
食の安全・安心交流会を開催しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

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　7月30日㈬、31日㈭
　17時15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
公共下水道への接続で 
快適な生活環境を 

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

　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

水や水路がなくなり、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。 

○公共下水道が敷設され利用でき

るようになると、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。 

○排水設備工事が適正に施工され

るよう、工事店の指定を行ってい

ます。｢鈴鹿市排水設備指定工

事店｣でないと下水道の排水設

備工事はできません。 

○公共下水道への接続切り替え工

事を行っていただくための費用に

対する｢融資あっせん制度｣があ

りますので、指定工事店にお尋

ねください。 

鈴鹿市自治会連合会総会が
開催されました 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　5月27日㈫、鈴鹿市自治会連合

会の総会が文化会館けやきホール

で行われ、事業計画などの各議案

が承認されました。また次の方々が

役員として承認されました。 

◆平成20年度鈴鹿市自治会連合会
役員の主な方々

○会　長
　池田町自治会　北川　保さん 

○副会長兼会計兼ブロック長
　大池町第二自治会　成田　守弘さん 

○副会長兼ブロック長
　庄野共進自治会　多田　光雄さん 

　十宮町自治会　豊田　信　さん 

　御薗町自治会　加藤　武和さん 

　白子新生町二丁目自治会 

　北川　正敏さん 

○ブロック長
　北若松町中瀬古自治会 

　小林　芳治さん 

○監　事
　庄野羽山三・四丁目自治会　

西村  大三郎さん 

　三日市南自治会　青木　久佳さん 

　築地自治会　児玉　晋さん 

 
国民年金保険料を免除する

制度があります 

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

　国民年金は、20歳以上60歳未

満のすべての方が加入する制度

です。保険料の納付を続けるこ

とで、年をとったときの老齢基

礎年金や万が一のときの障害基

礎年金、遺族基礎年金が受け取

れる制度です。 

　経済的な理由などで保険料を納

付することが困難な場合は、申請

により保険料の納付が免除となる

保険料免除制度をご利用ください。 

　平成20年度分(平成20年7月～

平成21年6月)の免除申請は、7月

から受付が始まりました。申請は原

則として、毎年手続きが必要です(平

成19年度に、全額免除または納付

猶予が承認された方で、翌年度以

降も引き続き全額免除または納付

猶予を申し込んだ方は除く)。 

※平成19年4月以降に退職(失業)した

方は、雇用保険の受給資格者証また

は離職票などの写しを添付してください。 

申込み　保険年金課、地区市民
センター 

 
｢限度額適用認定証｣ 

｢限度額適用・標準負担額減額
認定証｣の更新申請手続きを

お忘れなく 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　高額療養費には後日申請の制

度に加え、入院した場合の1カ月

の窓口での医療費の支払いが自

己負担限度額までとなる制度が

あります。さらに住民税非課税

世帯の方には、この申請により

入院時の1回あたりの食事代も減

額されます。現在、次の認定証

をお持ちの方で更新希望の方は、

7月31日㈭が有効期限ですので、

忘れずに申請をお願いします。 

◆70歳未満の方
○限度額適用認定証(住民税課税世帯) 

○限度額適用・標準負担額減額

認定証(住民税非課税世帯) 

申請場所　保険年金課 
※未納の保険税があると適用されません。 

◆70歳以上の方
○限度額適用・標準負担額減額

認定証(住民税非課税世帯) 

申請場所　保険年金課・地区市民
センター 

※地区市民センターで申請の場合ま

たは保険年金課でも別世帯の方が

申請された場合は郵送となります。 

 
国民健康保険税納税通知書

を発送します 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度の国民健康保険税納

税通知書は、7月14日㈪に発送します。 

下水道に接続 
しましょう 
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お 知 ら せ  
平成20年度 

第12回鈴鹿シティマラソンを
休止します 

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

　例年12月に開催している｢鈴鹿

シティマラソン｣について、今年度は、

そのコースである鈴鹿サーキット国

際レーシングコースが、平成20年9

月から平成21年3月末までの間、改

修工事が実施されます。 

　それに伴い、鈴鹿シティマラソン

実行委員会で開催の有無について

検討を行った結果、今年度の開催

については休止することになりました。 

　大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解いただきますよう、よろしくお

願いします。 

 
レスキュー訓練を 
真近でご覧できます 

中央消防署西分署　 ・　 370-2119
nishibunsho@city.suzuka.lg.jp

　中央消防署西分署では8月5日㈫

に三重県消防学校で開催される

消防救助技術東海地区指導会に

向けて連日厳しい救助訓練を実

施しています。 

と　き　8月4日㈪まで 
　13時15分～17時15分 

ところ　中央消防署西分署(国府
町3238-2) 

