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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、市沿岸部で

はノリの種付けが始まり、伊勢

湾の黒ノリ養殖がシーズンを

迎えます。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

策がありません。また、河川や

水路の流末には多くの排水施

設があり、台風時などに排水

ポンプを運転するとき、そこに

稲わらや草などが詰まると、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

ご協力をお願いします。 

 
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日に広島市、9日に長

崎市で、原爆死没者のめい

福と世界恒久平和祈念を願

う式典が行われます。また、

15日には、日本武道館で、

先の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

では、1分間の黙とうが捧げ

られます。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 

 
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㈮、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。 
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お 知 ら せ  

◆条例の趣旨
○実施機関が保有する市民などの個人情報の開示、訂

正などを求める個人の権利を明らかにして、個人の

権利利益を保護する。 

○実施機関による個人情報の収集から利用・提供、管理、

廃棄までの一連の過程において、個人情報の適正な

取り扱いに関する基本的なルールを定める。 

◆個人情報取扱事務登録と個人情報の開示等請求の状況
　実施機関の事務で、個人情報を一定の基準で検索が

できる公文書を使用している事務は、所定の登録をし

た上で、その登録内容を市民が閲覧できるようになっ

ており、平成21年3月31日現在の登録件数は704件です。

　個人情報の開示等請求件数は、開示請求が24件、訂

正請求および利用停止等請求はありませんでした。開

示請求24件の内、取下げが7件、残る17件の請求に対す

る決定件数は17件で、その内訳は、開示決定が11件、

部分開示決定が4件、不存在決定が2件で、開示率は100

％(個人情報不存在分を除く)です。 

※開示率＝(開示＋部分開示)÷(開示＋部分開示＋不開示)×100

平成20年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします 
市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆実施機関別個人情報取扱事務登録状況

◆開示等請求の内訳(件数)

(平成21年3月31日現在)
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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歳以上の方には、自宅

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・喜寿の方には、

9月に業者配達でお届けします。 

対　象　100歳以上(明治43年
3月31日以前生まれ)、白寿

99歳(明治43年4月1日～明

治44年3月31日生まれ)、卒

寿90歳(大正8年4月1日～大

正9年3月31日生まれ)、米

寿88歳(大正10年4月1日～

大正11年3月31日生まれ)、

喜寿77歳(昭和7年4月1日～

昭和8年3月31日生まれ) 

 
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22年度市立幼稚園
対　象
○4歳児　市内に在住し、平
成17年4月2日から平成18年

4月1日までに生まれた幼児 

○5歳児　市内に在住し、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 

定　員
○4歳児　旭が丘：70人、国府、
加佐登、白子、稲生、飯野、

玉垣、神戸：各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、

平成22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人程度でも開園します。 

申込み　9月1日㈫から18日㈮
(土・日曜日、祝日を除く8時30分

～17時)までに、各園に備え付け

の｢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22年度私立幼稚園
対　象　3歳児～5歳児 
募集幼稚園　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)、道

伯幼稚園(　378-6713(代)) 

申込み　9月1日㈫から、各

園に備え付けの入園願書

に必要事項を記入の上、

直接、希望する幼稚園へ 

 
国民年金保険料のお支払いは
便利な口座振替のご利用を 

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

　口座振替納付での毎月納付(当

月末振替の早割り)は、毎月納

付(翌月末振替)・毎月現金納

付の保険料より50円の割引とな

ります(翌月末振替の方は変更

手続きが必要です)。1年・6カ月

前納も、口座振替で納めると、

現金で納めるより安くなります。

また、事前に申込用紙を社会保

険事務所に提出し、保険料を

定期的にクレジットカード会社が

立替払いし、会社からカード会

員に請求するクレジットカード払

いも可能です(毎月支払い(毎月当

月末に立替、割引額はなし)、1年・

6カ月前納(現金納付の割引額))。 

　口座振替手続きは、年金手

帳(基礎年金番号が分かる物)、

預金通帳、通帳登録印を持参

の上、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) 

