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納税の休日・夜間窓口を開設します 

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

◆休日窓口
と　き　9月28日㈰　9時～16時

30分 

◆夜間窓口
と　き　9月29日㈪、30日㈫
　17時15分～20時 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

内　容　いずれも市税の納付、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。 

 
図書館を休館します 

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

　9月25日㈭から10月1日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間に

より休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
国民健康保険被保険者証 
更新についてのお知らせです 

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

　現在お持ちの国民健康保険被保

険者証(保険証)の有効期限は、9

月30日㈫です。10月以降の保険証

は9月下旬に配達記録郵便で郵送

しますので、届きましたら記載内容

をご確認ください。ただし、国民健

康保険税を滞納していると、被保

険者資格証明書が交付されること

もあります。 

 
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20年4月1日㈫から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

方などで、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、知的障害児通

園施設、肢体不自由児通園施設、

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

がい児一人につき一人)の通園費 

助成額　最も経済的な経路と方法
による通所(通園)費用の2分の1 

　(一人月額5,000円が上限) 

申込み　10月10日㈮までに、障害

福祉課に備え付けの申請用紙に

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。 

 
市営住宅の入居者を募集します 

住宅課　 382-7616　 382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

　下記団地に空き部屋ができま

したので入居者を募集します。 

◆募集団地
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
構　造　中層耐火造5階 
募集戸数(優先戸数)　5戸(1戸)
家　賃　1万6,000円～3万7,800円 
○桜島(桜島町五丁目)
構　造　中層耐火造4階 
募集戸数(優先戸数)　1戸(0戸) 
家　賃　1万5,700円～3万4,400円 
○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
構　造　中層耐火造3階 
募集戸数(優先戸数)　2戸(0戸) 
家　賃　2万円～4万6,200円 
※募集戸数は8月20日現在の戸数で

あり、抽選会までに入居可能にな

る部屋も、抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に

毎年算定します。 

申込資格　次のすべての要件を
満たす方 

○市内に在住、または市内に勤

務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)が

いる方 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下

の収入の方 

○暴力団員でない方 

申込み　9月5日㈮から19日㈮(土・
日曜日、祝日を除く)の8時30分か

ら17時15分までに、住宅課所定の

申込書類に必要事項を記入し、必

要書類を添えて、直接、住宅課へ 

※募集案内と申込書類をお渡しでき

るのも9月5日からです。 

選考方法　11月上旬ごろ、抽選に
より決定します。 

※申込者多数の場合は、公開抽選 

入居時期　11月下旬予定 
優先措置　障がい者世帯、母子世
帯など優先措置を受けられる世

帯があります。申込みの際に申

し出てください。 

※募集戸数、内容については、状況に応

じて変更する場合がありますので、ご

了承ください。 

 
電子証明書を交付できません 

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

　9月22日㈪は公的個人認証サ－ビ

スの秘密鍵更新作業のため、電子証

明書を交付できません。ご迷惑をお

かけしますが、ご理解をお願いします。 

 
住宅用火災警報器の設置は

済みましたか 

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

　鈴鹿市火災予防条例の改正により、

6月1日以降、すべての住宅に住宅

用火災警報器(煙式)の設置義務を

適用しています。住宅用火災警報

器は、寝室や2階に寝室がある場合は、

階段にも設置することとしています。

お忘れの方は早めに設置をお願い

します。また、この時季、燻煙式の

殺虫剤を使用したまま外出される方

がいます。住宅用火災警報器は、こ

の煙を感知して作動しますので、ビ

ニール袋で覆うか、取り外してから

燻煙式の殺虫剤を使用してください。 

※業者による点検の必要はありません。

仕様書をよく確認し、自ら点検を

行う習慣を付けましょう。 

くん  えん  

お 知 ら せ  
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下水道に接続 
しましょう 

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20年度下水道推進標語
やさしさと　自然を結ぶ　下水道
　｢下水道の日｣は、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、その普

及を全国的に展開するため、｢全国

下水道促進デー｣として始まり、平

成13年からは、より親しみのある名

称として｢下水道の日｣となりました。 

　9月10日に定めたのは、下水道

の役割の一つである｢雨水対策｣を

念頭に、立春から数えて220日が台

風シ－ズンであり、適当であるとさ

れたためです。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、側溝がきれいになり、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。 

