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鈴鹿のファン倶楽部 
サイトをご覧ください 

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

　｢SUZUKAと・き・め・きファ

ン倶楽部｣のホームページは、

掲示板へのクチコミ情報の投

稿を中心とした｢鈴鹿｣PRサイ

トです。ぜひホームページをご

覧ください。また、ホームペー

ジで同ファン倶楽部の会員登

録が無料で簡単にできます。

ぜひ会員登録をしていただき、

鈴鹿の応援をお願いします。 

◆会員登録方法
1.ホームページ 

　(　http://www.suzukafan.jp/)

または携帯電話 

　(　http://www.suzukafan.jp/m/)

で｢会員登録｣をクリック 

※右記のコード

読み取りでも

アクセスでき

ます。 

2.ニックネーム、メールアド

レス、希望パスワードを

入力し、登録をクリック 

3.入力したメールアドレスに、｢登

録確認メール｣が送信されま

す。メール本文に記載され

たアドレス(URL)をクリック 

4.メールアドレス、パスワード、

郵便番号、住所、氏名、応

援の種類を入力し、登録を

クリック 

※年齢と性別の入力は任意です。 

5.これで会員登録は完了です。

すぐに掲示板への書き込

みや会員ページの閲覧が

できます。 

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

身のジャズトランペッターで

ある中村好江さんを｢鈴鹿と・

き・め・きカルチャー大使｣

に委嘱しました。中村さんに

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
伊勢型紙のシンボル 
マークを募集します 

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

　伊勢型紙の関係団体が伊

勢型紙産地協議会を発足し、

業界の活性化を図るため昨

年出願した地域団体商標｢伊

勢型紙｣が、本年8月、特許

庁より登録が認められました。

この登録を機会に、伊勢型

紙を広く認識していただく

ため、シンボルマークのデ

ザインを募集します。 

内　容
○伊勢型紙にふさわしいシ

ンボルマークで、漢字で｢伊

勢型紙｣の文字を入れる 

○自作の未発表のもので、

他と類似性のないもの 

応募方法　10月31日㈯までに、
伝統産業会館、伊勢型紙

資料館、産業政策課、文

化課、鈴鹿商工会議所に

備え付けの募集要項を参照

の上、伝統産業会館内シン

ボルマーク募集係へ 

※選考委員会で11月初旬に審査

の上、入賞作品を決定します。

入賞者には直接通知するとと

もに、11月14日(土)に、｢匠の

里伊勢型紙フェスタ｣会場(伝

統産業会館)で表彰を行います。 

表　彰　最優秀賞(1作品、賞
金5万円と伝統工芸士作品

額)、優秀賞(1・2作品、賞

金1万円と伝統工芸士作品

額)、参加賞(応募者全員) 

問合せ　伊勢形紙協同組合
(　386-0026) 

 
ペットのしつけと飼い主の
マナーを守りましょう 

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

　イヌやネコなどのペット

による鳴き声やふん害など

の苦情が多く寄せられてい

ます。ペットの飼い主はマ

ナーをよく守り、近所の迷

惑とならないよう十分注意

してください。 

○イヌの放し飼いは大変危

険ですので、必ずくさり

などでつなぎましょう。

放し飼いは、県の条例で

禁止されています。 

○散歩中のふんの後始末を

必ずしましょう。また、

鳴き声や無駄吠えなどで

近所の迷惑にならないよ

うにしましょう。 

○ネコは、飼い主の知らな

いところで近所に迷惑を

及ぼしていることがあり

お 知 ら せ  
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くらしの情報 
ます。ネコを交通事故や

けがから守るためにも、

屋内飼育に努めましょう。 

○愛情を持って最後までペ

ットの面倒を見るのが飼

い主の義務です。やむを

えない事情により飼えな

くなった場合は、新しい

飼い主を探すか三重県鈴

鹿保健福祉事務所衛生指

導課へご相談ください。

ペットを捨てることは法

律で禁止されており、50

万円以下の罰金に処せら

れる規定があります。 

○野犬の捕獲、ペットの失そ

う照会、イヌやネコの適正

飼養などに関する相談は、

三重県鈴鹿保健福祉事務

所衛生指導課(　382-8674)

