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くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

配布の対象　火曜日配布は個人とボランティア、
金曜日配布は個人のみ(金曜日配布のみ上限70人) 

予約電話番号　　・　384-6655 
予約の受付　予約受付日時は毎週水・木・金曜日
(祝日を除く)の8時30分から12時30分までで、

翌週の火・金曜日配布分を受付します。 

 

 

 

※9月18日(火)と21日(金)配布分の予約受付は、9月12日(水)

～14日(金)8時30分～12時30分となります。 

※ファクスによる予約は5人以内に限ります。 

※当日受付は行いません。 

※予約の際、配布希望の曜日(火曜日または金曜日)をお伝えください。 

　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。 

　9月18日㈫配布分から次のとおり予約と配布方法が変更になりますのでご注意ください。 

EM活性液の予約と配布方法を変更します　環境政策課　 382-9014　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納税の夜間・休日窓口を 

開設します 

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

夜間窓口　9月27日㈭、28日㈮ 
　20時まで 

休日窓口　9月30日㈰　9時～16時
30分 

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 

 
臨時職員を募集します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　発掘調査で出土した土器などを洗

ったり、組み立てたり、図面を描いたり

する作業をしていただく方を募集します。 

応募資格　昭和47年4月2日以降生ま
れの地方公務員法第16条に該当し

ない方で、考古学に興味のある方 

雇用条件
○鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に

準じます。 

○時間給　710円 

○雇用期間　9月下旬～平成20年3月 

○勤務時間　9時～16時 

○休日　土・日曜日、祝日と12月

28日～1月3日 

募集人数　1人 
申込み　9月5日㈬から21日㈮までに、
考古博物館に備え付けの鈴鹿市

臨時職員申込書に必要事項を

記入の上、直接、または簡易書

留による郵送で、考古博物館へ 

選考方法　面接試験(個別面接) 
 
鈴鹿市土地開発公社所有財産を
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

所在地　鈴鹿市寺家一丁目2131番1 
地　目　雑種地(現況：雑種地) 
地　積　1,525.98㎡ 
用途地域　第1種低層住居専用地域 
予定価格(売却最低価格)
　6,112万4,000円 

入　札 
○と　き　10月4日㈭　13時30分から 
○ところ　市役所本館10階入札室 
入札参加受付　9月10日㈪から27

日㈭(土・日曜日、祝日を除く)ま

での9時30分から16時までに、直接、

管財営繕課(市役所本館10階)へ 

※郵送による申込みはできません。 

※入札参加資格など入札参加申込み

について詳しくは、管財営繕課へ 

【現地説明会】
と　き　9月10日㈪　10時から 
ところ　売払物件所在地 
 
9月10日は下水道の日です 

下水管理課　 382-7636　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

平成19年度下水道推進標語
下水道　水も地球も　リフレッシュ

　｢下水道の日｣は、1961年(昭和36年)、

著しく遅れているわが国の下水道の

全国的な普及(当時の普及率：6％)

を図る必要があることから、このアピ

ールを全国的に展開するため、当時

の下水道を所管していた建設省(現

在の国土交通省)、

厚生省(現在は環境

省に所管変更)と(社)

日本下水道協会の

前身団体が協議して

｢全国下水道促進デ

ー｣として始まりました。 

○公共下水道の供用開始区域内

の皆さんは、家庭からの汚水を

公共下水道に流すための｢排水

設備｣を供用開始後1年以内に

設置していただくことになります。

また、くみ取り便所は、3年以内に

水洗便所に改造していただかな

ければなりません。 

火曜日配布方法(祝日の場合は水曜日配布)　
○配布場所　シルバー人材センター(市役所立体駐
車場南側の別館第3ロビー) 

○配布時間　13時～15時 
金曜日配布方法(祝日の場合は
配布中止)
○配布場所　鈴鹿ハンター弁天山
公園側テントアーケード(右図) 

○配布時間　13時～15時 
持ち物　空きペットボトル 
配布量　個人は一世帯につき1カ月2ℓ以内、ボランティア
は1カ月10ℓ以内 

※ボランティアは環境政策課に登録があり、公共用水域の

環境浄化に取り組む団体のみの配布とさせていただきます。 

（シルバー） 

月　火　水　木　金　土　日　月　火　水　木　金　土　日 

予約受付 配布 配布 
(ハンター)

