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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28日㈭、29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。 

 
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15日㈮から17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は、

8月11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。 

※各手当の受給資格者には、事前に

案内文書を郵送します。 

 
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、または業者配達でお届けし

ます。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42年3月
31日以前の生まれ)、白寿99歳

(明治42年4月1日～43年3月31日

生まれ)、卒寿90歳(大正7年4月

1日～8年3月31日生まれ)、米

寿88歳(大正9年4月1日～10年3

月31日生まれ)、喜寿77歳(昭和

6年4月1日～7年3月31日生まれ) 

 
高齢者向け配食サービスの

ご利用を 

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

　調理や栄養管理が困難な高齢の

方に、配食する事業所を紹介します。 

対　象　65歳以上の一人暮らし
の方、65歳以上の高齢者のみ

で構成される世帯の方 

内　容　お粥・刻み食・カロリー
制限食などへの対応、配食の

際の利用者の安否確認、週1回

1食からの配食 

※弁当の実費は、利用者の負担とな

ります(600円～670円程度)。 

※詳しくは、長寿社会課へ 

 
三重県特定不妊治療費 

助成事業の手続きについての 
お知らせです 

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

　三重県からの事務・権限の移譲に

より、平成20年7月1日から、県健康

福祉部こども家庭室(鈴鹿保健福祉

事務所)が行っていた特定不妊治療

費助成事業にかかる申請書受付事

務について、市内在住の方に関する

申請は、子育て支援課で取り扱うこと

になりました。なお、今までどおり鈴

鹿保健福祉事務所保健衛生室地域

保健課でも申請は可能です。(西条

五丁目117) 

※詳しくは、子育て支援課へ 

 
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21年度市立幼稚園
対　象
○4歳児　市内在住で、平成16年
4月2日から平成17年4月1日ま

でに生まれた幼児 

○5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 

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　市立幼稚園全23園で募
集し、希望者は全員入園できます。 

※入園希望者が15人に満たない場合は、

当該年度は休園します。ただし、対象

幼児数が少ない地域では、その実情に

応じて、10人程度であれば開園します。 

申込み　9月1日㈪から19日㈮(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時)までに、各園にある｢入

園願｣に必要事項を記入の上、

入園希望の幼稚園へ 

※併願はできません。 

◆平成21年度私立幼稚園
対　象　3歳児～5歳児 
申込み　8月6日㈬から各幼稚園で
入園願書を配布し、9月1日㈪

から受付します。直接、入園

を希望する幼稚園へ 

○道伯幼稚園　　　　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 

○第一さくら幼稚園　380-0188(代) 

○第二さくら幼稚園　378-4085(代) 

○すずか幼稚園　　　382-3272(代) 

○第２すずか幼稚園　386-6129 

 
平成21年鈴鹿市成人式の 
日程・会場が決定しました 

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

対　象　昭和63年4月2日から平成
元年4月1日生まれで市内在住の方、

または本籍のある方 

と　き　平成21年1月11日㈰

　10時から(9時開場) 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デン水泳場 

※屋内プールの観覧席を使用し、式典など

はプールサイドのステージを使用します。 

内　容　成人式実行委員の皆さ
んが企画、立案中です。 

※対象の方への通知はしませんので、

自由にお越しください。 

お 知 ら せ  
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鈴鹿市都市マスタープラン
修正素案への意見を募集します 

都市計画課　 382-9063　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　人口減少が顕在化し、高齢化