へお問い合わせください。 

○狂犬病予防法によりイヌ

の飼い主は、イヌの登録

と毎年の狂犬病予防注射

が義務付けられています。

また、繁殖を望まないイ

ヌやネコの場合は、避妊・

去勢手術を受けましょう。

手術費の一部助成金を受

けることもできます。詳

しくは、環境政策課へお

問い合わせください。 

 
神戸東町自治会所有の 
神戸石取祭用祭車が 
新造されました 

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

　神戸地区で100年以上の長

きにわたり、夏の風物詩と

して盛大に行われている神

戸石取祭に使用される神戸

東町の祭車が、(財)自治総合

センターの宝くじの助成を

受けて新しく建造されました。

地域住民の親睦、連帯と青

少年育成

のシンボ

ルとして、

夏の石取

祭と秋祭

りに神戸

神社など

で披露さ

れます。 

 
子育て応援特別手当 
(平成21年度版)を 
支給します 

子育て応援特別手当受付窓口

　 382-9297　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　国の経済危機対策として、

幼児教育期の子育ての負担

軽減を図ることを目的に、

子育て応援特別手当(平成21

年度版)を支給します。対象

となる世帯へは、12月中旬

以降に申請書の送付を予定

しています。 

対　象　平成15年4月2日か
ら平成18年4月1日生まれ

の子どもがいる世帯の世

帯主(平成21年10月1日の住

民基本台帳、外国人登録

原票などが基準) 

手当額　対象となる子ども
一人当たり3万6,000円 

◆DV被害者の方について
　DV(配偶者などからの暴力)

被害者で、支給対象となる

子どもとともに、住民基本

台帳または外国人登録原票

と異なる住所地にお住まい

の場合は、現在お住まいの

市区町村に、10月30日㈮ま

でに｢子育て応援特別手当事

前申請書｣を提出していただき、

別に定める要件に該当すれば、

手当の支給を受けることが

できます。 

※必要書類など詳しくは、子育

て応援特別手当受付窓口へ 

◆子育て応援特別手当(平成
20年度版)について
　子育て応援特別手当(平成

20年度版)の申請期日が近付

いています。まだ申請を済

ませていない方は、お早め

に申請書の提出をお願いし

ます。 

申請期日　10月17日㈯ 
※期限までに申請をされないと、

給付を受けることができなく

なりま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　10月30日㈮　10時

から 

ところ　市役所本館5階503
会議室 

内　容　次世代育成支援行
動計画素案について 

定　員　8人(定員を超えた場
合は抽選) 

申込み　当日9時30分から、
会場で受付を行います。 

※託児あり(要予約） 

 
母子家庭の就業を 
支援します 

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

　児童扶養手当受給者で、

就労に意欲のある方を対象に、

自立支援プログラム策定員

が個別相談を行い、ハロー

ワークなどの関係機関と連

携して就業の支援を行います。 

相談日　毎週月・木曜日(開庁
日に限ります)　9時～16時 

ところ　子育て支援課 
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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　10月29日㈭、30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。 

