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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27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。 

 
女性特有のがん検診 
推進事業を実施します 

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

　平成21年度の国の補正予

算により、一定の年齢に達

した女性に対して、子宮頸

がんと乳がんに関する検診

手帳、がん検診無料クーポ

ン券を送付してがん検診の

受診を促進し、がんの早期

発見と正しい健康意識の普

及を図ります。 

対　象
○子宮頸がん検診 
　平成20年4月2日から平成

21年4月1日の間に、20歳、

25歳、30歳、35歳、40歳に

なった女性 

○乳がん検診(マンモグラフィー)
　平成20年4月2日から平成21

年4月1日の間に、40歳、45歳、

50歳、55歳、60歳になった女性 

※がん検診無料クーポン券が利

用できるのは、市と契約して

いる医療機関での検診または

保健センターで実施する集団

検診です。9月上旬までに対象

者に郵送しますので、クーポ

ン券が届かない場合はご連絡

ください。 

 
第12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　9月28日㈪　15時～

17時 

と こ ろ 　市役所本館12階
1201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) 

 
秋の全国交通安全運動を

行います 

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

　9月21日㈪から30日㈬まで

の10日間、秋の全国交通安

全運動が実施されます。 

◆運動の基本
○高齢者の交通事故防止 

◆運動の重点
○夕暮れ時と夜間の歩行中、

自転車乗車中の交通事故

防止 

○全ての座席のシートベル

トとチャイルドシートの

正しい着用の徹底 

○飲酒運転の根絶 

◆9月30日は交通事故死ゼ
ロをめざす日です
　記録が残る昭和43年以降、

全国で毎日交通死亡事故が

発生しています。国民一人

ひとりが交通ルールや交通

マナーを守り、注意して行

動することで、交通事故の

発生を抑止しようと、平成

20年に制定されました。 

 
60歳以降も 

国民年金保険料を 
納めることができます 

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

未満の方が加入対象ですが、

国民年金保険料を支払って

いない期間があり、厚生年

金などに加入していない方

は65歳までに任意加入し、

年金額を満額に近付けるこ

とができます。ただし、満

額になればそれ以上納める

ことができません。 

　また、任意加入は原則65

歳までですが、年金を受給

する資格を満たさない方は、

65歳以降も資格を満たすま

で(最高70歳)特別に加入する

ことができます。 

問合せ　津社会保険事務所
国民年金課(　059 -228 -

9188) 

 
国民健康保険被保険者証の
更新についてお知らせします 

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月下旬ごろ

に簡易書留で郵送しますので、

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。 

お 知 ら せ  
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平成20・21年度鈴鹿市 
小規模修繕工事等 
希望者名簿に登録を 

契約調達課　 382-9039　 382-9050
keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　新たに鈴鹿市小規模修繕工事

等希望者名簿に登録を希望する

方を対象に、随時受付を行います。 

登録資格　市内に本社や本
店を有する法人または市内

に住所を有する個人事業主で、

引き続き2年以上営業を行っ

ていること 

随時受付　9月28日㈪、29日㈫、
10月1日㈭、2日㈮　9時～

11時、13時～16時 

申込み　所定の申込書類に
必要書類を添えて、契約

調達課へ 

※詳しくは、契約調達課へお問

い合わせください。 

 
9月6日から9月12日は 
｢高齢者・障がい者の人権
あんしん相談｣強化週間です 

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

　高齢者や障がい者に関する

さまざまな人権問題の全国での

相談件数は、増加傾向にあります。

このような問題の解決に向けて

の取り組みを強化するため、全

国一斉｢高齢者・障がい者の人

権あんしん相談｣強化週間として、

高齢者や障がい者の人権に関

する相談を行います。 

　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　9月6日㈰～12日㈯
　8時30分～19時(土・日曜日

は10時から17時) 

相談電話　　059-228-4711 
※詳しくは、津地方法務局人権

擁護課(　059-228-4193)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

　下記の団地に空き部屋ができ

ましたので、入居者を募集します。 

所在地・構造・募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
　中層耐火造5階　4戸(1戸) 