社会を迎えるにあたり、平成18

年度に都市計画法の改正が行わ

れました。これに伴い、本市の

都市計画の基本的な方針を示し

た｢鈴鹿市都市マスタープラン｣

に一部不整合が生じましたので、

修正作業を進めており、今回、

鈴鹿市都市マスタープランの修

正素案がまとまりましたので、

皆さんの意見を募集します。 

募集期間　8月11日㈪～9月9日㈫ 
閲覧場所　都市計画課、市政情
報課、市ホームページ 

意見提出方法　住所、氏名を記
入の上、直接または郵送、フ

ァクス、電子メールのいずれ

かで都市計画課へ 

【説明会】
と　き　8月21日㈭　14時～16時

(昼の部)、19時～21時(夜の部) 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター 

※寄せられたご意見は、個人が特定

できないように類型化してまとめ、

回答とともに市ホームページなどで、

後日公表します。なお、個別には

回答しません。 
 

国民年金、厚生年金の相談・
届出についてのお知らせです 

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

　津社会保険事務所(　059-228-

9188)をはじめ、社会保険事務所

で年金相談を行っています。津

年金相談センター(津市広明町

345-5三浴ビル)は、7月31日に廃

止されました。 

◆電話での年金に関する問い合わせは
｢ねんきんダイヤル(　0570-05-1165)｣へ

※IP電話・PHSからは　03-6700-1165 

○月〜金曜日　8時30分～17時15分
(月曜日(月曜日が休日の場合は

火曜日)は19時まで) 

○第２土曜日　9時30分～16時
(毎年11月の第2・4土曜日と日

曜日は9時30分～16時) 

※祝日、12月29日～1月3日はご利用

できません。 

※電話料金は、一般の固定電話の場合、

接続先にかかわらず市内通話料金

で利用できます。ただし、携帯電

話の場合は、全額発信者負担にな

ります。 

◆電話での｢ねんきん特別便｣に関する
ご質問・お問い合わせは｢ねんきん特別
便専用ダイヤル(　0570-058-555)｣へ

※I P電話・PHSからは　 03-6700-1144 

○月〜金曜日　9時～20時 

○第２土曜日　9時～17時 
※｢ねんきん特別便｣に関して、ATM

の操作をお願いすることはありま

せん。｢ねんきん特別便｣がお手元

に届きましたら、記載されている

年金記録を確認いただき、必ずご

回答をお願いします。 

 
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、本市沿岸部で

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

黒ノリ養殖の季節を迎えます。

本市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できません。 

　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

ときなど排水ポンプを運転すると、

そこに稲わらや草などが詰まり、

排水作業に支障をきたします。

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。 

対　象　市内に在住・在勤・在学している方、または
市内の文化団体・市内での発刊誌に所属している方 

※ジュニアの部は中学生以下に限ります。 

規　定
【各部門共通】
○自作未発表のものに限ります。 

○400字詰原稿用紙(縦書き)か、ワープロ(A4無罫

20文字×20行、縦書き)を使用 

○作品の表紙は本文とは別とし、作品部門、ジャンル、

作品名、作品名のふりがな、郵便番号、住所、氏

名(ペンネームの場合は本名を併記)、ふりがな、性別、

年齢、職業(会社名、学校名)、電話番号を記入(市

外の方は、勤務先、所属団体名、発刊誌名などを記入) 

【散文の部】
　小説で原稿用紙に本文50枚以内、エッセイで原稿

用紙に本文５枚以内 

【短詩型文学の部】
　　詩(漢詩含む)、短歌、俳句、川柳のいずれかで、

詩1編、短歌、俳句、川柳はそれぞれ10首(句) 

【ジュニアの部】
　　散文の部・短詩型文学の部に準ずるジャンルで、

散文(作文、童話など)は原稿用紙で本文30枚以内、

短詩型文学は詩は1編のみ、短歌、俳句・川柳は

一人3首(句)まで 

申込み　11月14日㈮(持参の場合は17時必着。郵送の

場合は当日消印有効)までに、〒513-0802　飯野寺家

町810文化会館内　㈶鈴鹿市文化振興事業団へ 

※作品は返却しません。 

※入賞作品の版権・著作権は主催者に帰属します。 

※各部門の優秀作品は、作品集などに掲載します。 

※詳しい要項は、各公民館などに置いてあります。 

結果通知　平成21年2月上旬 

第17回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します 
㈶鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 http//www.s-bunka.net/