○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、

指定工事店にお尋ねください。 

※下水道の普及にご理解とご協力を

お願いします。 

 
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

　口座振替での1年前納・6カ月

前納・毎月納付(当月末振替によ

る早割)により保険料を納めると、

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 

 
外国人雇用状況の 
届出をお忘れなく 

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

　外国人(特別永住者を除く)を雇

用しているすべての事業主の方

には、雇用と離職の際に、その

氏名、在留資格などを確認し、

ハローワークに届け出ることが

義務付けられています(届出を怠

ると、30万円以下の罰金が課さ

れます)。また、施行日(平成19年

9月30日)以前から継続雇用して

いる外国人についても、10月1日

㈬までに、在留資格を確認の上、

同様の届出を行うことが事業主

の方に義務付けられています。 

※厚生労働省ホームページ(　https:// 

　ga i koku j i n . h e l l owo rk . go . j p /  

　gk j g s / index . j sp)からの届出も

可能です。 

※雇用保険の手続きと併せて行うこ

とも可能です。 

問合せ　三重労働局　059-226-2306、
ハローワーク鈴鹿　 382-8609 

 
製造業の 

リーダー研修を行います 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　職場内に隠れた問題を見付け、

具体的な対策が実行できる優秀

なリーダーを育成します。 

対　象　市内の中小製造会社に勤
務し、全8回の講座に参加できる方 

と　き　10月18日㈯、25日㈯、

31日㈮、11月8日㈯、15日㈯、

21日㈮、29日㈯、12月5日㈮ 

内　容　講義、ものづくり実技、
現場実践、グループ討議 

定　員　20人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　9月8日㈪から産業政策課
ものづくり動く支援室(市役所別

館第3・2階)へ 

障害者就職面接会を行います 

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

対　象　障害のある方で仕事を探
している方、転職を考えている方 

と　き　9月30日㈫　13時30分～
15時30分 

ところ　三重県総合文化センター
文化会館2階第1ギャラリー 

内　容　障害のある方の雇用を推
進するための障害者就労面接会

(障害者雇用に積極的な約30社

が参加予定) 

※当日は、履歴書(職務経歴書)、筆

記用具を持参してください。 

※参加料は無料、申込みは不要です。 

問合せ　ハローワーク津専門援助
部門　059-228-9161　059-223-2395 

 
｢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20日㈯、

21日㈰の2日間、｢バスの日記念半

額運賃企画｣を行います。市内の

路線バス(C-BUSは除く)が、大人(中

学生以上)半額、小学生50円均一

で乗車できます。この機会にぜひ

利用いただき、バスの良さ、楽しさ

を考えてみてください｡ 

※詳しくは、三重県バス協会(三重交通

中勢営業所内　 059-233-3501)へ 

 
身近な法的トラブルは 
｢法テラス｣のご利用を 

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

　法テラス(日本司法支援センター)

は、総合法律支援法に基づき平成

18年に設立された法人です。法テ

ラスでは、法的トラブルでお困りの

方に法制度や相談窓口を紹介したり、

経済的に余裕がない方には無料法

律相談、裁判費用の立替の援助な

どを主な業務として行っています。

お困りなことがあれば、まずは法テ

ラスへ気軽にお問い合わせください。 

問合せ　法テラス三重(津市丸之内
34-5津中央ビル6階　 050-3383-

5470(受付時間は、平日の9時～17時))
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鈴鹿市嘱託職員を募集します 

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

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

対象・受験資格
○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○昭和26年4月2日以降生まれの方 

○日曜日を含む勤務ができる方 

募集人員　2人(11月採用) 
業務内容　白子地区市民センター
での証明書交付など 

申込み　9月19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｣を市民課へ 

※試験申込書などを市民課か地域課へ、

直接、または郵送でご請求ください。

郵送で請求する場合は、封筒の表に

朱書きで｢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)

を必ず同封してください。 

【採用試験】
と　き　10月5日㈰ 
ところ　市役所12階会議室(予定) 
試験内容　作文、面接 
※試験時間など詳しくは、申込み締

め切り後、郵送により連絡します。 

 
 
 

プラネタリウム秋番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・秋番組】
と　き　9月20日㈯～12月14日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容 
○｢MOON-月の不思議-｣
　月の形は丸くなったり欠けたりと、