　1万6,700円～3万5,200円 

○桜島団地(桜島町五丁目)
　中層耐火造4階　2戸(0戸) 

　1万5,200円～3万2,100円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　中層耐火造3階　3戸(1戸) 

　1万9,800円～4万800円 

※(　)内は優先戸数です。 

※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　下記のいずれに
も該当する方 

○市内に在住または勤務し

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 

申込期間　9月7日㈪から18日㈮
8時30分から17時15分(土・

日曜日を除く)に、所定の申

込書類に必要書類を添えて、

直接住宅課へ 

※案内と申込書類は9月7日(月)

から配布します。 

選考方法　応募多数の場合は、
11月上旬ごろに抽選によ

り決定します。 

入居時期　平成21年11月下旬 
　(予定) 

※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

ますので、申し込みの際に申し出

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。

なお、募集戸数は8月20日(木)現

在の戸数であり、抽選会まで入

居可能となる部屋についても、抽

選対象とします。 

 
ミニミニ原爆展の 

開催申込みを募集します 

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

　より多くの方に被爆の実相を

知ってもらうため、日本非核宣

言自治体協議会では、小スペ

ースでも開催できるような小サ

イズの展示資料を作成しました。

このたび、この展示資料を使っ

て、ミニミニ原爆展の開催を希

望する団体などの申し込みを

募集します。 

対　象　民間団体、NGOなど
(会員、非会員は問いません） 

展示資料　広島、長崎の被
爆物写真、被爆後風景写真、

被爆者の写真など20点 

申込み　開催予定日の2週間前
までに、開催申込書を日本非核

宣言自治体協議会事務局へ 

問合せ　日本非核宣言自治体
協議会事務局(原爆資料館平

和推進課内　 095-844-9923

お 知 ら せ  
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※送料は事務局で負担します。

展示終了後、実績報告書を事

務局へ提出していただきます。 

 
コイヘルペスウィルス病の
まん延防止にご協力を 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.ig.jp

　コイヘルペスウィルス病は、人

体にはまったく影響ありませんが、

コイの大量死を招く恐れがありま

すので、下記のことを守ってください。 

○コイを持ちだして放流しない。 

○コイを放流するときはウィルス

検査を受け、安全性を確認する。 

※河川やため池などでコイが死ん

でいたら、三重県農水商工部水

産資源室(　 059-224-2588 

　　http ://www.pref .mie . jp/ 

　sukyokyu/hp/)、三重県内水面

漁場管理委員会事務局(　059-

224-3036)へご連絡ください。 

 
鈴鹿市でホンダヒートの 
試合が開催されます 

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

　ジャパンラグビートップリーグ

昇格を果たした本田技研工業㈱

鈴鹿製作所ラグビー部(ホンダヒ

ート)が初参戦するリーグ戦の試

合が、三重県で初めて開催され

ます。ホンダヒートの熱い戦いに

ぜひご声援をお願いします。 

と　き　9月12日㈯　18時から 
ところ　県営鈴鹿スポーツガーデン 
対戦相手　トヨタ自動車ヴェルブリッツ 
主　催　㈶日本ラグビーフット

ボール協会 

問合せ　チケットに関してはチ
ケットぴあ(　0570-02-9999)、

試合に関しては三重県ラグ

ビーフットボール協会事務局

前田(　090-9125-6070) 

 
ものづくり研究開発事業を 

補助します 

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

　産学官の連携による研究開発

の強化と市内の製造業の活性化

を図るため、中小製造業者などが

行う新商品や新技術の研究開発

に要する経費の一部を補助します。 

対　象　市内に本社または主た
る事業所がある事業者などが

行う新商品や新技術の研究開

発で、大学や高専などの高等

教育機関と共同で行う事業や

その指導を受けて行う事業 

補助額　補助対象経費の2分
の1以内(50万円以上250万

円以内) 