問合せ　中央消防署救急救助グ
ループ(　 382-9165)または中央

消防署西分署 

 
中学校給食検討委員を 

募集します 

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

対　象　市内在住で2カ月に1回
程度、市役所本館内で行われ

る会議に出席できる方 

内　容　教育委員会の諮問に応じ、
中学校給食のあり方について

審議します。 

定　員　2人 
申込み　7月18日㈮16時までに、

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 

※申込者多数の場合は、抽選します。 

※申込み前に電話で同課へご確認く

ださい。 

 
第5回幼稚園再編整備検討
委員会を傍聴できます 

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

と　き　7月17日㈭　15時～17時 
ところ　市役所本館12階1202会議室 
定　員　10人(学校教育課で会議開
始15分前までに傍聴人受付簿に

記入し、定員を超えた場合は抽選) 

申込み　会議開始30分前から15分
前までに、学校教育課へ 

※託児あり(3歳～5歳) 

 
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　7月22日㈫　19時～21時 
ところ　市役所本館12階1205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。 

 
人権啓発・人権教育研修会に

参加しませんか 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住・在勤で、後日
レポートを提出していただける方 

と　き・ところ
○部落解放研究全国集会(宮崎市) 
　10月3日㈮～5日㈰ 

○全国人権・同和教育研究大会(奈良市) 
　11月29日㈯、30日㈰ 

○人権啓発研究集会(米原市ほか)
平成21年2月12日㈭、13日㈮ 

定　員　若干名 
申込み　各研修会などの開催日の
2カ月前までに、所定の用紙に必

要事項を記入の上、人権政策課へ 

※研修会などの参加経費を市の規定

に基づき助成します。 

 
学校給食センターの 
物資納入登録業者を 
募集します 

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

飯野給食共同調理室　 ・　 382-3273

　学校給食センターの給食物資

を購入するため、納入登録業者

の募集説明会を開催します。 

対　象　市内の製造または加工業者
(一部調味料は納品のみ可) 

と　き　7月14日㈪　14時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　1日5,400食の食材(鶏卵、
練り製品、豆腐類、こんにゃく、

麺類、調味料） 

申込み　7月11日㈮までに、電話
で学校教育課または飯野給食

共同調理室へ 

 
鈴鹿市高齢者福祉計画 
策定委員を募集します 

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

　市民の皆さんのご意見を計画に

反映させるため、一般公募による策

定委員を募集します。 

対　象　本市に住所を有する方で、
年3回から5回程度(平日昼間2時

間程度)の策定委員会会議に参

加できる方 

任　期　委嘱の日から1年間 
内　容　平成21年度から3年間の高
齢者福祉施策を進めていく事業計

画の策定に、参加していただきます。 

定　員　1人 
申込み　7月31日㈭(必着)までに

長寿社会課に備え付けの応募

用紙に必要事項を記入の上、

長寿社会課へ 

※応募用紙は、市ホームページ＞トピッ

クスからもダウンロードできます。 

 
嘱託保健師を募集します 

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

受験資格　昭和26年4月2日以降
生まれで保健師資格のある方

および地方公務員法第16条の

くらしの情報 
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欠格条項に該当しない方 

業務内容　保健師の産休代替え
としての地域保健にかかる保

健指導業務 

募集人員　1人 
申込み　7月22日㈫までに採用試

験申込書に必要事項を記入の上、

直接、または郵便で〒513-0809

西条五丁目118-3　健康づくり課へ 

※採用試験申込書は、直接、または郵

便で健康づくり課へ請求してください。

郵便の場合は、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、

80円切手をはった12㎝×23㎝程度

のもの)を同封してください。 

【採用試験】
と　き　7月29日㈫　9時から 
ところ　総合保健センター 
内　容　面接 
 
鈴鹿市スポーツ指導者バンク

制度のご案内 

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

対　象
○新規登録　市内在住または通
勤する20歳以上の方 

○登録更新　現在、鈴鹿市スポ
ーツ指導者バンクに登録して

いる方(事前通知を送付します) 

