
8月30日㈫、31日㈬　
17時15分～20時

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。

1 0月初めから、市沿岸部
ではノリの種付けが始まり、
冬の風物詩ともなっている伊
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
ご協力ください。

○ 4歳児　市内に在住し、
平成19年4月2日から平成
20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18年4月2日から平成
19年4月1日までに生まれた
幼児

○ 4歳児　国府、加佐登、白
子、稲生、飯野、玉垣、神戸：
各35人、旭が丘：70人(応
募者多数の場合は抽選)

○5歳児　市内の市立幼稚
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、当該年度は休園し
ます｡対象幼児数が少ない
地域では、その実情に応じ
て、10人程度であれば開園
します)。

9月1日㈭から16日㈮
まで(土・日曜日、祝日を除く、
8時30分～17時)に、各幼
稚園に備え付け ( 8月1日
㈪から)の入園願に必要事
項を記入し、入園希望の幼
稚園へ

※併願はできません。

次の各幼稚園で、平成24
年度に入園する幼児を募集
します。詳しいことは各園へお
問い合わせください。

　3歳～5歳児
8月4日㈭から
9月1日㈭から、各幼

稚園に備え付けの入園願
書に必要事項を記入の
上、直接各幼稚園へ

第一さくら幼稚園 380 -0188（代）

第二さくら幼稚園 378 -4085

す ず か 幼 稚 園 382 -3272

第 2 すずか幼稚園 386 -6129

道 伯 幼 稚 園 378 -6713

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

（代）

（代）

（代）



職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許など 年　　齢 学　　歴

－

－

乳幼児の保育業務

※採用予定数については、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。
※職種区分「消防」以外を受験される外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。
※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。

9月18日㈰　9時から
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
8月5日㈮から25日㈭までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ(土・日曜日を除く

8時30分から17時15分、郵送の場合は25日17時15分到着分まで有効)
※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｣と記入の上、返信用封筒(宛先を記入し、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宛に請求してく
ださい。市ホームページ｢職員採用｣からも申込書を入手できます。

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
卒業した方又は
平成 24 年 3 月
末日までに卒業
見込の方

事務1
（身体障害者）
2人程度

事務 2
11人程度

企画、庶務、予算、
経理、調査、指導
などの一般行政
事務

火災予防、救急、
救助、消火活動な
どの消防業務

日本国籍を有し、青色、赤色、黄色
の色彩識別ができる方

※技術 ( 土木 ) に
ついては上記
の学校において
土木に関する
専 門 課程・科
目を履修してい
ることが必要に
なります。

社会福祉関係業
務などの一般行
政事務

土木に関する技
術的業務

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24年
3月末日までに取得見込みの方

社会福祉士資格を取得の方又は
平成 24 年 3 月末日までに取得
見込の方

昭和56年4月2日
以降の生まれの方

○身体障害者手帳の交付を受け
ている方
○自力にて通勤でき、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

昭和51年4月2日
以降の生まれの方

保育士
6人程度

技術
（土木）
6人程度

事務 3
（社会福祉士）
2人程度

消防
6人程度



　　

本市の文化振興の方向性を
定める第2次文化振興ビジョン
を平成23、24年度の2カ年で策
定します。策定にあたり、市民の
皆さんのご意見を反映させるた
め、一般公募による策定委員
会委員を募集します。委員は、
期間中5回程度開催される委
員会で内容を審議します。

本市に住所を有する方
委嘱の日から策定終

了まで
1人

8月5日㈮から9月5日
㈪(必着)までに、文化
付けの応募用紙に必要事
項を記入のうえ、文化課へ

※応募用紙は、市ホームページか
らも入手できます。

国民年金保険料の口座振
替納付での当月末納付(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円安くなります。
1年・6カ月(上半期4月～9月・
下半期10月～翌年3月)前納も、
口座振替で納めると現金前納
より安くなります。

　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。
　下半期6カ月前納(10月分
～翌年3月分)の手続きは平成
23年8月中旬までにお申し込み
ください。納付書の毎月納付よ
り合計で1,020円安くなります。

救急車が、現場に到着する
までの間に適切な応急手当を
行える人材の育成と、災害時
における市民の自助、共助意
識の向上を図るためファースト
エイドボランティア「市民救急
の家」の募集をします。
　自宅などに｢市民救急の家｣
の表示を掲げ、救急箱を備え
て応急手当の要請があれば
可能な限り対応していただくほ
か、大規模な災害時などにお
いても可能な限り応急手当に
あたっていただきます。

市内在住の方
9月1 1日㈰の

9時～ 1 2 時まで救急法
講習会・防災講座を行い、
終了後、委嘱状と救急箱を
配布します。

中央消防署東分署
(中箕田町1139番地の1)

