
電　話 電子メール ホームページファクス

70周年記念事業情報

くくらしの情報くらしの情報

112012・8・5

後納制度
(国民年金保険料の
納期限の延長)が

始まります
保険年金課    382-9401    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金制度は、20歳から
60歳に到達するまでの40年間
に国民年金保険料を納めてい
ただくことで、満額の老齢基礎
年金を受給できます。
　しかし、納められなかった期間
がある場合や資格取得などの
届け出忘れがあると、将来の年
金受給額が少なくなったり、年金
そのものが受給できなくなること
があります。
　これまでは、保険料を納め忘
れたまま2年を超えると納めること
ができませんでした。しかし、本
年10月から3年間に限り、平成
14年10月分以降に納め忘れた
保険料を納めることができる「後
納制度」が始まります。
　ただし、すでに老齢基礎年金
の受給権をお持ちの方は、納め
られません。
　なお、事前に年金事務所にお
申し込みいただき審査が必要で
す。詳しくは、下記の「国民年金
保険料専用ダイヤル」か津年金
事務所へお問い合わせください。
※市役所では、受け付けできませ

んのでご注意ください。

問合せ　津年金事務所　国
民年金課（ 059-228-9188）、
国民年金保険料専用ダイヤル
（  0570-011-050、050か070
から始まる電話でかける場合
は   03-6731-2015）

※専用ダイヤルは、平成24年8月

から開設。

第1回鈴鹿市都市イメージ
キャッチコピー

検討委員会を開催します
企画課    382-9038    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市の都市ブランドの確立を図
るため、市が現時点において有
するさまざまな魅力や個性から
連想ができ、広く共感を得ること
ができる「都市イメージキャッチ
コピー」を作成するための検討
を行う委員会を開催します。傍
聴できますので、ぜひお越しくだ
さい。
と　き　8月8日㈬　9時30分
から

ところ　市役所本館6階　庁議室
定　員　5人（応募多数の場
合は抽選）

申込み　会議開始30分前から
10分前までに、会場で受け付
けます。

水道料金のお支払いは
便利な口座振替を
ご利用ください

営業課    368-1670    368-1688

    egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道料金のお支払いは、金
融機関の本人指定の預（貯）金
口座から引き落とす口座振替が
便利です。下水道や農業集落
排水を使用している家庭では水
道料金と一緒に引き落としされ、
次回のメーター検針時に、領収
書に代わり「水道料金等振替
済通知書」をお渡しします。通帳、
通帳届出印、お客さま番号の分
かるもの（検針票など）を持参の
上、金融機関窓口で手続きをお
願いします。
問合せ　鈴鹿市水道料金等
検針・収納業務受託事業者
第一環境（株）（水道局内　         
　368-1671）

第19回鈴鹿市
グラウンド・ゴルフ大会
スポーツ課   382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の小学5年
生以上

と　き　9月23日㈰（予備日9月
30日㈰）

ところ　県営スポーツガーデン
　サッカー・ラグビー場

内　容　ブロック別での個人戦
参加料　無料
申込み　8月20日㈪（必着）まで
に、スポーツ課および公民館、
地区市民センターに備え付けの
所定の申込用紙を、〒510-0203
野村町411-8　鈴鹿市グラウンド・
ゴルフ協会事務担当：樋口へ。
もしくは、直接スポーツ課へ

◆代表者会議

と　き　9月15日㈯　15時から
ところ　市役所本館12階　
1203会議室

健全育成フェスティバル
青少年課    382-9055    382-9053

  seshonen@city.suzuka.lg.jp

対　象　園児、小・中学生、高校
生、教職員、一般の方どなたでも

と　き　8月23日㈭　10時～
12時

ところ　文化会館　けやきホール
内　容　中西 永輔さん（元日
本代表プロサッカー選手、鈴
鹿と・き・め・きスポーツ大使）に
よる講演ほか

定　員　500人
参加料　無料
申込み　青少年課までお問い
合わせください。

お 知 ら せ
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※｢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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平成24年度スポーツ教室の生徒を募集します