月の出時刻も毎日変化しています。

月の引力が働く海水は満潮干潮現

象が1日に2回ずつ起こり、人体の

リズムにも月の引力が大きく働いて

いるといわれます。1969年7月20日、

アポロ11号で人類史上初の月面着

陸に成功してから来年で40年にな

りますが、月はいつごろ、どんな物

質からできているのかなど、まだ多

くのなぞに包まれています。 

○秋の星座紹介(ペガスス座、みず
がめ座、アンドロメダ座ほか)

定　員　各回180人  
【学習番組】
と　き　9月24日㈬～12月12日㈮ 
内　容　太陽・月・星の動き 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、9月17日(水)

から19日(金)までは、投映を休みます。 

 
第18回鈴鹿市消防操法大会 

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消

防操法大会を開催します。ぜひ会

場にお越しいただき、地元消防団

員にご声援をお願いします。 

と　き　9月21日㈰　8時30分～

13時(警報発令時は中止) 

ところ　三重県消防学校 
 

自然観察会 

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

と　き　9月21日㈰　9時～12時 
　(小雨決行) 

ところ　鈴鹿川河川緑地内(庄野町) 
内　容　｢かたつむり｣など陸貝
の採集・観察 

定　員　30人(応募者多数の場合
抽選) 

参加料　無料 
申込み　9月15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

環境政策課へご連絡ください。 

※詳しくは、申込み締め切り後に連

絡します。 

 
交通安全県民フェア 

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

　秋の全国交通安全運動の初日に、

三重県と本市が合同で開催します。 

と　き　9月21日㈰　10時から 

ところ　鈴鹿サーキット 
内　容　運転適性検査、シート
ベルト着用体験、警察音楽隊

演奏など 

申込み　9月11日㈭(当日消印有効)
までに、往復はがきに｢フェア参加

希望｣と記入し、返信用にあて先を

記入の上、〒514-8570　三重県生

活・文化部交通・地域安全室へ 

※参加券(当日のみ有効、5人まで入

園可能)を返送します。ただし、

申込みは県内在住の方に限ります。

なお、駐車料金や遊園地の乗り物

料金などは別途必要です。 

問合せ　県生活・文化部交通・
地域安全室　059 - 2 2 4 - 2 4 1 0、

防災安全課 

 
全国一斉無料成年後見相談会 

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

と　き　9月27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　司法書士と社会福祉士
が相談に応じます(老後の心配

事や財産管理・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)、電話相談 
当日特設電話　　 059-222-8190(代) 
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 

 
第8回鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣ 

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

と　き　9月12日㈮～14日㈰
　10時～18時(14日は15時まで) 

ところ　イオン鈴鹿ショッピン
グセンターベルシティ2階イオ

ンホール、1階北コート 

内　容　オブジェ｢伝統の形｣展示、
ワークショップ(絵手紙・しおり作成、

ミニ色紙彫り、手さげ袋の染色)、

福祉施設で製作した作品の展示、

伝統工芸士による実演、くじ引き 

くらしの情報 

催 し 物  



172008・9・5

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  

入場料　無料 
問合せ　鈴鹿市伝統工芸士会(鈴
鹿市伝統産業会館内)　386-7511 

 
第34回彫型画展 

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

と　き　9月5日㈮、6日㈯　9時

30分～17時、7日㈰　9時30分

～15時 

ところ　三重県総合文化センター
文化会館第1ギャラリー 

内　容　彫型画の展示、色紙・
年賀状・しおりの無料製作体験 

入場料　無料 
問合せ　彫型画会　386-1462 
 

錦秋花火大会 

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

と　き　10月5日㈰　18時20分から 
ところ　池田町町民会館前広場 
内　容　350発の花火打ち上げ(尺
玉、仕掛け花火あり) 

協　賛　NHK、三重テレビ、ケー
ブルネット鈴鹿 

※後日、NHKで放送予定です。 

※詳しくは、池田町自治会長　北川保

(　382-1884)へ 

 
｢白子まちかど博物館｣ 
開館記念イベント 

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

と　き　9月21日㈰　9時～13時 
ところ　白子まちかど博物館(江島
若宮八幡神社(絵馬群)、芙蓉館、

大徳屋長久、語らい館よこた) 

