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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　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。 

 
子育て応援特別手当の 
申請は済みましたか 

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

　お手元に、まだ申請して

いない子育て応援特別手当

の申請書はありませんか。

対象となる世帯主に、4月に

申請書を送付しています。

まだ申請が済んでいない方は、

お早めに申請をしてください。 

なお、申請の期日は10月17

日㈯までですので、ご注意

ください。 

 
鈴鹿市次世代育成支援対策
地域協議会が傍聴できます 

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

と　き　7月17日㈮　10時から 
ところ　市役所本館5階503
会議室 

内　容　提言書(案)についてなど 
定　員　10人(定員を超えた
場合は抽選) 

申込み　当日9時30分から9時
55分まで、会場で受付を行

います。 

※託児あり(1歳以上から就学前まで) 

 
国民年金保険料免除制度
についてお知らせします 

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、高齢になったとき

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

年金が受け取れます。 

　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21年度分

(平成21年7月～平成22年6月)

の免除申請は、7月から受け

付けが始まりました。申請は

原則として、毎年手続きが必

要です(平成20年度に全額免

除や納付猶予が承認された

方で、翌年度以降も引き続き

全額免除や納付猶予を申し

込んだ方は除く）。 

申込み　保険年金課、地区
市民センター 

※平成20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の写しを

添付してください。 

　放課後児童クラブは、保

護者が仕事などで昼間家庭

にいない、小学校に就学し

ているおおむね10歳までの

児童を対象に、授業の終了

後から18時ごろまで、保護

者に代わって児童をお預か

りする場です。 

　現在、右記の○印の児童

クラブで、子ども好きの指

導員と児童の募集を行って

います。 

※掲載時点で募集を締め切って

いる場合もありますので、希

望者は直接各施設へお問い合

わせください。 

放課後児童クラブの指導員と児童を募集します 
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

お 知 ら せ  

名　　　　　称 

神戸小学校区かんたろう学童保育所 

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 

牧田地区児童クラブ運営委員会　つくし 

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ 

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 

高岡法輪児童館 

ながさわ保育会　元気っ子クラブ 

法輪児童館　 

栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子 

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 

平成の寺小屋　神戸みらい塾 

井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 

河曲小学校区放課後児童クラブ　かわたろう 

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒっ子 

玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣学童保育所 

若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ　いそやまっ子 

住　　所 

神戸八丁目9-15 

白子二丁目7-38 

岡田町699 

東旭が丘四丁目9-19 

住吉一丁目4-29 

高岡町字塚原1843-7 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

五祝町1774 

山本町1255-2小山集会所内 

神戸二丁目20番8号 

和泉町235-1 

国府町3519-1 

十宮町719-2 

高岡町2665-2 

白子町字ハザマ2006-1 

東玉垣町1386-2 

若松中一丁目6-11 

東磯山二丁目26-18

電話番号 

３８３－１５１９ 

３８８－２７７４ 

３６７－３６０６ 

３６８－２０３３ 

３６７－１７１１ 

３４９－１１００ 

３７１－０１５１ 

３８５－０１９０ 

３８８－１１８７ 

３７１－２３００ 

３８２－３７０８ 

３７０－２３５３ 

３７０－０６０５ 

３８３－３０７０ 

３６９－２７８０ 

３８６－２６１１ 

３８２－５５２２ 

３８５－０２００ 

３８７－６０１２ 

指導員募集 

○ 

○ 

　 

○ 

○ 

○ 

　 

○ 

　 

○ 

　 

○ 

　 

○ 

　 

○ 

 

児童募集 

　 

○ 

○ 

　 

　 

　 

○ 

　 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

　 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
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くらしの情報 
第11回みんなでつくる
鈴鹿まちづくり条例を
考える会が傍聴できます 

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

と　き　7月9日㈭　19時～21時 
ところ　市役所本館12階1203
会議室 

内　容　第1部会(位置付け、
理念、人権)、第2部会(地域

活動、市民活動)、第3部会

(参加・協働、役割・責務) 

※希望の部会が傍聴できます。 

定　員　10人程度(先着順) 
申込み　当日18時30分から
18時50分まで、会場で受

け付けを行います。 

 
｢男女がいきいきと 

働いている企業｣を募集します 
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

　三重県では、女性が活躍でき

る環境の整備や、ワーク・ライフ・

バランスなどを積極的に推進す

る企業を知事表彰しています。 

対　象　県内に本社または主
たる事業所があり、営利を

目的に経済活動を行う企業 

申込み　8月31日㈪(必着)まで
に、応募用紙に必要事項を

記入の上、郵送などで三重

県生活・文化部勤労・雇用

支援室(　059 - 2 2 4 - 2 4 5 4

　kinko@pref.mie.jp)へ 

※表彰基準、応募用紙など詳しくは、

県ホームページ(　http://www.oshigoto. 