市立体育館    387-6006　武道館    388-0622

　　

市営テニスコートの
工事を行います

市立体育館   387-6006    387-6008

と　き　平成25年1月17日㈭

～2月16日㈯（予定）

ところ　江島総合スポーツ公園

　5番・6番コートの砂入り人工芝
張り替え工事を行います。
　期間中は4番～6番コートが使
用できません（12面中3面）。
　また、予約も期間中は4面に制
限させていただきます。ご理解ご
協力よろしくお願いします。

第4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　8月28日㈫　13時30

分から

ところ　男女共同参画センター

　ホール

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

◆後期スポーツ教室

◆新規スポーツ教室

申込み　8月5日㈰から31日㈮までに、参加料と保険料を添え

て、直接各申込先へ

※平成24年度前期スポーツ教室で保険を掛けた方は保険料は必要ありませ

ん。

※保険料は一つで複数の教室に適応できます(大人1人につき通年1,850円、

大人3カ月短期保険は800円、中学生以下1人につき800円)。

※参加者は、市内在住者を優先します。

※お子さまを連れての参加はご遠慮ください。

※各団体個人登録料は含みません。

※定員に満たない教室は、随時受け付けます。

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報

中学生以下

男女
一般・学生

男女
50歳以上

男女

期　間

と　き

ところ 市武道館 市立体育館

回　数 12回 10回

定　員 40人 30人

参加料 3,000円 2,500円 3,000円 3,400円

保険料 1,850円 800円 1,850円 800円

申込み 市立体育館

シニアのための健康
社交ダンス中期

30人

12回

対　象

武道館

一般男女

なぎなた弓道教室名

9月～12月 9月～11月

市武道館

水曜日
9時30分～11時30分

金曜日
10時30分～11時30分

水曜日
19時～20時30分

教室名 ニュースポーツ カーヴィーダンス キッズスポーツ

小学1年生～4年生
男女

期　間 9月～12月

と　き
火曜日

13時30分～15時
木曜日

13時30分～14時30分
水曜日

16時30分～17時30分

ところ 市武道館・公園

回　数 12回 10回 12回

定　員 30人

参加料

保険料

最低開催人数 10人

申込み

対　象

市立体育館

一般男女

3,000円

800円

一般女性

50人

15人

市立体育館

9月～11月
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132012・8・5

◆平成25年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

※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。

◆第1次試験

と　き　9月16日㈰　9時から

ところ　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス(消防以外の職種)、鈴鹿市消防本部(消防)

申込み　8月6日㈪から24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24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　神戸1-18-18　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｣からも申込書を印刷できます。

職種 

採用予定人数 
主な業務内容 資格免許等 年齢 学歴 

事務 1 
（身体障害者） 

2人程度 
企画、庶務、予算、
経理、調査、指導な
どの一般行政事務 

○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52年4月2日以降の

生まれの方

 

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

校を卒業した方または

平成25年3月末日まで

に卒業見込の方 

 

※技術については上記

の学校においてそれぞ

れの職種に関する専門

課程・科目を履修して

いることが必要になり

ます。 

事務 2 

20人程度 

昭和57年4月2日以降の

生まれの方

昭和52年4月2日以降の

生まれの方

 

 

技術 

（土木） 

4人程度 

土木に関する 技術
的業務 

－

技術 

（建築） 

1人程度 

建築に関する技術
的業務 

 看護師
1人程度

 

 
   

保育士

 

5人程度

 
乳幼児の保育業務

看護業務

 

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取

看護師免許を取得の方または

平成25年3月末日までに取得見込の方

得の方または平成25年 3 月末日までに取

得見込の方 
昭和57年4月2日以降の

生まれの方

 

 

 

 

消防 

4人程度 

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、赤色および黄色の

色彩識別ができる方 

平成25年度採用市職員を募集します

  人事課    382-9037    382-2219　  jinji@city.suzuka.lg.jp   
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すずか幼稚園

