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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　11月28日㈰　9時～

16時30分

◆夜間窓口

と　き　11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。

男女共同参画に関する
川柳・写真・書道作品を

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

○川柳　日常生活の中で感じ

た男女共同参画に対する思

い、男女のあり方に関する

疑問などについて、自由に

表現してください。

○写真　｢社会で活躍する女

性｣または｢育児・家事をす

る男性｣をテーマとした作

品。カラーか白黒、四ツ切り

サイズかA4判で、タイトル

を付けてください。

○書道　｢男女共同参画｣の六

文字を、半紙大に収めてく

ださい。書体は自由です。

申込み　平成23年1月7日㈮ま

でに、住所、氏名、年齢、電話

番号を記入の上、直接また

は郵送、ファクス、電子メー

ルで、〒513 - 0801　神戸

2-15-18　男女共同参画課へ

※作品は何点でも応募できます。

※作品は、平成23年1月30日(日)に

開催する｢ジェフリーふぇすた｣で

展示します。

戦後強制抑留者の
皆さんへお知らせします
生活支援課　  382-9012  　382-7607
　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　シベリア戦後強制抑留者に

対する特別給付金の請求受付

が、10月25日㈪から始まりま

した。

対　象　戦後強制抑留者で、

平成22年6月16日に日本国

籍を有する存命の方

受付期間　平成22年10月25日

～平成24年3月31日

問合せ　独立行政法人平和祈

念事業特別基金事業部特別

給付金担当(　 0570-059-

204(ナビダイヤル)　　 

03-5860-2748(IP電話・PHS)

平日9時から18時受け付け)

※請求書類を送付しますので、まだ

届いていない方は当基金にお問

い合わせください。

平成22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22年度に実施した行政

評価の結果などを、10月29日㈮

に公表しました。市ホームページ

( http://www.city.suzuka.lg

.jp/gyosei/plan/hyoka/index.

html)または市政情報課の情

報コーナーでご覧いただけ

ます。

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、事業者が給与か

ら特別徴収(天引き)で、給与

所得者に代わって市に納税す

ることになっています。三重

告

広

料

有

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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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、特別徴収への切り替

えをお願いします。

※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。

※従業員は、金融機関などに出向

いて納税する手間が省けます。

また、12回払いとなりますので、

年4回の普通徴収(個人納付)に

比べて1回あたりの負担が軽く

なります。

20歳になったら
国民年金への加入を

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

　日本に住んでいるすべての20

歳以上60歳未満の方は、国民

年金に加入して保険料を納める

ことになります。自営業者、学

生、フリーターの方などが20歳

になったときは、国民年金加入

の手続きが必要です。また、厚

生年金や共済組合の加入者(第

2号被保険者)に扶養されている

配偶者(国民年金3号の該当者)

が20歳になったときは、第2号

被保険者の勤務先を経由して

加入の手続きを行うことになり

ます。なお、第2号被保険者が

20歳になったときは、加入の手

続きは原則必要ありません。

　加入手続きは、20歳の誕生

月の前月末(1日生まれの方は

前々月)に年金事務所から送

付される｢国民年金第1号被保

険者資格取得届｣を返信用封

筒で年金事務所に送付するか、

住民票のある市役所へ提出し

てください。

※厚生年金、共済年金加入中の方

に｢国民年金第1号被保険者資

格取得届｣が送付されたときは、

基礎年金番号と勤務先を｢国民

年金第1号被保険者資格取得届

不要連絡票｣に記入し、提出して

ください。

問合せ　保険年金課、津年金事

務所国民年金課(　059 -

228-9188)

労働保険の加入手続きは
お済みですか

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

　労働保険(労災保険・雇用保

険)は強制的な保険であり、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、事業主や労働者の意思

にかかわらず、必ず加入しな

ければなりません。

　三重労働局では、11月を｢労

働保険適用促進強化期間｣と定

め、｢労働保険の未手続事業場

の一掃｣を重点項目に掲げ、三

重県労働保険事務組合連合会

と連携して、未手続事業場の個

別訪問などを行って加入促進

を図っています。まだ加入手続

きをしていない事業主は、速や

かに手続きをお願いします。も

し労災保険事故が未手続きの

事業場で発生した場合には、費

用徴収制度によりさかのぼって

保険料を徴収するほか、労災保

険から給付を受けた金額の

100％または40％を事業主から

徴収することになります。

問合せ　三重労働局総務部労

働保険徴収室(　 059-226-

2100)

