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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 

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

　新しく入所(園)・転園を希望する児童の面接を行

います。申し込みをした保育所(園)へ対象児童とと

もにお越しください。 

※当日都合の悪い方は、12月25日(火)の9時から15時ま

でに、市役所本館12階大会議室へお越しください。 

持ち物　受付票、印鑑、母子健康手帳 
※平成19年分源泉徴収票はお手元に届き次第、コピーを

子育て支援課、または保育所(園)へ提出してください。 

※面接時間などのご案内は、11月上旬に各家庭へ郵送

します。 

平成20年度保育所(園)の面接を行います　子育て支援課　 382-7606　 382-7607　　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

平成20年度　保育所（園）面接日程表
日　　時

11月26日㈪

11月27日㈫

11月28日㈬

11月29日㈭

11月30日㈮

12月3日㈪

12月4日㈫

12月5日㈬

12月6日㈭

12月7日㈮

午前 (9時30分〜11時30分)

一ノ宮保育所 

西条保育所 

深伊沢保育所 

第2石薬師保育園 

みそら保育園 

 

 

神戸保育所 

 

 

岸田保育園 

ハートピア保育園 

ながさわ保育園 

午後 (13時30分〜16時)

算所保育所 

河曲保育所 

くまだ保育園 

 

ぐみの木ほいくえん 

 

トーマスぼーや保育園 

玉垣保育所 

 

ひばり保育園・長太の浦保育園 

サラナ保育園 

白鳩保育園 

庄内青い鳥保育園 

日　　時

12月10日㈪

12月11日㈫

12月12日㈬

12月13日㈭

12月14日㈮

12月17日㈪

12月18日㈫

12月19日㈬

12月20日㈭

12月25日㈫

午前 (9時30分〜11時30分)

旭ヶ丘保育園 

合川保育所 

サン保育園 

 

おおとり保育園 

石薬師保育園 

第二長太の浦保育園 

ほうりん保育園 

ひので保育園 

 

ドリームハウス保育園 

 

午後 (13時30分〜16時)

あおい保育園 

 

 

 

鼓ヶ浦保育園 

あかつき保育園 

高岡ほうりん保育園 

くすのき保育園 

竹野の森こども園 

 

野町保育園 

牧　田　保　育　所 

栴檀保育園 

追加面接　　9時～15時 

市役所本館12階大会議室 

白　子　保　育　所 

いそやま保育園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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　11月29日㈭、30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 

 
平成19年度行政評価実施結果

を公表しました 

財政課　 382-9041　 382-9040
zaisei@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度に実施した行政評

価の結果などを公表しました。

市ホームページの行政評価のペ

ージ(トップ⇒行政ガイド⇒計画・

財政・施策⇒行政評価)、または市

役所本館4階市政情報課の情報コ

ーナーでご覧いただけます。 

 
鈴鹿市幼稚園再編整備検討
委員会の委員を募集します 

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

対　象　市内在住の方 
と　き　月1回程度 
ところ　市役所庁舎内会議室 
内　容　教育委員会の諮問に応じ、
就学前教育のあり方や市立幼

稚園の今後の再編整備につい

て審議します。 

定　員　2人 
申込み　11月16日㈮16時までに、

市役所本館11階学校教育課に

備え付けの申込書に必要事項

を記入の上、同課へ 

※市の規定により報酬があります。 

 
三重県交通災害共済の加入
手続きが始まります 

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

　11月21日㈬から、平成20年の三

重県交通災害共済への加入手続き

が始まります。広報すずか11月20

日号に、加入申込書を折り込みます。 

　加入ご希望の方は、加入申込書

に必要事項をご自分でご記入いた

だき、市内の金融機関(ゆうちょ銀

行と郵便局を除く)または防災安全課、

地区市民センターへ共済掛金とと

もにご提出ください。 

※詳しくは、広報すずか11月20号

に折り込みの加入申込書の説明と

記入例をご覧ください。 

※加入申込書は、防災安全課、地区市

民センター、市内の金融機関(ゆうち

ょ銀行と郵便局を除く)にも備え

てありますので、汚損、破損、不

足などの場合はご利用ください。 

 
「早寝早起き朝ごはん運動」
一行詩を募集します 

青少年課　 382-9055　 382-9053
seshonen@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市青少年対策推進本部では、