　pref .mie . jp)をご覧ください。 

 

女性のための2つの 
相談事業を行っています 

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

【電話と面接相談】

　家庭や地域での人間関係、

生き方など心の悩みについて、

女性の専門相談員が相談を

お受けします。 

電話相談日　毎週金曜日10時
～16時、第2・4火曜日13時

～17時(祝日を除く) 

相談専用電話番号　 381-3118 
※面接相談は、電話相談の後、

ご希望や必要に応じてお受け

します(第2・4金曜日、予約制)。 

【弁護士相談】
　身の回りの法律問題について、

女性の弁護士がアドバイスします。 

相談日　第1水曜日13時～16
時30分、第3水曜日10時～

15時(予約制) 

予約電話番号　　381-3113 
　(祝日を除く火曜日から土

曜日8時30分～17時15分、

男女共同参画センタージ

ェフリーすずか事務所) 

※原則、一人1回限りです。 

 
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　535万9,000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　456万2,000円(売

却最低価格) 

入札参加申込み　7月6日㈪から

22日㈬(土・日曜日、祝日

を除く9時30分から16時)ま

でに、直接住宅課へ 

※郵送による申込みはできません。 

【現地説明会】
と　き　7月6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 

 
平成21年度自衛官を 

募集します 

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

◆防衛大学校
対　象　高校または中学校
卒業者(見込みを含む)で、

18歳以上21歳未満の方 

受　付　推薦：9月5日㈯～

9日㈬、一般：9月7日㈪～

10月2日㈮

試験日　9月26日㈯、27日㈰ 
◆航空学生
対　象　高校または中学校
卒業者(見込みを含む)で、

18歳以上21歳未満の方 

受　付　8月1日㈯～9月11日㈮ 
試験日　1次：9月23日㈬、2

次：10月18日㈰～22日㈭ 

◆一般曹候補生
対　象　18歳以上27歳未満の方 
受　付　8月1日㈯～9月11日㈮ 
試験日　1次：9月1 9日㈯、

2次：10月8日㈭～15日㈭ 

◆2等陸海空士
対　象　18歳以上27歳未満の方 
受　付　随時受け付け(高校
生は8月1日㈯から受け付け) 

試験日　9月16日㈬と、17日㈭
か18日㈮のどちらか 

※詳しくは、自衛隊三重地方協力

本部四日市地域事務所(　351-

1723)へお問い合わせください。 
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第11回幼稚園再編整備 
検討委員会が傍聴できます 

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

と　き　7月24日㈮　15時～17時 
ところ　市役所本館12階1203
会議室 

定　員　10人(定員を超えた
場合は抽選) 

申込み　当日14時30分から
14時45分まで、学校教育

課で傍聴人受付簿に記入 

※託児あり(3歳から5歳まで) 

 
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

広告物を設置するには、原則とし

て市長の許可が必要です。大きさ、

高さなどの規格や設置場所(許

可地域・禁止地域)などにルー

ルがありますので、事前に都市

計画課へご相談ください。 

 
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、

三重地方税管理回収機構徴

収課へお問い合わせください。 

と　き　7月22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　県津庁舎内　059-

213-7355　 http://www.zei-

kikou.jp/) 

 
ハローワーク鈴鹿に手話
協力員が配置されました 

障害福祉課　 382-7626　 382-7329
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　4月から、第1・2・3金曜日

の9時から11時20分の間、ハ

ローワーク鈴鹿(公共職業安定

所)に手話協力員が配置され

ています。職業相談などにご

利用ください。 

※祝日、行事(障害者就職面接会)

などの都合で変更となる場合が

あります。 

※認定日に来所の方は日を変更で

きませんので、指定された日に来

所してください。 

問合せ　鈴鹿公共職業安定所
専門援助部門(　383-5619

　382-8609　担当：奥野) 

 
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

連合会総会が行われ、事業計

画などの各議案が承認されま

した。また、下記の方が役員と

して承認されました。 

◆平成21年度鈴鹿市自治会
連合会役員(敬称略)

○会長兼ブロック長
　三谷 尚(神戸河町) 