 
入札参加資格審査申請の
三重県内共同受付を 

行います 

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

　平成22年度以降の物件関

係(物品及び工事関連以外の

業務委託)の入札参加資格審

査申請の受け付けは、三重

県自治会館組合で県内24団

体の共同受付となります。

従来とは異なり、契約調達

課では受け付けを行いませ

んのでご注意ください。 

受付期間　11月9日㈪から30

日㈪(消印有効)までに、申請

書に必要事項を記入の上、

郵送で、〒514-0003 津市桜

橋2-96　三重県自治会館組

合入札参加資格登録共同受

付(　059-221-3701)へ 

※申請書は、10月23日(金)に三重

県自治会館組合ホームページ

(　h tt p://www.j ich ika ikan-

mie . jp/buppin .html)に掲載す

るとともに、契約調達課でも

配布します。 

※10月1日(木)までに、入札参加

資格者名簿に登録されている

業者には、登録内容を記載し

た申請書を本社または本店あ

てに送付します。届かない場

合は、左記の方法で入手して

ください。 

※契約調達課、三重県自治会館

組合への持参での受け付けは

できません。 

 
一日合同行政相談所を 

開設します 

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

　10月19日㈪から25日㈰ま

での｢秋の行政相談週間｣に

ちなみ、市では｢行政相談所｣

を開設します。 

と　き　10月23日㈮　10時

～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　年金、国政、県政、
相続、登記、境界など 

相談担当者　行政相談委員、
鈴鹿県民センター、弁護士、

公証人、司法書士、税理士、

10月はシルバー事業普及啓発促進月間です 
産業政策課　 382-8698　 382-0304　 sangyoseisaku@city.suzuka. lg. jp

　市では、高齢者が多彩な技能、知識、経験を生かしながら、働く喜びや生きがいを見付けて

いただくことを目的に、昭和58年にシルバー人材センターを設立しました。現在、約730人の会

員がさまざまな分野で活躍しています。 

◆仕事内容
　せん定、草刈り、清掃、ふ

すま・障子のはり替え、家事

援助(掃除、洗濯、話し相手)、

あて名書き、毛筆筆耕など 

◆仕事の発注方法
　シルバー人材センターの会員が持つ技術、技能、

知識を生かして仕事を引き受けます。電話、ファ

クスで手軽に申し込みできます。また、｢シルバー

仕事ネット｣システム(　https://shigoto.sjc.ne.jp/)

からも仕事の発注ができます。 

◆センターの会員になるには
　市内に居住し、おおむね60歳以上で、働く

意欲のある健康な方ならだれでも会員になれ

ます。特に、せん定、除草、家事援助をして

いただける方を募集しています。 

※会費は年間2,000円と会員互助会1,000円です。ま

た、会員が安心して働けるように、団体傷害保険、

賠償責任保険に加入しています。 

◆会員の声
　シルバー人材センターには

いろいろな仕事や行事があり、 

自分も参加しようと思い会員

になりました。各家庭を訪問し、

家事や話し相手などで同年代

以上の方に心を込めて接することで感謝の言

葉が返ってくると、元気も出ますし勉強もさ

せていただけます。年2回の旅行にもできる限

り参加し、友だちもでき楽しく頑張っています。 

問合せ　鈴鹿市シルバー人材センター 
　(〒513-0801　神戸1-17 -5　　382-6092

　　382-6093　　suzuka-sjc@gaea.ocn.ne.jp)

彼末江美子さん

くらしの情の情報 くらしの情報 
お 知 ら せ  
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土地家屋調査士、行政書士、

不動産鑑定士、社会保険

労務士、行政評価事務所

の相談員 

※弁護士、公証人、司法書士、税理

士は事前予約制です。予約は市

民対話課へ 

 
行政書士、社会保険労務士による
一日合同無料相談会を行います 

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

と　き　10月17日㈯　10時

～16時 

ところ　白子ショッピング
タウンサンズ1階ふれあい

広場 

内　容 
○遺言、相続、年金について 

○外国人の在留資格、雇用

などについて 

○労働者問題について　など 

※予約は不要です。 

主　催　三重県行政書士会
鈴鹿支部、三重県社会保

険労務士会中勢支部 

問合せ　一日合同無料相談
会連絡事務局(　379-5479) 

鈴鹿市健康づくり計画策定
ワーキングメンバー募集します 

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

対　象　市内に在住し、健康づ
くりに関心のある方で、平日昼

間の会議(今年度3回程度、来

年度3回程度)に出席できる方 

期　間　2年 
定　員　15人程度(応募多数
の場合は抽選) 