子どもの生活習慣向上をめざし

て「早寝早起き朝ごはん運動」

を推進しています。この運動を

広く浸透させ、子どもの生活習

慣向上を図っていくため、一行

詩を募集します。 

対　象　市内在住の児童・生徒、
市民の方 

お 知 ら せ  
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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  

　犯罪被害者は、犯罪による直接的な被害だけでなく、犯罪後も精

神的ショックやストレスなどさまざまな問題に苦しめられます。こ

の機会に被害者の方が置かれている状況に心を傾け、被害者の方々

のために何ができるか考えてみませんか。 

◆(社)みえ犯罪被害者総合支援センター
○受付時間　月～金曜日(祝日を除く)　10時～16時 
○相談電話　　 　　059-221-7830　 059-227-4755 
○メール相談　　　mie-hanzai-higaisya@river .ocn.ne. jp  
○ホームページ　　http: / /www18.ocn.ne. jp/̃mie-hhsc/  
◆警察相談専用電話
○受付時間　月～金曜日(祝日を除く)　9時～17時
○三重県警察本部　 　#9110、　 059-224-9110 
○広聴広報課被害者対策室　　 　 059-222-0110

11月25日から12月1日までは
犯罪被害者週間です

応募方法　11月24日㈯までに、

小・中学校、地区市民センター、

公民館に備え付けの応募用紙に、

一行詩と必要事項を記入の上、

直接、または郵便、ファクス、

電子メールで青少年課へ 

※電子メールでの応募の場合は、応

募用紙にある必要事項を任意の書

式で記入して送信してください。 

※応 募 用 紙 は 市 ホームページ

(　http://www.city.suzuka.lg.jp/)、

または教育委員会ホームページ

(　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　kyoiku/index.html)からも入手できます。 

※11月24日(土)に文化会館で開かれる

「すずか教育フォーラム2007」の会場

でも応募できます。 

 
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

動産の公売を行います。公売に

参加できる資格に制限がありま

すので、詳しくは、同機構へお

問い合わせください。 

と　き　11月14日㈬　10時30分

～11時 

ところ　三重県津庁舎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3丁目446-34

三重県津庁舎内)　 059-213-

7355　 http://www.zei-kikou.jp/ 

 
カンボジア友好の翼の 
参加者を募集します 

鈴鹿国際交流協会
　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

対　象　市内に在住または通勤・
通学している方、または賛助

会員、ボランティア、国際交

流協会の趣旨に賛同される方 

と　き　平成20年2月19日㈫～

23日㈯(3泊5日) 

訪問先　カンボジア(プノンペン・
シェムリアップ) 

内　容　孤児院・車椅子センタ
ーなどの視察訪問、市民交流、

アンコールワット・アンコー

ルトム遺跡観光 

定　員　30人(先着順) 
参加料　一般19万8,000円、賛助
会員19万5,000円(参加人数が30

人に満たない場合や原油価格

が変動した場合は、参加料が

変更になります) 

申込み　12月10日㈪までに、鈴鹿

国際交流協会に備え付けの所定

の用紙に必要事項を記入の上、

直接、同協会(〒513-0801　

神戸一丁目1-1近鉄ビル3階)へ 

 
自衛官を募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

◆自衛隊生徒
応募資格　中学校を卒業(見込み
を含む)した17歳未満男子 

受付期間　平成20年1月8日㈫まで 
【採用試験】
とき・ところ
○1次試験　平成20年1月12日㈯

　津市 

○2次試験　平成20年1月25日㈮

～28日㈪のうち1日　場所未定 

◆2等陸・海・空士
応募資格　18歳以上27歳未満の
男子 

受付期間　年間を通じて受け付
けます。 

【採用試験】
と　き　11月17日㈯、12月15日㈯ 

ところ　津市 
問合せ　自衛隊三重地方協力本部
四日市地域事務所(〒510-0074

四日市市鵜の森一丁目14-11)　

　351-1723 

 
考古博物館の観覧料が 
無料になります 

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

　考古博物館では「関西文化の

日」にちなんで、次の2日間の観

覧料が無料になります。この機

会にぜひ博物館へお出かけくだ

さい。期間中、白・緑・黒の勾

玉づくりが体験できます(有料・

通常は白色)。 

と　き　11月17日㈯、18日㈰ 
ところ　考古博物館 
 

 