鈴鹿市景観計画が
閲覧できます

都市計画課　  382-9024　  384-3938
　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市景観計画を、都市計画

課、市政情報課、地区市民セン

ターで閲覧できます。また、市

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

ホームページ(　 http://

www.city.suzuka.lg.jp/

gyosei/plan/keikan/in

dex.html#05)でもご覧い

ただけます。
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鈴鹿市つどいの広場事業の
受託者を募集します

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

　乳幼児(0歳～3歳)を持つ親

が、打ち解けた雰囲気の施設

の中で気軽に集い、同じ状況

の親子と交流するとともに、

専任のアドバイザーが相談に

応じるための場を提供する事

業です。市では、本事業の受託

を希望する団体を募集します。

委託団体の選考は、プロポー

ザル方式で行います。

応募資格　公益法人または特定

　非営利活動法人であり、次の

要件をいずれも満たすこと

○労働福祉の増進や児童福祉の

向上を目的としていること

○育児に関する知識が豊富で

あること

○保育士、看護師、幼稚園教諭

の資格保有者が常時1人以

上配置され、資格保有者と

専任の者が2人以上で業務

に当たること

○専任の従事者が常時配置さ

れており、事務局体制が整

備されていること

○市内に事務所(個人の自宅

でないこと)を有し、市内全

域での活動が可能なこと

○団体の活動実績が3年以上

あり、子どもを主体とする

　事業が実施されていること

○平成23年4月1日から広場の

運営が開始できること

委託期間　平成23年4月1日～

平成24年3月31日

応募箇所数　6箇所

業務内容　

○子育て中の親子が気軽に集

える常設の場(週3日以上で1

日5時間以上の開設、おおむ

ね10組以上の親子が一度に

利用できる程度のスペース

を有する)を開設すること

○子育てに不安や疑問を持っ

ている子育て親子に対する

相談、援助を実施すること

○子育て親子が必要とする身

近な地域のさまざまな子育

て支援に関する情報を提供

　平成23年4月から新しく入所(園)、転園を希望する児童の面接を下記の日程で行います。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21日㈫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、新入児面接問診票、就労している方の｢在職・給与証明書｣

※平成22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。

平成23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23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3日㈮

12月6日㈪

12月7日㈫

12月8日㈬

12月9日㈭

12月10日㈮

12月13日㈪

12月14日㈫

12月15日㈬

12月16日㈭

12月17日㈮

12月21日㈫

12月22日㈬

11月19日㈮

11月22日㈪

11月24日㈬

11月25日㈭

11月26日㈮

11月29日㈪

11月30日㈫

12月1日㈬
12月2日㈭

石薬師保育園

おおとり保育園

栴檀保育園

庄内青い鳥保育園

あかつき保育園

西条保育所

白子保育所（1日）

河曲保育所（1日）

牧田保育所（1日）

深伊沢保育所

合川保育所

くまだ保育園 

岸田保育園 

野町保育園 
ドリームハウス保育園 

12月6日㈪ 神戸保育所（1日）

ハートピア保育園（1日） 

いそやま保育園（1日）

くすのき保育園（1日） 

サラナ保育園 
ひばり保育園 

算所保育所
高岡ほうりん保育園
ひので保育園

みそら保育園 

サン保育園 

白鳩保育園 
ほうりん保育園 

第二長太ノ浦保育園 長太ノ浦保育園 

第2石薬師保育園 

旭ヶ丘保育園 ぐみの木ほいくえん

ながさわ保育園 

一ノ宮保育所 

トーマスぼーや保育園 

鼓ケ浦保育園 

玉垣保育所 あおい保育園 

竹野の森こども園（1日） 

追加面接（市役所本館 12 階 1204 会議室）9～15 時 
追加面接・外国籍の方（子育て支援課窓口）9～15 時 
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　すること

○子育てと子育て支援に関す

る講習を実施すること

必要書類　鈴鹿市つどいの広

場事業受託申請書、定款・寄

附行為または規約などの写

し、平成19年から平成21年

度事業実績表および収支計

算書、団体の役員名簿、事務

局の組織が分かるもの

申込み　11月5日㈮から15日

㈪(土・日曜日を除く8時30

分から17時15分)に、直接子

育て支援課へ

考古博物館の観覧料が
無料になります

考古博物館　  374-1994　　  374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

　｢関西文化の日｣に協賛して、

考古博物館の常設展と特別展

｢土の中に眠っていたほとけさ

ま｣を無料でご覧いただけます。

と　き　11月20日㈯、21日㈰

※詳しくは、｢関西文化の日｣ホームペー

ジ(　 http://www.kansaibunka.com)

