※保管期間は1年です。廃棄物対策課から連絡

がありましたら、早めに引き取りに来てください。 

と　き　8月19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、幼児用電動バイク類、楽器類など。 

※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。 

 

○講座・教室

 
鈴鹿市いきいき健康水泳教室 

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

対　象　市内在住の60歳以上の方
(水中ウオークのできる健康な方) 

と　き　9月6日㈭から10月25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 
内　容　水中ウオーク(泳法指導
はありません) 

参加料　2,000円 

※参加者は、鈴鹿市在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成19年度前期に当該教室に参加していない方を、弓道

教室は3段以下の方を優先的に先着順に受付します(一人につき1教室1枚のみ)。 

※平成19年度の前期教室に参加された方は、定員に達した場合は抽選

します(受付期間は同じ)。 

※いずれの方も受付時に参加料を添えて、各会場

で申し込んでください。 

※参加料には、スポーツ保険料(大人1人1,500円、

中学生以下1人500円)を含みます。 

※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。 

平成19年度後期スポーツ教室　市立体育館　 387-6006　 387-6008

教室名

対　象

と　き

ところ

定　員

参加料

申込み

バ ド ミ ン ト ン

一般男女

9月から3月までの土曜日
9時30分〜11時30分（全15回）

市立体育館

50人

4,500円

8月15日㈬13時〜23日㈭12時　

弓　　　　　道

一般男女

9月から11月までの水曜日
9時30分〜11時30分（全12回）

市武道館

30人

4,000円

8月15日㈬13時〜23日㈭12時　

な　ぎ　な　た

小学生以上男女

9月から11月までの水曜日
19時〜20時30分（全12回）

市武道館

定員なし

中学生以下3,000円　高校生以上4,000円

８月30日㈭まで

くらしの情報 

催 し 物  

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

あなたメッセージからわたしメッセージへ～子育てを通して～ 

の 8 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・・2期
○国民健康保険税・・・・・・・2期
【納期限は8月31日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 

定　員　50人(先着順) 
申込み　8月8日㈬から31日㈮ま

でに、印鑑と参加料を持参の上、

スポーツ課へ 

 
第13回高次脳機能障害者 
地域支援セミナー 

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

　高次脳機能障害の普及啓発の

ため、セミナーを開催します。 

対　象　一般、家族、医療福祉
行政関係者など 

と　き　8月26日㈰　13時～15時
(受付は12時30分から) 

ところ　三重県総合文化センター
視聴覚室 

内　容　高次脳機能障害のリハビ
リテーション、家族会の取り組み

についての講演 

定　員　140人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　電話、ファクスで、三重県
身体障害者総合福祉センター

(　059-231-0155　059-231-0694)へ 

 
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.lg.jp

　市民の皆さんが企画した男女

共同参画社会づくりにつながる

事業を協働で開催します。 

◆Enjoy子育て　鈴鹿2007
　〜キーワードはようこそ先輩〜

　子育て中の方や、子育てに関心のあ

る方を対象に、母親も父親もともに子育

てを楽しむための講演会を開催します。 

と　き　9月7日㈮　10時30分～

12時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　講演会｢子育てを楽しもう
～！！｣～先輩たちからの応援メッセ

－ジ～(講師：鈴木照美さん(マタ

ニティハウスひまわり・助産師)、原

弘子さん(スイング・スリング代表)) 

主　催　NPO法人21世紀の子育
てを考える会.鈴鹿 

定　員　50人 
参加料　無料(予約不要・先着順) 
託　児　1歳以上で定員35人、一人
300円(要予約、9月1日㈯までに、

電話で福本(　090-1415-3749)、

または電子メールでNPO法人

21世紀の子育てを考える会.鈴鹿

(　ko s o d a t e 2 1 suzuka@hot  

　mai l . com)へ) 

※1歳未満乳児は一緒に入場できます

(1歳未満乳児の託児は要相談)。 

◆ぷちカル講座Part2
　自己表現のためのスキルアップ

連続講座。コミュニケーションを深め、

新しい出会いやネットワーク作りを

一緒に楽しみましょう。 

とき・内容
○9月8日㈯
　魅せる声になる～発声の基本～ 

○11月10日㈯
　身体を整える～歩き方～ 

○12月22日㈯
　感性に出会うために～絵手紙教室～ 

※時間は、いずれも13時30分～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
主　催　エンパ会 
定　員　各回20人程度(全講座受
講生優先) 

参加料　各回500円 
申込み　8月26日㈰までに、住所、
氏名、連絡先を記入の上、ファクスか

電子メールで角井(　383-4731

　enpa2007pc2@yahoo.co.jp)へ 

 
三重県盲ろう者通訳・介助者

養成研修会 

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

対　象　県内在住者で全日程出
席できる方 

と　き　10月6日㈯、21日㈰、11月
3日㈯、10日㈯、12月1日㈯、8日㈯ 

ところ　三重県身体障害者総合
福祉センター 

内　容　盲ろう者通訳、介助者の
養成研修 

定　員　20人 
受講料　2,000円 
問合せ　(社)三重県身体障害者福
祉連合会　059-232-6803

　毎日の子育ての中でどんな言葉を子どもにかけるこ

とが多いですか。まず、朝起きて子どもにかける言葉

を考えてみてください。いつの間にか子どもに｢あなた

が・・・｣とあなたに向けたメッセージを多く伝えている

ことがありませんか。たとえば｢早くしなさい｣｢なぜ、あ

なたはきちんとできないの｣と子どもに対して命令、禁止、

指示の言葉を多くかけてはいないでしょうか。 

　このようにして、毎日、言われ続けた子どもは、いつの間

にか｢早くすることは、いいこと｣｢遅いことは、悪いこと｣｢きち

んとできる子は、良い子｣｢できない子は、悪い子｣との価値

観を持ち、やがて、園や学校・社会の中で相手をみる眼と

してつながっていくこともあります。知らず知らずのうちに差

別につながっていくことを生み出していることもあるのです。 

　家庭の中で子どもの人権感覚が養われていくこと

がたくさんあります。人の心に思いを届けるには、｢わ

たしは○時までにしてほしいわ｣｢わたしはあなたが

自分から片付けられると嬉しいわ｣と自分の感情を

表現し、愛情をもってわたしメッセージとして伝えら

れていくことの方が、心に響いていくのではないでし

ょうか。それによって｢自分からやろう｣｢やってみたい｣

という意欲がでてきます。また、こんなにも自分のこ

とを考えてくれていると実感し、自尊感情が芽生え、

自分の生きるための力となっていきます。 

　さあ、あなたメッセージ＝YOU(言うだけの)

メッセージからわたしメッセージ＝I(愛のある)

メッセージを増やしていきましょう。 
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