くらしの情報 
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募集職種 採用予定人数

土　木 5人程度 

機　械 1人程度 

建　築 3人程度 

主な業務内容

募集職種 採用予定人数 主な業務内容

市役所本館および

出先機関、教育委

員会事務局などで

の技術的業務 

企画、庶務、予算、

経理、調査、指導

などの一般行政

事務 

企画、庶務、予算、

経理、調査、指導

などの一般行政

事務 

火災予防、救急、

救助、消火活動

などの消防業務 

保健福祉に関する

相談、指導業務 

幼児の保育業務 

○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21年3月末日までに卒業見込の方で、昭和48年4月

2日以降の生まれの方 

○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の遂行が可能な方 

○活字印刷文による出題に対応できる方 

○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21年3月末日
までに卒業見込の方）で、昭和57年4月2日以降の生まれの方 

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21年3月末日までに卒業見込の方）で、

昭和59年4月2日以降の生まれの方 

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21年3月末日までに卒業見込の方）で、

昭和61年4月2日以降の生まれの方 

※消防のみ、青色、赤色、黄色の色彩識別ができる方 

○昭和53年4月2日以降の生まれの方 

○保健師免許を取得の方、または平成21年3月末日までに取得見込の方 

○昭和53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21年3月末日まで

に取得見込みの方 

○大学卒（見込）の方： 

　昭和57年4月2日以降の生まれの方 

○短大卒（見込）の方： 

　昭和59年4月2日以降の生まれの方 

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、

高等専門学校を卒業した方、または平成21年

3月末日までに卒業見込の方で、それぞれの

職に関する専門課程・科目を履修してきた方 

生　年　月　日

受験資格（すべてに該当する方）

学　　　歴

【第1次試験】
と　き　9月7日㈰　9時から 
ところ　市役所本館12階会議室 

※職種区分｢事務１｣｢事務２｣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および青色、赤色、黄色の色彩識別ができることが条件です。 

※すべての職種について、地方公務員法第16条欠格条項に該当しない方 

【第1次試験】
と　き　9月21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 
申込み　9月7日実施分、21日実施分いずれも8月5日㈫から25日㈪(土・日曜日を除く8時30分～17時15分、郵送
の場合は8月25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、人事課へ直接お越しいただくか、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。 

平成21年度採用市職員を募集します　人事課　 382-9037　 382-2219 　j i n j i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

◆9月7日㈰実施分　募集職種、採用予定人数、受験資格

◆9月21日㈰実施分　募集職種、採用予定人数、受験資格

事務１ 
2人程度 

事務２ 10人程度 

消　防 10人程度 

保健師 2人程度 

保育士 3人程度 

幼稚園教諭 2人程度 

身体障害者 
対　象 ))

※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。 

※地方公務員法第16条欠格条項に該当しない方 
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鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

お 知 ら せ  
 

 
｢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行える人材

の育成と、災害時などでの市民の自

助、共助意識の向上を図ります。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き、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　市内在住、在勤の方で、
本事業の趣旨を理解いただける方 

とき・内容　9月6日㈯8時30分か

ら11時30分まで救急法講習会

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　50人程度 
申込み　8月6日㈬から9月5日㈮

までに、電話で救急管理グループ

(　382-9155(昼間))、救急救助

グループ(　382-9265(夜間))へ 

 
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、9日に広島市と長崎市で、

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、15日

には日本武道館で、大戦で亡くな

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、

一緒に黙とうをお願いします。 

○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 

 
高齢者・障害者のための 
遺言・相続・成年後見制度の
説明会・相談会を行います 

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

と　き　8月31日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　市民会館2階展示室 
内　容　遺言と相続について、成年
後見制度の概要について、無料相

談会(先着15人、来場時に申込み) 

主　催　NPO法人三重成年後見
サポートセンター 

入場料　無料(先着100人) 
問合せ　行政書士・わけびき里美
(　 370-7172) 