お 知 ら せ  

鈴鹿ハンター

弁天山公園

配置場所

中央道路

下水道に接続 
しましょう 
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くらしの情報 

⑴土　地
所 　 　 在 面積（㎡） 固定資産税の課税標準額（円） 摘 　 要

鈴鹿市白子本町6413・6414-2

鈴鹿市白子本町6414-1

鈴鹿市白子町生水2818・2822

鈴鹿市稲生町稲生山7992-1488・7992-1498

鈴鹿市稲生町稲生山7992-104 35.00

231.00

423.00

166.90

152.75 7 7 6 , 2 7 5

8 4 8 , 1 8 5

3 4 , 8 1 2

7 , 2 0 6

1 , 0 9 2 相続　持分231/3647

相 　 続  

相 　 続  

相 　 続  

⑵建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃貸借

⑶建　物
所 　 　 在 面積（㎡） 固定資産税の課税標準額（円） 摘 　 要

鈴鹿市白子本町21 - 2 8

鈴鹿市白子本町21 - 2 9

1 9 7 . 4 0

1 2 3 . 0 0

7 , 2 7 9 , 4 2 2

4 , 3 8 3 , 1 2 6

相 　 続  

相 　 続  

⑷預金・貯金・郵便貯金

預金の総額

貯金の総額

5,414,441円 

1,000,901円 

郵便貯金の総額 927,081円 

⑸金銭信託 該当なし 

該当なし 

⑹有価証券

株券 本田技研工業株式会社 　2,000株 

⑺自動車・船舶・航空機・美術工芸品

自動車　軽自動車１ 

⑻ゴルフ場の利用に関する権利

ゴルフ場の名称　名松ゴルフ 

⑼貸付金 該当なし 

⑽借入金 15,124,175円 

　鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例の規定に基づき、平成19年5月1日において有する資産などについて同年8月2日

に作成された資産等報告書の内容をまとめたものです。報告書の原本はどなたでも市政情報課で閲覧することができます。

また、報告書の概要を市ホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html)で公表しています。 

市長の資産を公開します　　市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka. lg. jp

○排水設備の工事は、市の指定を

受けた｢鈴鹿市排水設備指定工

事店｣でないとできません。 

○70万円を限度とした改造資金融

資あっせん制度がありますので、

指定工事店におたずねください。 

　下水道が普及すると、雑排水の

排除や便所の水洗化などにより、

汚れたドブがなくなり、蚊やハエな

どの発生を防いで伝染病を予防し、

清潔で快適な生活環境が確保され

ます。また、家庭や工場から流され

た汚水は処理場できれいにされる

ので、海や川がきれいになります。 

※下水道の普及にご理解とご協力を

お願いします。 

 
平成20年鈴鹿市成人式の 
会場が決まりました 

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

対　象　昭和62年4月2日から昭和
63年4月1日までに生まれた方で、

市内在住、または本籍のある方 

と　き　平成20年1月13日㈰
　10時から(開場は9時) 

ところ　鈴鹿サーキット新グランド
スタンド 

※対象の方への通知はいたしません。

ご自由にお越しください。 

※会場や内容について詳しくは、今後

の広報すずかでお知らせします。 

 
障がい者の通所費用と 
障がい児の通園費用を 
一部助成します 

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

　平成19年4月1日㈰から同年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、肢体不自由児

通園施設、知的障害児通園施設、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

(障がい児1人につき1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)の費用の

2分の1(1人月額5,000円が上限) 

申込み　10月10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。 

 
図書館を休館します 

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

　9月27日㈭から10月3日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間と

して休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
地元産小麦を使って 

手打ちうどんなどを作りませんか 

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

　地元で生産した農産物を地元

で消費する｢地産地消｣を推進す

るため、地元産小麦を使った手打

ちうどん・蒸しまんじゅう作りの出

前講座を行います。 

　少人数でもお受けしますので、希

望されるグループの方はご連絡くださ

い。費用など詳しくは、ご相談ください。 

問合せ　地産地消ネットワークみえ 
　(北勢)鈴鹿支部　豊田　379-1048

平
田
交
番
●



鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

20 2007・9・5

 

 
平成20年度 

地域密着型サービス 
事業者説明会を行います 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度地域密着型サービス

の施設整備計画説明会を行います。 

対　象　市内で地域密着型サー
ビス事業を計画している法人 

と　き　9月26日㈬　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
問合せ　鈴鹿亀山地区広域連合
　369-3204または長寿社会課 