をご覧ください。

11月12日から25日は
｢女性に対する暴力を
なくす運動｣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、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、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、みんなで暴力の

ない社会を作りましょう。

　本市では、DV被害者保護の専

門知識を持つ婦人相談員が相談

をお受けします。DVなどの被害に

ついては、早い段階で相談すれ

ば迅速な解決が見込めます。相

談は無料で秘密は厳守します。

相談窓口　子育て支援課子ど

も家庭支援室(　 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(内線

3054))、配偶者暴力相談支援

センター(三重県女性相談所)

(　 059-231-5600)

第11回鈴鹿市教育振興
基本計画策定委員会が

傍聴できます
指導課　  382-9028　   383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月9日㈫　15時～17時

ところ　市役所本館12階1204

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日14時30分から14

時45分まで、指導課で受け

付けます。

第3回鈴鹿市多文化共生
推進指針検討委員会が

傍聴できます
市民対話課　  382-9058  　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月16日㈫　19時～21時

ところ　市役所本館12階1205

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日18時30分から18時

45分まで、会場で受け付けます。

2011年国際交流フェスタ
「わいわい春まつり」の
ボランティアを募集します

(財)鈴鹿国際交流協会
　 383-0724  　383-0639

　　sifa@mecha.ne.jp　

　平成23年4月17日㈰に開催す

る｢わいわい春まつり｣でお手伝

いしていただけるボランティア

を募集します。お祭り好きな方、

外国に興味のある方、日本文化

を伝えたい方、音楽や踊りが好

きな方など、どなたでもご応募

できます。

申込み　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1-18-18　(財)鈴鹿国

際交流協会へボランティ

ア登録申込書を請求して

ください。後日郵送させて

いただきます。

青色申告決算等説明会
市民税課　  382-9446  　382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月25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21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22年分の青色申告決

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。

問合せ　鈴鹿税務署個人課税

部門(　 382-0353)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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平成22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

◆幼稚園・小学校

と　き　11月20日㈯、21日㈰

10時～17時、22日㈪　10時

～13時

◆中学校

と　き　12月11日㈯、12日㈰

10時～17時、13日㈪　10時

～13時

ところ　ともに鈴鹿ベルシ

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、デザイン、工作な

どの美術作品を展示します。

入場料　無料

鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2010

市街地整備課　  382-9025  　382-7615
　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月21日㈰　10時～

15時(雨天決行)

ところ　鈴鹿フラワーパーク

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)

○ホバークラフトの体験搭乗

(鈴鹿市)

○石薬師の花｢卯の花｣のプレ

ゼント(石薬師小学校)

○サツキの新品種｢伊勢シリー

ズ｣のプレゼント(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。

フラワーパーク
第3回花植え体験

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

と　き　11月21日㈰　11時か

ら受け付け(雨天中止)

ところ　フラワーパーク管理

事務所周辺

内　容　花の説明や植え方の

指導を受けながら、花植え

体験を行います。

定　員　30組の家族(先着順)

参加費　1組1，000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

※花の苗と木製ポットのお土産があ

ります。また、フラワーパークフェ

スタ会場で行われる鬼まんじゅ

う手作り体験や植木購入時に使

用できるクーポン券が付きます。

※当日は、スコップ、軍手を各自で

持参の上、汚れてもよい服装で

お越しください。

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13日㈯　10時～

19時(一部は16時まで)

ところ　鈴鹿ベルシティ

北勢地方卸売市場
｢いちばの朝市｣

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

　地元の新鮮な野菜、果実、鮮

魚など、安全・安心でおいしいも

のがいっぱいです。模擬セリな

どのイベントを予定しています。

と　き　11月21日㈰　7時～

12時30分

ところ　北勢地方卸売市場

主　催　北勢地方卸売市場

｢いちばの朝市｣実行委員会

問合せ　北勢地方卸売市場管

理事務所(　 347-8111)