○副会長兼会計兼ブロック長
　北川正敏(白子新生町二丁目) 

○副会長兼ブロック長
　上條好三(岸岡団地) 

　成川栄一(山本町神野) 

　藤田　充(住吉町半沢) 

　中尾宗嗣(三宅町中谷) 

○監事
　前川  靖(大池町第一) 

　 井  均(稲生町中町) 

　永濱孝夫(中若松町中若松) 

 

 

 

 

 

 
平成21年度国民健康保険 
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21年度の国民健康保険

税納税通知書を、7月13日㈪に

発送します。 

 
特定健康診査が始まりました 

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

　鈴鹿市国民健康保険加入

の対象者に、特定健康診査受

診券を送付しました。同封の

一覧表に記載の医療機関で、

11月30日㈪まで受診できます。

　この健診は、40歳から74歳

の方を対象に、メタボリックシ

ンドローム(内臓脂肪症候群)を

中心とした糖尿病などの生活

習慣病の予防に着目した新し

い健康診査、保健指導です。 

対　象　平成21年4月1日現在、
鈴鹿市国民健康保険に加入

している昭和9年9月1日から

昭和45年3月31日生まれの方

で、特定健康診査受診日に

も鈴鹿市国民健康保険に加

入している方 

持ち物　特定健康診査受診券、
自己負担金(受診券に記載)、

鈴鹿市国民健康保険被保険

者証または鈴鹿市国民健康

保険被保険者資格証明書 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 ※国民健康保険に加入以外の方は、

加入している医療保険者(保険

証に記載)にご確認ください。 

 
｢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。また、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、下記の認

定証を持ち、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、または

保険年金課でも別世帯の方が

申請の場合は、郵送となります。 

 
勤労者持家促進資金・ 
教育資金貸付制度について

お知らせします 

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

　市では、市内在住の勤労者

に対して、東海労働金庫鈴鹿

支店に資金を供給することにより、

住宅資金や教育資金の貸し付

けを行っています。 

対　象
○市内に1年以上在住の方 

○現在の勤務先に1年以上勤

務の方 

○年間所得が税込みで、150万円

以上1,000万円以下の方 

○市税の滞納がない方 

内　容
◆持家促進資金貸付
　住宅の新築、増改築、購入

資金の貸付 

融資額　50万円以上1,000万円
以下で1万円単位(増改築は

500万円以下) 

返済期間　35年以内 
利　率　当初10年間は年2.215％、
11年目以降は東海労働金庫

住宅ローン通常金利を適用 

◆教育資金貸付
　勤労者やその子弟のため

の教育資金の貸付 

融資額　1万円以上300万円
以下で1万円単位 

返済期間　10年以内 
利　率　当初4年間は年2.7％、
5年目以降は東海労働金庫

教育ローン通常金利を適用 

申込み　両資金ともに東海労
働金庫鈴鹿ローンセンター

(　375-5666)へ(先着順) 

 
はかりの検査を行います 

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

　取引や証明用に使用するはか

りは、2年に一度の検査が必要です。 

対象のはかり　商店・露店な
どの商品売買用、病院・薬局

などの調剤用、病院・学校な

どの体重測定用、生産者の生

産物販売・出荷用、工場・事

業所などの材料購入・製品販

売用、農協・漁協などの物資

集荷・出荷用、運送・宅配業

などの貨物運賃算出用など 

※計量士の代検査済みのはかり

は免除されます。 

と　き　7月22日㈬、24日㈮

10時～15時 

ところ　神戸コミュニティセンター
(神戸九丁目24-52) 

手数料　種類や能力によっ
て異なりますので、当日、

現金でお支払いください。 

※三重県収入証紙は使用できません。 

問合せ　三重県計量検定所
(　059-223-5071) 

 
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13日㈪　19時～

21時 

と こ ろ　市役所本館12階
1201会議室 

内　容　鈴鹿市行財政改革
計画について 

※会議開始30分前から傍聴の受

け付けを行います。 

 

夏休みに幼児用プールを 
開放します 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　7月20日㈪～8月31日㈪ 
ところ　サブプール南側の
芝生広場幼児用プール 

※サブプール子ども優先コースでは、

浮き輪を利用できます。浮き輪

サイズに指定がありますので、

ゲート前にある大きさの見本で

ご確認ください。 

※サマーパスポートも販売しています

ので、詳しくは、県営鈴鹿スポーツ

ガーデンへお問い合わせください。 
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マスコットキャラクター
「みえびぃ」