※来場者には｢成年後見制度ガイド

ブック｣を差し上げます。 

 
NHK放送受信料免除基準が

変わります 

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

　10月1日㈬から、障がいのある

方を対象とするNHK放送受信料

免除基準が変わります。 

◆免除基準
○全額免除　契約者を含む世帯
員の中に、身体障害者手帳・療

育手帳・精神障害者保健福祉手

帳のいずれかを持っている方が

いて、かつ世帯員全員の市民税

が非課税の場合 

○半額免除　契約者が世帯主で、
かつ身体障害者手帳の障がい

種別が視覚か聴覚の全等級、視

覚か聴覚以外の身体障がいの

総合等級が1・2級、療育手帳

A1(最重度)・A2(重度)、精神障

害者保健福祉手帳1級のいずれ

かを持っている場合 

※免除基準に該当する方は、各障害

者手帳、印鑑を持って、障害福祉

課へお越しください。該当者には

証明書を発行しますので、NHKに

直接送付してください。 

 
個別労働紛争解決制度の 

ご利用を 

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

　職場でのいじめ、解雇、労働条

件の引き下げなどのトラブルについ

て、三重労働局で下記の解決援助

制度を利用できます。利用は無料

で簡単、処理も短期間ですので、

気軽にご相談ください。 

○総合労働相談 

○助言指導(相手方への民事判例

などのアドバイスによる自主

解決の促進) 

○三重紛争調整委員会によるあ

っせん(話し合いの機会の設定) 

問合せ　三重労働局総務部企画室
(　059-226-2110)、三重労働局

(　 http://www.mie.plb.go.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部制の定時制と平日・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、卒業がある学

校です。 

秋季入試日　9月19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10日㈬～19日㈮ 
合格発表　9月24日㈬ 
◆通信制ガイダンス
と　き　8月26日㈫ほか5日間 
ところ　県立北星高等学校 
※詳しくは、北星高校へお問い合わ

せください。 

 
 
 

鈴鹿市総合防災訓練 

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

　近い将来、本市に大きな被害を

もたらすと予想されている東南海地

震に備えるため、地域の皆さんと防

災関係機関が連携して、実践的な

訓練を行います。 

と　き　8月31日㈰　9時～12時 
ところ　三重県消防学校 
内　容　自衛隊や消防による救
助訓練、交通機動隊の2輪車訓練、

ライフラインの復旧・避難訓練、

消防団や自主防災隊による消

火訓練、炊き出しなど 

※防災啓発展示コーナーでは、地震

体験車、災害用伝言ダイヤルの体験、

非常食の試食なども行います。 

くらしの情報 

催 し 物  
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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  

鈴鹿市少年ソフトボール 
選手権大会 

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

対　象　市内在住の小学生(男女
は問いません)で1チーム20人以内 

と　き　8月30日㈯(雨天の場合

は31日㈰に順延) 

ところ　深谷公園多目的広場 
内　容　トーナメント方式 
参加料　無料 
表　彰　優勝～3位 
申込み　8月11日㈪までにスポー
ツ課へ 

※組合せ抽選会は8月19日(火)に市役

所本館12階で行います。 

 
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28日㈰に順延) 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー
デン(サッカー・ラグビー場) 

内　容　ブロック別での個人戦 
参加料　無料 
申込み　8月25日㈪(必着)までに、
ファクスか郵便で、〒513-8701　

スポーツ課へ 

 
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、当日おもちゃと説明

書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

課にお持ち込みできます。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。当日修理が完

了したものは、当日お渡しできます。 

※廃棄物対策課での保管期間は1年

間です。廃棄物対策課からの連絡後は、

お早めに引き取りにきてください。 

と　き　8月24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、楽器など 

※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。 

 
第1回街並み・あかりアート展 

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

　歴史街道・伊勢参宮道の江島

地区の街道に、伝統的な歴史を

持つ伊勢型紙、和紙、陶器、そ

の他自然素材を生かし、暖かく

て優しい光の｢行灯｣｢あかりオブ

ジェ｣を並べ、幻想的な｢あかり｣

のある街並みを演出します。 

と　き　8月24日㈰　15時～23時

(雨天の場合は25日㈪に順延) 

ところ　江島地区街並み道路沿い 
表　彰　街並み・あかりアート
大賞、他賞多数 

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体支

援補助金事業で行います。 

◆作品募集・応募要領
応募締切　8月10日㈰
応募資格　個人、グループの共
同作品、いずれも応募は自由(応

募数は3点まで) 

応募料　無料(搬入、搬出などの
諸経費は出展者の負担とします) 

