
具体例

今までは

記録訂正前 第３号被保険者期間

裁定後に判明にした

厚生年金などの期間

60歳

届出

第３号被保険者期間記録訂正後

未届であったことが判明=
年金の受給資格にも年金額
にも反映されませんでした。

第３号被保険者期間

保険料納付済期間として
取り扱います。

これからは

記録訂正後
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子育て応援特別手当 
(平成21年度版)の 
執行を停止します 

子育て応援特別手当受付窓口

382-9297　　382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　広報すずか10月5日号でお

知らせした｢子育て応援特別

手当(平成21年度版)の支給｣は、

国の方針により執行停止と

なりましたのでお知らせし

ます。 
 

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㈮、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。 

 

11月12日から25日は 
｢女性に対する暴力を 
なくす運動｣の期間です 

子育て支援課　 382-9140　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　11月25日の｢女性に対する

暴力撤廃日｣に合わせ、毎年

11月12日から25日までは、｢女

性に対する暴力をなくす運動｣

期間となっています。 

　配偶者やパートナーからの

暴力(DV：ドメスティック・バ

イオレンス)、性犯罪、売買春、

人身取引、セクシャルハラスメ

ントやストーカー行為は、決し

て許されるものではありません。

この機会に女性に対する暴力

について考え、わたしたちみ

んなで暴力のない社会を作り

ましょう。 

　本市では、DV被害者支援

の専門知識を持つ婦人相談

員が相談をお受けします。

相談は無料で秘密は厳守し

ます。一人で悩まず、ご相

談ください。 

相談窓口　子育て支援課家
庭児童相談室(　382-9140)、

鈴鹿警察署(　380-0110)、

三重県警察本部ストーカー

対策室(　059-222-0110)、

三重県女性相談所(三重県

配偶者暴力相談支援セン

ター)(　059-231-5600) 

 
第15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　11月19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。 

 
第２回 

男女共同参画審議会が 
傍聴できます 

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

と　き　11月25日㈬　15時

～17時 

ところ　ジェフリーすずか
研修室1 

定　員　10人(先着順) 
申込み　会議開始15分前ま
でに男女共同参画課へ 

第3号被保険者期間と 
厚生年金などの加入期間の
重複が裁定後に判明した
方へのお知らせです 

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

　老齢年金を受け始めてから、

国民年金第3号被保険者期間

と重複する会社などに勤務し

た期間(厚生年金などの加入

期間)が新たに判明した場合に

は、会社などを退職した後の

第3号被保険者期間が引き続

き年金額に反映される期間(保

険料納付済期間)として取り扱

われ、過去の年金額が減額さ

れなくなりました。 

※すでに年金額を返納された方

には、返納された額が改めて

支払われます。 

※国民年金第3号被保険者とは、

会社員や公務員に扶養される配

偶者のことで、被保険者は保険

料を納付する必要はありませんが、

第3号被保険者となった内容の

届出を行う必要があります。 

※手続きには、社会保険事務所へ

の申出書などの提出が必要です。 

問合せ　津社会保険事務所
(　059-228-9188) 

※詳しくは、社会保険庁ホームページ

(　http://www.sia.go.jp/)を

ご覧ください。 

 

お 知 ら せ  第23回健康展と救急医療シンポジウム 
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平成21年度行政評価実施
結果を公表しました 

財政課　 382-9041　 382-9040
zaisei@city.suzuka.lg.jp

　平成21年度に実施した行

政評価の結果などを、10月30

日㈮に公表しました。市ホーム

ページ(　http: / /www.ci ty .  

suzuka. lg . jp/gyosei /plan/  

hyoka / index .h tml )または市

政情報課(市役所本館4階)の情

報コーナーでご覧いただけます。 
 

フラワーパーク花植え 
体験参加者を募集します 

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

と　き　11月22日㈰　11時

から(雨天中止) 

ところ　鈴鹿フラワーパーク
東エントランス広場周辺 

内　容　鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2009の会場で、花の

話を聞きながら、本市の秋

の風物詩であるバルーンフ

ェスティバルにちなんで、熱

気球の模様になるよう、花

植え体験を行います。 

定　員　家族1組で30組(先着順) 
参加費　1組500円 
申込み　参加者の住所、氏名、
人数、連絡先を記入の上、

電話またはファクスで鈴

鹿市観光協会(　http://www. 