公益信託鈴鹿市交通遺児育成
援助基金支度金を支給します 

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

対　象　下記の要件をとも
に満たす方 

○市内在住の交通遺児 

○小・中学校入学または中

学校を卒業する生徒 

支給額　小学校入学：5万円、
中学校入学：7万円、中学

校卒業：10万円 

必要書類　当基金所定の申
請書(各小・中学校と学校教

育課で配布)、在学証明書(各

小・中学校で発行)、交通事

故証明書(警察署で発行)、

交通事故で遺児となったこと

を証明する書類(住民票な

ど)(市役所、地区市民センタ

ーなどで発行) 

申込み　必要書類をすべて添
えて、直接、公益信託鈴鹿

市交通遺児育成援助基金

受託者中央三井信託銀行

(株)(〒105-8574　東京都港区

芝3-33-1　中央三井信託銀行

本店法人営業部公益信託課

　03-5232-8910)へ 

 

 
 

第33回 
全国高等学校総合文化祭 

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

　7月29日㈬から8月2日㈰まで、

各種の芸術文化活動に取り

組む全国の高校生が集まる

文化の祭典｢第33回全国高等

学校総合文化祭｣が、県内13

市2町で開催されます。本市

では、日本音楽部門大会が

開催されます。 

と　き　8月1日㈯　9時～18時、

2日㈰　9時～17時30分 

ところ　市民会館 
内　容　日本音楽部門大会(十
三絃箏、十七絃箏、三絃、

尺八など) 

入場料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿文化工房2009 
｢文化探検倶楽部｣ 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

対　象　小学生とその保護者
(小学生のみの参加は不可) 

と　き　8月6日㈭　8時30分

～16時30分 

内　容　市内にある身近な食
や文化財などの地を訪ねて、

親子で楽しく学ぶバスツアー 

行　程　文化会館～大黒屋
光太夫記念館～伊勢型紙

資料館～小原木本舗 大徳

屋長久～考古博物館(昼食、

館内見学、勾玉作り体験)～

北勢茶センター～金生水沼

沢植物群落～中野製餅店

～文化会館 

※見学地は都合により変更する

場合があります。　 

定　員　50人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　大人2,000円、児童
1,000円(当日支払い) 

申込み　7月24日㈮までに、｢文
化探検倶楽部参加希望｣と

明記し、郵便番号、住所、

保護者と児童の氏名、学年、

電話番号を記入の上、はがき、

ファクス、電子メールで、鈴鹿

市文化振興事業団(〒513-

0802　飯野寺家町810番地)へ 

※申込みいただいた個人情報は、

当財団の文化情報などの郵送

に使用する場合もありますので、

ご了承ください。 

※昼食、飲物などは各自で持参

してください。 

 
天体観望会 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴) 

と　き　8月1日㈯　19時～

20時30分(18時30分受付開始) 

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム  

内　容　夏の星座と惑星の解説 
定　員　150人(先着順) 
参加費　無料 
※曇天や雨天などで中止するこ

とがあります。当日16時30分

に判断しますので、文化会館

へお問い合わせください。 

 
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5・6年生の児
童とその保護者 

※児童のみの参加はできません。 

と　き　8月8日㈯　13時～

16時30分(12時45分受付

開始) 

ところ　文化会館美術工芸室 
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、親子1組に

つき模型1機を作ります。 

持ち物　はさみ、カッターナイフ、
アルミホイル(1本)、ボール

お 知 ら せ  

催 し 物  
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くらしの情報 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、紙やすり(＃180と

＃400の各2枚)、30㎝定規 

※持ち物の貸し出しはできません。 

定　員　12組(応募多数の場
合は抽選) 

参加費　無料 
申込み　7月20日㈪(必着)ま

でに、往信裏面に代表者

の住所、電話番号、参加

者全員の氏名、年齢、返

信表面に代表者の住所、

氏名を記入の上、往復はが

きで文化会館スペースシャ

トル係(〒513-0802　飯野

寺家町810)または返信用は

がき持参で直接文化会館へ 

※はがきの返信裏面には何も書

かないでください。 

※参加申込者を重複して出した

場合は無効です。 

 
第3回三重県民ゴルフ 
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　県内の在住・在勤・
在学者、三重県ゴルフ連

盟加盟クラブ会員 

と　き　8月28日㈮ 
ところ　中日カントリークラブ 
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会 
後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体育
協会、三重県ゴルフ連盟 