※駐車場はありません。 

内　容　近鉄白子駅長のお薦め
ハイキング、白子まちかど博物館

見学とスタンプラリー、鈴鹿名物

の試食、一六朝市など 

申込み　ハイキングに参加の方は、
近鉄白子駅で9時から10時まで

受け付けします。スタンプラリー

のみに参加の方は、白子まちか

ど博物館で台紙を配布します。 

問合せ　｢白子まちかど博物館｣
事務局　伊藤　387-1793、鈴

鹿県民センター　382-9786、

商業観光課　382-9020 

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18日㈯、19日㈰
　(1泊2日) 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　野外炊飯やキャンプファイ
ヤーをしながら、ふれあいを大切

にした時間を一緒に過ごしませんか。 

定　員　15家族(応募多数の場合
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、鈴鹿青少年センターへ 

 
 
 

ファミリー･サポート・センター
事業の提供会員養成講座 

子育て支援課　 382-7661　 382-2-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　ファミリー･サポート・センターは、子

育てを助けてほしい人(依頼会員)の要

望に応じて、子育てのお手伝いができ

る人(提供会員)を紹介し、相互の信頼

と了解の上、一時的にお子さんを預か

る会員組織(有償ボランティア)です。

今回、臨時的にお子さんを預かったり、

学校・保育所・幼稚園などの送り迎え

をする提供会員になっていただくた

めの養成講座を行います。 

※ファミリー･サポート・センターの運営

業務は、特定非営利活動法人こども

サポート鈴鹿へ委託しています。 

対　象　市内に在住の方で、受講
可能な方(資格・年齢は問いません) 

とき・内容
○10月１日㈬　10時～11時30分：
保育サポーターの役割と心得、

12時15分～14時：子どもの栄養、

14時～16時：子どもの発達と心 

○10月７日㈫　10時～10時30分：
子育て支援事業の必要性、10時

30分～12時15分：親を支える

気持ち、13時～15時：子どもの遊び 

○10月16日㈭　10時～12時：子
どもの病気、12時45分～14時45分：

救急法、14時45分～16時：登録

について 

ところ　10月1日、16日：ジェフ
リーすずか(ホール)、7日：文

化会館第一研修室 

講　師　医師・臨床心理士ほか 
定　員　30人 
受講料　無料 
※受講された方は、提供会員として

登録していただきます。 

※託児あり(2才以上、要予約) 

申込み・問合せ　鈴鹿市ファミリー･
サポート・センター　・　381-1171 

 
再就職準備セミナー 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

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

対　象　再就職を希望している方 
と　き　9月25日㈭　9時30分～

12時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　再就職を成功させるための
｢あなたのセンスアップ｣(企業が求

める人材、カラーコーディネートなど) 

講　師　森香里さん(オフィスア
ルファ代表) 

主　催　㈶ 21世紀職業財団三重

事務所 

定　員　30人(先着順) 
受講料　無料 
託　児　無料(0歳から就学前まで) 
申込み　9月18日㈭までに、男女共

同参画課か、㈶21世紀職業財団

三重事務所(　059-228-2300)へ 

　警察安全相談窓口では、さまざまな悩み事や困り事の相談に応じ

ています。また、全国的に多発している振り込め詐欺事件などの犯

罪の未然防止に役立つ相談も受け付けています。 

■警察相談専用電話　#9110または　 059-224-9110(三重県警察本部) 
※受付時間は月～金曜日(祝日を除く)　9時～17時 

9月11日は｢警察安全相談の日｣です 

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
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講座・教室 
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鈴鹿国際大学授業公開 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　18歳以上の方 
と　き　9月～平成21年1月(後期
14回) 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容 
○比較食文化論(西田淑子非常勤
講師：月曜日　10時40分～12時

10分) 

○国際開発論(アーナンダクマーラ
教授：月曜日　10時40分～12時

10分) 

○中国近現代史(細井和彦准教授：
月曜日　12時50分～14時20分) 

○ラテンアメリカの社会と文化Ⅱ
(中西三紀非常勤講師：月曜日

16時10分～17時40分) 

○社会学概論Ⅱ(一色将行教授：
火曜日　9時～10時30分) 

○英検の英語Ⅱ(松倉信幸教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○比較文化社会学Ⅱ(一色将行教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○知と創造 (妹尾允史副学長：
火曜日　14時30分～16時) 