 

 

 

 

 

※「関西文化の日」とは文化庁の提

唱する「関西元気文化圏」に呼応

して、関西圏の2府7県下で行われ、

参加する博物館などの観覧料が11

月の一定期間無料になります。 

考古博物館

至 亀山 至 四日市

至 神戸

木田橋鈴鹿川

JR河曲駅

国道１号

木田橋
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子育て家庭応援事業 
協賛企業を募集します 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、子育て家庭を社

会全体で応援するキャンペーン

として、県内の企業や商店など

が18歳未満の子どもや妊娠中の

方がいる子育て家庭に対して、

特典や割引などのサービスの提

供をしていただく「子育て家庭

応援事業」を12月中旬から実施

します。今回、この事業に協賛

していただける企業や商店など

を募集します。 

協賛内容　子育て家庭を応援す
る内容であれば、商品の割引

や飲食物のサービスなど、ど

のようなサービスでも結構です。

また、この事業に協賛してい

ただいた企業・商店などは、

ホームページやパンフレット

へ名称や特典の内容を掲載し、

PRします。 

申込み　み え 次 世 代 ネ ッ ト
(　http: / /www.j isedai .pref .  

　mie. jp)に掲載してある協賛企

業参加申込書に必要事項を記

入の上、ファクス、電子メー

ルで、三重県健康福祉部こど

も家庭室(　0 5 9 - 2 2 4 - 2 2 7 0

　j i s e d a i@pref .mie. jp)へ 

問合せ　三重県健康福祉部こど
も家庭室　059-224-2269 

 
三重県建設労働組合 
住宅なんでも相談会を 

行います 

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

　耐震改修やリフォームなどに

関するトラブルが増加している

今日、市民が安心して住宅に関

する疑問や悩みなどを相談でき

る場として、無料で開催します。 

と　き　11月15日㈭　10時～16時 
ところ　市役所本館1階市民ロビー 
内　容　耐震、介護改修、リフォ
ーム、新築など住宅に関すること 

相談員　組合員(設計士、大工) 

主　催　三重県建設労働組合 
※詳しくは、三重県建設労働組合

(　 059-224-1001)へ 

 
国民年金保険料は 

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・通帳登録印を持参し、金

融機関でお願いします。 

問合せ　津社会保険事務所国民
年金課 　059-228-9188 

 
広報すずかの表紙写真を 
募集しています 

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

　広報すずかの表紙写真を募集

しています。行事や風景など、

生活感・季節感あふれる作品を

お待ちしています。 

規　定　市内で撮影されたカラ
ー写真(横判)で、未発表のもの

(サイズは問いません) 

申込み　随時受付をしています。
写真(一人1点)の裏面に、郵

便番号、住所、氏名、電話番

号、作品のタイトル、撮影時

のエピソード、撮影場所、撮

影日時を記入の上、直接また

は郵送で〒513-8701　秘書広

報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願します。 

※同じ年度内で、同一応募者からの

表紙写真への採用は1回です。 

 
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。 

　市民情報掲示板の利用につい

ては、次の事項をご了承の上、

ご利用ください。 

○利用は、鈴鹿市民を参加対象

に含むイベントや市民に関わ

る情報に限ります。 

○営業行為や政治活動、宗教活動、

そのほか公序良俗に反する内

容の申込みはできません。 

○イベント主催者と参加者など、

当事者間のトラブルについては、

市は一切関与しません。 

○内容欄には、対象、とき、と

ころ、定員、参加料、申込み

方法などの情報を記入してく

ださい。 

○問い合わせ先（氏名・電話）

は必ず記入してください。未

記入のときは掲載できません。 

○記載した個人情報などは、す

べて公開されますので、ご了

承ください。 

○掲示希望日の3日前(土、日曜日、

祝日を除く)までに送信してくださ

い。受付後、市で内容を確認し、

情報を掲載します。 

○イベントなどの開催日のある

ものについては、開催日の1カ

月前から開催日まで掲載します。

それ以外のものは1カ月間掲載

します。 

○情報の修正はできません。一

度情報を削除をしてから、再

度登録してください。 

※仮登録中の場合は、秘書広報課へ

ご連絡ください。 

○暗号化による送信内容の保護

はしていません。 

 
2011年に地上アナログ 
テレビ放送が終了します 

東海総合通信局放送課

　 052-971-9149　 052-971-9394
info-tokai@rbt.soumu.go.jp

　現行の地上アナログテレビ放

送は、地上デジタルテレビ放送

への移行に伴い、2011年7月24日

までに終了します。地上デジタ

ルテレビ放送の視聴方法など受

信に関する相談、お問い合わせは、

次のとおりです。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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◆受信相談　総務省地上デジタ
ルテレビジョン放送受信相談