定　員　60組(240人)　 
※4人1組で申込みください。定

員になり次第締切り 

参加料　一般：セルフ9,500円、
キャデイ付1万2,500円、

高校生以下：セルフ5,000円、

キャデイ付8,000円 

※上記料金には、参加料を含みます。 

申込み　中日カントリークラブ
(　371-1188) 

平和への祈り展(パネル展示
と戦争体験者の座談会、
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23日㈭～25日㈯

10時～19時(最終日は17時

まで) 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容
○展示パネル　原爆と人間展
パネル、Nuclear　Blue｢核に

蝕まれる地球｣パネル、｢イラク

のこどもたちは今｣パネルほか 

○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 

○特別講演会　23日㈭　13時
30分～15時｢座談会～戦争

のとき私は女学生でした～｣、

24日㈮　13時30分～15時

｢原爆のはなしをきこう｣ 

参加料　無料 
 
子どもの生活習慣病に 
かかわる健康相談会 

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

　小児科医、栄養教諭が生

活行動の見直し、栄養指導

などを行い、健康管理の方

法をアドバイスします。 

対　象　市内の小・中学生
と保護者 

と　き　7月21日㈫　10時～

17時 

ところ　保健センター 
内　容　生活習慣病にかか
わる予約制個別相談会 

定　員　18人 
参加料　無料 
申込み　7月6日㈪から15日㈬
までに、電話で学校教育課へ 

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25日㈯　19時～

21時(雨天中止) 

ところ　加佐登神社(加佐登町) 
内　容　ライトに集まる昆
虫の採集、観察 

定　員　20人(応募者多数の
場合は抽選) 

参加料　無料 
申込み　7月15日㈬(必着)まで
に、住所、氏名、電話番号、

参加人数を記入の上、はがき、

電話、ファクス、電子メール

で環境政策課へ 

※詳しくは、申込み後に連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

鈴鹿市PTA連合会講演会
｢どうすれば人が輝くのか｣ 

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

対　象　PTA会員、市民 
と　き　8月30日㈰　18時

30分～20時30分(18時開場) 

ところ　文化会館けやきホール 
講　師　大嶋啓介さん((有)て

っぺん代表取締役) 

定　員　500人(先着順) 
参加費　無料 
申込み　7月31日㈮までに、

往復はがきで鈴鹿市PTA連

合会(〒513-0801　神戸一

丁目17-5　鈴鹿市役所別館

第3　2階)へ 

問合せ　鈴鹿市PTA連合会
(　 383-5143)
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平成21年度 
｢愛の血液助け合い運動｣ 

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

　7月は｢愛の血液助け合い運

動｣月間です。皆さんの献血へ

のご協力をお願いします 

と　き　7月12日㈰　10時～

11時30分、12時30分～16時 

ところ　鈴鹿ベルシティ 
対象献血　400ml全血献血 
※献血される方や輸血を受ける

方の安全のためさまざまな基

準があり、献血をご遠慮いた

だく場合があります。 

 
考古博物館企画展 

｢大きな土器と小さな土器
～夏休みだヨ！ 
博物館に集合！～｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と 　 き　7月18日㈯～8月

30日㈰  

と こ ろ　考古博物館特別
展示室 

内　容　子どもの背丈ほど
もある大きな土器から、

手のひらサイズの小さな

土器まで大集合します。

企画展に関連して、講演会、

夏休み子ども体験博物館

も開催します。 

観覧料　一般・学生200円、
小・中学生100円 

 

 

 

 

 

 

レッツ・チャレンジ2009 

県立鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学5年生～中学2年生  
と　き　8月18日㈫～22日㈯

の4泊5日 

ところ　鈴鹿青少年センタ
ーとその周辺 

内　容　自然の中での体験
活動、登山、野外炊飯、

テント泊、キャンプファ

イヤーなど 

定　員　36人(応募多数の場
合は抽選) 

参加費　2万円程度 
申込み　7月6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、鈴

鹿青少年センターへ 

 

 

 

 

 
企画展講演会 

｢須恵器からみた古代の伊勢｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　7月18日㈯　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
内　容　企画展｢大きな土器
と小さな土器～夏休みだヨ！

博物館に集合！～｣に関連す

る講演会 

講　師　野嶌　美沙子さん
(三重県埋蔵文化財センター技師) 

聴講料　無料 
 

防火管理講習 
(甲種新規・乙種) 