○東南アジアの政治と文化Ⅱ(木之
内秀彦教授：水曜日　9時～10時

30分) 

○中国の社会と文化Ⅱ(細井和彦
准教授：水曜日　10時40分～

12時10分) 

○韓国の政治と文化Ⅱ(陶山信男
非常勤講師：水曜日　10時40分

～12時10分) 

○フランスの社会と文化Ⅱ(井上
誠一非常勤講師：水曜日　12時

50分～14時20分) 

○哲学概論Ⅱ(氷見潔教授：木曜日
9時～10時30分) 

○人類と地球環境Ⅱ(富田寿代教
授：木曜日　10時40分～12時

10分) 

○日本語文法Ⅱ(赤塚恵子講師：
木曜日　10時40分～12時10分) 

○アメリカの大衆文化(梅田肇教授：
木曜日　14時30分～16時) 

○地域社会論Ⅱ(一色将行教授：
木曜日　14時30分～16時) 

○フードサービス経営論Ⅱ(松田
浩一非常勤講師：木曜日　14時

30分～16時) 

○世 界 遺 産 論 (高嶋重次教授：
木曜日　16時10分～17時40分) 

○日本と国際社会(英語の先生に

よるリレーの講義：金曜日　10時

40分～12時10分) 

○旅行産業論Ⅱ(高嶋重次教授：
金曜日　12時50分～14時20分) 

○国際協力論Ⅱ(前田直人非常勤
講師：金曜日　16時10分～17時

40分) 

参加料　一科目1万円 
定　員　50人程度(先着順) 
申込み　9月8日㈪から16日㈫までに、
はがき、ファクス、電子メールのいず

れかで、郵便番号、住所、名前、電

話番号、希望する授業科目(複数可)

を記入の上、鈴鹿国際大学教務課へ 

問合せ　鈴鹿国際大学教務課 
　　372-3933　372-3935 

　　kyomu@m.suzuka-iu.ac.jp 

 
｢なっとく!法務局｣市民講座 

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

とき・内容　9月30日㈫：法務局備
付地図(公図)の見方について、

10月24日㈮：相続登記について、

11月18日㈫：身近な事柄から

人権を考えてみましょう　いずれ

も13時30分～15時30分 

ところ　津地方法務局(県津合同
庁舎内3階大会議室) 

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、本市在住者を優先します。 

※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に

受け付けします(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各会場へ 

※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 

継続参加料 

申 込 み  

バドミントン 

一般男女 

10月から3月までの土曜日 

9時30分～11時30分 

(全15回) 

 

50人 

4,500円 

3,000円 

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15回) 

 

60人 

5,000円 

3,500円 

テ　ニ　ス 

65歳以下男女 

10月から1月までの木曜日 

9時～11時 

(全13回) 

 

45人 

4,000円 

2,500円 

シニアテニス 

55歳以上男女  

10月から1月までの金曜日 

9時～11時 

(全15回) 

 

20人 

4,500円 

3,000円 

ヨ　　ガ  

一般男女  

10月から2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) 

 

午前・午後各30人  

4,000円  

2,500円  

バレーボール 

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 

2,500円 

　9月27日(土)まで 

市立体育館 市立体育館テニスコート 

9月12日(金)13時～20日(土)12時 

市立体育館  

教 室 名  

対 　 象  

 

と 　 き  

 

と こ ろ  

定 　 員  

新規参加料 

継続参加料 

申 込 み  

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 

(全17回) 

 

 

3,000円 

1,500円 

健　　康 

一般男女 

10月から3月までの木曜日 

19時～21時 

(全17回) 

 

 

3,500円 

2,000円 

女性健康 

一般女性 

10月から3月までの火・金曜日 

9時30分～11時30分 

(全25回) 

 

 

4,000円 

2,500円 

柔　　道  

小学1年生～中学3年生男女 

10月から3月までの土曜日 

19時～21時 

(全22回)