申込み　10月23日㈮までに、応募
の動機(400字程度)、住所、氏名、年齢、

性別、職業、電話番号を記入の上、

郵送または直接、〒513-0809西条

五丁目118-3　健康づくり課へ 

 
清掃センターの 

施設定期点検を行います 

清掃センター　 372-1646　 372-1406
seso@city.suzuka.lg.jp

　施設点検に伴い、10月22日㈭

から11月下旬までの間、場内の

混雑が予想されますのでご了承

ください。また、10月17日㈯から

11月2日㈪までは、除草や伐採

に伴う草木の搬入をできるだけ

控えていただくようお願いします。 

図書館を休館します 

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

　10月15日㈭から21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。 

 
インフルエンザ患者の 
マスクなどの処理は適切に 

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

　インフルエンザ患者が家庭で

使用したマスク、ティッシュペー

パー、タオルなどの処理は、ビニ

ール袋に入れてしっかり口を縛り、

もやせるごみの鈴鹿市認定ごみ

袋(半透明緑)へ入れて出してく

ださい。感染拡大の予防のため、

ご協力をお願いします。 

　｢ごみ減量を考えるポスター｣

には、市内の小・中学生から

多数の作品が寄せられました。

その中から、美しいまち鈴鹿

賞には丹羽陽菜さん（愛宕小

学校２年）、加藤里菜さん（鼓

ヶ浦小学校６年）、杉野綾夏さ

ん（神戸中学校２年）の3人の

作品が選ばれたほか、計58点

の優秀作品が決まりました。 

　なお、美しいまち鈴鹿賞の3

作品は、来年度の小学4年生

向け社会科副読本｢美しいま

ち鈴鹿｣に掲載されます。 

◆優秀作品の展示
と　き　10月10日㈯～12日㈪　10時～21時(11日のみ9時から) 
ところ　アピタ鈴鹿店2階中央エスカレーター付近 

｢ごみ減量を考えるポスター｣優秀作品が決定しました 
廃棄物対策課　　 382-7609　　 382-2214　　 haikibutsutaisaku@city.suzuka. lg. jp

くらしの情報 

杉野綾夏さん加藤里菜さん丹羽陽菜さん
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催 し 物  

鈴鹿市土地開発公社 
所有財産を一般競争入札

で売却します 

管財営繕課　 382-9675　 382-8188
kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

◆物件1
所在地　算所町字新開1276番 
地　目　雑種地 
地　積　267.15㎡ 
用途地域　準住居地域 
予定価格　1,501万円(売却最
低価格) 

◆物件2
所在地　算所町字新開1255番 
地　目　雑種地 
地　積　170.01㎡ 
用途地域　準住居地域 
予定価格　870万円(売却最低
価格) 

◆物件3
所在地　算所町字新開1252番 
地　目　雑種地 
地　積　218.53㎡ 
用途地域　準住居地域 
予定価格　1,143万円(売却最
低価格) 

【入札日】
と　き　10月29日㈭　13時

30分から(物件1)、14時30分

から(物件2)、15時30分から

(物件3) 

と こ ろ　市役所本館10階
1004入札室 

申込み　10月9日㈮から27日

㈫(土・日曜日、祝日を除

く9時30分から16時)までに、

直接管財営繕課(鈴鹿市土

地開発公社事務局)へ 

※郵送による申込みはできま

せん。 

※入札参加資格など詳しくは、

管財営繕課へ 

【現地説明会】
と　き　10月9日㈮　13時30

分から(物件1)、14時30分

から(物件2)、15時30分か

ら(物件3) 