 
｢市民救急の家｣を募集します 

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.lg.jp

　自宅などに救急箱を備えて｢市

民救急の家｣の表示を掲げ、市

民からの応急手当要請に対応し、

大規模な災害時などに可能な

範囲で人命の救助にあたって

いただきます。救急車が現場に

到着するまでの間に適切に応

急処置が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。 

対　象　市内在住、在勤で、本事
業の趣旨に理解いただける方 

とき・内容　9月5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 
定　員　50人程度 
申込み　9月2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(　382-9165(夜間))へ 

 
すずか熱気球市民クラブが

できました 

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

　鈴鹿バルーンフェスティバ

ル実行委員会では、熱気球を

もっと多くの市民の皆さんに知

っていただくために、市民クラ

ブを立ち上げました。市民クラ

ブに興味のある方を対象に熱

気球教室を開催します。 

と　き　8月29日㈯　7時から 
ところ　鈴鹿川河川敷 
※参加は自由ですので、市民クラブに

お 知 ら せ  



※職種区分｢消防｣以外を受験する外国籍の方は、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｣の受験者は、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ことが条件です。 

【第1次試験】
と　き　9月20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　8月5日㈬から25日㈫(土・日曜日を除く8時30分から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 

※申込書の請求は、人事課へ直接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｣と明記の上、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、〒513-8701　鈴鹿市総務部人事課人事研修グループあてに請

求してください。また、市ホームページ｢職員採用｣(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/saiyou/ 

　index.html)から申込書をダウンロードすることもできますのでご利用ください。 

平成22年度採用市職員を募集します　人事課　 382-9037　 382-2219 　jinji@city.suzuka.lg.jp

◆平成22年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

電　話 電子メール ホームページ ファクス 
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くらしの情報 興味がある方はぜひお越しください。 

※詳しくは、鈴鹿バルーンフェ

スティバル公式ホームページ

(　 http://www.suzukaballoon. 

　com/)をご覧ください。 

 
人権啓発と人権教育研修会の

参加者を募集します 

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 
　(広島県福山市) 

　10月24日㈯～26日㈪　 

○人権啓発研究集会(福岡市) 
　平成22年2月9日㈫、10日㈬ 

定　員　若干名 
申込み　それぞれ開催日の2
カ月前までに、人権政策課

へご連絡ください。 

 
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13日㈭から16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。 

職種・採用予定人数 

事務1 
(身体障害者） 
2人程度 

事務2 
15人程度 

事務3 
（社会福祉士） 
2人程度 

看護師 
１人程度 

保育士 
3人程度 

幼稚園教諭 
1人程度 

消防 
4人程度 

主な業務内容 

企画、庶務、予算、
経理、調査、指導
などの一般行政
事務 

社会福祉関係
業務などの一般
行政事務 

看護業務 

幼児の保育業務 

火災予防、救急、
救助、消火活動
などの消防業務 

 

年　　　　　　齢 

昭和49年4月2日以降の生まれの方 

○昭和58年4月2日以降の生まれで大学卒
(見込み)の方 
○昭和60年4月2日以降の生まれで短大卒
(見込み)の方 
○昭和62年4月2日以降の生まれで高校卒
(見込み)の方 

昭和54年4月2日以降の生まれの方 

○昭和58年4月2日以降の生まれで大学卒
(見込み)の方 
○昭和60年4月2日以降の生まれで短大卒
(見込み)の方 
○昭和62年4月2日以降の生まれで高校卒
(見込み)の方 

資格免許など 

○身体障害者手帳の交付を受けている方 
○自力で通勤でき、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 

－ 

社会福祉士資格を取得の方または 
平成22年3月末日までに取得見込みの方 

看護師免許を取得の方または 
平成22年3月末日までに取得見込みの方 

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22年3月末日までに
取得見込みの方 

青色、赤色、黄色の色彩識別ができる方 

学　　歴 

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22年3月
末日までに卒業見
込みの方 
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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

月分以降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。 

 
｢鈴鹿なつかし図鑑｣で 
とりあげる昭和の 
生活用品を募集します 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
since-97@s-bunka.net