　kanko.suzuka.mie.jp/　380-

5595　380-5596)へ 

※当日はスコップ、軍手をご持参ください。 

※お土産があります。 

 

 

 

 

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、安

心して住宅に関する疑問や悩

みなどを大工さんに相談できます。 

と　き　11月13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
ーム、新築など住宅に関すること 

※法律関係の質問には対応できません。 

相談者　組合員(大工) 
相談料　無料 
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 

 
11月は労働保険適用 
促進月間です 

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

　労災保険と雇用保険は、政

府が管理、運営している強制

的な保険です。農林水産業の

一部を除き、労働者を一人で

も雇用している場合は、事業

主または労働者の意思の有無

にかかわりなく、必ず加入する

ことが法律で定められています。 

問合せ　三重労働局総務部労
働保険徴収室(　059-226-2100) 

 
産業活性化に関する 
基本計画(案)について 
意見を募集します 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　将来の本市のめざす産業集

積の方向性を示した鈴鹿地域

産業活性化基本計画(案)を作

成しましたので、皆さんからの

意見を募集します。 

期　間　11月10日㈫～12月

10日㈭

閲覧場所　産業政策課、市政
情報課公開コーナー(市ホー

ムページでも閲覧できます) 

意見の提出　住所、氏名、意見な
どを記入の上、郵便、ファクス、

電子メールまたは直接産業政

策課へ(書式は問いません) 

※提出いただいたご意見は、類型

化してまとめ、回答とともに市ホ

ームページで公表します。なお、

個別には回答しません。 

 
最低賃金が改正されました 

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

　｢三重県最低賃金｣は、10月1

日から時間額702円に改正され

ました。この最低賃金は年齢や

雇用形態を問わず、県内で働く

すべての労働者に適用されます。

ただし、特定の産業(8業種)には

特定(産業別)最低賃金が定めら

れています。詳しくは、三重労働

局賃金室(　059-226-2108)へお

問い合わせください。 

 
給与所得者の個人住民税は
｢特別徴収｣で納税を 

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

　給与所得者の個人住民税(個

人市民税＋個人県民税)は、法

令により、給与を支払っている事

業者が給与から特別徴収(天引き)

して、給与所得者に代わって市

町に納税することになっています。 

　給与所得者にとっても、毎月

給与から天引きされますので、

年4回自ら納税する普通徴収

に比べると納税の手間が省け

るとともに、12回払いとなりま

すので、1回あたりの負担も軽

くなるメリットがあります。 

くらしの情の情報 くらしの情報 
お 知 ら せ  
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　なお、税額の計算は市で行

いますので、所得税のように納

める税額の計算や年末調整を

する手間はかかりません。 

　三重県と県内全市町では、

会社などによる個人住民税の特

別徴収の徹底に取り組んでいま

す。特別徴収を行っていない会

社などは、至急、特別徴収への

切り替えをお願いします。 

 
第13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　11月26日㈭　15時

～17時 

と こ ろ　市役所本館12階

1204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) 

 
11月15日から21日は 
全国一斉｢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

女性の人権ホットライン
(全国共通)　0570(070)810
　配偶者やパートナーからの

暴力、職場でのセクシュアル・

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15日㈰～21日㈯
　8時30分～19時 

※土・日曜日は10時から17時まで 

問合せ　津地方法務局人権
擁護課(　059-228-4193)

平成22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

平成22年度　保育所（園）面接日程表

午前 (9時30分〜11時30分) 午後 (13時30分〜15時30分) 午前 (9時30分〜11時30分) 午後 (13時30分〜15時30分)日　　時日　　時
12月７日㈪
12月８日㈫
12月９日㈬
12月10日㈭
12月11日㈮