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など

の相談に、おもちゃドクター

がおこたえします。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

北勢地方
卸売市場

河原田駅
関西本線

至  四日市

至 鈴鹿

鈴鹿川

内部川

国道25号

伊
勢
鉄
道

国
道
23
号

観光協会(　 380-5595　　

380-5596　  http://www.ka

nko.suzuka.mie.jp/)へ
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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21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(電子ピア

ノ、笛、ハーモニカなど)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18回重要無形文化財
保持団体秀作展｢日本の
伝統美と技の世界｣

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

と　き　11月11日㈭～21日㈰

9時～16時30分(21日は15時

まで)

※11月15日㈪、16日㈫は休館です。

ところ　文化会館さつきプラザ

内　容　全国14の重要無形文

化財保持団体から出品され

た秀作品の数々が、12年ぶ

りに本市に集まります。伊

勢型紙をはじめ、漆芸、陶芸、

染織、和紙など、日本を代表

する工芸の技と美の数々を

一堂に紹介します。

※11月13日㈯、14日㈰には、美濃和紙

と伊勢型紙の製作実演を行います。

入場料　無料

主　催　全国重要無形文化財

保持団体協議会

共　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育

委員会、全国重要無形文化

財保持団体協議会鈴鹿大会

　実行委員会

講演会
文化課　  382-9031  　382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月20日㈯　13時30

分～16時

ところ　佐佐木信綱記念館2

階ホール

内　容　｢信綱に選されて、そ

の後～菰野の藤井喜一と楠の

岸田治雄の場合～｣講師：志

水雅明さん(評論家・文筆家)、

｢佐佐木信綱記念館特別展

(信綱と坂田富美)の解説｣講

師：磯上知里(同館学芸員)

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)

障がい者の集い
(就職面接会)

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

　ハローワーク鈴鹿では、障

がい者雇用を一層推進するた

め、障がい者雇用に積極的な

20社ほどの企業が参加して、

障がい者就職面接会(障がい

者の集い)を開催します。

と　き　11月22日㈪　13時～

15時45分

ところ　市役所本館12階大会

議室

問合せ　ハローワーク鈴鹿専

門援助部門障がい者担当辻

(　 382-8609　 383-5619)

　被害者やその家族に大きな不安や恐怖を与えるストー

カー行為や配偶者などによる暴力(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被害について加害者の検挙のほか、加害者

への警告や被害者への支援などの措置をとるとともに、

｢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)、三重県警察本部ス

トーカー対策室(　 059-222-0110(内線3054))、配偶者

暴力相談支援センター(三重県女性相談所)(　 

059-231-5600)、鈴鹿市子育て支援課子ども家庭支援室

(　 382-9140)

※お近くの警察署、交番、駐在所へもご相談ください。

11月12日から25日は
｢女性に対する暴力をなくす運動｣期間です

警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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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存

在と活動を知っていただき、

ひとり親家庭の健全な生活を

めざして開催します。

対　象　ひとり親家庭の方

(小学生以下は保護者同伴)

と　き　12月5日㈰　10時～13時

ところ　ジェフリーすずか

ホール

内　容　講演会｢折り紙を通

してロシアを見たもの｣、物

つくり｢アニメ主人公を折

り紙で作ろう｣

講　師　中村照子さん

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　 090-

4855-2261)

ウィンターアドベンチャー
県立鈴鹿青少年センター

　  378-9811  　378-9809
　suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学5年生から中学2

年生の児童生徒

と　き　12月11日㈯、12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　冬の森の観察や創

作活動、野外炊飯、キャン

ドルファイヤーなどを楽

しむキャンプ

定　員　36人程度(応募多数

の場合は抽選)

参加費　4,500円

申込み　11月26日㈮(必着)ま

でに、申込書に必要事項を

記入して返信用封筒を同封

の上、直接または郵送で、

〒513-0825　住吉町南谷口

県立鈴鹿青少年センターへ

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　下記のいずれにも該

当する方

○日本語で日常会話が可能な

18歳以上の方

○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

○三重県内に居住し、外国人

登録証明書をお持ちの方

と　き

○学科講習(各コース共通)　

11月23日㈫、24日㈬　8時10

分～17時30分

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が付きます。

○実技講習　Ⅰコース：11月

27日㈯～29日㈪、Ⅱコース：

11月30日㈫、12月1日㈬、3日

㈮　8時10分～17時20分(最

終日は18時25分まで)

定　員　各コース10人(応募

多数の場合は抽選)