鈴鹿市私立幼稚園協会

 　382-3272（代）

第2すずか幼稚園  　386-6129 

道伯幼稚園  　378-6713（代） 

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 

第一さくら幼稚園  　380-0188（代） 

第二さくら幼稚園  　378-4085（代） 

全23園で募集します。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

時は、当該年度は休園します｡

ただし、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。

願書受付　9月3日㈪から21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の
上、入園希望の幼稚園へ

※併願はできません。

◆私立幼稚園

　次の各幼稚園で、平成25年
度に入園する幼児を募集します。
詳しくは各園へお問い合わせく
ださい。
募集園児　3歳～5歳児
入園願書渡し　8月2日㈭から
願書受付　9月3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

し尿収集を休業します
廃棄物対策課    382-7609    382-2214

   haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　8月14日㈫と15日㈬は、し尿収
集を休業します。
※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

子どもの生活習慣病に
かかわる健康相談会

学校教育課    382-7618     382-9054

     gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　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。
対　象　市内の小中学生と保
護者

と　き　8月28日㈫　10時～
　16時
ところ　保健センター
内　容　生活習慣病にかかわ
る予約制個別相談会

定　員　11人
参加料　無料
申込み　学校教育課へ

幼稚園児を募集します
学校教育課    382-7618    382-9054

   gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

◆市立幼稚園

募集園児　
○4歳児　市内に在住し、平成
20年4月2日から平成21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
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

定　員　
○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

学校給食嘱託調理員を
募集します

学校教育課    382-7618    382-9054

   gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

対　象　調理師免許取得また
は給食調理現場での勤務経
験(勤務経歴書を提出)を有す
る、昭和27年4月2日以降生ま
れの方

定　員　2人程度
勤務条件　給与は14万100円
で、その他各種手当（期末手
当、通勤手当など）があります。
また、社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に

準じます。

申込み　8月6日㈪から15日㈬
（土、日曜日を除く、8時30分～
17時15分）までに、採用試験申
込書を直接か郵送で、〒
513-8701　神戸1-18-18　学
校教育課へ

※採用試験申込書は、直接または

郵送で学校教育課へ請求して

ください。郵送で請求する場

合は、封筒の表に朱書きで

「嘱託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、80円切手をはった

12cm×23cm程度)を必ず同封

してください。

◆採用試験

と　き　8月18日㈯　9時から
ところ　市役所本館12階　会
議室

内　容　個別面接

お 知 ら せ



15

電　話 電子メール ホームページファクス

2012・8・5

と　き　8月28日㈫　10時30
分～11時

ところ　三重県津庁舎6階　
大会議室

問合せ　三重地方税管理回収
機構　徴収課（   059-213-7355
　    http://www.zei-kikou.jp/）

広報すずかの表紙写真を
募集しています

秘書広報課    382-9036    382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　生活感・季節感あふれる作品
をお待ちしています。
規　定　市内で撮影されたカラ
ー写真（横判）で、未発表のもの

申込み　随時受付をしていま
す。写真（1人1点）の裏面に、
郵便番号、住所、氏名、電話
番号、作品のタイトル、撮影場
所、撮影日時、撮影に関する
エピソード（80字程度）を記入
の上、直接または郵送で〒
513-8701　秘書広報課へ

※写真はお返しできません。

※撮影した人物や対象物の肖像

権に関する責任は、すべて応募

者に属するものとします。

※提出作品の原版と著作権は、市

に譲渡をお願いします。

※提出作品の表紙写真への採用

の有無については、応募者へ個

別には回答しません。

※同じ年度内で、同一応募者から

の表紙写真への採用は1回です。

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、早期
に処理をしていただき河川や海に
流れ込まないようご協力ください。

人権啓発・人権教育研修会に
参加しませんか

人権政策課    382-9011    382-2214

    jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　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