目　的　生涯スポーツの推進を図
るため、スポーツ指導者を登録し、

指導者の有効活用を図ります。 

資格取得　資格認定講習会で規
定単位を取得した方に認定証を

交付します。 

資格認定講習会
○新規登録者　3科目以上を受講 
○登録更新者　2科目以上を受講 
※日本体育協会などが認定した指導者

資格を有する方は、任意受講 

登録料　無料 
申込み　7月22日㈫までにスポー
ツ課へ 

 
夏の交通安全県民運動を 

実施します 

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

　7月11日㈮から20日㈰までの10

日間、夏の交通安全県民運動が

実施されます。 

◆運動の重点
○子どもと高齢者の交通事故防止 

○全ての座席のシートベルトとチャイ

ルドシートの正しい着用の徹底 

○飲酒運転の根絶 

○自転車の安全利用の推進 

◆交通事故は自らの問題です
　本市の5月31日現在の交通死者

は2人(前年比2人減)ですが、交通

事故総発生件数は2,835件(前年比

39件増)と前年より増加しています。

幼稚園、学校、病院、老人福祉

施設などの付近では、子どもの

飛び出しや高齢者の歩行に十分

注意し、ご家庭では身近で起き

た子どもや高齢者の交通事故に

ついて話し合い、交通ルールを

守り、正しい交通マナーの実践

を習慣付けましょう。 

市道の陥没を見つけたら 
ご連絡を 

道路保全課　 382-8421　 382-7612
dorohozen@city.suzuka.lg.jp 

　本市では道路パトロールなど

を実施し、市道の安全環境の確

保に努めていますが、集中豪雨

などにより道路舗装面の陥没箇

所での事故発生も予想されます。

その未然防止のため、市道の陥

没箇所を見つけた場合は、道路

保全課にご連絡ください。 

 
屋外広告物は事前に相談を 

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、三重県屋外広告物

条例に基づき、良好な景観の形成、

風致の維持、公衆に対する危害

の防止という3つの観点から、屋

外広告物の規制を行っています。

屋外広告物を表示するには、そ

の大きさ、高さなどの規格や設

置できない場所(禁止地域・路線)

など、細かい規制があります。

屋外広告物を設置しようとする

ときは、事前に都市計画課へご

相談ください。 

　｢自分たちのまちは自分たちの手でつくる｣という住民

自治の確立した、市民主体のまちづくりを進めていくた

めに、どのような行政運営が必要で、それを実現するた

めにはどのようなルールが必要なのか、市民の皆さんと

一緒に検討していきます。 

応募要件　次のすべてに該当する方 
○市内在住または通勤・通学する方 

○平成20年4月2日現在で、18歳以上の方(未成年の

方は保護者の同意必要) 

○月1回程度の平日夜の会議に、継続的に参加できる方 

任　期　委嘱の日(9月下旬予定)から提言書を市長に
提出する日まで 

募集人数　10人程度 

応募方法　7月7日㈪から8月22日㈮(必着)までに地域
課、地区市民センターに備え付けの応募用紙に住

所、氏名、応募動機、作文(｢わたしの考えるまち

づくりのルール｣、｢私の考える理想のまちづくり｣、

｢市政への市民参加を活発にする方法｣の内、いず

れかのテーマ)などを記入の上、直接または郵送、

ファクス、電子メールのいずれかで地域課へ 

選考基準　応募いただいた書類をもとに、審査を行
います。 

選考結果　9月上旬に書面で通知します。 
※参加の都度、車賃程度の謝礼金があります。 

※考える会は、公募市民委員のほか有識者、関係団体の

代表者などで構成します。 

｢みんなでつくるすずかまちづくり条例(仮称)を考える会｣市民委員を募集します 
地域課　 382-8695　 382-2214 　chiiki@city.suzuka.lg.jp
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バスの車内事故を 
防止しましょう 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　バスの事故の約3割は、車内

で起きています。特にバスの発

進時における事故の割合が高く、

年代的には65歳以上の高齢者

が最も多く、過半数を占めてい

ます。 

　車内事故防止のため、バスに

乗ったら発進前に確実に座りま

しょう。走行中は座席を立たな

いようにするとともに、必ずバ

スが完全に停止してから移動し

てください。また、お立ちにな

ってご利用いただく際も、つり

革やにぎり棒にしっかりとつか

まってください。 

※三重県バス協会では、7月に｢車内

事故防止キャンペーン｣を実施し

啓発に努めます。 

平成19年度全国大会以上出場者及び顕著な成績　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19年10月～20年3月スポーツ課把握分)。 

2007DUNLOPCUP全国選抜ジュニアテニス選手権大会 

平成19年度全日本6人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 

全日本パワーリフティング選手権大会 

平成19年度全日本卓球選手権大会 

第2回全日本ハイシニアソフトボール大会 

第57回全日本実業団バドミントン選手権大会 

第30回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 

とびうお杯第22回全国少年少女水泳競技大会 

第50回小学生・中学生全国空手道選手権大会 

第38回日本少年野球選手権大会 

第47回空手道糸東会全国選手権大会 

 

 

 

第25回全国ホープス卓球大会 

ダンロップ全日本ジュニアテニス選手権'07 

第34回全国中学生テニス選手権大会 

 

第12回全日本レディースソフトボール大会 

第57回全日本実業団卓球選手権大会 

第25回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 

第25回全・日本拳法少年個人選手権大会 

第2回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 

日本スポーツマスターズ2007(ソフトテニス) 

日本スポーツマスターズ2007(バドミントン) 

 

第20回全国スポーツ・レクリエーション祭マスターズ陸上競技大会 

日本スポーツマスターズ2007大会(テニス) 

全・日本拳法総合選手権大会 

日本スポーツマスターズ2007大会(ソフトボール) 

日本スポーツマスターズ2007大会(バレーボール) 