12月14日㈪

12月15日㈫
12月16日㈬
12月17日㈭

12月24日㈭

12月25日㈮

11月24日㈫

11月25日㈬

11月26日㈭

11月27日㈮

11月30日㈪

12月１日㈫

12月２日㈬
12月３日㈭

12月４日㈮

合川保育所 ひので保育園 いそやま保育園 
第二長太ノ浦保育園 
ながさわ保育園 
くすのき保育園 
野町保育園 

第２石薬師保育園 

石薬師保育園 
みそら保育園 
旭ヶ丘保育園 

長太ノ浦保育園 
くまだ保育園 
高岡ほうりん保育園 
おおとり保育園 
鼓ヶ浦保育園 
サン保育園 

竹野の森こども園 
ぐみの木ほいくえん 
ドリームハウス保育園 

栴檀保育園 
深伊沢保育所 白鳩保育園 

庄内青い鳥保育園 

白子保育所 
ひばり保育園 

神戸保育所 西条保育所 

牧田保育所 
トーマスぼーや保育園 

算所保育所 玉垣保育所 

岸田保育園 
一ノ宮保育所 ほうりん保育園 

あおい保育園 サラナ保育園 

ハートピア保育園 
あかつき保育園 

追加面接(子育て支援課窓口) 
9時～15時(外国籍の方)

追加面接(市役所本館12階1204会議室) 
9時～15時 

　平成22年4月から新しく入所(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25日(金)の9時から15時に、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21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。 

※面接時間など詳しくは、11月上旬に各家庭へ郵送します。 

ゼロナナゼロのハートライン

人ＫＥＮ
あゆみちゃん

人ＫＥＮ
まもる君

人権イメージキャラクター 

くらしの情報 
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第12回 
鈴鹿シティマラソン 

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

と　き　12月20日㈰　7時45

分から受付(雨天決行) 

ところ　鈴鹿サーキット国
際レーシングコース 

内　容　21.0975㎞(ハーフ)、
5.6㎞、2.0㎞、競技用車いす

5.6㎞、生活用車いす2.0㎞ 

参加料　ハーフ：3,500円、
5.6㎞：高校生以上3,000円、

中学生2,500円、2.0㎞(生活

用車いす含む)：高校生以

上2,500円、中学生2,000円、

小学生以下1,500円、親子

3,000円、競技用車いす5.6㎞：

3,000円 

申込み　11月20日㈮(消印有効)
までに、スポーツ課、市

内スポーツ施設、公民館、

地区市民センターなどに

備え付けの所定の参加申

込書に必要事項を記入の上、

郵便振替または公式ホー

ムページ(　ht tp : / /www.e-

mara thon . jp / suzuka / )か

ら申し込み 

※詳しくは、市ホームページト

ピックスをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

平成21年度 
鈴鹿市立幼稚園、小・中学校

美術作品展 

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

◆中学校
と　き　11月21日㈯～23日㈪
10時～17時、11月24日㈫

10時～13時 

ところ　鈴鹿ベルシティ2階
イオンホール 

◆幼稚園・小学校
と　き　12月5日㈯～7日㈪

10時～17時、12月8日㈫　

10時～13時 

ところ　鈴鹿ベルシティ2階
イオンホール 

内　容　市立幼稚園、小・
中学校の子どもたちの個

性を生かした絵画、彫刻、

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(鈴鹿市植木振興会) 

○公園花壇への花植え体験(鈴鹿市観光まち

づくり委員会) 

○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) 

○地震体験車、ホバークラフトの体験搭乗(鈴鹿市) 

○石薬師の花｢卯の花｣プレゼント(石薬師小学校) 

○サツキの新品種｢伊勢シリーズ｣プレゼント(鈴鹿市) 

※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。 

鈴鹿フラワーパークフェスタ2009 
市街地整備課　 382-9025　 382-7615　 shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月22日㈰　10時～15時(雨天決行)　　  ところ　鈴鹿フラワーパーク 

至 加佐登神社加佐登神社 至 加佐登神社 

第１ 第１ 

花に包まれる小広場小広場 花に包まれる小広場 

花に包まれる小広場小広場 

東エントランス広場広場 東エントランス広場 

ルマン広場広場 ルマン広場 

薬草園薬草園 薬草園 

岩石園岩石園 ピクニック広場広場 

多目的広場多目的広場 

白鳥湖白鳥湖 
(加佐登調整池加佐登調整池)
白鳥湖 

(加佐登調整池)