ところ　売却物件所在地 
 
第14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　10月15日㈭　19時

～21時 

と こ ろ　市役所本館12階
1203会議室 

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。 

 
鈴鹿市自転車等 
駐車対策協議会が 
傍聴できます 

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

と　き　10月30日㈮　15時から 
ところ　市役所本館5階503
会議室 

内　容　白子駅西自転車駐
車場整備について 

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55分まで、会場で受

け付けを行います。 

 
第9回中学校給食検討 
委員会を傍聴できます 

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

と　き　10月15日㈭　10時

30分～12時 

ところ　市役所本館5階503
会議室 

定　員　10人(学校教育課で
会議開始15分前までに傍

聴人受付名簿に記入し、

定員を超えた場合は抽選) 

申込み　会議開始30分前から
15分前までに学校教育課へ 

 
 
 

第38回 
三重県植木まつり 

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

と　き　10月24日㈯、25日㈰
9時～16時 

ところ　鈴鹿フラワーパーク 
内　容　産地直送の植木大
即売会、寄せ植え体験、

トピアリー作り体験、オ

ークションなど 

問合せ　三重県花植木振興会
(三重県農畜産室内)(　 059-

224-2808　 059-224-2558) 

※詳しくは、広報すずか10月5日

号の折り込みチラシをご覧く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
リサイクルフェア 

2009 

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

と　き　11月1日㈰　9時30分
～12時 

ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388) 

内　容　市内で回収された
衣類と三重県電器商業組

合鈴鹿支部から提供され

迷惑な電話勧誘販売や訪問販売 
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電　話 電子メール ホームページ ファクス 

212009・10・5

た電化製品を無料で提供

します(品物によっては抽

選となります)。 

◆出展する衣類を募集します
　家庭で不要となった再利

用可能な衣類(新品または洗

濯したもの)を提供してくだ

さい(汚れているもの、下着、

くつ下などは不可)。 

申込み　10月5日㈪から21日㈬
までに、電話で廃棄物対

策課へ 

引取り　10月22日㈭～30日㈮
　9時～16時 

※申込みの際に引取り日をお知

らせし、職員が自宅へ伺います。

また、直接廃棄物対策課へ持

ち込みも可能です(持ち込みの

場合は10月30日(金)16時まで)。 

※ハンガーは外してください。 

※衣類の状態によってはお断り

する場合もあります。 

※ご来場の際にはインフルエンザ感

染を予防するため、マスクを持参し

てください。なお、インフルエンザ

の流行拡大に伴い、急きょ予告な

しでリサイクルフェアを中止する場

合がありますので、ご了承ください。 

女性マイカー点検教室 

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

と　き　10月24日㈯　13時

30分～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター(稲生町5905-9) 

内　容　学科講習60分、実
技講習90分 

受講料　無料 
申込み　10月16日㈮までに、

鈴鹿自動車整備組合(　382-

1075)へ 

※気軽な服装でご来場ください。 

※受講者にはエプロン、作業手袋、

記念品をプレゼントします。 

 
障がい者ふれあい運動会 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　障がいのある方が、スポ

ーツの楽しさを体験すると

ともに、親ぼくや交流を深め、

自立と社会参加の推進を図

るために開催します。 

と　き　10月25日㈰　10時

～15時 

ところ　市立体育館 

主　催　鈴鹿市障害者団体
連合会 

 
ぬくたいフェスタ 

人権教育センター
384-7411　　384-7412

　障がいのあるなしにかかわ

らず、すべての人がともに生活

し暮らしやすいまちこそ、ぬく

たい(あたたかい)まちです。障

がい者差別をなくし、障がい

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　11月14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　活動の紹介、作品の
展示、楽しいイベント、コン

サート、飲食、子どもの遊び

コーナーなど　 

　業者が家にやってきて、屋根の修

繕などしつこく勧誘します。一人暮ら

しなので怖くて不安を感じます。どの

ように対応したらよいでしょうか。 

 