申込み　9月7日㈪から30日㈬
(必着)までに、申請書に必

要事項を記入の上、直接ま

たは郵便で、〒513-8701　

産業政策課へ 

※申請後は、審査会で研究開発事

業の内容を説明いただき、審査後、

交付の可否を決定します。 

※要綱や申請書などは、産業政策

課や市ホームページ(　http:// 

　www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/ 

　annai/shien/index2.html)から

も入手できます。 

 
｢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

12日㈯、13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。

この機会にぜひご利用ください。 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

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21年4月1日㈬から9月

30日㈬までにかかった下記

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

者保健福祉手帳などのいず

れかを持っており、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

園している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)の

費用の2分の1(一人月額

5,000円が上限) 

申込み　10月9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。 
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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21年度下水道推進標語
｢下水道　地球を守る　リサイクル｣
　9月10日は、下水道の役割の

一つである｢雨水対策｣と関連し、

立春から数えて220日目の台風シ

－ズンに当たることから、｢下水

道の日｣と定められています。この

｢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

普及(当時の普及率6%)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、より親しみのある名称と

して｢下水道の日｣となりました。 

　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

るため、海や川が美しくなります。 

○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年以内に設置しなければな

りません。また、くみ取り便所は、

3年以内に水洗便所に改造し

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｣(　http://www.city. 

　suzuka.lg.jp/life/benri/8606. 

　html)でないとできません。

また、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

にお問い合わせください。 

○平成19年度の本市の下水道

普及率は、41.3%(三重県内平

均42.2%、全国平均71.7%)です。 

 

 

 

 

 

 

 
税務署への国税の相談は 
自動音声案内をご利用ください 

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

　電話による国税に関する質

問や相談は、国税局｢電話相

談センター｣で受け付けています。

税務署の代表電話から自動音

声案内で｢1番｣を選択するとつ

ながりますので、具体的な操

作方法は音声案内に従ってく

ださい。また、個別的な照会に

対する税務署での面接相談は、

十分な時間をもって適切な対

応ができるように事前予約制と

しています。 

　なお、税金の納付に関する

相談で税務署にお越しいただ

く際には、事前の予約は必要

ありません。 

※よくある税の質問は、国税庁

ホームページ｢タックスアンサー｣ 

  (　ht tp : / /www.n ta .go . jp /  

　taxan swe r / i nd ex2 . h tm)

に掲載されていますので、

ご利用ください。 

問合せ　鈴鹿税務署(　382-
0351) 

 
無料総合相談所・無料 
法律相談所を開設します 

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

　10月1日から7日までの｢法の日｣

週間にちなみ、裁判所、法務局、

検察庁、弁護士会では、無料総

合相談所の開設などを行います。 

○無料総合相談所(津)
と　き　10月2日㈮　10時30分
～15時30分(10時30分から

15時まで受付) 

ところ　津センターパレス2階
第1・2・3会議室(津市大門7-15) 

内容・定員　法律相談(先着36人)、
人権・登記相談(先着24人)、

犯罪被害者支援(先着12人) 

問合せ　津家庭裁判所総務
課庶務係(　059-226-4171)、

津地方法務局総務課庶務

係(　059-228-4191)、津地

方検察庁企画調査課(　059-

228-4123) 

○無料法律相談所(四日市)
と　き　10月2日㈮　10時30分
～15時30分(10時から受付) 

ところ　四日市市総合会館8階
第2会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　36人(先着順) 
問合せ　津地方裁判所四日
市支部庶務係(　352-7151) 

※相談時間は一人20分程度です。 

○裁判所、検察庁が見学できます
　裁判所、検察庁では見学会を

行っています。詳しくは、津地方

裁判所総務課庶務係(　059-

226-4172)、津地方検察庁企

画調査課(　059-228-4123)へ 

 
平成22年度三重県農業大学校
指定推薦を募集します 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　次代の三重県の農業を担う

農業経営者などを養成するため、

募集します。 

対　象　次のいずれにも該
当する方 

○平成22年3月に高等学校を

卒業する方 

下
水
道
に
 

接
続
し
ま
し
ょ
う
 

スイスイ君 

お 知 ら せ  
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○農業に対する明確な目的

意識と熱意を有する方 

○本校を専願とし、入学を

強く希望する方 

○学習評価が平均3.0以上の方 

○原則として、3年間の欠席

日数が20日以内の方 

面接日　11月17日㈫ 
指定校　四日市農芸高校(2人)、
久居農林高校(2人)、相可高

校(2人)、明野高校(2人)、上

野農業高校(2人)、石薬師高

校(1人)、菰野高校(1人)、亀

山高校(1人)、白山高校(1人)、

南伊勢高校度会校舎(1人)、

飯南高校(1人)、木本高校(1

人)、紀南高校(1人) 