桜の広場広場 

野点広場野点広場 

西エントランス広場広場 

第３ 

ボスク 

花の丘 第２ 

至 荒神山観音寺荒神山観音寺 至 荒神山観音寺 

管理事務所管理事務所  管理者用管理者用  

子どもの遊び場 子どもの遊び場 

花に包まれる小広場 

岩石園 ピクニック広場 

多目的広場 

桜の広場 

野点広場 

西エントランス広場 

第３ 

ボスク 

花の丘 第２ 

管理事務所  管理者用  

イベント広場広場 イベント広場 

くらしの情の情報 くらしの情報 
催 し 物  

新鮮野菜などの
販売、模擬店

地震体験車の
体験搭乗

「卯の花」
プレゼント

公園花壇への
花植え体験

鈴鹿の花・植木の
展示販売 「サツキの新品種」

プレゼント鈴鹿の特産品の
実演販売

ホバークラフトの
体験搭乗
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会場

駐車場

伊勢国府
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デザイン、工作などの美

術作品を展示します。 

入場料　無料 
 
青色申告決算説明会 

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

　平成21年分所得税の青色

申告決算等説明会を開催します。 

と　き　11月26日㈭　10時

～12時、13時30分～15時

30分 

ところ　ふれあいセンター
ふれあいホール 

※平成20年分所得税の確定申告

書を、国税庁ホームページ｢確

定申告書等作成コーナー｣また

は電子申告(e-Tax)で作成、提

出された方には、平成21年分

以降の青色申告決算書などは

送付されません。必要な場合は、

国税庁ホームページから出力

または税務署窓口、説明会当

日に会場でお受け取りください。

なお、平成21年分確定申告も、

ぜひ、e-Taxをご利用ください。 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税
部門(　382-0351) 

 
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　11月29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。 

※新型インフルエンザの流行拡大

の状況により、当日中止の場合

がありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 
第10回 

みえ人権フォーラム 

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

　世界人権宣言の趣旨を広

く知っていただき、人権問

題の解決に向けて人権尊重

の機運を盛り上げていくこ

とを目的に、交流し、考え

合うフォーラムを開催します。 

とき・内容
○11月28日㈯　13時～16時
45分／影絵劇｢100万回生き

たねこ｣(影絵劇団かしの

樹)(14時～15時30分) 

○11月29日㈰　９時30分～
16時／｢明るく！元気に！

反差別！シンポジウム｣(パ

ネラー：露の新治さん(落

語家)ほか計4人、コーディ

ネーター：森実さん(大阪

教育大学))(10時～12時)、

メディアからの発信｢かけ

はし～ハンセン病回復者

との出会いから～｣(小川秀

幸さん(三重テレビ放送報

道制作部))(13時30分～15時)、

地元の子どもたちによる｢韓

国農楽｣(15時10分から) 

○両　日　アピールコーナー、
展示コーナー 

ところ　四日市市文化会館
第1ホール、展示棟(四日市

市安島2-5-3) 

入場料　無料 
問合せ　三重県人権フォーラム
実行委員会事務局(〒514-

0113　津市一身田大古曽693-

1　県人権センター内㈶反差

別・人権研究所みえ　059-

233-5525　 059-233-5526) 

 
長者屋敷遺跡(伊勢国府跡) 
第27次発掘調査現地説明会 

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14日㈯　14時

～16時(少雨決行) 

ところ　発掘調査現場(広瀬
町伊勢国府政庁跡から北

へ200メートル) 

内　容　遺跡発掘の成果説明 
参加料　無料 
申込み　時間までに直接現
地へお越しください。 

※駐車場は、広瀬運動場(発掘調査

現場まで徒歩3分)をご利用ください。 
至 加佐登神社 

第１ 

花に包まれる小広場 

花に包まれる小広場 

東エントランス広場 

ルマン広場 

薬草園 

岩石園 ピクニック広場 

多目的広場 

白鳥湖 
(加佐登調整池)

桜の広場 

野点広場 

西エントランス広場 

第３ 

ボスク 

花の丘 第２ 

至 荒神山観音寺 

管理事務所  管理者用  

子どもの遊び場 

イベント広場 

くらしの情報 
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鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

 
 
 

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、

市民の皆さんが安全・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14日㈯　10時

～19時(一部は16時まで) 

ところ　鈴鹿ベルシティ 
 

 

 

 

 

 

