
 

 

 

 

 

 

 

 

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27日㈭、28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。 

 
鈴鹿市総合計画審議会 
(第2回)を開催します 

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

　市では、平成21年4月から平成24年

3月までに取り組む施策の計画(行財

政経営計画)に関する審議会を開催し

ます。審議会は傍聴することができます。 

と　き　11月21日㈮　14時から 
ところ　市役所本館6階庁議室 
内　容　次期行財政経営計画に
ついて 

定　員　20人(定員を超えた場合
は抽選) 

申込み　会議開始30分前から10
分前までに会場へ 

 
一般廃棄物(ごみ)処理基本計画
(改訂案)の意見を募集します 

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

　市では、社会情勢の変化や法の改

正などを反映させるため、平成15年度

に改訂された「鈴鹿市一般廃棄物(ごみ)

処理基本計画」の見直しを行っていま

す。皆さんの意見を参考に計画の見

直しを進めるため、意見を募集します。 

意見募集期間　11月14日㈮～

12月12日㈮ 

意見提出方法　任意の様式で、
住所、氏名、連絡先を記入の上、

郵送、ファクス、電子メール

のいずれかで廃棄物対策課へ 

※個人情報は意見を整理するために

使用し、公表しません。 

※電話による意見は受け付けません。 

※寄せられた意見を取りまとめ、市ホー

ムページ上で回答とともに公表します。

個々の意見に対する回答は行いません。 

※改訂案は、11月12日(水)から廃棄物

対策課、地区市民センター、市ホーム

ページで閲覧できます。 

 
ジェフリーサークルの 
メンバーを募集します 

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

　男女共同参画社会をめざして、

今年春に立ち上がったばかりのサ

ークルです。楽しみながら、やりが

いを持って活動をしていきます。  

と　き　不定期(平日夜間または
土・日曜日) 

ところ　ジェフリーすずか(市内
外へ出掛けることもあります) 

内　容　学習会への参加(エンパ
ワーゼミ「男女共同参画勉強会」

など)、イベントの企画運営・

啓発活動など 

申込み　男女共同参画課へ 
 
第3回みんなでつくる鈴鹿
まちづくり条例を考える会を

傍聴できます 

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

と　き　11月12日㈬　19時～21時 
ところ　白子地区市民センター2階
会議室 

定　員　10人程度(先着順) 
申込み　18時30分から18時50分
までに会場へ 

 
平成20年住生活総合調査を

行います 

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

　12月1日㈪に住生活総合調査を

行います。住生活の安定・向上に

関する総合的な施策を推進するた

めの大切な調査です。10月に実施

された住宅・土地統計調査にご回

答いただいた世帯の一部を対象に、

調査員が調査票を持ってお伺いし

ます。ご協力をお願いします。 

 
次世代育成支援に関する 
意向調査を実施します 

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

　平成17年度から平成21年度までを

計画期間とする前期次世代育成支

援行動計画に基づき、子育て支援の

ための施策を実施しています。今後

の一層の子育て支援の充実に向け、

平成22年度以降の後期次世代育成

支援行動計画を策定します。このため、

皆さんの子育て支援に関する生活実

態や要望、意見などについてお伺い

します。住民基本台帳などから無作

為に抽出した方に調査表を郵送しま

すので、ご協力をお願いします。 

対　象　就学前児童、小学生のい
る保護者、中学生・高校生世代の方、

子育てサークル団体、事業所 

期　間　11月14日㈮～25日㈫ 
 
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/

と　き　11月15日㈯、16日㈰ 
ところ　考古博物館 
内　容　「関西文化の日」にちなんで、
考古博物館の常設展と特別展を

無料でご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 
恩給欠格者・戦後強制抑留者・
引揚者の皆さんへ 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　独立行政法人平和祈念事業特