第50回全日本社会人バドミントン選手権大会 

第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 

第21回全日本シニアソフトボール大会 

第13回トライアスロン選手権東京湾大会 

第23回日本ジュニア・第1回日本ユース陸上競技選手権大会 

第28回国際・全日本マスターズ陸上競技選手権山口大会 

森下大斗 

菅谷由美、上田麻美子 

伊藤禎浩 

神京夏 

中西宣征、麻生憲一、大河原満、河野功、水谷輝彦 

大石幸生、佐藤浩一、前田紘道、秋山一弥、荻田昌昭 

足立華美 

足立華美 

西田光希、中西透暉鷹、稲葉健斗、鈴木琴絵 

伊藤純輝 

上條真輝、大橋里央、奥山大輝、内藤美月、林季莉花、 

奥山愛理、下向美緒、村出新、内藤光平、田原武豊、 

粉川征子、奥山雄大、清水武駿、平原優太、大泉奏麿、 

上條純輝、奥山史佳、　深和哉、澤村ゆき乃、西垣千穂 

神京夏 

森下大斗、森下恵梨菜、長田和典 

長田祐介、長田和典、山口大祐、西川徹哉、神山一真、 

土田恭平、川上諒、平野央 

佐野仁美、山副有紀 

ホンダ鈴鹿 

大村美星、北川清太、濱崎勝司、井上史朗 

小森彪楽 

北川清太、大村春奈 

山川英美、実崎登志枝、坂実那子 

森下武司、松田大吉郎、阿野田泰生、西村孝子、 

森川和代、乾　子 

阪田日出美 

梅原頼子、梅田朋子 

田中千賀 

田中保子、佐野仁美 

太田充彦、竹嶋章、筒井廣美 

大石幸生、秋山一弥 

二宮奈美、佐来拓真 

塚原義孝、関本勝英、中西宣征、麻生憲一、大河原満 

中井啓太 

伊川綾子、大野美華、衛藤昂 

阪田日出美 

5
月 

6
月 

7
月 

8
月 

9
月 

10
月 

くらしの情報 
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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

影場所、撮影日時、撮影に関する

エピソードを記入の上、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

譲渡をお願いします。 

※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。 

10
月 

11
月 

12
月 

1
月 

2
月 

3
月 

第69回テイジン全日本ベテランテニス選手権'07 

AFC　Uー19女子選手権大会中国2007 

天皇賜杯第62回全日本軟式野球大会 

第6回全国社会人9人制バレーボール男女優勝大会 

第29回全国レディーステニス大会全国決勝大会 

第24回全日本シニアバドミントン選手権大会 

JOCジュニアオリンピックカップ2007平成19年度全日本卓球選手権大会 

第76回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 

第41回全日本社会人卓球選手権大会 

第31回全日本ローンコートベテランテニス選手権大会 

平成19年度全日本卓球選手権大会マスターズ 

第16回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会 

 

JOCジュニアオリンピックカップ第21回全国都道府県対抗中学バレーボール大会 

第19回全日本ベンチプレス選手権大会 

平成19年度第86回全国高等学校サッカー選手権大会 

第35回全日本空手道選手権大会 

第2回青少年国際野球大会 

天皇杯・皇后杯平成19年度全日本卓球選手権大会 

第83回天皇杯・第74回皇后杯全日本総合バスケットボール選手権大会 

 

 

第36回全日本支部対抗ボウリング選手権大会 

第47回大阪国際招待卓球選手権大会(全国オープン) 

 

全国ガールズ8(U-12)サッカーフェスティバル第4回Jヴィレッジなでしこカップ 

 

JBC会長杯争奪第23回全日本年齢別ボウリング競技大会 

第16回全日本春季大会(硬式野球) 

第3回春の全国中学生ハンドボール選手権大会 

第21回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会 

神埼市長旗第19回全国選抜中学生剣道大会 

 

平成19年度文部科学大臣旗争奪はまなす杯第2回全国中学生空手道選抜大会 

JOCジュニアオリンピックカップ第4回都道府県対抗全日本中学生ソフトボール大会 

第8回全国社会人クラブ対抗バドミントン大会 

第26回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 

第53回全国私立高等学校女子ソフトボール選抜大会 

第46回全日本ボウリング選手権大会 

※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。　 

梅原頼子、岡田進、北川俊秀 

後藤三知(準優勝) 

ホンダ鈴鹿 

筒井広美、山本卓、山中芳之 

矢田恵理子 

秋山一弥 

伊藤理 

淳鹿クラブ 

松田英人 

岡田進 

田中宏佳 

平子健人、岩永秀仁、小森翔平、櫛田健人、 

大屋明仁、田口亮、砂川匠、小原拓也、川端健司 

鈴木雄太、稲田悠人、原世奈、原惟織、水野美咲 

伊藤禎浩 

中野真人、立木祐二 

江藤茜 

畠山高弥(優勝) 

西川千裕 

戸田幸治、新實光隆、鈴木唯紀、南部佳紀、 

井上裕史、瀬古英二、松尾親吾、野村和之、 

小山敏雄、若山和貴、鈴木隆徳 

門脇省冶、南出幹生、小熊麻世、永井譲二 

神京夏、西川千裕、伊藤理、山本雄飛、 

松井夏美、西川ひかり 

伊藤里紗、伊坂彩花、新田桃子、吉見実優、 

若山そら、須川幸穂、崎山瑠香 

小熊麻世 

鈴鹿ブルズ 

白子中学校(男子) 