 
臨時職員・介護支援専門員 
(ケアマネージャー)を募集します 

鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　 369-3200　 369-3202
skkouiki@mecha.ne.jp

　鈴鹿亀山地区広域連合では、育

児休業の代替として勤務していた

だく臨時職員・介護支援専門職員(ケ

アマネージャー)を募集しています。 

応募資格　介護支援専門員証の交
付を受けている方、または三重県知

事への登録が済み、介護支援専門

員証の交付を受ける予定の方で、

自動車運転免許を取得している方 

業務内容　要介護認定に係る訪
問調査、認定調査票の作成 

募集人数　1人 
申込み　9月20日㈭までに、市販の
履歴書(写真はり付けのもの)1通と

介護支援専門員証の写し1通(介

護支援専門員証の交付手続き中

の場合は、その旨を証明する書面

1通)を、鈴鹿亀山地区広域連合総

務課へ提出してください。 

 
不動産を公売します 

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

　三重地方税管理回収機構が不動

産の公売を実施します。公売に参

加できる資格に制限がありますので、

詳しくは、お問い合わせください。 

と　き　9月20日㈭　10時30分～
11時 

ところ　県津庁舎6階第61会議室 
問合せ　三重地方税管理回収機
構徴収課（津市桜橋三丁目446-

34三重県津庁舎内　059-213-

7355 　http://www.zei-kikou.jp/ 

 
鈴鹿市交通安全対策会議委員を

公募します 

防災安全課　 382-9022　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市では、7月1日に、鈴鹿市交通安全

条例を制定しました。これに基づき、

鈴鹿市交通安全計画の策定や、市が

実施する道路交通の安全に関する総

合的な施策の審議を行うため｢鈴鹿市

交通安全対策会議｣を設置するにあた

り、委員の公募を行います。交通事故の

ない社会実現のために一緒に考えて

いただける方の応募をお待ちしています。 

対　象　市内に在住、在勤、通学の
18歳以上の方 

開　催　年数回程度 
募集人員　2人(任期2年) 
報　酬　本市規定により支払います。 

申込み　9月28日㈮(17時必着)まで
に防災安全課に備え付けの申込

書に必要事項を記入の上、｢交通

安全のため、今、何をすべきか｣を

テーマに800字程度まとめた作文(形

式自由)を添えて、防災安全課へ 

※申込書は、市ホームページからも

入手できます。 

 
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.lg.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23日㈰、

24日㈪の2日間、｢バスの日記念

半額運賃企画｣を実施します。 

　市内の路線バス(C-BUSは除く)

が、半額でご乗車いただけます。

ぜひ、ご利用ください。 

問合せ　三重県バス協会(三重交通
中勢営業所内)　 059-233-3501 

 
全国一斉無料成年後見相談会

を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　司法書士と社会福祉士がご相

談に応じます。 

と　き　9月17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・生活支援などに関しての成年

後見制度の利用についての相談、

クレジット・サラ金問題の相談 

相談方法　面談(予約不要)、電話 

くらしの情報 

お 知 ら せ  

　市では、鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例に基き、次のとおり放置自転車や原動機付

き自転車(原付)の処分を行っています。 

●放置禁止区域(近鉄白子駅・平田駅の周辺300m以内：地図参照)での処分の流れ
　警告札(赤)を取付け→2時間後撤去→保管

(伊勢鉄道高架下60日間)→防犯登録などの

照会で所有者が判明すればはがきで通知→

返還(手数料として自転車1,500円、原付

2,000円をいただきます。盗難届出済みは無料)

→所有者からの連絡のない自転車は売却 

●放置禁止区域外の駐輪場での処分の流れ
　調査札(緑)・注意札(黄)を取付け→札取付け

後7日後に撤去→保管(伊勢鉄道高架下60日)

→以降は放置禁止区域の流れと同じです。 

市内自転車駐輪場などでの放置自転車などの処分の流れをお知らせします　防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka. lg. jp

■駐輪禁止箇所 ■市営駐輪場 ■市営駐輪場（有料） ●駅
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当日特設電話　   059-222-3490(代表) 
主　催　三重県司法書士会、リーガル
サポートみえ、三重県社会福祉士会 

問合せ　三重県司法書士会　 059-
224-5171 

 
自殺予防 

いのちの電話が始まります 

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

　9月から平成20年3月までの期間、

毎月10日に全国｢いのちの電話｣

センターをネットワークとして、

通話料無料の電話相談を行います。 

期　間　9月10日から毎月10日 
　8時～翌日8時(24時間：無料) 