　ケーブルネット鈴鹿がこ

の秋放送する番組｢鈴鹿なつ

かし図鑑｣(仮称)で紹介する、

昭和30年代から40年代の生

活用品などを募集します。

家庭や商店に残る懐かしい

日用雑貨や電化製品などの

情報をお寄せください。 

応　募　8月31日㈪までに、品
名とそれにまつわるエピソード、

所有者の住所、氏名、電話

番号を記入の上、封書、は

がき、ファクス、電子メールで、

〒513-0802　飯野寺家町810

鈴鹿市文化振興事業団へ 

※詳しくは、鈴鹿市文化振興事

業団ホームページ(　 http :// 

　www. s - bunka . n e t /)をご覧

ください。 

 
 

移動展示 
｢鈴鹿の自然、再発見！｣ 

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

　本市には、鈴鹿山脈から伊

勢湾までさまざまな環境で多様

な生物が生息しています。そ

の身近で豊かな自然について、

写真パネルや標本、動物のは

く製などを展示して紹介します。 

と　き　8月27日㈭～9月13日㈰
9時～17時(図書館休館日を除く) 

ところ　図書館2階視聴覚室 
入場料　無料 
主　催　三重県立博物館、(財)
自治総合センター 

共　催　鈴鹿市環境部 
 
エコドライビング 
コンテスト 

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

対　象　ドライバーとナビゲータ
ーの2人でチームを編成し、ド

ライバーは普通自動車免許取

得後1年以上(性別、年齢不問)、

ナビゲーターは満16歳以上

(普通自動車免許不要)の方 

と　き　8月31日㈪　7時～

17時(7時から受付) 

ところ　鈴鹿サーキット国
際レーシングコース、交

通教育センター 

内　容　座学・競技講習、
エコドライビングコンテスト、

エコカーの展示試乗会 

募集数　市民チーム1チーム 
※応募多数の場合は、8月14日

(金)10時から、市役所本館4階

会議室で公開抽選会を行います。 

参加料　500円程度(傷害保険
加入料) 

主　催　全日本学生自動車連盟 

申込み　8月12日㈬までに、チ
ーム2人の住所、氏名、性別、

年齢、電話番号、普通自動車

免許取得年月日(ドライバーの

み)を記入の上、電話、ファクス、

電子メールで環境政策課へ 

※国際レーシングコースを走行する際

の装備品や注意事項などがあり

ますので、詳しくは、環境政策課へ 

 

 

 

 

 
 

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　8月25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　8月6日㈭から17日㈪
までに、電話で学校教育課へ 

 
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16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　消防車などの展示、ち
びっこ消防車試乗、防火マン

お 知 ら せ  

催 し 物  
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ちびっこ救助隊、放水体験 

参加料　無料 
申込み　8月15日㈯までに、

電話で中央消防署へ 

 
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をおも

ちゃドクターが行います。ご希

望の方は、当日おもちゃと説明

書を一緒に持ってきてください。

当日都合の悪い方は、事前に

廃棄物対策課へ持ってきてい

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。廃棄物対策課から

連絡がありましたら、お早め

に引き取りにきてください。 

と　き　8月23日㈰　10時～

15時 

ところ　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、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

ば持ってきてください。 

 
第24回クリーンシティ

SUZUKA 

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

と　き　8月30日㈰　9時～10時
(雨天時は9月13日㈰に延期) 

内　容　だれでも参加でき、
自宅から小学校までの通学

路などに落ちている空き缶

やごみなどを集めて小学校

に持ち寄ります。集めたごみ

は各小学校で分別回収します。 

※ごみの持ち込みは10時までに

お願いします。 

主　催　クリーンシティSUZUKA
実行委員会 

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教
育委員会 

問合せ　前日までの問い合わせ
は実行委員会事務局(　 382-

6288)、雨天時の確認は、当日

7時以降にクリーンシティSU 

　ZUKA当日本部(　 382-7609) 