原田理央、野村睦、岩本有美 

井上諒、太田篤、丹羽悠介、内村宜輝、 

与那嶺佑、和田季純、北川武志 

奥山雄大、奥山史佳、澤村ゆき乃 

岡田真奈、尾崎千裕 

黒川順二 

黒木琴 

黒木琴 

中村喜代孝、田畑翔平、小熊麻世、浜口朋子 

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 
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建設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

　この制度は、建設現場で働く

方のために、国によって作られ

た退職金制度です。事業主の方は、

現場で働く労働者の共済手帳に

働いた日数に応じて掛け金とな

る共済証紙をはり、その労働者

が建設業界で働くことをやめた

ときに建退共から退職金を支払

うこととなります。 

加入できる事業主　建設業を営
む方 

対象となる労働者　建設業の現
場で働く方 

掛　金　日額310円 
※詳しくは、建退共ホームページ

(　 http://www.kentaikyo.taisyokukin. 

　go.jp/)、または、建退共三重支部

(　059-224-4116)へ 

 
男女がいきいきと 

働いている企業を募集します 

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

　三重県では、女性の能力活用や、

仕事と家庭の両立支援、次世代

育成支援などに積極的に取り組

む企業を表彰しています。 

応募対象　県内に本店または主
な事業所があり、営利を目的

に経済活動を行う企業 

応募方法　企業、労働者などか
らの直接応募または労働者団体、

使用者団体などからの推薦 

申込み　9月1日㈪(必着)までに応
募用紙に記入の上、郵送など

で提出してください。 

※表彰基準など詳しくは、県生活・

文化部勤労・雇用支援室(　059-

224-2454　 kinko@pref.mie.jp 

　　http://www.oshigoto.pref.mie.jp)へ 

 
コスモス畑の種まきを 

しませんか 

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

と　き　7月20日㈰　10時から 

※雨天の場合、翌週27日(日)に順延。

27日も雨天の場合は、種を配布し

ますので、9時30分に現地にお越

しください。雨天の場合は、7時

30分から8時までに下記までご確

認ください。 

ところ　地子町地内 
内　容　コスモス畑つくり(コス
モスの種、土地を提供します) 

参加料　1区画1,000円(種まき当
日徴収します) 

申込み　住所、氏名、電話番号
を記入の上、ファクスでアグ

リ夢創りプロジェクト事務局

(　・ 　383-6150)へ 

※熱中症など予防のため、帽子・飲

料水などは各自でご用意ください。 

※駐車場に限りがあるため、会場へ

はできるだけ乗り合わせでお越し

ください。 

 
料理や日本の伝統的な 
遊びを教えていただける 
ボランティアを募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　外国籍の保護者の皆さんに、

日本のお弁当の作り方を教える

料理講座を開催します。また、

その参加者とボランティアの子

どもたちの交流会も開催し、か

るたやすごろく、こま、紙芝居

など日本の伝統的な遊びを一緒

に楽しみます。そこで、料理や

子どもの遊びを補助するボラン

ティアを募集します。お子さん

同伴でも大歓迎です。 

と　き　9月14日㈰　9時～13時 
ところ　鈴鹿市ふれあいセンター 
内　容　日本スタイルのお弁当
作り(調理室)、日本と外国籍の

子ども同士の交流会(和室) 

申込み　7月31日㈭までに、はがき、
ファクス、電子メールのいず

れかで、住所、氏名、年齢、

電話番号、希望するボランテ

ィア、平日で打ち合わせに都

合の悪い曜日と時間帯を明記

の上、鈴鹿国際交流協会(〒

513-0801神戸一丁目1-1近鉄鈴

鹿市駅ビル3階)へ 

 

 
夏休みこども映画会 

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

対　象　幼児・小学生 
と　き　7月24日㈭、25日㈮
　10時～11時30分、13時30分～

15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　昔話や交通安全などのア
ニメーション映画 

定　員　各100人 
参加料　無料 
 

夏休みおはなし会 

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

対　象　乳幼児から小学校低学
年まで 

と　き　7月19日㈯　14時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室・会議室 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　100人 
参加料　無料 
 
親子でスペースシャトルの

模型作り 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学2、3年生程度の児
童とその保護者(児童は2人ま

で可能) 

と　き　8月9日㈯　13時～16時

30分(12時30分受付開始) 

ところ　文化会館プラネタリウ
ムギャラリー 

内　容　プラネタリウムギャラリー
にも展示中のスペースシャトルの

模型を作ります。保護者が子ども

と、魅力あふれる宇宙の乗り物を

一緒に作ることで、天文学の一

端を共有できる良い機会です。 

持ち物　はさみ、カッターナイフ、
アルミホイル(1本)、ボールペン、

接着剤(セメダイン社Gスーパ

ーX2を推奨します)、液体のり、

紙ヤスリ(＃180と＃400の各1枚)、

30㎝定規 

※持ち物の貸し出しはできません。 

定　員　10組(保護者を含む20人
程度、応募多数の場合は抽選) 