応募方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、郵送で、〒513-0817

桜島町一丁目8-1 NPOドリーム21

街並み・あかりアート事務局へ 

※応募用紙は地域課、地区市民センター、

公民館にあります。応募用紙が無い場

合は事務局にお問い合わせください。

応募用紙と詳細事項を郵送します。 

主催・問合せ　NPOドリーム21
街並み・あかりアート事務局

吉澤(　384-0024　384-0028

　yoshi@apwave.co. jp)  

 
第２回 

千代崎海岸クリーン大作戦 

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

と　き　8月24日㈰　10時～14時 
ところ・内容　千代崎海岸海水浴
場西側から白子方面の海岸清掃 

主　催　鈴鹿魂 
後　援　三重県・鈴鹿市 
参加料　無料 
申込み　CafedeR　379-1113 
※市民の方は、どなたでも参加でき

ます。当日参加も大歓迎です。 

 
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

　「詩のボクシング」とは、リ

ングに見立てたステージ上で、2

人の朗読ボクサーが各3分間で自

作を朗読し、どちらの言葉がよ

り観客を感動させたかを判定す

る｢声と言葉のスポーツ｣です。 

と　き　8月30日㈯　13時から 
ところ　文化会館さつきプラザ 
※観戦は無料ですので、奮ってご参

加ください。 

※詳しくは、文化課へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年4月採用の三重県警察官を募集します 

問合せ　三重県人事委員会(　 059-224-2932　 http://www.pref.mie.jp/ 
　JINJII/boshu/saiyo/index.htm)、三重県警察本部警務部警務課採用係

(　059-222-0110　0120-333-247　http: / /www.pol ice .pref .mie . jp / )、

鈴鹿警察署警務課(　380-0110) 

※最寄りの交番・駐在所へもお問い合わせください。 

受　付　8月29日㈮まで 
◆三重県警察官A
対　象　大学卒業か卒業見込みの人 
試験日　9月20日㈯、21日㈰ 
試験会場　津市 
採用人員　男性警察官30人、語学
(フィリピン語2人、スペイン語2人） 

◆三重県警察官B
対　象　警察官Aの学歴要件に該当しない人 
試験日　9月21日㈰ 
試験会場　津市、伊勢市、尾鷲市 
採用人員　男性警察官48人、女性警察官2人 
※大阪府警察官採用試験(採用人員：男性2人)

も共同で行います。 

あんどん 
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伊勢型紙新作展 

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

と　き　8月21日㈭～8月31日㈰

10時～16時(31日は15時まで) 

※25日(月)、26日(火)は休館 

ところ　伊勢型紙資料館(白子本町
21-30　 368-0240) 

内　容　新作伊勢型紙と見本染めの
展示、古代型紙の展示、型紙と小紋

の屏風の展示、型紙彫刻体験など 

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 
 
無料住宅なんでも相談会 

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

と　き　8月10日㈰、11日㈪
　9時～16時 

ところ　市役所本館12階1203C会議室 
内　容　建築のプロが住まいの悩
みに素早く対応します(耐震、リ

ォーム、バリアフリー、雨漏り、白

アリ被害など住まいに関する疑

問や悩みの無料相談会、大工に

よる家具の固定方法の実演会など)。 

主　催　鈴鹿建設労働組合、三重
県建築士事務所協会鈴鹿支部 

共　催　鈴鹿市 
 
夏休み消防署見学会 

中央消防署　 382-9165　 382-9166
chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以下の子どもと保護者 
と　き　8月13日㈬ 　10時～12時
（警報発令時は中止） 

ところ　中央消防署（飯野寺家町217-1） 

内　容　はしご車展示、ちびっこ消防
車試乗、防火ビデオ上映、消火器取り

扱い訓練、救助訓練展示、放水体験 

参加料　無料 
申込み　8月12日㈫までに、電話
で中央消防署へ 

 

○講座・教室

体験講座｢かごを作ろう｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月13日㈯　9時30分から、

13時30分から 

ところ　考古博物館 
講　師　寺田真人さん(藁屋) 
定　員　各20人(応募多数の場合は抽選) 
材料費　1,800円程度 
申込み　8月25日㈪(必着)までに、
往復はがきに受講希望者全員の