別基金では、恩給欠格者、戦後強

制抑留者、引揚者のご本人に、特

別慰労品を贈呈しています。請求

期間は平成21年3月31日までです。

未請求の方はお早目に申請してく

ださい。詳しくは、同基金(　0120-

234-933)へお問い合わせください。 
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平成21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

　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。 

※都合の悪い方は、申し込みをした保育所(園)に連絡の上、12月24日(水)の9時から15時までに、市役所本館12階1204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20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。 

 
 

ブロック塀などの除却工事に
助成を行っています 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　市では、ブロック塀の除却に対して

助成を行っています。対象となる

基準は、セットバックが必要な道路を

除く公道に面するもので、高さが1ｍ

を超えるものなどです。市職員が現

場確認をした上で、市の積算に基づ

いた除却費を算出し、その費用の2

分の1を25万円を限度に助成します。 

※申請は、必ずブロック塀などを壊す

前に行ってください。 

 
三重県交通災害共済制度が

廃止になります 

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

　三重県交通災害共済制度が6月

30日で廃止となったことから、

市では、平成20年11月からの翌

年分の新規募集は行いません(共

済期間満了日が平成20年12月31

日分については、引き続き加入

の受け付けをしています)。なお、

平成21年1月からの募集は行いま

せんが、現在の共済加入期間中

の交通事故に関する見舞金請求

の取扱いはこれまでと同じです。

また、交通災害共済見舞金請求

などの提出期限は、交通事故の

あった翌日から2年間です。 

問合せ　三重県生活・文化部交通・
地域安全室(　 059-224-2410) 

 
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

関するトラブルを防ぐため、住

宅に関する疑問や悩みなどを無

料で大工さんに相談できます。 

と　き　11月14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―ム、
新築など、住宅に関すること 

相談者　組合員(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 

鈴鹿と・き・め・き 
カルチャー大使を委嘱しました 

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

　平成19年7月に策定した「すず

かブランドと・き・め・き戦略」に

基づき、シティセールスを推進す

るため、本市出身のアーティストで

ある大谷芳照さんを「鈴鹿と・き・

め・きカルチャー大使」に委嘱しま

した。大谷さんには、本市の魅力を

広く発信し、「鈴鹿」のイメージアップ

を図っていただきます。 

●大 谷 芳 照 さ ん ( S U Z U K A  
と・き・め・きファン倶楽部会長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしの情報 
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大谷芳照さん

平成21年度　保育所（園）面接日程表
日　　時

11月25日㈫

11月26日㈬

11月27日㈭

11月28日㈮

12月1日㈪

12月2日㈫

12月3日㈬

12月4日㈭

12月5日㈮

午前 (9時30分〜11時30分)

合川保育所 

サン保育園 

算所保育所 

 

　 

旭ヶ丘保育園 

 

 

深伊沢保育所 

第2石薬師保育園 

神戸保育所 

一ノ宮保育所 

サラナ保育園 

午後 (13時30分〜15時30分)

 

 

西条保育所 

 

ひばり保育園・長太の浦保育園 

鼓ヶ浦保育園 

 

トーマスぼーや保育園 

石薬師保育園 

 

あかつき保育園 

玉垣保育所 

あおい保育園 

日　　時

12月8日㈪

12月9日㈫

12月10日㈬

12月11日㈭

12月12日㈮

12月15日㈪

12月16日㈫

12月17日㈬

12月18日㈭

12月24日㈬

12月25日㈭

午前 (9時30分〜11時30分)

ほうりん保育園 

みそら保育園 

第二長太の浦保育園 

庄内青い鳥保育園 

ハートピア保育園 

ながさわ保育園 

ドリームハウス保育園 

おおとり保育園 

ひので保育園 

栴檀保育園 

午後 (13時30分〜15時30分)

くすのき保育園 

高岡ほうりん保育園 

ぐみの木ほいくえん 

岸田保育園 

白鳩保育園 

くまだ保育園 

野町保育園 

いそやま保育園 

竹野の森こども園 

 

 

 