参加料　無料 

くらしの情報 

お 知 ら せ  催 し 物  
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申込み　7月18日㈮(必着)までに、

往復はがきか直接、文化会館(返

信用はがき持参)へ 

※往信裏に代表者の住所、電話番号、

参加者全員の氏名、年齢を、返信

表に代表者の住所、氏名を記入の上、

文化会館・スペースシャトル係

(〒513-0802　飯野寺家町810)へ 

※はがきの返信裏は何も書かないで

ください。 

※参加申込者を重複して出された場

合は無効 

 
平和への祈り展 

(パネル展示とシベリア抑留
経験者、原爆被災者の講演会) 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月24日㈭～26日㈯
　10時～19時(26日のみ17時まで) 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容
○展示パネル　原爆と人間パネ
ル展、世界で一番寿命が短い

国｢シエラレオネ｣パネル、カ

ンボジア地雷パネルなど 

○ビデオ上映　アニメ、津の戦
争遺跡 

○参加コーナー　折り鶴を折って
広島に送ろう、平和の絵本を読

もう、地雷模型に触れてみよう 

○特別講演会　｢シベリア抑留の
はなしをきこう｣｢原爆のはな

しをきこう｣(24日㈭　13時～

15時)　シベリア抑留、原爆を

経験された方の話を聞きます。 

参加料　無料 
 
わらび座ミュージカル 

｢火の鳥｣妹尾河童さん講演会 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
http://www.s-bunka.net/

　10月8日㈬に市民会館で開催す

るミュージカル｢火の鳥｣のプレ

イベントとして、舞台美術家で

エッセイストの妹尾河童さんの

講演会を開催します。 

と　き　8月2日㈯　13時30分から
(開場13時) 

ところ　文化会館けやきホール 
参加料　500円 

参加券取扱所　文化会館、鈴鹿市観光
案内所(白子駅西) 

主催・問合せ　わらび座鈴鹿公演実行
委員会　加藤　 090-8070-3279 

 
詩のボクシング三重大会 in 鈴鹿 

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

◆出場者を大募集しています
対　象　満15歳以上の方で三重
県在住・在勤・在学または三

重県出身の方 

と　き　本大会出場者選考会は
8月2日㈯13時から、本大会は

8月30日㈯13時から 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　2人の朗読ボクサーが3
分間で自作の詩などを朗読し、

どちらの言葉がより観客を感

動させたかを判定 

参加料　無料(観戦も無料です) 
申込み　7月20日㈰までに、申込
書に必要事項を記入の上、文

化課へ 

※申込書は公民館など公共施設に設

置してあります。 

 
自然観察会｢昆虫灯火採集｣ 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月27日㈰　19時～21時 

　(雨天中止) 

ところ　加佐登神社 
内　容　ライトに集まる昆虫の
採集・観察 

※夏休みの自由研究にもご活用くだ

さい。 

参加料　無料 
定　員　20人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　7月14日㈪(必着)までに、

はがき、電話、ファクス、電

子メールのいずれかで、住所、

氏名、電話番号、参加人数を

環境政策課にご連絡ください。 

※詳しくは、申込み後に連絡します。 

 
Mieこどもエコフェア 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月20日㈰、21日㈪
　10時～16時 

ところ　三重県環境学習情報セ
ンターおよび周辺施設(鈴鹿山

麓リサーチパーク内) 

内　容　人力自転車発電や木工
工作などの環境体験イベント 

参加料　無料 
主催・問合せ　三重県環境学習
情報センター(〒512-1211四日市

市桜町3690-1　 329-2000　 329-

2909　 info@eco-mie.com)

教育講演会「地域医療に身をささげた47年間」 
教育研究所　 382-9056　 383-7867

kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月1日㈮　13時30分～16時20分(開場13時) 
ところ　市民会館 
講　師　浜中診療所名誉所長　道下俊一さん 
内　容　道下先生は、北海道の東の端に位置し、厳しい気候に加え、都市か
らも遠く離れた霧多布で47年間という長い間、地域医療に貢献されました。 

　　霧多布は、十勝沖地震、またチリ地震による津波で家や町が壊され、多

くの死者を出しました。この厳しい条件のまちには、そこに生きる人たちの

強い郷土愛や生命力、さらに自然の脅威に敢然と立ち向かう姿がありまし

た。その地域住民の生きる底力に心を動かされ、道下先生は霧多布の人

と共に生きる決意をしました。そして、｢カルテの裏にはその人の人生があ

ると思うんです。その裏が分かるようになって始めてわたしは医療ができる

と思ってやってきたんですよ｣と語っています。 

　　志を高く持ち続け、地域医療に貢献してこられた道下先生の話は、これか

らの時代を生きていく子どもの教育にかかわる多くの人にとって、示唆に富む

内容ですので、多くの方々の来場をお待ちしています。 

参加料　無料 
申込み　7月22日㈫までに、電話かファクスで教育研究所へ 
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夏の鈴鹿川体験 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