住所、氏名、年齢、電話番号、メ

ールアドレス、講座名、希望時間、

を記入し、返信のあて名欄に代表

者の住所、氏名を記入の上、考古

博物館(〒513-0013　国分町224)へ 

※はがき1枚で、2人まで申込み可能 

 
高齢者の就職・就業のための

介護スタッフ講習 

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

　この講習は、シニアワークプログラ

ムの一つで厚生労働省の委託を受け

て、60歳代前半層の高齢者を対象に、

就業・就職を促進するために、(社)鈴

鹿市シルバー人材センターが実施す

るものです。介護に関する基本的な

技術や知識を習得します。 

と　き　8月6日㈬～12日㈫(土・

日曜日を除く5日間) 

ところ　シルバー人材センター 
　(神戸一丁目17-5) 

受講料　無料 
定　員　20人(先着順) 
申込み・問合せ　シルバー人材
センター(　 382-6092) 

 
いきいき健康水中ウォーク教室 

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

対　象　市内在住の60歳以上の方 
と　き　9月4日㈭から10月23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　水中ウォーク(水深1.3m) 
参加料　2,000円 
定　員　50人(先着順) 
申込み　8月8日㈮から8月29日㈮

までに、印鑑と参加料を持参の上、

スポーツ課へ 

 
くらしに身近な金融講座 

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

対　象　国内在住の方 
と　き　10月～平成21年1月 
内　容　初心者を対象とした金融
を巡るトラブル発生を防止し、くら

しを支える基礎的な金融経済知

識を身に付けるための通信講座 

参加料　テキスト費用、添削費
用などは無料(添削課題を送付

する郵送料は受講者負担) 

※全４回、毎月テキストを送付します。 

定　員　全国で5,000人(応募者多
数の場合は抽選) 

※受講者の発表は、金融広報中央委員会

から応募者全員へはがきで9月上旬ごろ

に結果を通知します。 

ミニ知識 ミニ知識 

平成20年度後期スポーツ教室　市立体育館　 387-6006　 387-6008

※参加者は、鈴鹿市在住者を優先とします。 

※定員のある教室は、平成20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

先的に先着順で受付します(一人につき1教室1枚のみ)。 

※平成20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武道館へ 

※新規参加料には、スポーツ保険料(大人一人1,500円、

中学生以下一人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。 

教　室　名 
対　　　象 

と　　　き 
 

と　こ　ろ 

定　　　員 

新規参加料 
（保険料含む） 

継続参加料 
 

申　込　み 

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） 

市武道館第2道場 

定員なし 

中学生以下3,000円 
高校生以上4,000円 

中学生以下2,500円 
高校生以上2,500円 

8月30日（土）まで 

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） 

市武道館第4道場 

30人 

4,000円 

 