 
第3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

対　象　一般市民 
と　き　8月16日㈰　10時～

14時 

ところ　千代崎海岸海水浴
場西側テントブースから

白子方面の海岸 

内　容　海岸清掃 
参加料　無料 
後　援　三重県、鈴鹿市 
問合せ　CafedeR(　 379-1113)へ 

 
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27日㈰に延期) 

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、
氏名、性別、年齢、連絡先を

記入の上、〒513-0842　弓削

1-1-16　鈴鹿市グラウンド・

ゴルフ協会事務局小林へ 

伊勢型紙と長板中型展 

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

と　き　8月20日㈭～30日㈰

10時～16時(30日は15時まで) 

※8月24日(月)、25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　浴衣を染色するため
の伝統的な技法である｢長

板中型｣と伊勢型紙をテーマ

とした企画展です。涼感あ

ふれる浴衣の図案や中型文

様の伊勢型紙の展示、長板

中型染めによる浴衣などの

展示、型紙の彫刻体験、彫

刻実演(8月23日㈰、30日㈰ ) 

入館料　無料 
主　催　国指定重要無形文
化財保持団体伊勢型紙技

術保存会 

 
親子ごみ拾いボランティア 

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

と　き　8月22日㈯　8時30分
から(少雨決行) 

ところ　鈴鹿川河川敷(集合
場所は庄野橋北駐車場) 

内　容　親子で一緒に１時
間程度ごみ拾いを行います。 

※参加賞と子どもには抽選会が

あります。 

持ち物　軍手、タオル、帽子、
飲み物(ごみ袋、ごみはさ

みは主催者で準備します） 

主　催　はぴねすクラブ 
問合せ　事務局森下(　090-
2349-7276) 

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体

支援事業として実施します。詳し

くは、鈴鹿市民活動情報サイト 

　(　 h t t p : / / g enk i 365 . n e t /  

　gnks02/pub/ index .php)を

ご覧ください。 
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鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

 
 
 

教育講演会 

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

と　き　8月19日㈬　13時30

分～16時30分(開場13時) 

ところ　市民会館 
内　容 
○第1部：村林新吾さん(相

可高校食物調理科教諭)に
よる講演会
　相可高校の食物調理科は、

全国の数々の料理コンクール

で優秀な成績を残しています。

また、村林先生が顧問を務

める調理クラブは、高校生

レストラン｢まごの店｣を運

営しており、全国的に注目

を集めています。生徒たち

の活躍の背景には、村林先

生の心を大切にした人間教

育があります。生徒に自信

を持たせ、やる気を引き出

す指導法についてお話しし

ていただきます。 

○第2部：白子高校吹奏楽部
による演奏会
　生徒自らが選曲した最新

のポップスや演歌、童謡な

どの演奏、音楽に合わせた

ダンスパフォーマンスなど

参加料　無料 
申込み　8月10日㈪までに、

電話またはファクスで教

育研究所へ 

 

 

 
ご近所の見守りさん講座 

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

　高齢者が住み慣れた地域

で安心して生活を続けられ

るように見守りに必要な知

識を身に付け、いかしてい

ただくための講座です。 

対　象　市内在住で5回すべ
ての講座に参加できる方 

とき・内容
○第1回　９月５日㈯｢認知

症について｣ 

○第2回　９月19日㈯｢消費

者被害について｣ 

○第3回　10月３日㈯｢災害

時の対応について｣ 

○第4回　10月17日㈯｢高齢

者虐待について｣ 

○第5回　10月31日㈯｢まとめ｣
いずれも14時から15時(第1

回のみ14時から15時30分) 

ところ　社会福祉センター 
定　員　30人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　8月31日㈪までに、

鈴鹿市社会福祉協議会

(　382-5971)へ 

問合せ　鈴鹿中部地域包括
支援センター(　382-5233)、

鈴鹿西部地域包括支援セン

ター(　370-3751)、鈴鹿南

部地域包括支援センター

(　380-5280)、鈴鹿北部地

域包括支援センター(　384-

4165) 