 
地域の元気 

食による地域づくり講演会 

地域課　 382-8695　 382-2214
chi ik i@city.suzuka. lg. jp

　三重県多気町役場に勤める

岸川さんは、全国から注目を

集めているレストラン｢まごの店｣

の仕掛け人です。相可高校の

生徒が運営する｢まごの店｣、

また、そのOBが運営する｢せん

ぱいの店｣などの取り組みが知

られていますが、その裏側には

たくさんの仕掛け人がいます。

その中心人物である岸川さんに、

地域づくりのヒントをお話しし

ていただきます。 

と　き　11月26日㈭　14時

～15時30分 

ところ　文化会館けやきホール 
講　師　岸川政之さん(多気
町役場) 

入場料　無料 
主　催　鈴鹿市自治会連合会、
鈴鹿市 

 
講演会｢わかって動ける支援を
目指して～保護者と支援者との
協働からうまれる支援～｣ 

地域課　 382-8695　 382-2214
chi ik i@city.suzuka. lg. jp

　保護者と支援者との協働

や学習会、ヘルパーステー

ションの取り組み、講師自

身の最重度の自閉症のお子

さんとの生活についてお話

ししていただきます。 

と　き　11月29日㈰　13時

30分～16時(13時受付) 

ところ　ジェフリーすずか
ホール 

講 　 師　荻野ます美さん
(NPO法人ゆう副理事長) 

参加料　500円(資料代) 
主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
託　児　7人(要予約、先着順、
一人500円) 

申込み　SAS鈴鹿自閉症勉強
会代表　亀田(　388-7856

　388-7857　  HZA04713@ 

　nifty.ne.jp)へ 

※詳しくは、SASホームページ

(　http://yaplog.jp/sas-friend/)、

鈴鹿市民活動情報サイト

(　http://genki365.net/gnks02/ 

　pub/index.php)をご覧ください。 

※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。 

 
講演会と物つくりの集い 

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

　鈴鹿市母子寡婦福祉会の

活動と母子寡婦福祉施策に

対する取り組みを広く知っ

ていただくために開催します。 

対　象　ひとり親家庭の方
(小学生以下保護者同伴) 

と　き　12月6日㈰　10時～

13時 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　講演会｢子どもと頑張る
ひとり親｣、｢クリスマスリース作り｣ 

講　師　杉谷哲也さん（㈶日

本ユニセフ協会三重友の

会事務局長） 

定　員　100人(先着順) 
参加費　無料(軽食あり) 
主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
申込み　鈴鹿市母子寡婦福祉会
北野(　385-4832) 

 
鈴鹿市芸術文化協会 
｢映画芸術の百年｣ 

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

と　き　11月14日㈯　13時

30分～16時30分(13時受付) 

ところ　神戸コミュニティ
センター2階ホール 

内　容　｢映画芸術の百年｣をテ
ーマとした｢三人映画監督｣講

演会、参加者によるフリートーク

｢百年の映画～思い出の名画｣ 

講　師　藤田明さん(小津安二
郎論)、吉村英夫さん(黒澤明論)、

清水信さん(山中貞雄論)

参加料　無料 
主　催　鈴鹿市芸術文化協
会文学部門、鈴鹿土曜会 

問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会文学部門(　・　382 -

6722) 

 
佐佐木信綱記念館講演会 

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

と　き　11月14日㈯　13時

30分～16時 

催 し 物  

さ す  
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　11月12日から25日は 

　｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間です 
 

　ストーカー行為や配偶者などからの暴力(DV：ドメスティック・

バイオレンス)は犯罪行為であり、そのまま放置すると、さらに重

大な犯罪に発展する危険性があります。ストーカーやDVの被害は、

早い段階で相談すれば、被害者の立場に立った対応が図られ、

迅速な解決が見込めます。 

　警察では、ストーカーやDV被害については、加害者の検挙、

警告、被害者への支援などの措置のほか、｢配偶者暴力相談支

援センター(三重県女性相談所)｣などの関係機関と連携して、被

害者の安全を最優先とした対応を図っています。一人で悩まず、

ご相談ください。 

相談窓口　鈴鹿警察署(　380-0110)、子育て支援課家庭児童
相談室(　382-9140)、三重県警察本部ストーカー対策室(　059-

222-0110(内線3054))、三重県女性相談所(三重県配偶者暴

力相談支援センター)(　059-231-5600) 

※お近くの警察署、交番、駐在所へもご相談ください。 

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

ところ　佐佐木信綱記念館
2階ホール 

内 　 容　｢橘糸重の人と作
品｣(講師：元鳥羽商船高等

専門学校教授　阪本幸男

さん)、｢佐佐木信綱記念館

特別展(芸術院会員の歌人

たち)の解説｣(同館学芸員

磯上知里) 