センター　 0570-07-0101（IP

電話などナビダイヤルがつな

がらない方は　 03-4334-1111） 

※視聴エリアについて詳しくは、(社)デジ

タル放送推進協会のホームページ

(　ht tp : //www.dpa .o r . j p/ )を

ご覧ください。 

 

 

 
特別展 

「伊勢湾近辺の漂流者たち」 

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

　江戸時代に伊勢湾から海外へ

漂流したのは、実は、大黒屋光

太夫だけではありませんでした。

大黒屋光太夫たち以外にも多く

の船人が漂流し、外国へ渡って

います。今回の特別展では、あ

まり知られていない伊勢湾近辺

の漂流者たちを紹介します。 

と　き　11月6日㈫～12月16日㈰ 
※開館時間は10時～16時 

※月曜日と第3火曜日(祝日の場合は

翌日)、金曜日は休館です。 

ところ　大黒屋光太夫記念館 
入館料　無料 
※解説図録を無料で配布します

(限定500部)。 

 
講演会 

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

と　き　11月17日㈯　13時30分

～16時 

ところ　佐佐木信綱記念館「2階
ホール」 

内　容 
○「竹柏園(なぎぞの)姓名録につい

て」坂倉賢芳さん(郷土史研究家) 

○「佐佐木信綱記念館特別展

(信綱の旅と歌)の解説」磯上知里

(同館学芸員) 

定　員　70人 
参加料　無料 
申込み　11月16日㈮までに、直接、
または電話、ファクスで佐佐

木信綱記念館へ 

共　催　鈴鹿市・佐佐木信綱顕彰会 
問合せ　佐佐木信綱記念館　 374-
3140 

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。ご希望の方は、当日

おもちゃをお持ち込みください。

当日ご都合の悪い方は事前に廃

棄物対策課にお持ち込みいただ

くことも可能です。修理後は、

廃棄物対策課まで取りにきてい

ただくことになりますので、あ

らかじめご了承ください(当日修

理が完了したものは、当日お渡

しすることもできます)。 

※廃棄物対策課での保管期間は1年

間です。連絡後は、早めに引き取

りに来てください。 

と　き　11月18日㈰　10時～15時 
ところ　市立図書館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(電子ピアノ・笛・ハーモニ

カなど)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。 

と　き　11月18日㈰　10時～15時(雨天決行) 
ところ　鈴鹿フラワーパーク 

内　容
○新鮮野菜などの販売・模擬店(わが町加佐登

まちづくり委員会) 

○鈴鹿の花・植木の展示即売、緑花相談(鈴鹿市

植木振興会) 

○トピアリー作り体験(鈴鹿市) 

○鈴鹿の特産品の実演販売(鈴鹿市物産協会) 

 

○風船プレゼント(鈴鹿市観光協会) 

○バルーン、ホバークラフトの体験搭乗 

○石薬師の花「卯の花」のプレゼント(石薬師小学校) 

○サツキの新品種「伊勢シリーズ」のプレゼント(鈴鹿市) 

○鈴鹿市産たまごのＰＲ即売会 

※各コーナーの内容は、天候その他の事情により変更することがあります。 

鈴鹿フラワーパークフェスタ2007　市街地整備課　 382-9025　 382-7615　　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿特産品の実演販売
風船プレゼント

「卯の花」プレゼント

さつきの
新品種プレゼント

バルーンの体験搭乗 ホバークラフトの
体験搭乗

鈴鹿の花植木の展示即売
トピアリー作り体験

緑花相談

新鮮野菜などの
販売・模擬店

催 し 物  
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安全・安心フェスタすずか 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