　電話勧誘販売や訪問販売は、｢特

定商取引に関する法律｣で、勧誘に

先立って事業者の名称、訪問者の氏名、

何を勧めに来たかよく分かるように告げな

ければなりません。また、一度契約しない

と意思表示した消費者に対しては勧誘し

てはならないと規定されています。対処法

は次のとおりです。 

○長く話さず、契約の意思はないとはっきりと断って電話を切る。 

○ナンバーディスプレイ機能を利用し、勧誘の電話番号を覚

えておいて、二度と対応しないようにする。 

○電話機の留守番電話機能を利用して、相手を確かめ

てから電話に出る。 

○訪問販売の場合は、業者を家の中に入れない。 

　
　 

　悪質な業者に対しては、自ら必要ない、契約しな

いことを告げ、二度と訪問、電話をしないようはっきり

と断ることが大切です。困った場合は、すぐに鈴鹿亀

山消費生活センター(　375-7611)または三重県消

費生活センター(　059-228-2212))へお電話ください。 

 

消費生活相談  迷惑な電話勧誘販売や訪問販売 
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第33回鈴鹿市 
エコサイクリング大会 

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

と　き　11月1日㈰　9時から
(雨天時は11月8日㈰に延期) 

集　合　市役所本館東側来
客用駐車場 

内　容
○A(健脚)コース(55㎞、ヘルメ

ット着用)　駐車場→定五郎

橋→鈴西小学校→花川北

→亀山栄町→亀山消防署

→豊田建設→回生病院 

○B(チャレンジ)コース(30㎞、

ヘルメットまたは帽子着用)　

駐車場→定五郎橋→鈴西

小学校→花川北→豊田建

設→回生病院 

○C(ファミリー)コース(18㎞、

ヘルメットまたは帽子着用)　

駐車場→木田橋→定五郎

橋→荒神山→回生病院 

※いずれも回生病院で昼食、芋

掘りを行います。イモは閉会

式後、主催者が駐車場まで運

びます。 

参加料　中学生以上2,000円、
小学生以下1,000円(昼食代、

芋代、保険料を含む) 

主　催　鈴鹿市サイクリン
グ協会 

申込み　10月27日㈫までに、

下記に備え付けの申込書

に必要事項を記入の上、

参加料を添えて、森サイ

クル(国府町2271-1　　378-

9211)、リンリン健さん矢

田(三日市南一丁目5-22　

　367-3191)、サイクリン

グ協会協力店またはスポ

ーツ課へ 

※小学生以下は、保護者同伴で

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 
交通エコロジー教室 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　わたしたちの生活に欠くこと

のできない車を通じて、わたし

たちが環境負荷の軽減にでき

ることを学びます。 

と　き　10月24日㈯　10時

～16時 

ところ　鈴鹿サーキット交
通教育センター 

内容(予定)　ハイブリッド車
試乗会、バス展示、エコ

ドライブ講習会、燃料電

池教室、エコドライブコ

ンテストなど 

主　催　国土交通省中部運
輸局、㈱モビリティランド 

共　催　鈴鹿市 
問合せ　中部運輸局(　052-
952-8045) 

 
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　10月14日㈬　13時

30分～15時30分 

ところ　文化会館第1研修室 
内　容　第5回｢太宰治の主
治医・中野嘉一｣、｢言葉

の実験室・ 谷川俊太郎｣ 

講　師　清水信さん、福島
礼子さん 

受講料　1,000円(当日支払い) 
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 

｢アーク溶接特別教育｣ 

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

　アーク溶接、溶断、加熱

に関する実技と学科講習を

行います。受講後、｢アーク

溶接特別教育修了証｣が取得

できます。この資格がない

とアーク溶接の業務に従事

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　学科：11月16日㈪

～18日㈬　8時30分～17時、

実技：11月19日㈭または

20日㈮　8時30分～17時 

定　員　30人(先着順) 
受講料　8,000円(別途教材費
900円) 

申込み　10月16日㈮から、

鈴鹿地域職業訓練センタ

ーで受け付けを行います。

直接、鈴鹿地域職業訓練

センター(　387-1900　http:// 

　www.mecha.ne.jp/̃suzukatc) 