とき・ところ

○部落解放研究第46回全国集
会（滋賀県長浜市）　
　11月7日㈬～9日㈮
○第64回全国人権・同和教育研
究大会（岡山県倉敷市）　

　12月1日㈯・2日㈰
○第27回人権啓発研究集会(和
歌山県白浜町)　
　平成25年1月31日㈭・2月1日㈮
定　員　若干名
※予算の範囲内。応募者多数の場

合は抽選

申込み　9月7日㈮までに人権政
策課へ

※参加経費を市の規程に基づき

助成します。

不動産公売のお知らせ
納税課    382-9008     382-7660

    nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構が
不動産の公売を行います。公売
に参加できる資格に制限があり
ますので、詳しくは、お問い合わ
せください。

児童扶養手当の
現況届が始まります

子育て支援課    382-7661    382-7607

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当の受給資格者
（母子家庭の母など）は、8月31
日㈮までに子育て支援課で現
況届の手続きをしてください。手
続きをしないと、8月以降の資格
について更新ができません。2年
間手続きをしなかった場合は資
格が喪失します。
※日曜窓口も開設します。平日の

来庁が困難な方はご利用くだ

さい。詳しい日程などは、8月

6日㈪以降に順次郵送する案内

に記載していますのでご覧くだ

さい。

収穫後の稲わらや
草刈り後の草などは

早期に処理を
農林水産課    382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

河川課    382-7614    382-7612

    kasen@city.suzuka.lg.jp

　10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、台風の時
など排水ポンプを運転するとき、

おわび

　広報すずか7月20日号の

「学童ナビ」で、一部6月20日号

と同じ写真を掲載してしま

いました。

　おわび申し上げますと共に、

再発防止に努めます。
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第1回鈴鹿市
水泳大会2012

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

　生涯スポーツとして水泳の普
及を目的に、年齢、競技経験を
問わず参加できる大会です。
対　象　未就学児、小学1～3
年生、小学4～6年生、中学
生、高校生～29歳、30～49
歳、50歳以上　7部門

※市外在住の方も参加できます。

と　き　9月22日㈯
ところ　県営鈴鹿スポーツガ
ーデン

種　目　自由形、背泳ぎ、平泳
ぎ、バタフライ、板キック、リレー

定　員　500人（先着順）　1人
2種目まで

参加料　1人500円
申込み　8月18日㈯（必着）まで
に所定の申込書で、鈴鹿市水
泳協会事務局(㈱スズカコー
ポレーション内　378-8813  　
　378-4753　  　　　　    　
　 s u z u k a @ s u z u k a -
searchit.com)へ

千代崎海岸
クリーン大作戦

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

    haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月19日㈰　10時～
12時

ところ　千代崎海岸海水浴場
　西側桟橋付近

内　容　海岸清掃
参加料　無料
後　援　鈴鹿市
申込み　NoBuSHo
 （   zenrikishake@gmail.com）

　　

就業構造基本調査を
行います

～働く未来を考える～
企画課    382-7676    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　この調査は、総務省統計局が
10月1日現在で実施するものです。
国民のふだんの就業・不就業の
状態を調査し、その結果は各種
雇用政策、少子・高齢化対策な
どの基礎資料となります。準備
調査のため、対象となった調査
区内の世帯に8月下旬から統計
調査員がお伺いしますので､よろ
しくお願いします。

夏季の省エネ対策に
ご協力を

環境政策課    382-7954    382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　夏季はエネルギー消費が増
大します。特に、日中（14時頃）に
は、在宅世帯は平均で約1,200
Ｗの電力を消費し、そのうちエア
コンが約半分を占めています。
エアコンを上手に使うと、省エネ、
電気料金の節約になります。熱
中症などに十分注意し、無理の
ない範囲で取り組みをお願いし
ます。
○室温は28℃を目安に