牧　田　保　育　所 

追加面接(市役所本館12階1204会議室)9時～15時 

追加面接 (子育て支援課窓口) 9時～15時 (外国籍の方)

白　子　保　育　所 
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市有財産を 
一般競争入札で売却します 

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

◆売払物件1
所在地　東玉垣町字井龍田2657番52 
地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　131.33㎡(実測) 
用途地域　第1種中高層住居専用地域 
予定価格　551万6,000円(売却最低価格) 
◆売払物件2
所在地　岸岡町字八反坪1404番75 
地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　117.61㎡(実測) 
用途地域　第1種中高層住居専用地域 
予定価格　469万1,000円(売却最低価格) 
◆入札参加申込み
　　11月5日㈬から20日㈭ (土・

日曜日、祝日を除く、9時30分

～16時)まで受付します。直接、

住宅課へお越しください。 

※郵送による申込みはできません。 

【現地説明会】
と　き　11月5日㈬　物件1は14時
から、物件2は14時30分から 

ところ　いずれも売払物件所在地 
 
障害者雇用にご理解を 

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

　現在、三重県の障害者雇用率

は法定雇用率1.8％に対して、全

国最低の1.42％と大幅に下回って

います。鈴鹿管内はさらに1.30％

と危機的状況です。各企業にお

きましては、この情勢をご理解

いただき、障害者雇用促進に積

極的な取り組みをお願いします。 

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

8609) 

 
労働時間相談ダイヤルを 

設置します 

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

　厚生労働省では、11月に労働

時間適正化キャンペーンを実施し、

全国一斉の「労働時間相談ダイ

ヤル」を設置します。 

と　き　11月22日㈯　9時～17時 
相談内容　労働時間、賃金、年休な

ど、労働条件や職場に関すること 

電話番号　　0120-897-713(フリ
ーダイヤル) 

問合せ　三重労働局監督課 
　(　059-226 -2106 )  

 
11月11日から17日は 
税を考える週間です 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　国税庁では、毎年11月11日から

17日を「税を考える週間」と定めて

います。平成20年度のテーマは、

「ＩＴ化・国際化と税」です。国税庁

ホームページに「税を考える週間」

特集ページを開設し、税に関する

情報の提供を行っていますので、

この機会に税について考えてみませ

んか。また、自宅やオフィスなどから

インターネットを利用して申告、申請、

届出などができる、便利なシステム「国

税電子申告・納税システム(e-Tax)」

もぜひご利用ください。 

問合せ　鈴鹿税務署総務課  
　(　382-0351) 

※電話は自動音声により案内していま

すので、「税を考える週間」に関する

ご質問は「2」を選択してください。 

※税に関する情報は国税庁ホーム

ページ(　http://www.nta.go.jp)、

e-Taxに関する情報はe-Taxホーム

ページ(　http ://www.e-tax .nta .  

　go.jp)をご覧ください。 

 
住民基本台帳カードと 
電子証明書の取得は 

お早めに 

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

　「国税電子申告・納税システ

ム(e-Tax)」を利用するためには、

原則「電子証明書」が必要にな

ります。個人向けの電子証明書は、

地方公共団体により「公的個人

認証サービス」で発行されており、

住民票のある市区町村の窓口で

住民基本台帳カード(住基カード)

を取得し、電子証明書の申請手

続きをすることで発行されます(発

行手数料として、住基カードは

500円、電子証明書は500円が必

要です)。 

「ねんきん特別便」の 
確認・回答を 

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

　社会保険庁から年金受給者、現役

加入者の皆さんに、「ねんきん特別便」

が送付されています。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、必ず回答をお願いします。

また、年金記録に訂正がない方も、回

答票の提出を必ずお願いします。 

問合せ　ねんきん特別便専用ダイ
ヤル(　0570-058-555(ＩＰ電話・

ＰＨＳからは　03-6700-1144)) 