2,500円 
 

8月30日（土）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 

携帯電話などのトラブルから子どもたちを守るために 

　最近、インターネットや携帯電話を使用したひぼう中傷や

出会い系サイトによる犯罪など、子どもたちが被害者、加害者

となる事件が増えています。文部科学省の本年1月から3月

までの調査では、学校裏サイトと呼ばれる電子掲示板書き

込みサイトは約3万8,000件、その内の半数は他人を中傷す

る表現があり、約3割で他人の生命を奪うような暴力的な

表現が含まれていました。また、平成19年度、出会い系サイト

に関係した事件として警察庁へ報告があった件数は1,753

件で、前年と比べて162件減少したものの、出会い系サイト

を利用して犯罪被害に遭った児童は1,100人で、依然として

高い水準で推移しています。こうした犯罪から子どもたち

を守るために、わたしたちはどうしたらいいのでしょうか。 

　まず、インターネットや携帯電話などを使うときには、｢有

害なサイトにはアクセスしない｣｢人を傷つける書き込みは

しない｣｢個人情報をみだりに教えない｣など家庭でルール

を作り、ルールを守れているか話し合い、よりよい使い方

をめざしましょう。また、有害情報を閲覧できなくするフィ

ルタリングサービスなどを活用し、子どもたちを守りましょう。

　ひぼう中傷に関する事案は大人社会でも増加してており、

出会い系サイトなどでは大人がほとんどの場合、加害者と

なっています。子どもたちの模範となるべき大人として、よ

りよい情報化社会を築くことに努めましょう。また、インタ

ーネットが利用できる携帯電話、ゲーム機などを販売して

いる方はフィルタリングを勧める、店舗などで利用させてい

る方はフィルタリングを利用するなど、子どもたちに有害情

報を見せないための環境整備をお願いします。 

　日常生活に守るべきルールがあるように、インターネット

上でも利用する方が守るべき情報モラルがあります。インタ

ーネットや携帯電話を通じて、人とつながっているのだとい

うことを常に意識し、お互いの人権を尊重した正しい利用

を心掛けることで、楽しい会話や出会いを広げていきましょう。 

※フィルタリング･･･ホームページを一定の基準で評価判別し、有害

情報を閲覧できなくする仕組み。携帯電話での手続きは無料で

簡単に行えます。詳しくは、販売店などにお問い合わせください。 

申込み　金融広報中央委員会ホーム
ページ(　 http://www.shiruporuto. 

　jp)、またははがきに郵便番号、住

所(建物名・号室まで)、氏名(ふり

がな)、年齢、職業、電話番号を

記入の上、〒158-8700玉川郵便

局私書箱44号｢くらしに身近な金

融講座｣係へ(8月20日㈬消印有効) 

問合せ　金融広報中央委員会｢く
らしに身近な金融講座｣係　 03-

5200-1726 

 
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。 

◆障がいを持つ子どもたちと、どのよ
うにかかわったらよいかを学ぶ講座

とき・内容　8月31日㈰　｢できない
ことには意味がある｣～簡単にでき

る感覚統合～(講師　栗本公美さん)、

10月29日㈬　｢障がいのある子の

家族・兄弟・姉妹のはなし｣(講師

志村浩二さん(臨床心理士)) 

※いずれも10時～12時 

ところ　ジェフリーすずか 
主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
参加料　無料 

申込み・問合せ　SAS鈴鹿自閉症
勉強会代表・亀田(　388-7856

　 388-7857　 HZA04713＠

nifty.ne. jp)へ 

託　児　各回10人で一人200円
(各回とも一週間前までに亀田へ) 

◆心を育てるママの講座
　〜パパママ編〜(4回講座)
　親同士で交流し、ゼミ形式で学

びませんか。

対　象　乳幼児から思春期のお子さ
んを持つ方(連続受講の方を優先、

1回の受講でも構いません） 

とき・内容　9月11日㈭　子どもと
家庭について、10月9日㈭　夫婦の

意味、11月13日㈭　ママであり妻で

ある私、12月11日㈭　体験座談会 

※いずれも10時～12時 

ところ　ジェフリーすずか 
ファシリテーター　米田奈緒子さん 
主　催　家庭教育研究センター
FACE(ふぁす) 

定　員　各回35人 
参加料　無料 
申込み　氏名、電話番号、受講希
望日を記入の上、電子メールで、

家庭教育研究センターFACE 

　(　facemail@hotmail.co.jp)へ 

問合せ　家庭教育研究センターFACE
三池(　090-9897-0151)へ 

おわびと訂正 

　7月20日号12ページ(裏表紙)、

すずかデータバンクのデータに

誤りがありましたのでおわびして

訂正します。 

(誤)人口204,601人(＋203人)男性/103,009人

(＋140人)女性/101,592人(＋63人)

世帯数/80,458世帯(＋162世帯) 

(正)人口204,564人(＋166人)男性/102,989人

(＋120人)女性/101,575人(＋46人)

世帯数/80,436世帯(＋140世帯) 

 

の 8 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・・・・・2期
○国民健康保険税・・・・・・・・・2期
【 納 期 限 は 9 月 1 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 

　   真夏の祭典「8耐」って何？ 

　　鈴鹿8時間耐久ロードレースは、

毎年夏に鈴鹿サーキットで開催さ

れる日本最大のオートバイレース。

一台のマシンを2人(世界選手権シリ

ーズ年間エントリーチームは3人まで)

のライダーが乗り継いで8時間走り

続け、周回数を競います。今年は、

7月27日(日)に決勝が行われました。 
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