電話番号　　0120-738-556(社会
福祉法人いのちの電話) 

相談内容　自殺にかかわる相談 
 

○催し物

 
第11回鈴鹿墨展とじばさん市 

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

と　き　9月15日㈯　10時～17時、
16日㈰　10時～16時 

ところ　(財)三重北勢地域地場産
業振興センター(じばさん三重：

四日市市安島一丁目3-18　353-

8100) 

内　容

○墨で描くイラスト、水墨画、絵手紙体

験教室(講師による実演、指導有り) 

○色紙、短冊への一筆書き体験

教室(講師による実演、指導有り) 

○伝統工芸士による鈴鹿墨製作

実演、にぎり墨体験 

主　催　鈴鹿製墨協同組合 
入場料　無料 
※先着150人に粗品を進呈します。 

問合せ　鈴鹿製墨協同組合　 388-
4053 

ペットの防災講演会 

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

と　き　9月16日㈰　13時～16時 
ところ　市役所本館12階 
内　容　大災害に備えてペット
の飼主のつとめ 

講　師　NPO法人わんとほーむ
理事　向　宇希さん 

問合せ　かいげ動物病院　 388-
4010

●

※参加者は市内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

合は抽選とします(受付期間は同じです)。 

※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人につき1,500円、

中学生以下1人につき500円)が含まれています。 

※お子さま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　市武道館　 388-0622　 388-0940

教室名 

対　象 

と　き 

ところ 

定　員 

参加料 

申込み 

教室名 

対　象 

と　き 

ところ 

定　員 

参加料 

申込み 

卓　　　球 

一般男女 

10月から3月までの水曜日 
9時30分～11時30分(全16回)

市立体育館 

60人 

5,000円 

テ　ニ　ス 

65歳以下男女 

10月から2月までの木曜日 
13時～15時(全13回)

市立コート 

45人 

4,000円 

シニアテニス 

55歳以上男女 

10月から3月までの火曜日 
10時～11時30分、13時～14時30分 
(いずれも全15回)

10月から3月までの金曜日 
9時～11時(全15回)

20人 

4,500円 

ヨ　　ガ 

一般男女 

市立体育館 

午前・午後　各30人 

4,000円 

バレーボール 

一般女性 

一般女性 

10月から3月までの木曜日 
10時～12時(全17回)

定員なし 

4,000円 

9月27日(木)まで 9月12日(水)13時～20日(木)12時　 

さわやか 

50歳以上男女 

10月から3月までの金曜日 
13時～14時30分(17回)

3,000円 3,500円 

定員なし 

4,000円 

9月27日(木)まで 

市立体育館 

10月から3月までの木曜日 
19時～21時(全17回)

女性健康 健　　康 

一般男女 

10月から3月までの火・金曜日 
9時30分～11時30分(全25回)

柔　　道 

小学1年～中学3年男女 

10月から3月までの土曜日 
19時～21時(全22回)

6,000円 

市武道館 

10月から3月までの土曜日 
19時～21時(全22回)

小学1年～中学3年男女 

剣　　道 

　犯人は、アパートやパチンコ店などの駐車場内、路上などあらゆ

るところで狙っています。 

◆車上ねらいを防ぐためのポイント
○車は金庫ではないと自覚すること
　犯人は車を簡単に開けることができます。

車内は狭いため、探す場所も多くありません。

たとえ、マットの下やトランクに隠していても狙

われます。 

○車から降りるときは必ず施錠すること
　車を離れる時間がわずかであっても、

かぎを掛け、隙を与えないことが大切です。 

○座席にはカバン類や紙袋などを置かない
　座席は外から見やすい場所です。犯人は、

カバンや紙袋などが置いてあると、貴重品が

入っているのではないかと考えます。たとえ空

袋でも、車のかぎや窓を壊されてしまいます。 

催 し 物  

国
道

23号

中央道路
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第5回鈴鹿市消防団 
操法技術大会 

消防総務課　 382-9162 　 383-1447
shobosomu@city.suzuka.lg.jp

　市内23地区の消防分団が、自分

たちのまちは、自分たちで守るとい

う精神に基づき、日ごろの訓練の

成果を発表し、放水技術の向上と

士気の高揚を図ることを目的に開

催します。地元消防団員にご声援

をよろしくお願いします。 

と　き　9月23日㈰　8時30分～

13時 

ところ　三重県消防学校(石薬師町452) 
※警報発令時は中止します。 

 
鈴鹿市芸術文化協会華道部会
いけばな・作品展｢初秋の装い｣ 

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

　鈴鹿市芸術文化協会華道部会

所属の7流派(8団体)が｢初秋の装い｣

と題して｢いけばな・作品展｣を開催し、

爽やかなひとときをお届けします。 

と　き　9月29日㈯、30日㈰
　10時～16時 

ところ　市役所本館市民ギャラリー 
観覧料　無料 

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

対　象　小・中学生とその家族 
と　き　10月13日㈯、14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(応募多数は抽選) 
参加料　小・中学生3,500円、 
　保護者4,300円 