受講料　無料

※ポルガル語版の教材費3,150円

とフォークリフト自動車保険代50

円が必要です。

申込み　11月17日㈬から19日

㈮に、鈴鹿地域職業訓練セン

　ター(　387-1900)へ

※抽選と説明会を、11月22日㈪の

9時30分から行います。

市民講座2010｢身近な法律｣
男女共同参画課　  381-3113  　381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

とき・内容

○11月27日㈯　13時30分～15

時　｢結婚と離婚｣森田明美

さん(弁護士)

○12月4日㈯　13時30分～15

時　｢相続｣佐脇敦子さん

(弁護士)

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター　

定　員　各90人

参加料　無料

託　児　10人(先着順、0歳か

ら9歳まで、11月12日㈮締め

切り）

申込み　11月5日㈮から、整理

券を鈴鹿市男女共同参画セ

ンターで配布します。

※電話での申し込みもできます。

※手話通訳があります。

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座
｢健康と食の安全・

安心の問題を考えよう｣
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月27日㈯ 13時～

16時10分

ところ　鈴鹿医療科学大学講

義室3513(岸岡町1001-1)

内　容

○講演　｢骨を強くするため

の運動とその効果｣(加藤尊

さん(鈴鹿医療科学大学))

13時～13時50分

○講演　｢家庭料理と健康～

毎日の味噌汁を考える～｣
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　(米川泰正さん(食理学者))

13時50分～14時40分

○講演　｢健康食品はどこま

で効果が期待できるか｣(長

村洋一さん(鈴鹿医療科学

大学))　15時～15時40分

○健康食品管理士による健康

と食の相談コーナー　講演

終了後30分程度

参加料　無料

主　催　鈴鹿医療科学大学保

健衛生学部

問合せ　鈴鹿医療科学大学庶

務会計課(　383-8991)

平成22年度鈴鹿工業高等
専門学校｢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/

と　き　11月15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　｢シェイクスピアの

魅力｣

講　師　松尾江津子(本校教

養教育科外国語担当教員)

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

国際理解料理講座
｢あったかホカホカ
ロシア料理｣

(財)鈴鹿国際交流協会
　  383-0724  　383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　ロシアの冬のあったか料理

を紹介します。簡単なロシア

語のあいさつや風習、食習慣

など、ロシアの文化に触れな

がら楽しく料理します。

と　き　12月11日㈯　10時～14時

ところ　文化会館調理室

内　容　ビタミンサラダ、ボルシ

　チ、ビーフストロガノフ、デザート

講　師　ハシモト エカテリ

ナさん

定　員　40人(先着順・賛助会

員優先)

参加料　一般1，300円、賛助会

員800円

申込み　12月3日㈮(必着)ま

でに、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、〒513-0801　神戸1-18-

18　(財)鈴鹿国際交流協

会へ

※受講案内は、12月6日㈪に発送

予定です。

　本市では、｢人権尊重都市宣言｣に基づい

た明るく住みよい社会の実現をめざし、人権

問題講演会を開催しています。

　今回の講演では、松本サリン事件により

自らがえん罪の渦中に巻き込まれながらも、

家族のきずなや信じ合える友人の存在によ

り、冷静に対処されてこられたNPOリカバ

リー・サポート・センター理事の河野義行

さんをお迎えして、犯罪(報道)被害者の人

権について考えます。

　世の中で起こるさまざまな事象は、いろ

いろなメディアを通じてわたしたちに伝え

られます。そして、その伝えられる内容や方

法次第で｢世論｣は大きく変わります。その

ような大きな力を持つメディアが発信する

情報をそのままうのみにするのではなく、

伝えようとしている内容やその真実を、正

しく読み解き理解すること

が重要ではないでしょうか。

◆鈴鹿市人権問題講演会2010

と　き　11月17日㈬　19時

　～20時45分(18時30分開場)

ところ　文化会館けやきホール

内　容

○講　演　｢疑惑｣は晴れようとも～松本サリン

事件の犯人とされた私～(講師：河野義行さん

(NPOリカバリー・サポート・センター理事))

○小・中学生の人権に関する作文朗読や人権ポ

　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10日㈬までに、電話、

ファクスで人権政策課へ(先着10人)

※手話通訳、パソコン要約筆記があります。

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 

｢疑惑｣は晴れようとも　～松本サリン事件の犯人とされた私～

○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

11月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