定　員　70人 
参加料　無料 
主　催　鈴鹿市、佐佐木信
綱顕彰会 

申込み　直接または電話、
ファクスで佐佐木信綱記

念館へ 

問合せ　佐佐木信綱記念館
(　・　374-3140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国際理解料理講座 
｢中国家庭料理｣ 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　簡単な中国語のあいさつな

どを習いながら、自宅でもで

きる中国の家庭料理を学びま

す。中華料理によく使う万能

スパイスなどを覚えると、料

理の幅が広がります。 

と　き　12月12日㈯　10時

～14時 

ところ　文化会館調理室 
内　容　中国の家庭料理 
講　師　厳　含芝さん 
定　員　40人(先着順) 
参加料　一般1,200円、賛助

会員800円 

申込み　12月8日㈫までに、

郵便番号、住所、氏名、

電話番号を記入の上、電話、

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　

鈴鹿国際交流協会へ 

 
日本語ボランティア 
養成研修(入門編) 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　日本語を学びたい外国人を、

地域でサポートしていくた

めの日本語ボランティア養

成講座です。 

と　き　12月4日㈮、11日㈮

13時30分～16時 

ところ　文化会館研修室 
内　容　｢日本語ボランティ
アになるために｣、｢日本

語指導のい・ろ・は｣、｢日

本語を教えるためのドリ

ルを作ろう｣ 

講　師　船見和秀さん(国際
交流センター日本語教師

養成講座講師) 

定　員　40人(応募多数の場
合は、全講座参加できる

方を優先の上抽選) 

受講料　無料 
申込み　11月30日㈪までに、

直接電話または申込用紙

に必要事項を記入の上、郵送、

ファクス、電子メールで、〒

514-0009　津市羽所町700

アスト津3階　㈶三重県国

際交流財団 (　059-223-

5006　 059-223-5007 

　 　mief@mief .or . jp)へ 

※申込用紙は、(財)三重県国際交

流財団ホームページ(　 http:// 

　www.mief.or.jp/)から入手して

ください。 

講座・教室 

たちばな  いと　  え 

ゲン　　 ガン シ 
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ファミリー･サポート・
センター事業の提供会員

養成講座 

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

　ファミリー・サポート・

センター(運営業務委託：特

定非営利活動法人こどもサ

ポート鈴鹿)は、子育てを助

けてほしい人(依頼会員)の要

望に応じて、子育てのお手

伝いができる人(提供会員)を

紹介し、相互の信頼と了解

の上、一時的にお子さんを

預かる会員組織(有償ボラン

ティア)です。今回、臨時的

にお子さんを預かったり、

学校・保育所・幼稚園など

の送り迎えをする提供会員

になっていただくための養

成講座を行います。 

対　象　市内在住の方(資格・
年齢は問いません) 

とき・内容
○11月5日㈭　10時～11時
30分　子どもの病気、12

時30分～14時　保育サポ

ーターの役割、14時～15

時30分　子どもの栄養 

○11月11日㈬　10時～10時
45分　子育て支援事業の

必要性、10時45分～12時

15分　親を支える気持ち

13時15分～14時45分　

子どもの遊び 

○11月12日㈭　10時～12時
救急法、12時10分～12時

40分　登録について、13

時30分～15時30分　子ど

もの発達と心 

ところ　ジェフリーすずか
ホール 

講　師　医師、臨床心理士
ほか 

定　員　30人 
受講料　無料 
託　児　(2才以上、要予約) 
申込み　鈴鹿市ファミリー･
サポート・センター(　・　

381-1171) 

※受講者は、提供会員として登

録していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 
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。 

◆すずか年金者いきいきまつり
　高齢期を輝いて生きるこ

とができるように、自立と

生きがい探しを支援します。

交流活動や仲間づくりの場

として、たくさんの催しを

行います。 

と　き　11月14日㈯、15日㈰
10時～15時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容 
○講演会｢青鞜｣生誕百年

『自分の人生　輝いて』

(講師：米田佐代子さん

｢平塚らいてうの会｣会長) 