　年間で電気30.24kWhの省エ
ネ、約670円の節約

※外気温度31℃のとき、エアコ

ンの冷房設定温度を27℃から

28℃にした状態で1日9時間使

用した場合

○冷房は必要なときだけつ

ける

　年間で電気18.78kWhの省エ
ネ、約410円の節約

※設定温度 28℃の状態で、冷房

を 1 日 1 時間短縮した場合

○フィルターを月に1回か2

回清掃する

　年間で31.95kWhの省エネ、約
700円の節約

※フィルターが目詰まりしてい

るエアコンとフィルターを清

掃した場合の比較

70歳以上の方の
がん検診の検診料が

変わりました
健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkouzukuri @city.suzuka.lg.jp

　市が実施する胃・大腸・肺・前
立腺・子宮がん検診について、
70歳以上の方も検診料の一部
自己負担が必要になります（一
つの検診につき500円）。
　ただし、市民税非課税世帯の
方、生活保護世帯の方は無料
です。
 70歳以上の市民税非課税世
帯の方は、8月に送付する介護
保険納入通知書（はがきか封
書）の所得段階区分（保険料段
階）で確認します。第1段階から
第4段階の方が市民税非課税
世帯に該当しますので、当てはま
る方は受診時に必ず介護保険
納入通知書をお持ちください。

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　8月30日㈭・31日㈮　17
時15分～20時

ところ　納税課
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。

お 知 ら せ

催 し 物
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鈴鹿サーキット50周年
アニバーサリーデー

商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月1日㈯・2日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
内　容　鈴鹿サーキットの50年
間の歴史を彩ったレーシング
マシンやドライバー・ライダーが
大集合します。

料　金　ページ最下部の招待
券を持参すれば無料(別途駐
車料金が必要)

問合せ　鈴鹿サーキット
　（ 378-1111）

※鈴鹿サーキットホームページもご覧ください

（　 http://www.suzukacircuit.jp/）

※ご来場の際は、公共交通機関を

ご利用ください。

◆鈴鹿Ｆ１日本グランプリ

地域活性化協議会ブース

　当日は、協議会の取り組みの
紹介、本市と三重県・周辺市町(
桑名市・四日市市・菰野町・亀山
市・津市)の観光・物産のＰＲなど
を行うブースを出展します。
※鈴鹿Ｆ１協議会ホームページ

もご覧ください。

　   （　 http://suzuka21.com/）

夏の鈴鹿川体験
第3回バルーンキャラバン

～熱気球教室～
商業観光課    382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　「第12回夏の鈴鹿川体験」の
イベントの1つとして開催します。
と　き　8月19日㈰　午前7時
から9時ごろ

ところ　鈴鹿川河川緑地
内　容　熱気球の仕組みを

知ることができる熱気球

教室、熱気球の搭乗体験(

先着100人程度)

搭乗体験料金(1人あたり)　

1,000円(中学生以上)、500

円(小学生)

※未就学児は、保護者1人に対し

2人まで無料

当日の連絡先　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
（　090-3582-5087 6時30分
～9時頃）

         （　　http://kokoten.com/ul/suzukaballoon/）

※収益の一部を東日本大震災への

義援金として寄付いたします。

※当日の天候や風の状況により、

中止する場合があります。

※今年のバルーンフェスティバ

ルをお手伝いいただくボラン

ティアの募集も行います。

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

　お子さまの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドクタ
ーがお応えします。ご希望の方
は、当日おもちゃと説明書を一緒
に持って来てください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課へ持って来ていただくことも
可能です。修理後は、廃棄物対
策課へ取りに来ていただきます
（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

引き取りに来てください。

と　き　8月26日㈰　10時～
　15時（受け付けは14時まで）

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。

続け、理系の卵たち！
描け、貴女の未来予想図！
男女共同参画課    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　女子中高生を対象に、「理
系」を体験するイベントです。理
系分野で活躍するあなた自身
の未来予想図を描いてみませ
んか。
と　き　8月17日㈮　10時～16
時30分