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　劇場、集会所、店舗、旅館、

工場など、多くの人が勤務し、

出入りする建物には防火管

理者を置かなければなりま

せん。 

と　き　甲種新規：8月6日㈭、
7日㈮　9時～16時30分、

乙種：8月6日㈭　9時～16時

30分 

ところ　鈴鹿国際大学(郡山
町663-222) 

定　員　甲種・乙種計200人 
参加料　4,000円(テキスト代) 
内　容　7月13日㈪から24日

㈮までに、受講申込書に

必要事項を記入し、裏面

に氏名を記載した上半身

写真(パスポートサイズ、

免許証サイズどちらか1枚)

を貼付の上、直接予防課

へ 

 
第2回鈴鹿自然大学 

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

と　き　7月25日㈯　13時

30分～15時30分 

と こ ろ　市役所本館12階
1203会議室 

内　容　鈴鹿市の昆虫(甲虫) 
講　師　生川展行さん(三重
昆虫談話会) 

参加料　無料 
申込み　7月24日㈮までに、住
所、氏名、電話番号、参加

人数を記入の上、はがき、

電話、ファクス、電子メール

で環境政策課へ 

 
外国人向け 

｢固定式クレーン 
特別教育講座｣ 

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

　力学・クレーン運転と合

図の学科学習、実技講習を

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 

2009人権を考える市民のつどい 

　本市では、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。 

　現在の日本は、世界的な不況の波の影響

を受け、非正規労働者などの弱い立場の人

たちが職場を追われるなど、明日への希望

を見い出せないでいます。一方、アメリカ

では、黒人初の大統領が誕生し、新たな｢生

きる希望｣も生み出されました。 

　このような時代背景を受け、18回目とな

る今年は、生きる力や生きる希望を持って

もらえるように、世界の名曲演奏や、市内

の小学生の人権作文の朗読などを織り交ぜ

ながら、命を輝かせて生きられる人権文化

のまちづくりを考えます。 

◆2009人権を考える市民のつどい
　｢愛と平和のコンサート｣

と　き　7月31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(君をのせて/さんぽ/崖の上のポニョ) 
○第1部　ホームミュージックから 
○第2部　命のメッセージから 
○第3部　みんなでうたいましょう 
出　演　アムジー室内合奏団、鈴鹿女声コーラス、
藤井ミホ(ジャズ＆ボーカル)、市内の小学生児

童(作文朗読)、石川楊子(朗読・司会) 

定　員　500人(先着順) 
入場料　無料 
※託児希望者は、7月24日(金)までに、電話、ファクスで

人権政策課へ(先着10人)

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 

2009・7・5 19

くらしの情報 行います。受講後、｢固定式

クレーン運転特別教育修了証｣

が取得できます。この資格

がないと固定式クレーン運

転(5トン未満)の業務に従事

できません。 

対　象　18歳以上で、日本
語で日常会話が可能な方 

と　き　8月18日㈫～20日㈭

9時～16時 

定　員　20人 
受講料　8,000円(別途教材費
1,500円) 

申込み　7月21日㈫から先着

順で受け付けを行います。

直接、鈴鹿地域職業訓練

センター(　38 7 - 1 9 0 0  

　　http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzukatc)へ 

※学科講習については、ポルト

ガル語の通訳があります。 

 
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歳から就学前の子
どもと保護者 

と　き　7月23日㈭、28日㈫、

30日㈭、8月4日㈫、6日㈭、

11日㈫、18日㈫、25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年生から小学
4年生の児童と保護者 

と　き　7月23日㈭、28日㈫、

30日㈭、8月4日㈫、6日㈭、

11日㈫、18日㈫、25日㈫　

10時～11時30分(全8回) 

ところ　市立体育館(正・副
体育館) 

定　員　20組 
参加料　いずれも、子ども
一人1,100円、大人一人

2,100円(スポーツ保険料込み) 

申込み　7月20日㈪までに、

参加料を添えて、直接、

市立体育館へ 

県営鈴鹿スポーツガーデン
夏休み短期教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/

開講教室　短期水球教室、
短期飛込み教室、大道芸

教室 

申込み　7月10日㈮までに、住
所、氏名、年齢、性別、電

話番号、教室名を記入の上、

ファクス、ホームページか直接、

県営鈴鹿スポーツガーデンへ。

応募者多数の場合は抽選、

大幅に定員に満たない場合

は中止になることがあります。 

※開講日程など詳しくは、県営

鈴鹿スポーツガーデンへお問

い合わせください。 