申込み　9月28日㈮(必着)までに、
所定の用紙に必要事項を記入の

上、県立鈴鹿青少年センターへ 

 

○講座・教室
 

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
〇英会話初級Ⅰ(20人)
　10月17日～3月12日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

〇英会話初級Ⅱ(20人) 
　10月18日～3月13日の木曜日 

　10時30分～12時(全20回) 

〇英会話中級Ⅰ(20人)
　10月16日～3月11日の火曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

〇英会話中級Ⅱ(20人) 
　10月17日～3月12日の水曜日　

10時30分～12時(全20回) 

〇中国語初級(15人)
　 10月17日～3月12日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

〇ポルトガル語初級(20人)
　10月18日～3月13日の木曜日 

　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 , 0 0 0円、
一般1万7,000円(テキスト代別) 

申込み　9月27日㈭(必着)までに、

はがきに、郵便番号、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 

※応募者多数の場合は抽選します。 

 
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.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。 

◆連続講座　SHAREして生きるために
〜発達障がいを通して考える〜

くらしの情報 

催 し 物  

講座・教室 

対　象　平成19年4月1日現在
で35歳以下の勤労青少年 

申込み　9月10日㈪から14日
㈮までの各講座の開催曜

日18時30分から19時30分ま

でに、教材費を添えて、直接、

勤労青少年ホームへ 

※サークルは随時募集しています。 

※応募多数の場合は、受付日当

日19時30分に抽選を行います。 

※9月末までに定員の半数に達

しない講座は、開講しません。 

※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。 

※フラワーアレンジメント講

座とヨガ講座は全6回です。 

※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9日(火)から順次開講します。 

平成19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 
ヨガ 

華道（池坊） 
レクリエーション 
（水）陶　芸 
（水）料理Ａ 
やさしい和裁 
ゴルフ 

（木）料理B 
着物の着装 
日常マナー 

フラワーアレンジメント 
入門英会話 
中級茶道 
バレーボール 
硬式テニス 
卓　　　球 

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40分～20時40分 
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 
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 
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 
 
 

教材費（円） 
1万5,000円 
3,000円 
5,000円 
1,000円 

1万2,000円 
5,000円 
3,000円 
5,500円 
無　　料 

1万5,000円 
2,500円 
3,000円 

1万2,000円 
6,000円 
2,000円 

1万2,000円 
1,500円 
2,000円 

1万4,000円 
2,000円 
5,000円 
 

無　　料 
 
 
 

曜日 
 

月  
 
 
 
火 
 
 
 
 

水
 
 
 
 
 

木  
 
金 
水 
木 
金 
金 

定員 
15 
15 
15 
10 
20 
10 
15 
15 
35 
20 
20 
15 
24 
10 
20 
24 
女10 
10 
24 
20 
－ 
－ 
－ 
－ 

受付開始日 
 

9月10日  
 
 
 

9月11日 
 
 
 
 

9月12日  
 
 
 

9月13日  
 

9月14日 
 

随　　時  
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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 

老いのチカラ 

の 9 月 納 税 
○国民健康保険税・・・・・・・3期
【納期限は10月1日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

　発達障がいを理解し、自分ら

しく生きるために何が必要かを

考える3回講座です。 

とき・内容
○10月4日㈭　発達障がいをも
つって、どういうこと？ 

○11月22日㈭　ペアレントミーティ
ング父ちゃん・母ちゃんの現状～な

にがしんどいのか考えてみよう～　 

○12月4日㈫　わたしらしくいきる
ために～成人当事者からの発信～ 

※いずれも10時から12時まで講演、

13時から14時まで個別相談とサ

ポートブック作成会を行います。 

ところ　ジェフリーすずか 
主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
講　師　中谷正恵さん 
定　員　講演：各回60人(先着順・
申込者優先)、個別相談：各回2人