受験料　無料 
申込み　10月26日㈪から11月
10日㈫(当日消印有効)までに、

応募書類に必要事項を記

入の上、返信用定型封筒(氏

名、あて名を記入し、430

円の切手をはりつけたもの)

を添えて、郵送または直接、

〒515-2316　松阪市嬉野川

北町530　三重県農業大学

校へ 

問合せ　三重県農業大学校 
　(　0598-42-1260 　0598-42-

5835) 

 

 

 
第17回 

おいん鈴鹿観光と物産展 

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

　市内の物産や伝統工芸品、

観光情報などを紹介します。 

と　き　9月19日㈯、20日㈰ 
ところ　白子ショッピング
タウンサンズ 

内　容　市内の物産販売、観
光情報の紹介、伊勢形紙の

作品展示と体験彫り、鈴鹿

墨と書の展示、交通安全教

室と消防はしご車の体験搭乗、

F1車の展示など 

※詳しくは、折り込みチラシを

ご覧ください。 

問合せ　おいん鈴鹿観光と
物産展実行委員会事務局 

　(　388-2101) 

 
モータースポーツ市民の会 
｢レーシングカート体験｣ 

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

と　き　9月21日㈪　9時～

16時(雨天決行) 

ところ　モーターランドSUZUKA 
　(三宅町3616) 

内　容　レーシングカート体
験＆走行(1チーム3人で20

チームによる耐久レースも

予定) 

定　員　60人(先着順) 
※身長150㎝以上の方が対象です。

また、別に子ども向けのカート体験

(定員20人、参加費2,000円)も

行います。 

参加料　会員5,000円、非会員
7,000円(昼食付) 

申込み　9月10日㈭までに、電
話またはファクスで鈴鹿モー

タースポーツ市民の会事務

局(鈴鹿商工会議所内　382-

3222　383-7667)へ 

 
第19回鈴鹿市消防団 
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揮し、

放水技術の向上と士気の高

揚を図ることを目的に開催

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20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(石
薬師町452) 

 

 

 

 

 

 

 
 

みえ看護フェスタ2009(9月) 

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

【〜ふれてみて！｢家族｣を
とりまく看護のひかり〜】

と　き　9月26日㈯　13時～

16時(12時30分受付) 

ところ　三重県総合文化セ
ンター第1・第2ギャラリー、

大・中・小会議室、ラウンジ 

内　容
○健康教室 
　専門看護師・認定看護師に

よる相談コーナー(疾病理解と

日常生活相談)、保健師・助産

師・看護師体験と相談(新型イ

ンフルエンザ対策、妊娠から

出産までと新生児ケア、家庭で

役立つ看護の知識) 

○進路相談・就職相談
　中学生、高校生を対象とした

看護職への進路相談、看護学生・

未就業看護職への就職相談 

○DVD放映(ナーススマイル)
○授産施設などの展示販売
○スタンプラリー
主　催　三重県、(社)三重県看

護協会 

問合せ　三重県ナースセンター
(　059-222-0466)

催 し 物  

くらしの情報 
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司法書士無料相談会 

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

と　き　10月3日㈯　10時～

15時(予約不要) 

ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388) 

内　容　登記、法人登記、簡
易裁判所の手続き、自己破産、

成年後見手続きなど 

※三重県司法書士会館(津市丸之

内養正町17-17)では、毎月第1・

2・3水曜日、第4土曜日に常

設相談所を開設しています(要

予約、一部有料)。 

問合せ　三重県司法書士会
(　059-221-5553) 

 
天体観望会 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上(中学生
以下は保護者同伴) 

と　き　9月26日㈯　18時30分
～20時30分(18時受付) 

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム  

内　容　秋の星座と惑星の
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。 

 
プラネタリウム秋番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・冬番組】
と　き　9月19日㈯～12月13日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容 