　交通事故や犯罪、災害から市

民生活の安全を確保するために、

子どもから高齢者に至るまで、

幅広い層の市民が安全・安心イ

ベントを見て参加体験して、楽

しみながら安全意識をより一層

高めることにより、｢安全・安心

なわが街づくり｣への参加意識を

高めるとともに、正しい安全行

動がとれるようになることを目

的に行います。 

と　き　11月10日㈯　10時～19時 
ところ　鈴鹿ハンター・弁天山公園 
※詳しくは、広報すずか10月20日

号の折り込みチラシ「消防だより」

をご覧ください。 

 
北勢公設市場 
いちばの朝市 

北勢公設地方卸売市場

　 347-8111　 347-8116
http://www.hokusei-shijou.jp/

　地元の新鮮な野菜、果実、鮮

魚など安全安心、おいしいもの

がいっぱいです。模擬せりなど

のイベントも予定していますので、

ご家族おそろいでお越しください。 

と　き　11月23日(金・祝)　7時～
12時 

ところ　北勢公設地方卸売市場
(四日市市河原田町) 

 

 

 

 

 

 

 

主　催　いちばの朝市実行委員会 
 

平成19年度 
鈴鹿市立幼稚園・小・中学校

美術作品展 

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

と　き　12月1日㈯、2日㈰　9時
～19時、4日㈫　9時～13時 

ところ　文化会館さつきプラザ、
第1・2・3研修室 

内　容　市立幼稚園・小・中学校
の子どもたちの個性を生かした

絵画、彫刻、デザイン、工作など

の美術作品を展示します。 

入場料　無料 
 

植木だ！祭りだ！ 
全員集合！！ 

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

と　き　11月10日㈯、11日㈰
　9時～16時 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容 
○秋ならではの花もの、各種植木、

果樹苗などの即売会 

※三重で生まれた新サツキ「伊勢シ

リーズ」もあります。 

○みたらし、焼きそば、フラン

クフルトなどの屋台コーナー 

○大地の耕作人たちによる朝採

り卵・お茶・鉢花の販売 

○寄せ植え体験(1,500円、先着

50人) 

○緑の無料相談コーナー 

○オークション、プロ用の用土・

用具、お値打な福袋の販売

など 

主　催　農事組合法人鈴鹿植木
組合 

※来場者プレゼントがあります(各

日10時30分からと14時からの2回

で各先着100人、合計400人)。 

 
国際交流フェスタ 
in 鈴国大2007 

鈴鹿国際大学国際交流センター

・　 372-3944
kokusai-siu@suzuka-iu.ac.jp

とき・ところ・内容
　11月16日㈮ 

○第1部　15時〜17時
　鈴鹿国際大学国際文化ホール 
　国際交流・国際理解活動発表会：

国際理解・国際交流に対する

活動に取り組む県内教育機関の

児童・生徒、または地域国際交

流団体などによる、日常の活

動の発表会(参加無料) 

すずか教育フォーラム2007～つなぎ・つながる鈴鹿の教育～ 
指導課　 382-9028　 383-7878　　shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月24日㈯　10時～17時 
ところ　文化会館 
内　容
◆けやきホールでのステージ発表(13時〜17時)
○オープニング(リコーダー演奏、

詩の朗読ほか) 

○記念講演会(講師：金森俊朗さん) 

　演題：つながり合ってハッピー

になろう！ 

○パネルディスカッション 

　テーマ：つなぎ・つながる鈴鹿の教育 

○フィナーレ　合唱・合奏 

◆出展ブース：さつきプラザ、2階研修室(10時〜17時)
○すずか夢工房　墨三題に学ぶ(10時～12時) 

　にぎり墨・水墨画・毛筆の体験(無料) 

○防犯教室(10時～11時) 

○みんなで踊ろう！人権教育センター(11時～12時) 

○鈴鹿の教育を知ろう！NPO法人愛伝舎ほか(14時～16時) 

○鈴鹿の教育展示コーナー、子ども作品展、公募展示コーナーほか 

主　催　すずか教育フォーラム2007実行委員会 
共　催　鈴鹿市教育委員会 
申込み　けやきホールでのステージ発表には整理券が
必要です。11月12日㈪までに実行委員会事務局へ 