※一般の年金相談は「ねんきんダイヤル」

(　0570-05-1165)へ 

※「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。 

 
11月17日から23日は 

「女性の人権ホットライン」 
強化週間です 

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

 

 

 

　夫やパートナーからの暴力、職場

などでのセクシュアル・ハラスメント、

ストーカー行為など、女性をめぐるさ

まざまな人権問題についての相談を

受け付ける専用電話相談窓口です。

相談は津地方法務局職員または人

権擁護委員がお受けします。相談

は無料で秘密は厳守します。 

と　き　11月17日㈪～23日㈰
　8時30分～19時 

※土・日曜日は10時から17時まで 

※詳しくは、津地方法務局人権擁護課

(　059-228-4193)へ 

 

 

女性の人権ホットライン(全国共通)
ゼロナナゼロのハートライン 

0570(070)810

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 
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と　き　11月16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、緑化相談(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)

鈴鹿フラワーパークフェスタ2008 
市街地整備課　 382-9025　 382-7615

　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

※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。 

 
 

自然調査観察会 
(落ち葉を知ろう) 

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月7日㈰　9時～12時 
ところ　鈴鹿青少年の森 
内　容　いろいろな落ち葉を採集、
観察し、学習します。 

定　員　30人(応募者多数の場合
は抽選) 

参加料　無料 
申込み　11月25日㈫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。 
 

弥生まつり 
「銅鐸をつくってみよう」 

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

と　き　11月16日㈰　受付9時～
11時、13時～15時 

ところ　考古博物館 
内　容　ペーパークラフトで銅鐸を
作り、自由に絵を描いていただきます。 

材料費　無料 
申込み　当日、受付で申し込み 
※そのほか、勾玉作り(200円)、土笛作り

(100円)なども開催しています。 

 
ぬくたいフェスタ 

鈴鹿市人権教育センター
384-7411　 384-7412

　しょうがいのあるなしにかか

わらず、すべての人がともに暮らし

やすいまちこそが「ぬくたい(あたた

かい)まち」です。しょうがい者差別

をなくし、しょうがい者の自立と社

会参加を実現し、「ともに生きる社

会」をめざし開催します。 

と　き　12月6日㈯　10時～15時 
ところ　一ノ宮団地解放センター、
人権教育センター 

内　容　楽しいイベントやコン
サート、飲食やこどもの遊び

コーナーなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くらしの情報 

催 し 物  

加佐登駅
JR関西本線

鈴鹿フラワーパーク鈴鹿フラワーパーク

白鳥湖

加
佐
登
小

鈴鹿川
定五郎橋

至 神戸

国道１号

鈴鹿特産品の
実演販売

「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
販売、トピアリー作り体験、

緑化相談

新鮮野菜などの
販売・模擬店

「卯の花」プレゼント
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かんちょうろう 

講演会 

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

と　き　11月15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　 
○「観潮楼歌会と佐佐木信綱－

啄木との出会いと係わりを中

心に－」 

　川北富夫さん(郷土史研究家) 

○「特別展(信綱秘書　村田邦夫)

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14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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ペルーの家庭料理 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　簡単なスペイン語のあいさつ

などを習いながら、ペルーの家

庭料理を学びます。 

と　き　12月13日㈯　10時～14時 
ところ　文化会館調理室 
内　容　ペルーの家庭料理 
講　師　キヤン・マユミさん(ペル
ー出身、日本在住8年) 

定　員　32人(定員を超える場合
は抽選) 