○｢Time〜古代から受け継が
れた知恵〜｣
　ある日、豪華客船から投げ出

された若い男女が無人島にたど

り着きます。無人島生活の中で、

財閥のわがままなお嬢さまが、

航海士に反発しながらも、古代

人と星、宇宙とのかかわりを知り、

現代のわたしたちの生活の中に、

今なお天文学が息づいていると

いうことを知っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○秋の星座(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11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16日(水)

から18日(金)は投映を休みます。 

 
鈴鹿市芸術文化協会 

いけばな・作品展｢仲秋の宴｣ 

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

　鈴鹿市芸術文化協会生活

文化部門華道部会に所属する

7流派8団体の代表が、｢仲秋

の宴｣をテーマに｢いけばな・

作品展｣を開催し、伝承・古典

花からカラフルでフレッシュな

作品を展示します。 

と　き　9月27日㈰、28日㈪

10時～16時 

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー 

参加流派　嵯峨御流、池坊、
小原流、未生流、遠山古流、

御室流、フレッシュフラワー 

観覧料　無料 
問合せ　鈴鹿市芸術文化協会
生活文化部門華道部会

(　394-2777　　394-4050) 

 
鈴鹿文化工房2009 
｢鈴鹿文化探検倶楽部｣ 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

対　象　20歳以上の方 
と　き　9月25日㈮　8時30

分～16時30分 

内　容　市内にある身近な
文化財などを訪ねるバス

ツアー 

行　程　文化会館～伊勢型
紙資料館～青龍寺～子安

観音寺～考古博物館～佐

佐木信綱記念館～石薬師

寺～金生水沼沢植物群落

～観音寺～文化会館 

※コースには、国指定天然記念

物(金生水沼沢植物群落)、県指

定有形文化財(観音寺仁王門、

石薬師寺薬師堂)、市指定史跡(寺

尾家住宅、冬々斎如林の墓、

思徳之碑)などの文化財が多数

あります。 

※昼食や飲物などは各自で持参

してください。また、駐車場

の関係で徒歩での移動があり

ます。 

※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) 

催 し 物  
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　9月11日は｢警察安全相談の日｣です 
 

　警察安全相談窓口では、さまざまな悩みごとや困りごとの

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)(平日9時

から17時受付) 

※緊急の事件、事故以外での相談は、110番通報ではなく、

　♯9110へお願いします。 

◆その他の警察相談窓口
　いじめ110番(　0120-417867)、暴力相談電話(　059-228-

8704)、国際事犯相談電話(　059-223-2030)

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署

〜相談は安心ダイヤル♯9110〜

380-0110警察告知板  警察告知板  

参加料　1人2,000円(当日支
払い) 

申込み　9月15日㈫までに、

参加希望者の郵便番号、住

所、氏名、電話番号を記入

の上、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「鈴鹿文化探

検倶楽部」係へ 

 
大黒屋光太夫記念館特別展 
｢桂川甫周没後200年記念 
西洋に知られた日本人 
‐甫周と光太夫‐｣ 

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

　幕府の御典医で蘭学者で

あった桂川甫周は、解体新

書の翻訳者の一人としても

知られており、その名はオ

ランダ商館を通じて西洋に

も知られていました。大黒

屋光太夫がロシアから帰国

すると、甫周は、｢漂民御覧

之記｣や｢北槎聞略｣などを著し、

その業績が大黒屋光太夫の

存在をひときわ有名にして

います。今回の特別展は、

桂川甫周の没後200年を記念

して開催します。 

と　き　9月16日㈬～11月8日㈰
10時～16時 

※月・火・第3水曜日は休館、た

だし、月曜日が休日の場合は

開館します。 

ところ　大黒屋光太夫記念
館(若松中一丁目1-8) 

入館料　無料 
※期間中に展示替えを行います(前

期：9月16日(水)～10月18日(日)、

後期：10月22日(木)～11月8日(日))。

また、9月16日(水)、19日(土)の

10時から展示解説を行います。 

※先着500人に解説図録を無料

配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢国分寺跡十五夜観月会 
～時空を超えて幽玄の世界へ～ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