◆｢川歩き体験｣をしてみませんか
と　き　8月17日㈰　10時～15時 

ところ　鈴鹿川河川緑地公園 
内　容　水生生物や水辺の植物
の採集・観察 

※小学生は保護者同伴 

主　催　夏の鈴鹿川体験実行委
員会 

定　員　約150人(応募多数の場
合は抽選) 

申込み　7月31日㈭までに、はがき、
ファクス、電子メールのいずれか

で｢鈴鹿川歩き参加希望｣、参加

代表者の住所、氏名、年齢、電

話番号と参加者全員の氏名、年

齢と川歩き参加希望時間(10時、

11時、13時、14時のいずれか)を

記入の上、〒510-0241白子駅前

18-15　すずかのぶどう｢夏の鈴

鹿川体験実行委員会鈴鹿川歩

き係｣(　・　387-0767　budou

＠mecha.ne.jp)へ 

※8月10日(日)までに抽選結果と当日

の詳細を連絡します。 

 
鈴鹿国定公園指定 
40周年記念事業 

｢鈴鹿の山模様・写真展｣ 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿山系が国定公園に指定さ

れて、今年で40周年を迎えます。

これを記念して、鈴鹿の山に息

づく生き物(花、昆虫、動物など)

や風景の写真展を開催します。 

と　き　7月19日㈯～28日㈪
　平日は8時30から17時15分、土・

日曜日は10時から17時まで(21日

㈪は休み) 

ところ　市役所本館1階市民ギャラリー 
主　催　鈴鹿国定公園協会(鈴鹿市) 
撮影者　水谷のりやさん 
 
鈴鹿８耐WEEK映画会 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿の熱い夏｢8耐｣を盛り上げ

る新しい市民イベントとして、

モータースポーツにちなんだ映

画の上映会を開催します。 

と　き　7月21日㈪　17時～19時
(16時30分開場) 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容　地元参戦チームの壮行会、
8耐バイクの展示、バイクをテー

マにした映画上映 

主　催　鈴鹿モータースポーツ
市民の会 

定　員　500人 
入場料　無料 
問合せ　鈴鹿サーキット広報・
宣伝販促室(　378-1111(代))、

商業観光課 

 
第1回三重県ゴルフ競技会

鈴鹿地区大会 

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

対　象　県内在住・在勤・在学
者および三重県ゴルフ協会加

盟クラブ会員 

と　き　8月29日㈮ 
ところ　鈴峰ゴルフ倶楽部 
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会 
後　援　鈴鹿市 
定　員　60組(240人) 
※定員になり次第締切 

参加料　一般8,230円(セルフ)、
ジュニア(小・中・高校生)　

3,000円(セルフ) 

※プレー代、昼食代、パーティ代、

賞品代込み 

申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部　 
　　371-0711 

 
レッツ・チャレンジ 2008 

県立鈴鹿青少年センター
378-9811　 378-9809

対　象　小学5年生から中学2年
生で、海・山での体験活動に

参加できる方 

と　き　8月17日㈰～21日㈭
　(4泊5日) 

ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

内　容　海での体験活動や登山、
野外炊飯やテント泊、キャンプ

ファイヤーなどを体験 

定　員　36人(応募多数の場合は

抽選) 

参加料　2万円程度 
申込み　7月5日㈯から31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 

 

 
 

夏休み手作り絵本教室 

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

と　き　8月6日㈬、7日㈭
　9時30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
テーマ　｢ゆめのある絵本｣(固い
表紙の絵本作り) 

定　員　各60人(先着順、親子で
も参加できます) 

参加料　400円(材料費) 
申込み　7月17日㈭ 9時から図書

館2階視聴覚室で受け付けます

(電話での申込みはできません)。 

※おつりの無いようにご準備ください。 

※当日の昼食は各自でご用意ください。 

 
親子体操教室 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

◆すくすくクラス
対　象　3歳～就学前の子と保護者 
と　き　7月22日㈫、24日㈭、

29日㈫、31日㈭、8月5日㈫、

19日㈫、21日㈭、26日㈫　

13時30分～15時(全8回) 

ところ　市立体育館(大会議室・
正体育館) 

定　員　20組 
◆わんぱくクラス
対　象　小学1年生～4年生の児
童と保護者 

と　き　7月22日㈫、24日㈭、29
日㈫、31日㈭、8月5日㈫、21

日㈭、26日㈫、28日㈭　10時

～11時30分(全8回) 

ところ　市立体育館(正体育館・
副体育館) 

定　員　20組 
参加料　いずれも、子ども一人
1,000円、大人一人2,000円(ス

ポーツ保険料を含む) 