参加料　一般1,500円、賛助会員
　1,000円 

申込み　11月28日㈮必着で、は

がき、ファクス、電子メールで、

郵便番号、住所、氏名、年齢、

電話番号を記入の上、〒513-

0801　鈴鹿市神戸一丁目1-1近

鉄鈴鹿市駅ビル3階　㈶鈴鹿国

際交流協会へ 

※抽選結果は12月1日(月)発送予定です。 

※通訳があります。 

 
「仕事と子育ての両立」 
応援フォーラムin三重 

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

と　き　11月27日㈭　13時15分

～16時 

ところ　鈴鹿国際大学国際文化
ホール 

内　容　仕事と生活の調和のと
れた働き方について、みんな

で考えます。 

○基調講演　「働き方の変革／
ワーク・ライフ・バランス」

～柔軟な働き方が個人と企業

と社会を救う～ 

○講　師　パク・ジョアン・ス
ックチャさん(日本で最初のワ

ーク・ライフ・コンサルタント) 

○パネルディスカッション　働き
方の見直しによる仕事と生活

の充実 

○コーディネーター　石阪督規
さん(三重大学人文学部准教授) 

定　員　200人(先着順) 
参加料　無料 
託　児　無料(1歳から就学前まで、
申し込みが必要) 

主　催　三重県、社団法人全国
労働基準関係団体連合会三重

県支部、社団法人全国保健セ

ンター連合会 

申込み　氏名、所属(企業、団体、
子育て支援グループなど)、職種、

住所、電話番号、

ファクス番号、

託児の有無を

記入の上、

三重県こど

も未来室へ。

11月14日㈮

必着 

問合せ　三重県こども未来室
(〒514-8570津市広明町13番地

　059-224-2269　059-224-2270) 

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

ただきます(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、早めに取りに

来てください。 

と　き　11月16日㈰　10時～15時 
ところ　市立図書館2階視聴覚室 
※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、楽器などは修

理できません。 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008建築士事務所 
キャンペーン 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
kenchikusido@city.suzuka.lg.jp

○建築無料相談 

○桑名史跡と宮の渡し体験 

・桑名史跡見学(約100人) 

・六華苑見学～バスで熱田神宮

～宮の渡し(乗舟2時間)～六華苑

(定員80人、抽選) 

と　き　11月30日㈰ 
ところ　桑名市六華苑集合 
※詳しくは、(社)三重県建築士事務所

協会(　059-226-4416　059-

224-9297 　http://www.sekkei-

m i e . j p )へ 

電
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鈴鹿フラワーパーク
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上箕田遺跡出土弥生土器壺

ミニ知識 ミニ知識 

　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

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

11月25日から12月1日までは犯罪被害者週間です 

【被害者相談窓口】

 
 

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、

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

層高めることで、｢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15日㈯ 
ところ　鈴鹿ベルシティ 
※詳しくは、広報すずか10月20日号の

折り込みチラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
外国人とのパートナーシップを 
考えるシンポジウム2008 

in 鈴鹿 

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

　昨年度に引き続き、ＮＰＯ法

人愛伝舎では、多文化共生につ

いて考えるシンポジウムを開催

します。今年度は、外国人の自

動車免許の取得に関する問題点

や外国人コミュニティーの組織

化などを中心に意見交換会を行

います。 

と　き　11月15日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　問題提議、意見交換会 
定　員　約150人(先着順) 
参加費　500円 
主　催　ＮＰＯ法人愛伝舎(　050-
3532-9911　 a i d en@come t .  

　ocn . ne.jp) 

※この事業は、鈴鹿市市民活動団体

支援事業として実施します｡ 

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㈰　7時～12時
30分 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別展連続講座第3回 
「上箕田遺跡発見物語」 

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

と　き　11月9日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　杉本主税さん(昭和35年
の上箕田遺跡第一発見者) 

聴講料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

エンパワーゼミ 
「男女共同参画勉強会」 

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

　男女共同参画社会をめざして活動

していくための、5週連続の講座です。 

と　き　11月12日㈬、19日㈬、

くらしの情報 

催 し 物  講座・教室 

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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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 