(先着順・1人30分・要予約)、

サポートブック作成会(講師：ＳＡＳ

スタッフ)：20人(先着順・3回とも

参加できる方優先・要予約) 

参加料　各回100円 
申込み　電話、ファクス、電子メールで、
亀田(　388-7856 　388-7857　 

　HZA04713@nifty.ne.jp)へ 

託　児　各回10人、1人200円、要予約：
電話で、堀井(　369-0736)へ 

いきいき健康づくり教室 

県立鈴鹿青少年センター　 378-9811　 378-9809

対　象　一般成人の方 
と　き　10月8日から29日までの
毎週月曜日　14時～16時(全4回) 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　ストレッチ体操、軽ス
ポーツ、食生活相談など 

参加費　1,000円(全4回分、保険
料含む) 

定　員　50人(先着順) 
申込み　9月5日㈬から、はがき、

ファクスに、住所、氏名、電

話番号、性別、年齢を記入の上、

県立鈴鹿青少年センターへ 

 
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/

　10月から始まる各種スポーツ教室

の参加者を募集します。開催日、内

容など詳しくは、お問い合わせください。 

○アクアクビクス(朝)7回
○泳法マスター(昼)
○ピラティス(朝)
○ピラティス(夜)
○グレードアップテニス(朝)
○ベーシックテニス(夜)

○グレードアップテニス(夜)
申込み　いずれのコースも、9月17
日㈪(休館日を除く)までに、直接

ご来場いただくか、ファクスで、

住所、氏名、年齢、性別、電話

番号、希望コースを記入の上、

県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットでも申込みが可能

(17日17時まで)です。 

※応募多数の場合は抽選します。 

※大幅に定員に満たない場合は中止

する場合があります。 

 
学校開放講座　書道(書に遊ぶ) 

県立神戸高等学校　 382-0071　 384-5239

と　き　11月3日、10日、17日、
24日、12月1日の各土曜日 

ところ　神戸高校書道室 
内　容　書の基本から作品制作
までいろいろな書体・書風の

学習、近代大家の作品鑑賞 

受講料　無料(材料費として1,000
円必要) 

申込み　9月5日㈬から、電話、

またはファクスで神戸高校へ 
 

　日本の人口は、2004年をピークに減少し始めました。

一方で、高齢化率(65歳以上が総人口に占める割合)は

20％を超えています。他の先進諸国に類を見ない速さで、

｢高齢化社会｣から｢高齢社会｣へ移行し、2050年には

39.6％に達すると見込まれています(国立社会保障・人

口問題研究所)。また、100歳以上の長寿者も、今年は3

万人に達する見通しで、｢100歳｣が珍しい時代ではなく

なってきています。 

　敬老の日は、国民の祝日の一つ。国民の祝日に関す

る法律(祝日法)では｢多年にわたり社会につくしてきた老

人を敬愛し、長寿を祝う｣ことを趣旨としています。80歳

なら、80年間を生きてきた人生をわたしたちは日ごろから

敬わなければなりません。なのに、｢老いては子に従え｣｢え

ぇ歳して・・・｣｢でしゃばらずに若い者に任せたら｣こんな

言葉を掛けられたら、つまらないと感じる方もいるでしょう。

老後とは、時間や気持ちにゆとりがあることで、仕事や育

児などいろいろと忙しかったときには気付かなかったこと

にたくさん気付くことができます。樹木の紅葉や生き物の

鳴き声、吹く風の爽やかさから季節を感じたり、野

菜や花の成長を楽しんだり、雨が止むまでだれかと

一緒にのんびり過ごしたり・・・。 

　でも、自分のゆとりを自分のためだけに使って、や

っぱり物足りなくなったら、社会のために使ってくだ

さい。貴重なご意見をください。社会のだれかの役

に立っていると感じたとき元気が出てくる。このよう

な｢老いのチカラ｣を使わなかったらもったいないの

ではないでしょうか。 

　先日、鉄道を利用したとき、ある駅では、車椅子

利用者の他に杖をついた高齢者がエレベーターか

ら降りてきました。次の駅では大きな荷物を持った若

い方がエレベーターから降りてきました。障がい者

や高齢者にやさしい設備は、実は若い世代にもやさ

しい設備なのです。高齢者の暮らし方、考え方、社

会への関わり方で世の中は変わってきます。世界一

の長寿国が世界の見本になり、その手本をみんな

のためにつくっていきませんか。 
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