50人程度
8月8日㈪から9月

2日㈮までに、電話で消防課
救急管理グループ(　382 -
9155(昼間))、救急救助グル
ープ(　382-9165 (休日およ

　交通事故死者は、県内で43人(昨年比11人減)、市内で4人(昨年
比1人増)となっており、県内では大幅減少、市内では増加しました。
このうち、高齢者(65歳以上)の死者は、県内で26人(約60%)と高い
割合を占めており、市内では1人(25%)です。
　また、県内の死者数、人身事故件数、負傷者数は減少しましたが、
物損事故件数は増加しました。市内の物損事故件数、負傷者数は
減少しましたが、死者数は1人増加しました。

総発生件数 死者数 負傷者数

43

30,139

増減数 22 485

総発生件数 死者数 負傷者数

591 4

591 3 793

増減数 ±０ 1

平成23年
1月～6月
平成22年
1月～6月

平成23年
1月～6月
平成22年
1月～6月

人身事故件数

人身事故件数

物損事故件数

物損事故件数

5,577 54

6,755 25,047

24,562

-556-11

3,144

3,178

773

2,587

2,553

30,161 5,114

7,311

-463

-34 -20 -34



び夜間))へ

市内在住・在勤の方
で、後日報告書を提出してい
ただける方

(1)部落解放研究全国集会
(岐阜県岐阜市) 11月9日㈬
～11日㈮
(2)全国人権・同和教育研究
大会(鹿児島県鹿児島市)
　11月26日㈯、27日㈰
(3)人権啓発研究集会(熊本
県熊本市)　平成24年2月
2日㈭、3日㈮

若干名(応募多数の
場合は抽選)

上記の(1 )、(2 )につ
いては9月9日㈮、(3)につい
ては11月2日㈬までに、人
権政策課
郵送の場合は、当日消印有効
※研修会などの参加経費を、市の
規定に基づき助成します。

8月13日㈯～15日㈪
※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

生活習慣病は大人の病気と
思われがちですが、近頃は、発

症が低年齢化しています。肥満
体型・やせ体型でない子どもでも、
日々の乱れた生活習慣の積み
重ねが、生活習慣病を招くと言
われています。
　子どものうちに正しい生活
習慣を身に付けられるように、
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。

市内の小中学生と保

8月30日㈫ 10時～
17時

保健センター
生活習慣病にかかわ

る予約制個別相談会
16人
無料
学校教育課へ

大切なおもちゃの修理を行い
ます。当日おもちゃを持ち込ん
でください。当日都合の悪い方
は、事前に廃棄物対策課に持
ち込んでいただけます。修理後
は、廃棄物対策課へ取りにき
ていただきますので、ご了承く
ださい。
※廃棄物対策課での保管期間は１
年間です。

※当日修理が完了したものは、当日
にお渡しできます。

8月21日㈰　10時～
15時

図書館　2階視聴覚室
※修理できないもの（テレビゲーム
など）もあります。

現在、おもちゃドクターのボ

ランティアをしていただける方
を募集しています。興味のあ
る方は、当日図書館に来てい
ただくか、廃棄物対策課まで

8月21日㈰ 10時～
12時

千代崎海岸海水浴場
西側テントブースから白子方面

海岸清掃
無料
三重県、鈴鹿市
CafedeR    379-1113 

　cafeder@suzuka-soul.com
※どなたでも参加できます。当日参
加も大歓迎です。

近く発生が予想される東海・
東南海・南海地震などの巨大地
震に備え、地域の皆さんと防災
関係機関が連携した鈴鹿市地
震防災訓練を実施します。

8月28日㈰　9時～
12時

若松小学校
若松地区の皆さん

が避難訓練を行い、実際に
安全な場所まで徒歩で何
分かかるのか確認し、その
後、若松小学校グランドで
地域住民・消防団・消防本
部が連携して、消火・救出
訓練を行います。また、地震
体験車や水消火器での消
火体験などの防災啓発コー
ナーや自衛隊協力により、東
日本大震災パネル展示や
炊き出しも行います。



　　

鈴鹿市在住の小学
5年生以上

9月23日(金・祝)
　(雨天順延25日㈰)

県営スポーツガーデン
サッカー・ラグビー場

ブロック別での個人
戦

無料
8月24日㈬(必着厳守)

までに、氏名・性別・年齢・
連絡先を記入の上、はがきで、
〒513-0043長太栄町2-18-
32　鈴鹿市グラウンド・ゴル
フ協会事務安藤へ。もしく
は、直接スポーツ課へ

9月17日㈯　15時
から

市役所本館12階1203
会議室

8月20日㈯～8月28
日㈰　10時～16時(22日㈪、
23日㈫は休館日。最終日は
15時まで)
◯彫刻実演　8月20日㈯、21日㈰、
27日㈯、28日㈰　13時～
15時

◯彫刻体験　随時開催
　伊勢型紙資料館

　(白子本町21－30　   368-
0 2 4 0 )