　へ。ハローワークカードを

お持ちの方は提示してく

ださい。 

※学科講習にはポルトガル語の

通訳があります。 

 
ガイドヘルパー 
養成研修会 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

対　象　満18歳以上で、ガ
イドヘルパーの資格を何

講座・教室 

催 し 物  
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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 

伝える勇気 

の 10月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・3期
○国民健康保険税・・・・・4期

【納期限は11月2日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

　わたしたちは日常生活の中で、いろいろな

ことについて、つい先入観をもって判断して

しまいがちです。例えば、人が集まっての井

戸端会議。本来の話が人から人へと伝わって

いくうちに、内容が異なってしまうことがあ

ります。これは、実際に自分で体験したり見

聞きをしたものではなく、聞き手が先入観(思

い込み)をもって話を聞くことで、内容が少し

ずつ変化していってしまうからだと思われます。

物事の感じ方、とらえ方は人によってそれぞ

れ異なります。自分と一緒だと思っていても、

相手がどう感じているかは、確かめない限り

分からなかったりします。 

　また、コミュニケーションをとる中で、だれ

かが言ったことに対して、｢おかしいな？｣、｢何

かひっかかるな？｣と感じた場合、そのまま何

も言わずにいると、自分だけではなくその場に

いるほかのだれかがそのことでずっと気になっ

たり、傷ついてしまうことがあるかもしれませ

ん。そんなとき、勇気をもってその気持ちを相

手に伝えましょう。そうすれば、自分がどう感

じたかを伝えることができ、相手の気持ちも分

かり、お互いを理解することに近付けます。　 

　人それぞれの気持ちや立場を思いやることは

人権尊重の基本です。だれもがここちよく暮ら

せるまちをつくっていきましょう。 
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くらしの情報 も持っていない方 

と　き　12月13日㈰、19日㈯、
20日㈰、26日㈯、27日㈰ 

ところ　三重県身体障害者
総合福祉センター 

内　容　視覚障害者・全身
性障害者課程 

参加料　無料(テキスト代、
交通費、食事代は自己負担) 

申込み　11月2日㈪から10日

㈫までに、直接三重県身

体障害者福祉連合会へ 

※ファクスでの申込みは不可 

※詳しくは、(社)三重県身体障害

者福祉連合会(　059 -232 -

6 8 0 3 )へ 

 
マナーキッズ 
スポーツ教室 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

　小笠原流礼法の指導の下、

スポーツを通じて、あいさつ、

礼儀作法の基本マナーを身

に付けます。 

対　象　これから何かスポ
ーツを始めてみたいと考

えている幼稚園年長組、

小学1年生から6年生まで

の子どもとその保護者 

と　き　11月23日㈪　13時

30分～16時(13時集合) 

ところ　市立体育館 
内　容　ソフトテニス 
定　員　100人(保護者一人に
つき、子ども複数名での

参加も可能です) 

参加料　無料 
申込み　10月5日㈪から11月

13日㈮までに、三幸・スポー

ツマックス共同事業体(市立

体育館内)(〒510-0231　

江島台1-1-1　387-6006)へ 

※詳しくは、三幸・スポーツマ

ックス共同事業体へ 

 
チャレンジ体操 
(マット運動)教室 

県立鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学1・2年生の児童 
と　き　11月3日㈫、8日㈰、

15日㈰、22日㈰、29日㈰、

12月6日㈰　いずれも10時

から11時30分(9時45分受付) 

ところ　鈴鹿青少年センタ
ー総合研修館 

定　員　20人(先着順) 
参加費　3,500円(6回分、保
険料を含む) 

申込み　10月5日㈪から、氏名、
性別、学年、住所、電話

番号、保護者名を記入の上、

はがき、ファクスで、〒513-

0825　住吉町南谷口　鈴

鹿青少年センターへ 