ところ　鈴鹿工業高等専門学
校

内　容　理系分野で活躍する
女性の講演会、職業体験コー
ナー

定　員　80人
参加費　無料
申込み　8月16日㈭までに、電子
メールで、件名を「理系のたま
ご2012講演会申込み」として、
郵便番号、住所、電話番号、
氏名（ふりがな）、学校名・学
年、保護者氏名、保護者・先生
の参加の有無を記入の上、鈴
鹿工業高等専門学校　総務課
　（　tamago2012@jim.suzuka-
ct.ac.jp　 368-1701・1717
　387-0338)へ

券
待
招

（鈴）

９月１日㈯ 鈴鹿サーキット５０周年 アニバーサリーデー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

券
待
招

（鈴）

９月２日㈰ 鈴鹿サーキット５０周年 アニバーサリーデー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要
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考古博物館へ

※はがき1枚につき2人まで申し

込めます。

※応募多数の場合は抽選

※詳しくは、考古博物館ホームペ

ージをご覧いただくか、お問い

合わせください。

こころの
健康づくり講演会

「死にざまこそ人生」
健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　だれもが「ありがとう」と言って、
いい最期を迎えるための10のヒ
ント、若い方の手本となるこれか
らの生き方について考えましょう。
と　き　9月13日㈭　14時～15
時30分

ところ　ふれあいホール
講　師　柏木 哲夫さん（金城
学院学院長）

定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　次の窓口で整理券を
お渡しします。傾聴同好会鈴
鹿支部（　371-0051）、鈴鹿保
健福祉事務所（  382-8672）、
鈴鹿市シルバー人材センター
（ 382-6092）、鈴鹿市健康づ
くり課（  382-2252）

市民公開講座
「ジェネリック医薬品を

考える」
健康づくり課    382-2252    382-4187

  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

対　象　一般の方（地域の薬
剤師を含む）

と　き　9月15日㈯　10時～
12時

ところ　鈴鹿医療科学大学
　白子キャンパス　講堂大ホ

ール（駐車場完備）
内　容

○講演1　「患者のためのジェネ
リック医薬品」　講師：木村 和
哲さん（名古屋市立大学大学
院医学研究科臨床薬剤学教
授、名古屋市立大学病院薬
剤部長、医学博士）
○講演2　「ジェネリック医薬品
の製剤技術と品質―なにより
も患者さんのために―」　講
師：山原 弘さん（沢井製薬株
式会社技術部長、薬学博士）

定　員　700人（先着順）
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学薬
学部　日本社会薬学会第
31年会事務局（　368 - 3920
　 shayak31@suzuka-u.ac.jp）、
白子キャンパス事 務 課
（　340-0550）

脱メタボのための運動教室
「痩せる！カラダの作り方」
健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　「なかなか痩せない」、「痩せ
てもすぐ体重が戻ってしまう」と
いう方に。学びながら痩せられる
教室です。食欲の秋に負けない
体作りをしませんか？
対　象　65歳位までの体重を
減らしたい方

※生活習慣病の治療中の方を除く

と　き　男性のみ：9月19日㈬・
26日㈬、男女とも：10月4日㈭・
17日㈬のいずれも2回シリーズ
13時30分から15時30分

ところ　保健センター
内　容　筋トレ、スロージョギ
ングなどの運動体験・講話

定　員　各シリーズ20人

申込み　電話で健康づくり課へ

　　

伊勢型紙と小本展
文化課    382-9031    382-9071

    bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月22日㈬～26日㈰　
10時～16時

※最終日は、15時まで

ところ　伊勢型紙資料館（白
子本町21－30　 368－0240）

内　容　伊勢型紙技術保存
会製作の復刻作品や見本染
め、小本(型紙を彫刻するとき
図柄作成の基本となる原本)、
江戸小紋染めの反物、古代
型紙などを展示します。彫刻、
染色体験、彫刻実演もあります。

入館料　無料
◆彫刻実演

と　き　8月25日㈯、26日㈰　
13時～15時

あけびのつるで
カゴやランプシェードを編もう
考古博物館    374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上（小学生
は保護者同伴）