　14日13時から 

○映画｢父と暮らせば｣ 

　15日13時30分から 

○健康チェック、年金相談(14日

のみ)、生活相談、作品展など 

参加費　無料 
主　催　年金者組合鈴鹿支部 
問合せ　辻井(　386-0529)、
林(　382-4003) 

 
男女共同参画 
市民委託事業 

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

　魅力的なタイトルや効果

的なデザインについて、具

体的なポイントを押さえた

チラシ作りを学びます。 

と　き　12月13日㈰　10時

～12時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　牟田静香さん(NPO
法人男女共同参画おおた

理事長) 

定　員　50人 
参加料　500円 
託　児　5人程度(3歳から9歳
まで、500円) 

申込み　11月20日㈮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、郵送、電話、

ファクス、電子メールで

男女共同参画課へ 

 
女性のための保健室 

(更年期の女性のための保健教室) 

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

と　き　平成21年10月から
平成22年3月の毎月第3土

曜日13時から16時 

ところ　鈴鹿ベルシティ 
内　容　更年期障害の女性
が気軽に立ち寄れる相談

窓口を設置し、三重県看

護協会鈴鹿支部会員が、

更年期特有の健康問題に

関する知識や対処法など

の情報提供を行います。 

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 

｢ぼけ｣ても心は生きている 
～認知症の人の思い 家族の思い～ 

の 11月 納 税 
○国民健康保険税・・・・・5期

【納期限は11月30日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

◆鈴鹿市人権問題講演会2009
と　き　11月18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　｢ぼけ｣ても心は生きている
～認知症の人の思い　家族の思い～

(講師：(社)認知症の人と家族の会代表

理事　 見国生さん) 

○小・中学生の人権に関する作文朗読、
人権ポスター入選作品展示

定　員　500人(先着順、整理券なし) 
入場料　無料 
託　児　希望者は、11月9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。 

　皆さんは、｢ノーマライゼーション｣という言葉をご

存じですか。｢ノーマライゼーション｣とは、高齢者や

障がいのある方など、どのような方でも助け合いな

がら、当たり前に暮らしてゆける社会が正常であると

いう考え方のことです。例えば、認知症の方、介護

する家族の双方にとっても、地域社会全体がその家

族を見守り、近所同士がお互いに声を掛け合って助

け合い、同じ地域社会の一員として暮らしていける

社会が今求められています。 

　今年の人権問題講演会は｢高

齢者の人権｣をテーマに、(社)認

知症の人と家族の会代表理事の

見国生さんに講演していただ

きます。認知症の方と介護する

家族の思いを通して、真の人間

の尊厳と人権尊重のまちづくりと

は何かを考えます。 

2009・11・5 31

くらしの情報 主　催　三重県、(社)三重県

看護協会 

問合せ　三重県健康づくり
室健康対策グループ(　059-

222-2294) 

 
応急手当普及員講習 

中央消防署　 382-9165　 382-9166
chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　事業所の従業員や地域の

自主防災組織などの構成員

に対して、普通救命講習の

指導にあたる方を養成します。

この講習を受け、応急手当

普及員に認定されると、心

肺蘇生法やAEDの取り扱い

など、一定のカリキュラム

に基づいて普通救命講習の

指導にあたることができます。 

と　き　12月7日㈪～9日㈬

の３日間　9時～18時 

ところ　鈴鹿市コミュニティ

消防センター(飯野寺家町

217-1) 

定　員　30人 
持ち物　応急手当指導員標
準テキスト(ガイドライン

2005) 

※各自で事前購入してください 

　(税込み3,465円、購入問合せ：

東京法令出版 (株)　026-224-

5411)。 

申込み　11月9日㈪から30日㈪
9時から21時に、電話で中

央消防署救急救助グルー

プへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年度鈴鹿高専 
｢文化講座｣ 

鈴鹿工業高等専門学校　 368-1733

tosyo@jim.suzuka-ct.ac.jp

http://www.suzuka-ct.ac.jp/

　理工系の本だけではなく、活

力のつくさまざまな本を紹介します。 

と　き　11月17日㈫　16時

30分～17時30分 

ところ　鈴鹿高専マルチメ
ディア棟1階視聴覚室 

内　容　｢理工系の学生にむ
けた読書のすすめ｣ 

講　師　丹波之宏(鈴鹿高専
教養教育科理科系担当教員) 

申込み　氏名、電話番号を、
電話または電子メールで本校

図書館へ 