 
初級ウォーキング教室 

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

対　象　ウォーキング初心者、
ウォーキング指導に役立

てたい方など 

と　き　9月12日㈯、11月21日㈯
9時～12時 

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室 

内　容
○講義　｢ウォーキングと健康
について｣、｢楽しく美しいウ

ォーキング1｣、｢鈴鹿の週末

ウォーキング23コース｣ 

○実技　｢楽しく美しいウォーキ
ング2｣(鈴鹿青少年の森公園) 

○ウォーキング何でも相談
定　員　各回20人(応募多数
の場合は抽選) 

会　費　100円 
主　催　鈴鹿市民歩こう会 
協　賛　鈴鹿回生病院レオ
ンフィットネスクラブ、

健康づくり課 

申込み　9月2日㈬(必着)までに、
受講希望日、氏名、性別、

年齢、住所、電話番号を

記入の上、往復はがきで、

〒510-0219　

野町南1-13-18

鈴 鹿 市 民 歩

こ う 会 日 比

(　387-1489)

へ 

 
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。 

◆大阪のおかあちゃんズを
迎えて〜家・学校でこんな
ことをしています〜

と　き　9月13日㈰　13時30

分～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　大阪の発達障がい
の子どもを持つお母さん

たちの実践発表会 

参加料　300円(資料代、SAS
会員は無料) 

主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
託　児　10人(先着順、一人
500円、9月3日㈭までに要予約) 

催 し 物  

講座・教室 
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平成22年4月採用の三重県警察官を募集します 

◆警察官A
対　象　昭和54年4月2日以降の生まれで、大学卒または
平成22年3月31日までに卒業見込みの方 

試験日　9月19日㈯、20日㈰ 
試験会場　津市 
募集人員　男性警察官約30人、語学(ポルトガル語)約1人、
武道(柔道)約1人 

◆警察官B
対　象　昭和54年4月2日から平成4年4月1日生まれで、 
警察官Aの学歴要件に該当しない方 

試験日　9月20日㈰ 
試験会場　津市、伊勢市、尾鷲市 
募集人員　男性警察官約28人、女性警察官約2人 
受　付　ともに8月31日㈪まで 
問合せ　三重県人事委員会(　059-224-2932　http://www. 
　p r e f . m i e . j p / )、三重県警察本部警務部警務課採用係

(　059-222-0110　 0120-333-247　 http://www.police.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。 

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

申込み　SAS鈴鹿自閉症勉強
会亀田(　388-7856　388-

7857　HZA04713@nifty 

　.ne.jp)へ 

 
今から始める 

男性のための料理講座 

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

対　象　市内在住、在勤、
在学の男性 

とき・内容 
○８月30日㈰　中華
　あんかけ炒飯、冬瓜スープ、

中華風冷ややっこ 

○９月12日㈯　和食その1
　アジのたたき、カボチャ

そぼろ煮、味噌汁 

○９月26日㈯　洋食
　パスタ、ハッシュドポテト、

生野菜サラダ、スープ 

○10月10日㈯　弁当
　栗おこわ弁当 

○10月24日㈯　スイーツ
　ういろう、アップルケー

キほか 

○11月７日㈯　和食その2
　天巻き、ナスの揚げ煮、

茶碗蒸し 

　いずれも9時30分から13時 

※調理実習後、男女共同参画に

関するクイズなども行います。 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　岡田　忍さん(管理
栄養士) 

定　員　各回12人 
参加料　500円(材料代) 
申込み　8月19日㈬までに、

第1から第6希望、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話

番号を記入の上、郵送、

電話、ファクス、電子メ

ールで男女共同参画課へ 

※第1から第6希望は、中華、和食

その1、洋食、弁当、スイーツ、

和食その2から選択してくださ

い。なお、希望する講座が一

つだけの場合は、第1希望のみ

ご記入ください。 

※受講できる講座数は、申込者

数により変わります。抽選結

果は8月20日(木)に発送予定です。 

 
｢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
○第1回　９月７日㈪　13時
30分～15時30分　給料の