障がいのある人もない人も　共に暮らしやすいまちをめざして 

　障がいのある人もない人も、すべての人が同じように共に生活をおく

ることができる、こうしたことを社会のあり方と考える「ノーマライゼーシ

ョン」の理念は社会に少しずつ広がってきています。しかし、まだ障が

いのある人がいきいきと地域で生活するには多くの壁があります。 

　例えば、点字ブロックの上に荷物を置いたり、車を乗り降りする

際、大きくドアを開けないといけない人のための駐車場(車いす使

用者用駐車場)にその必要のない人が車を止めたりなど、せっか

くのバリアフリーが機能していないことが多くあります。また、その

ことに無関心だったり、理解しようとしない人もいます。そういった

壁をなくし、障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまちを実

現するためには、お互いのことをまず理解し、認め合い、支え合

うことが大切です。相手を認め尊重することは、自分自身を尊重

することにつながります。 

　今年の人権問題講演会は、「障がい者の人権」をテーマに、

講師の野沢さんが体験されてきたことや思いを通して、障がい

者を取り巻く状況や差別の実態を知り、人権について考えます。

人権は他人事ではなく、すべて自分に関係することだと気付い

ていただけるのではないでしょうか。 

と　き　11月19日㈬　19時～20時45分(予定) 
　(18時30分開場) 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
○講演「障がいのある人も

ない人も共に暮らしやす

いまちをめざして」 

（講師：毎日新聞社夕刊

編集部長　野沢和弘さん） 

○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10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・パソコン要約筆記があります。 

 

鈴鹿市人権問題講演会2008

の 11月 納 税 

○国民健康保険税・・・・・・・・5期
【納期限は12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 

　    フォーミュラ・ニッポンって何？ 

　  全日本選手権フォーミュラ・

ニッポン(Formula Nippon)は、

フォーミュラカーを使用した四輪

レースの日本独自のカテゴリーで

す。“日本一速い男決定戦”とも

呼ばれる日本最速のレースです。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

26日㈬、12月3日㈬、10日㈬　

19時～20時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　20人程度 
申込み　11月11日㈫までに男女

共同参画課へ 

 
公開講座 

「子育て支援」 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月29日㈯　14時～16時
(開場13時30分) 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　思春期の子ども理解―
親子の中で大切にしたいこと― 

講　師　松本真理子さん(名古屋大学
発達心理精神科学教育研究センター) 

定　員　200人 
参加料　無料 
申込み　11月21日㈮までに、電話

またはファクスで教育研究所へ 

※手話通訳があります。 

 
シンポジウム・公開文化講座 

鈴鹿国際大学国際交流センター
・　372-3944

 global-koukai@m.suzuka-iu.ac.jp

　鈴鹿国際大学では、シンポジウ

ムと国際交流フェスタを行います。 

【シンポジウム「国際協力に関する
公開講座」】

と　き　11月10日㈪　10時40分

～12時10分 

ところ　本学国際文化ホール 
内　容　ＪＩＣＡ青年海外協力隊員
の体験談から見る発展途上国

の開発問題(仮題) 

講　師　ＪＩＣＡ青年海外協力隊員 
定　員　100人 
参加料　無料 
共　催　ＪＩＣＡ中部国際センター 

【国際交流フェスタin鈴国大2008】
と　き　11月15日㈯ 
内　容 
◆第1部
　「国際理解・国際交流活動発表会」
○時　間　10時～12時(受付9時
30分から) 

○ところ　本学国際文化ホール 
○内　容　国際理解・国際交流
活動に取り組む県内教育機関の

児童・生徒や地域国際交流団体

などによる日常活動の発表 

○参加料　無料　　 
◆第2部
 「国際交流パーティー」
○時　間　12時30分～15時(受付

12時から) 

○ところ　本学体育館 
○内　容　国際料理の飲食(料理
には制限があります)、留学生によ

る民族舞踊、歌を楽しむパーティー、

写真やゲームなどの趣向を凝らし

た母国紹介 

○定　員　先着400人(当日の参加
も可能ですが、予約者を優先させ

ていただきます) 

○参加料　500円(高校生以下無料)
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