問合せ　実行委員会事務局(指導課内)　382-9028金森俊朗さん

くらしの情報 

催 し 物  

北勢公設
地方卸売市場

河原田駅
国
道
23
号

伊
勢
鉄
道

関西本線

至 塩浜

至 鈴鹿

鈴鹿川

内部川

国道25号
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亀山市
文化会館

JR亀山駅
関西本線

商工
会議所

鈴鹿農協
亀山支店

亀山郵便局

国
道

306
号

紀勢本線

旧国道1号

県道 津・関線

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 

子どもの声、聴こえていますか？ 

の 11月 納 税 
○国民健康保険税・・・・・5期 

【納期限は11月30日㈮です】 
※納税は、便利な口座振替で 

○第2部　17時30分〜19時
　鈴鹿国際大学体育館 
　国際交流の夕べ：留学生による

民族芸能の披露・留学生との

多文化交流・国際料理の試食会

などを楽しんでもらう国際交流

パーティー(参加料：一般1,000円、

高校生以下無料) 

申込み　11月15日㈭までに、鈴鹿

国際大学国際交流センターへ 

※当日参加も可能ですが、できるだ

け事前にお申し込みください。 

 

 
 

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。 

◆すずか年金者いきいきまつり
　高齢期を輝いて生きることができ

るように、自立と生きがいさがしを

支援します。交流活動や仲間づく

りの場として、講演会や映画上映

などたくさんの催しがあります。 

と　き　11月17日㈯、18日㈰　

10時～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容
○17日10時30分から　講演会

「高齢者の生命があぶない」

(講師：元津医療生協病院長

堀尾清晴さん) 

○18日13時から 　映画上映「蔵」 

※両日とも、健康チェック、年金相談、

生活相談、作品展なども行います。 

主　催　年金者組合鈴鹿支部 
参加料　無料 
問合せ　辻井　386-0529、 
　林 　382-4003 

 
ワークショップ 

「墨・和紙で遊ぼう」 

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

　プロの水墨画家に手解きを受

けて、自分の作品を作ってみま

せんか。 

と　き　11月11日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　直魅さん(水墨画家) 
材料費　実費 

三重県地域防災 
教育センター研修 

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

と　き　11月18日㈰　14時～

15時30分 

ところ　亀山市文化会館 
内　容　来るべき大地震に備えて
～今できることを考える～ 

講　師　三重大学大学院工学研
究科准教授　川口淳さん 

参加料　無料 
※申込みは不要です。 

　イジメ、虐待をはじめ、子どもたちが事件・事故に

巻き込まれる話題ばかりの毎日です。子どもたちが安

心して、自信をもって、自由に生きていくために、わ

たしたち大人は何ができるのでしょうか・・・。 

　子どもが「安心」するには、何事も大人の論理で

片付けず、子どもの思いに耳を傾け、共感すること

が大切です。「自分をわかってくれている」という実

感が安心を生みます。大人自身が、子どもを包み込

む豊かな安定した心でいることが大切です。 

　子どもが「自信」を持つには、至らぬ側面ばかりを

指摘するのではなく、「あなたのこんなところが好きよ」

など、やる気と元気の出る言葉掛けが自信を生みます。

大人が、マイナスをプラスに考える逆転の発想を持

ちたいものです。 

　子どもが「自由」に生きるためには、未来や夢につ

いて語り合いや対話を大切にすることです。また、任

せて見守ることは、自分の責任や役割に気づき、主体

性を育むことになります。一人の人間として尊重しよう

とする大人の姿勢が、真の自由を自覚していきます。 

　子どもの人権を守ることは、大人自身の人間性を高

めていくことにあるのかもしれません。 

 

鈴鹿市人権問題講演会2007

と　き　11月21日㈬　19時～20時40分(18時30分開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
○講演「子どもの声、聴こえていますか？～わたしたちにできること～」

(講師：エンパワメント・センター主宰　森田ゆりさん） 

○小・中学生の人権に関する 

　作文朗読 

○小・中学生の人権ポスター 

　入選作品展示 

入場料　無料 
定　員　500人（先着順・整理券なし） 
託　児　希望者は11月12日㈪までに電話、ファクス、
電子メールで人権政策課へ（先着10人） 

※手話通訳・パソコン要約筆記あり。 

森田ゆりさん

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
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ジ 

フ
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ク
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講座・教室 