差し押さえや地代・家賃の

トラブルを解決するには？

－供託について－ 

○第2回　10月６日㈫　18時
～20時　筆界について 

○第3回　11月17日㈫　13時
30分～15時30分　相続登

記について 

ところ　津地方法務局(津市
丸之内26番8号　津合同庁

舎内3階大会議室) 

定　員　各35人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　第1回は8月31日㈪、

第2回と第3回は9月25日㈮

(ともに必着)までに、住所、

氏名、電話番号、受講希望

の回を記入の上、はがき、

電話または直接、津地方法

務局総務課(〒514-8503　

津市丸之内26-8　059-228-

4191)へ 

※住所、氏名、電話番号は、法

務局から受講に関する連絡を

する際にのみ使用します。 
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第2回家庭教育研修会 

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

対　象　子育て中の保護者、
一般の方 

と　き　9月8日㈫　10時～

11時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　｢上手なほめ方叱り方
～ファミリーソーシャルワーカ

の視点から～｣をテーマとした

家庭教育に関する講演会 

講　師　新川泰弘さん(三重
中京大学短期大学部子ども学科) 

参加料　無料 
託　児　無料(1歳から就学前
まで、先着20人、事前申

し込み必要) 

申込み　8月31日㈪までに、

電話で生涯学習課へ 

 
60才以上水中ウォーク教室 

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

対　象　市内在住の60歳(平
成21年4月1日現在)以上で、

一人で水中ウォークがで

きる方 

と　き　火曜日コース：9月
1日から10月27日の毎週火

曜日(9月22日は休み)、木

曜日コース：9月3日から

10月22日の毎週木曜日　

いずれも9時30分から11時 

ところ　県営鈴鹿スポーツ
ガーデン屋内プール 

内　容　水中ウォーク(水深1.3m) 
定　員　各コース50人(先着順) 
※定員に満たない場合のみ2コー

ス受講可能 

参加料　2,000円 
申込み　8月7日㈮から26日㈬
までに、印鑑、参加料を持

参の上、スポーツ課へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿市民大学文芸学科
｢現代詩人　詩の魅力・

詩人の生｣ 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

と　き　8月12日㈬　13時30分

～15時30分 

ところ　文化会館第1研修室 
内　容　第3回｢薄幸の童謡
詩人・金子みすゝ゛｣、｢伊

勢が生んだ天性の詩人・

竹内浩三｣ 

講　師　藤田充伯さん、河
原徳子さん 

受講料　1,000円 
申込み　はがき、ファクス、
電子メールで、〒513-0802

飯野寺家町810　鈴鹿市文

化振興事業団へ。当日会

場でも受け付けます。 

 
外国人向け｢フォーク
リフト運転技能講習
(ポルトガル語コース)｣ 

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

対　象　下記のすべてに該
当する方 

○日本語で日常会話が可能な方 

○求職中で失業者の方(ハロー

ワークカードをお持ちの方) 

○日本の普通自動車運転免

許証をお持ちの方 

○三重県内に居住の方 

◆学科講習(各コース共通)
と　き　9月1日㈫、2日㈬　

8時10分～17時30分 

※参加者は、市内在住者を優先します。 

※弓道は、平成21年度前期に当該教室に参

加しておらず、3段以下の方を優先的に先

着順で受け付けます。 

※平成21年度前期教室の参加者は、定員に達

した場合には抽選となります(受付期間は同じ)。 

※新規参加料には、スポーツ保険料(大人1人

1,600円、中学生以下1人600円)が含まれ

ています。   

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。 

※いずれも受付時に参加料を添えて、武道

館へ申し込んでください。 

平成21年度後期スポーツ教室　市立体育館　 387-6006　 武道館　388-0622

なぎなた 

小学生以上男女 

9月から11月の毎週水曜日 

19時から20時30分(全12回) 

武道館第2道場 

定員なし 

(中学生以下)3,100円 

(高校生以上)4,100円 

(中学生以下)2,500円 

(高校生以上)2,500円 

8月28日(金)まで 

弓　　　道 

一般男女 

9月から11月の毎週水曜日 

9時30分から11時30分(全12回) 