伊勢型紙技術保存
会制作の復刻作品や見本染
め、約190柄の文様の寄せ小
紋(着物)、古代型紙、江戸小
紋染めのミニ着物などを展
示します。彫刻体験、実演も
あります。

無料
国指定重要無形文

化財保持団体 伊勢型紙技
術保存会

子育て中または子育
てを支援している方で、3回
とも出席できる方

「子どもの思春期と
家族のきずな」～お母さんの
自分探し～

○9月29日㈭　10時～12時
　「思春期の子どもをもつワ
タシ」子どもの思春期＝お
母さんの思秋期！？周りの
変化に戸惑うワタシ。アナ
タは？
○10月20日㈭　10時～12時
　「子どもの思春期」幼児
の頃のように手はかからな
くなったけど、子育ては、
今が一番大事な時期！

○10月27日㈭　10時～12時
　「家族のきずな」気付かな
い間にゆるくなった子ども・
夫・両親とのきずなをもう
一度しっかり結ぶために。

※3回連続講座
男女共同参画センター

ジェフリーすずか
米田奈緒子さん

(FACE代表)
　40人(先着順)
　無料
　無料(1歳以上未就

学児・10人程度)
　講演会、保育とも、9月

12日㈪までに、電話もしくは
電子メールで生涯学習課へ

※詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

津地方法務局では法務局の
業務内容について、広く市民に
理解していただけるように、今
年も市民講座を開催します。

○第1回　9月16日㈮　9時
3 0分～11時3 0分　相続
登記について～はじめて
登記申請をされる方のた
めに～

○第2回　10月21日㈮　9時
30分～11時30分　人権擁
護委員制度について

○第3回　11月22日㈫　9時
30分～11時30分　筆界と
はなに？

津地方法務局(津合
同庁舎内3階大会議室)

各40人(先着順)
無料
各回の前日までに、住

所、氏名、電話番号、受講希
望の回を記入の上、はがき、
電話、ファクスまたは直接、
〒514 -8503　津市丸之内
26-8　津合同庁舎内津地方

ふ ぁ す



法務局総務課(　059-228-
4191   　059-221-1093)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。
　津地方法務局総務課

へ

ベトナムの文化・風習などの
お話をたくさん聞きながら、自
宅でできるおいしいベトナムの
家庭料理を学びます。

9月10日㈯　10時～
14時

文化会館　調理室
チャージョー(ベト

ナム揚げ春巻き)、フォー、
ゴイ・チオン(エビ、豚肉、
野菜のさっぱりサラダ )、
チェー(里芋、サツマイモと
ピーナッツのデザート)

ホアン・ティ・ハンさん

32人(先着順・賛助会
員優先)

一般1,200円、賛助会
員800円

9月1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　
㈶鈴鹿国際交流協会へ

※受講案内は、9月5日㈪発送予定

8月31日㈬までに、
参加料を添えて武道館へ

一般男女
9月から11月の毎週

水曜日(全12回)　9時30分
～11時30分
　武道館　第4道場
30人
新規：4 , 6 0 0円　

継続：3,000円

小学生以上の男女
9月から11月の毎週

水曜日(全12回)　19時～
20時30分

武道館　第2道場
30人
新規：中学生以下

3,100円、高校生以上4,600円
継続：中学生以下2,500円、
高校生以上3,000円

※新規参加料には、スポーツ保
険料(高校生以上1,6 0 0円、
中学生以下600円)が含まれ
ています。

※継続および市立体育館・武道館
の他の前期教室に参加していた
方は、保険料は必要ありません。

※子ども連れでの参加はご遠慮
ください。

・・・・・・・・・・・・・
・・・

ある研修会で、次のようなお話がありました。
日本に来たばかりで、日本語はもちろん、日本
の学校のことなどほとんどわからない外国人
児童に、学級の児童3人が親切心で校内のトイ
レの場所を教えようとして、その児童の手を引
いて連れて行こうとしました。しかし、その児童
は、なぜ手を引っ張られるのかわからず、不安
な気持ちになり手を振り払いました。3人の児
童は、連れて行こうとさらに手を引っ張ったた
め、外国人児童は怖くなって押し返し、1人の
児童がこけてしまいました。この出来事から、
「あの子は乱暴な子」と思われてしまいましたが、
その後、先生の働きかけによりお互いの気持ち

がわかり、相手を理解しようとする姿勢が生ま
れたそうです。
　このように、社会制度や生活習慣の違い、言
葉がわからないことなどにより、少しの行き違い
から外国人市民と日本人市民の間で誤解が生じ
ることがあります。また、「自分たちは地域の中
で受け入れられているのだろうか」といった不安
を抱いている外国人市民も少なくありません。
　鈴鹿市にも、さまざまな国籍、民族や文化的背
景を持った外国人市民が住んでいます。同じ地域
社会をつくるパートナーとしてよりよい関係を築いて
いくために、互いにちがいを認め合い理解し合お
うとする気持ちを大切にしていきましょう。