　古代から伊勢国の文化の

中心地であった｢伊勢国分寺｣。

人々が心をはぐくみ、ロマ

ンを夢見た史跡で、幻想的

な灯火の下、中秋の名月を

楽しみます。 

と　き　10月3日㈯　15時～

20時 

ところ　考古博物館とその
周辺 

内　容　講演｢伊勢国分寺の
時代｣、万灯手作りコーナー

(一客一灯として手作りのマ

イ灯火の持ち込みも可)、万

灯会、お月見コンサート(筝、

三絃、尺八、ハーモニカ演奏、

十五夜トーク) 

参加費　無料 
主　催　伊勢国分寺跡十五
夜観月会実行委員会 

※詳しくは、考古博物館ホーム

ページをご覧ください。 

 
ファミリーキャンプ 

県立鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小・中学生とその家族 
と　き　10月17日㈯、18日㈰
の1泊2日 

ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

内　容　野外でのご飯作りや
キャンプファイヤーなど 

定　員　15家族(応募多数の
場合は抽選) 

参加費　小・中学生3,500円、
保護者4,500円 

申込み　9月8日㈫から30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 

解体新書
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第9回鈴鹿市伝統工芸士展 

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

と　き　9月18日㈮～20日㈰

10時～18時(20日は15時まで) 

ところ　鈴鹿ベルシティ2階
イオンホール、1階北コート 

内　容　伊勢型紙・鈴鹿墨
の伝統工芸士によるオブジェ

の展示、絵手紙制作、型紙彫刻、

トートバッグ染色体験など 

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) 
 

 
ココロのお手入れ講座 

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

　妻、母、嫁としてだけでなく、

“わたしらしさ”を大切にする

講座を開催します。 

対　象　市内在住、在勤、在学で、
3回すべてに出席できる女性 

とき・内容
○10月２日㈮
　「“わたし”をたいせつにして

いますか？」 

○10月16日㈮
　「気持ちを伝える裏技を伝授！」 

○10月30日㈮
　「ココロのお手入れ」 

　いずれも10時から12時

(10月2日は9時50分集合) 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　20人(応募多数の場
合は抽選) 

※9月18日(金)に抽選結果を発送

予定です。 

※託児が必要な方は、申込時に

ご連絡ください。 

参加料　500円 
申込み　9月17日㈭12時までに、
講座名、郵便番号、住所、

氏名、年齢、電話番号を記

入の上、男女共同参画課へ 

※11月7日(土)13時30分から、公開

講座｢女性とうつ病～妻・母親役

割と気持ちの落ち込み｣を開催し

ますので、併せてご参加ください。 

 
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。 

◆講演会｢ネットワークと地域力｣
　三重県の男女共同参画での

協働・ネットワークづくりに尽力

された鈴山雅子さんを迎え、少子

高齢化の地域社会を生き生きと

暮らしていくためのまちづくり

(住民自治)に、市民がどう向き

合ったらいいのかを学びます。 

対　象　市民(市民活動団体、
NPO、ボランティア、PTA、

自治会、教育、行政の各

機関の関係者など、まち

づくりに関心のある方) 

と　き　10月3日㈯　13時30分
～15時30分 

ところ　ジェフリーすずか 

受付開始日 

 

9月14日 

 

9月15日 
 

 

9月16日 
 

 

9月17日 
 

9月18日 

随時 

 

講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パン・お菓子 

ゴルフ 

華道（池坊） 

レクリエーション 

陶芸 

（水）料理Ａ 

（木）料理B 

着物の着装 

英会話 

中級茶道サークル 

硬式テニスサークル 

曜日 

 

月 

 

火 
 

 

水 
 

 

木 
 

金 

水 

金 

定員(人) 

15 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

15 

24 

24 

女性10 

20 

－ 

－ 

教材費（円）  

1万1,000 

3,000 

5,000 

1万 

2,000 

1万1,000 

2,500 

5,000 

1万 

1万 

無料 

2,000 

5,000 

無料 

 