武道館第4道場 

30人 

4,100円 

 

2,500円 

 
8月28日(金)まで 

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 

講座・教室 



電　話 電子メール ホームページ ファクス 

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 

子どもたちが自信を持てるように 

の 8 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・2期
○国民健康保険税・・・・・2期

【納期限は8月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

　先日、小学1年生の娘とプールに行き、一緒

に泳ぐ練習をしようとしました。娘は泳ぎが苦

手なようで、浮き輪を離しません。どうやら娘は、

自分は泳げないと決めつけているようで、わた

しが見本で浮いてみせても、なかなかしようと

しません。だんだんわたしはイライラしてきて、

｢いつまでも恐がっているからあかんのや｣、

つい、きつく言ってしまうと娘は悲しそうな顔

をして、わたしから遠ざかっていきました。 

　これはまずいと反省したわたしは、まず、水

中にもぐることから始めようと思いました。｢水

の中でジャンケンしよか、3回勝ったらアイス買

ってあげるわ｣、｢ほんと、うん、いいよ｣、娘は

水中でのジャンケンが気に入って、結局10回

くらいやりました。すると、娘はこんなことを言

いました。｢お父さん、今ジャンケンしてたら、

体が少し浮いたみたいやった｣、娘は嫌がらずに

浮く練習をし、やがて一人でも浮けるようになり、

積極的に一人で何回も泳ぐ練習をしていました。 

　帰るときに娘が、｢お父さん、泳ぐのを教え

てくれてありがとう｣と言ったときには、思わ

ず胸が熱くなりました。何事も子どもが、｢ど

うせわたしにはできない｣と思い込みながら生

きるのと、｢わたしにもできる、できるかもし

れない｣と思うのでは、その後の人生もずいぶ

ん変わってくるのではないでしょうか。 

　わたしたち大人は、子どもたちが自信を持

てるように、｢あなたたちはできるんですよ、

能力があるんですよ｣と気付かせてあげる工夫

をすることが大切です。そして、子どもたち

一人ひとりが自信を持つことで、人間関係も

広がるのではないでしょうか。 
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くらしの情報 ◆実技講習 
Ⅰコース
と　き　9月7日㈪～9日㈬ 
Ⅱコース 
と　き　9月10日㈭～12日㈯ 
※両コースとも8時10分から17時

20分まで(最終日は18時25分まで) 

定　員　各コース10人 
受講料　無料(別途ポルトガ
ル語版の教材費3,150円) 

申込み　8月17日㈪から19日

㈬8時30分から17時までに、

直接、鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(　387-1900)へ。定員

を超えた場合は、8月24日㈪

に抽選を行います。 

 
県営鈴鹿スポーツガーデン
平成21年度体験教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250　  372-2260

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

対　象　高校生を除く18歳
以上の方 

と　き　9月11日㈮、18日㈮、

25日㈮　10時～11時 

教　室　アクアビクス(朝)  
内　容　水中での有酸素運動 
定　員　30人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　2,500円 
申込み　8月31日㈪(必着)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 

※第2期スポーツ教室も体験受付

中です。詳しくは、県営鈴鹿

スポーツガーデンへ 

 
国際理解料理講座 

｢ブラジルのお母さんの
家庭料理｣ 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　簡単なポルトガル語のあ

いさつなどを習いながら、

自宅でもできるブラジルの

家庭料理を学びます。 

と　き　9月12日㈯　10時～

14時 

ところ　文化会館調理室 
内　容　ブラジルの家庭料理 
講　師　ヤマイ　アパレシダ
さん、マツバラ　エレナさん 

定　員　40人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　一般1,300円、賛助
会員800円 

申込み　9月3日㈭(必着)までに、
郵便番号、住所、氏名、

年齢、電話番号を記入の上、

はがき、ファクス、電子

メールで、〒513-0801　神

戸1-1-1近鉄ビル3階　(財)鈴

鹿国際交流協会へ 

※抽選結果は9月7日(月)発送予定

です。 