と　き　9月9日㈰　A：9時30
分から　B：13時30分から

ところ　考古博物館　講堂
定　員　各20人
参加料　1,800円程度
申込み　8月24日㈮までに、往
復はがきに、講座名、希望時
間、希望者の住所・氏名・年
齢・電話番号、返信の宛名欄
に代表者の住所・氏名を記入

講座・教室

催 し 物
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（　059-228-4191　 059-221-
 1093）へ

市民講座
「なっとく！法務局」

市民対話課    382-9004    382-7660

    shimintaiwa @city.suzuka.lg.jp

　津地方法務局では法務局の
業務内容について、広く市民の
皆さまに理解していただけるよう
今年も市民講座を開催します。
とき・内容　いずれも13時30
分から15時30分まで
○第1回　9月14日㈮　相続登
記について～土地の所有者
が亡くなったらどうしたらいい
の？～
○第2回　10月5日㈮　供託って
なあに？～供託制度を易しく説
明します～
○第3回　11月16日㈮　筆界に
ついて？～土地の境界はどの
ようにきまったの？～

ところ　津地方法務局　3階
大会議室（津合同庁舎内）

定　員　各40人（先着順）

受講料　無料
申込み　各回とも前日までに、
はがき、電話、ファクスまたは
直接、〒514-8503　津市丸
之内26番8号　津合同庁舎
内津地方法務局総務課   　

※はがきかファクスの場合は、住

所、氏名、電話番号、受講を希望

する回を記入してください。

※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。

問合せ　津地方法務局総務課へ

高齢者向けパソコン講座
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

    382-6092    382-6093

対　象　おおむね60歳以上の
方

とき・内容

○ワード初級講座　9月3日㈪～

7日㈮（6日を除く）　9時30分～
12時　
○デジタルカメラ・パソコン初級講
座　9月3日㈪～7日㈮（6日を
除く）　13時30分～16時
○エクセル初級講座　9月10日
㈪～13日㈭　9時30分～12時

ところ　シルバー人材センター
（市役所別館第3）
定　員　各15人（先着順）
※最低開催人数 5人

参加料　3,000円（別途テキスト
代1,000円）

申込み　8月10日㈮から27日㈪
までに、シルバー人材センターへ

※パソコンは準備します。

の8 月 納税

○国民健康保険税・・・2期

○市民税・県民税・・・2期

【納期限は8月31日(金)です】

※納税は、便利な口座振替で

　最近、「民主化の進むミャンマー」についての
ニュースが報道されています。皆さんは、鈴鹿市
が国の「第三国定住による難民の受入れ事業」
によりミャンマー難民を受け入れていることをご存
知でしょうか。「第三国定住」とは、「今いる庇護
国から、永住を許可することに同意したもう一つ
の国に難民を定住させること」をいいます。ミャン
マーには今も10万人以上の難民が登録されて
います。2005年以降、アメリカを始めとして、オース
トラリア、カナダなどが第三国定住受入国として
受け入れを進め、2010年には、新しい第三国定
住受入国として日本が受け入れを始めました。そ
して昨年3月から、ミャンマー難民(カレン族)の3家
族が鈴鹿で暮らし始めています。
　去る6月30日に文化会館で開催した「難民受入

れから　多文化共生の地域づくりへ」～第三国定
住による難民受入れ事業にかかる今後の展望と
課題について～の地域づくりシンポジウムには、多く
の市民の方 に々ご参加をいただき、難民の受け入
れに関心を寄せていただきました。（関連6ページ）
　地域の理解を得ながら、現在カレンの子どもたち
6人が、市内の小学校で地域の子どもたちと一緒
に生活しています。その中で、カレンの子どもたちは
日本語を学び、日に日に上達し、会話を楽しんでい
ます。また日本の子どもたちは、カレンの言葉や食べ
物、服装など、異文化を学ぶ機会が生まれました。
　お互いの文化を学び合い、お互いに理解し
あうことを通じて多文化共生の社会づくりを一歩
一歩進めていきましょう。

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

多文化共生社会の実現に向かって
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