時　　間 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

 
18時30分～20時30分 

　勤労青少年の交流を深める場として、

各種教養講座を開いています。

対　象　平成21年4月1日現在で35歳以
下の勤労青少年

申込み　9月14日㈪から18日㈮までの各
講座の開講曜日の19時から20時までに、

教材費を添えて、勤労青少年ホームへ 

※応募多数の場合は、受付日当日20時に抽選

を行います。また、定員に満たない講座は随

時受け付けますが、9月末までに規定の人数

に達しない講座は、開講がとりやめになります。 

※開講後にテキスト代などの実費を負担してい

ただく講座があります。 

※写真講座、パン・お菓子講座は全12回です。 

※開講後に退講される場合は、教材費はお返ししません。 

※10月13日(火)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成21年度勤労青少年ホーム後期教養講座　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

後期教養講座(10月〜3月)・サークル
(教材費は6カ月・14回分)

講座・教室 

催 し 物  



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 

リンジン｢隣人」 

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 

　｢不況｣、｢景気悪化｣、｢失業｣など、文字通

り｢景気が悪い｣ニュースを毎日見聞きします。

少子高齢化の影響で、日本の労働力人口(15

歳以上の就業者と求職者の合計)はここ数年

減少傾向にあり、2050年には2004年の水準よ

り2,171万人少ない4,471万人に減少すると言

われています。外国人の労働力者を受け入れ、

それに頼る傾向はますます強くなっています。 

　鈴鹿でも外国籍の方を多く見かけます。外

国籍の方もわたしたちと同じように、働き、車に

乗り、休日には余暇を楽しみ、わたしたちと同

じく地域で生活する住民です。しかし異国から

来たために、言葉や生活習慣の違いから日本の

生活になじむのは大変なことですし、それが原因

で地域社会に溶け込みにくくなっているのも事実

です。外国籍の方にも、自分たちと同じ地域社会

の一員として接してみませんか。そうすることで、｢外

国人｣ではなく、より身近な｢隣人｣として感じるこ

とができ、自分たちの中にあった誤解や偏見に気

付くかもしれません。 

　当然のことですが、｢人権｣はだれにでもあります。

国籍が違っても、同じ人として触れ合うことにより、

｢人権｣を身近に感じることができるのではないで

しょうか。 

2009・9・5 23

くらしの情報 参加料　無料 
主　催　男女共同参画すず
かネット 

託　児　無料(9月23日㈬まで
に要予約) 

申込み　男女共同参画すずか
ネット永戸(　090-7022-0506 

　372-1525　　nagato-f  

　@mecha.ne. jp)  

 
製造業リーダー研修 

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

　職場内の隠れた問題を見

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、次期リーダ

ーをめざして全8回の講座

に参加できる方 

と　き　10月17日㈯、24日㈯、
30日㈮、11月7日㈯、14日㈯、

21日㈯、28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7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)へ 

 
鈴鹿市知的財産セミナー 

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

　緊急経済対策の一環として、

｢中小ものづくり企業の商品

開発と知的財産～逆境から

復活した事例に学ぶ～｣と題

したセミナーを開催します。 

対　象　市内に本社または主
たる事業所がある中小企業者 

と　き　9月30日㈬　13時30分
～15時30分(13時受付) 

ところ　市役所本館12階大
会議室 

内　容　阪神・淡路大震災の
影響で経営不振に陥ってから、

商品開発を通して復活を遂

げ、経済産業省が認定する

｢元気なモノ作り中小企業

300社｣に選ばれた企業の

経営者とその復活をサポー

トした弁理士による実例を

挙げての講演 

定　員　50人程度(先着順) 
申込み　9月25日㈮までに、

産業政策課ものづくり動

く支援室へ 

 
第3回鈴鹿自然大学 

｢きのこと森の不思議つながり｣ 

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

　市民の皆さんに鈴鹿市の自

然環境への興味を深めていた

だくため、今年度3回目の講座

を開催します。 

と　き　10月3日㈯
　13時30分～16時 

ところ　市役所 
　本館12階1203会議室 

内　容　きのこと森の中での
その不思議な役割について 

講　師　清田卓也さん 
　(きのこウォッチングクラブMIE) 

参加料　無料 
申込み　9月30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 