剣　　道 

小学1年生～中学3年生男女 

10月から3月までの土曜日 

19時～21時 

(全22回)
市立体育館 市武道館 

定員なし 

6,000円 

5,500円 
9月27日(土)まで 

市武道館　 388-0622　 388-0940

くらしの情報 

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 

災害避難に思うこと 

　9月に入っても暑い日が続いています。9月1日は防災の

日です。災害が起こったときに備えて日ごろからいろいろ

な準備をしておくことが大切だと言われていますが、特に

この時季はあらためてそう感じます。災害はいつ起こるか

分かりません。気象予報で得られる情報で予測できる災害

はごくわずかです。地震などは数秒前に分かる装置が徐々

にできていますが、今のところ十分な予測はできていません。 

　災害が起こると、まず身の安全を確保することが大

切です。しかし、子どもや高齢の方、障がいのある方な

どは情報を得ることが難しかったり、行動することが困

難であったりします。阪神淡路大震災のとき、被害に遭

い、亡くなられた方の半数以上が65歳以上の方であっ

たと報告されています。 

　もし災害が発生した場合、安全な場所へ避難するの

に困難が伴う人が周りにいるなら、どう助け合っていくの

かを考えることは非常に大切です。また、災害発生後の

避難所でもプライバシーや人権への配慮はとても重要な

ことでもあります。例えば、授乳が必要な子どもを抱えた

母親や着替えをしたい女性などが専用スペースを確保さ

れていないため困ってしまうことが多いと聞きます。しかし、

このようなことは災害時に限ったことではありません。 

　だれもが困ったとき、みんなが考え、助け合うことは

当たり前のことです。人は一人で生きているわけではあ

りません。お互い支えあって生きています。それぞれの

立場で考え、自分ならどう感じ、どう思うか。まず自分

に置き換えて考えることで、相手のことを理解すること

ができるようになると思います。他の人の人権を守るこ

とは、自分の人権を守ることにつながります。 

　みんなが心地よく生きられること。それこそが人権が

守られることだと思います。 

定　員　35人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　9月22日㈪(必着)までに、
郵送、電話、ファクスのいずれか、

または直接、津地方法務局総務課

(〒514-8503  津市丸之内26番8号

　059-228-4191　059-221-1093)へ 

※郵送かファクスで申込みする場合は、

住所、氏名、電話番号、希望講座

を記入してください(住所、氏名、

電話番号は、法務局から受講に関する

連絡をする際に限り使用するものです)。 

 
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/

◆青竹エクササイズ(体験コース)
対　象　高校生を除く18歳以上の方 
と　き　9月25日㈭　11時～11時
45分、30日㈫　11時～11時45分、

10月2日㈭　19時30分～20時15分 

ところ　鈴鹿スポーツガーデン体育館 
内　容　音楽に合わせて行う有酸
素運動、青竹踏み(イボ付き)を

用いてストレッチや昇降運動 

定　員　30人 
参加料　1回500円(1回のみの参
加も可能) 

申込み　各開催日当日、受講料を
持参の上、直接、体育館へ(事

前の申込みは不要) 

※詳しくは、県営鈴鹿スポーツガーデン

体育館(　 372-8850)へ 

 
外国語講座 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

○英会話初級1
と　き　10月15日㈬～3月11日㈬
19時～20時30分 

定　員　20人 
○英会話初級2
と　き　10月16日㈭～3月12日㈭
10時～11時30分 

定　員　20人 
○英会話中級1
と　き　10月14日㈫～3月10日㈫
19時～20時30分 

定　員　20人 
○英会話中級2
と　き　10月15日㈬～3月11日㈬
10時～11時30分 

定　員　20人 
○中国語初級
と　き　10月15日㈬～3月11日㈬
19時～20時30分 

定　員　18人 
○ポルトガル語初級
と　き　10月16日㈭～3月12日㈭
19時～20時30分 

定　員　20人 
※10人に満たない講座は中止します。 

ところ　鈴鹿国際交流協会 
受講料　賛助会員：1万6,000円(賛
助会費は2,000円で随時加入で

きます)、一般：1万9,000円 

※テキスト代・コピー代は別途必要 

申込み　9月25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(曜日・時間)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。 

の 9 月 納 税 
○国民健康保険税・・・3期

【納期限は9月30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 

　   チェッカーフラッグって何？ 

　　レースで使用される黒と白

のチェック模様の旗で、レー

スの終了を示します。モータ

ースポーツでは、主催者から

レース中のドライバーへ、異

なった色の旗により情報提供

や指示を行います。 

モータースポーツ 

Q
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ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 
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