申込み　7月15日㈫までに、参加

料を添えて直接、市立体育館へ 

ミニ知識 ミニ知識 

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 

2 0 0 8人権を考える市民のつどい 

　人権・平和意識の高揚と人権文化の創造を図るため、

｢人権を考える市民のつどい｣として、｢愛と平和のコン

サート｣を開催します。17回目となる今年は、｢世界人

権宣言｣が国連で採択されて60周年にあたることから、

世界の名曲演奏や、詩の朗読を折りまぜながら、改め

て｢世界人権宣言｣の意味を問い直し、人権文化のまち

づくりを考えます。 

　世界人権宣言は、人権および自由を尊重し確保す

るために、｢すべての人民とすべての国とが達成すべき

共通の基準｣を宣言したものであり、人権の歴史におい

て重要な地位を占めています。しかし、今世界を見ると

人権と平和を脅かす悲惨な事件が絶えません。また、

国内ではいじめや児童虐待、残虐かつ非人道的な事

件が毎日のように報道されています。このような人権を

取り巻く厳しい状況を考えると、今、なぜ世界人権宣

言が生まれたのかということを再認識する必要がある

のではないでしょうか。 

2008人権を考える市民のつどい｢愛と平和のコンサート｣
と　き　8月1日㈮　19時開演(18時30分開場) 

ところ　文化会館けやきホール 
 プログラム
○オープニング　世界に一つだけの花 
○第１部　世界の名曲をたずねて 
　美しく青きドナウ／亜麻色の髪の乙女／くるみ割人

形より／深い河／明るい表通りで／りんご追分ほか 

○第２部　おかあさんの詩より 
　｢いつの日か、きっと｣作品朗読／｢おもたあ荷｣

作品朗読／チゴイネルワイゼン／この街で 

○第３部　親子で歌いつごう日本の歌 
　浜辺の歌／川の流れのように／赤とんぼ 

出　演　アムジー室内合奏団、藤井ミホ(ジャズピアノ
&ボーカル)、鈴鹿女声コーラス、石川楊子(司会・朗読) 

定　員　500人(先着順) 
入場料　無料 ※ 託児希望者は7月25日(金)までに人権政策課へ(先着10人)

鈴鹿市盆おどり講習会 

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

と　き　7月6日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　市民会館2階展示室 
内　容　盆おどり新曲講習など 
主　催　鈴鹿市民踊舞踊指導者連盟 
参加料　無料 
※詳しくは、生涯学習課へお問い合わせください。 

 
鈴鹿高専公開講座 

鈴鹿工業高等専門学校

　 368-1717　 387-0338
somu@jim.suzuka-ct.ac.jp

ところ　鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　無料(一部材料費、保険
代が必要) 

申込み　往復はがきで希望講座名、
郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

電話番号、性別、学校名、学年、

保護者名を記入の上、〒510-

0294　鈴鹿市白子町　鈴鹿工

業高等専門学校地域連携係へ(機

械工学のひとこま、やさしいエレ

クトロニクス教室は希望日も記入) 

◆機械工学のひとこま
と　き　第１回：7月29日㈫、 
　第２回：7月30日㈬ 

定　員　中学生各24人 

材料費　1,000円 
締　切　7月14日㈪まで 
◆やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第１回：7月29日㈫、 
　第２回：7月30日㈬ 

定　員　中学生各10人 
材料費　300円 
締　切　7月11日㈮まで 
◆乗り物のコンピュータ制御の

〜い・ろ・は〜
と　き　8月8日㈮ 
定　員　中学生15人 
保険代　約400円 
締　切　7月22日㈫まで 
◆材料科学・夏のミステリーツアー
と　き　8月5日㈫、6日㈬(2日間) 
定　員　小学5・6年生、中学生 20人 
締　切　7月22日㈫まで 
◆手作りモータと初歩的なロボッ

トをつくろう！
と　き　8月22日㈮ 
定　員　小学5・6年生20人 
保険代　約400円 
締　切　7月25日(金)まで 
◆身のまわりのおもしろ化学実験
と　き　8月5日㈫、6日㈬(2日間) 
定　員　中学生48人 
締　切　7月29日㈫まで 
※この公開講座は｢子どもゆめ基金

助成金｣による活動です。 

おわびと訂正 

　6月20日号5ページ、スポーツ(市

立体育館)の文中に誤りがありま

したのでおわびして訂正します。 

（誤）卓　球 

　　　7月23日　9：00～17：00 

（正）バドミントン 

　　　7月23日　9：00～17：00

の 7 月 納 税 

○固定資産税・都市計画税⋯2期
○国民健康保険税⋯1期
【納期限は7月31日㈭です】
※納税は便利な口座振替で 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　 バイクであいたいパレードって何？ 

　　鈴鹿8時間耐久ロードレース決

勝前夜祭を飾る一大オープニング

イベントです。市内をバイクでパレ

ードして、交通安全を広くPR、フィ

ナーレでは翌日の決勝を控えた鈴

鹿サーキット国際レーシングコース

を実際に走行します。大勢の市民

や8耐観客の声援を受け、より身

近に8耐を体感できるイベントです。 

モータースポーツ 
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