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時　17時45分集合
ところ　イオンモール鈴鹿 中
央コート

定　員　10人程度
申込み　9月14日㈮までに、スズ
カフラワープロジェクト藤田
（  090-3569-0935、374-0485）へ

朝チャレ！
始めてみませんか

環境政策課    382-7954    382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　朝チャレ！とは、「朝から、気持
ちよく始める、エコ。」「夜には、ゆ
っくり休んで、エコ。」をテーマに、
朝は早く起きて、夜は早く寝ると
いう自然のリズムを心がけること
で、夜遅くまで使用していたエア
コン、テレビ、照明などの夜間の
電力消費を抑えるとともに、健全
で充実した生活習慣を推奨する
運動です。
　1日のスタートである朝が充実

すると生活にめりはりができて、毎
日をさわやかに過ごせます。皆さ
んも、この機会に自分にも地球に
もプラスになる朝型生活を始めて
みませんか。
◆朝チャレ！の効果

　1世帯において1日1時間、電
気使用を減らした場合の年間
CO2削減量
○照明　85kg
○エアコン
　・冷房　7.9kg
　・暖房　17.1kg
○テレビ　
　・ブラウン管　13.3kg
　・液　　晶　6.3kg
※環境省「朝チャレ！」ホームペー

ジから

議会報告会

議事課   382-7600    382-4876

    giji@city.suzuka.lg.jp

　市議会では新たに議会基本
条例を制定するなど、より市民に
開かれた議会になるよう取り組み
を進めています。そこで、70周年
記念の議会報告会を開催します。
と　き　10月20日㈯　13時30
分～16時

ところ　市役所本館12階　会
議室

内　容　議会基本条例につい
ての解説と質疑応答、主に9月
議会の報告と質疑応答

「企業祭」に参加する企業を
募集しています

産業政策課   382-7011    384-0868

    sangyouseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、「ものづくり産業展」
を12月8日㈯に開催します。
　その中の「企業祭」会場の展
示ブースで、自社の紹介や製品
などを展示いただく市内のものづ
くり企業を募集します。
　参加希望の企業は9月28日㈮ま
でに産業政策課へご連絡ください。
※応募多数の場合は選考

鈴鹿を花で綺麗にする
プロジェクト

企画課    382-9038    382-9040

  kikaku@city.suzuka.lg.jp

　壁面緑化や飾り花により、見る
人に癒しを与え、綺麗な鈴鹿のま
ちづくりをめざします。
　飾り花や、園芸講座を一緒に
行うボランティアを募集します。
と　き　10月1日㈪　18時～20

地籍調査(一筆地調査)が始まります

土木総務課    382-1260    382-7612   dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　市では9月18日㈫から11月21日㈬の約2カ月間、寺家四丁目、寺家
五丁目の一筆地調査を行います。

　この調査は、地
籍調査の中心的作
業です。地籍を明
確にするため、一筆
ごとの所有者、地
番、地目とともに境
界（筆界）の位置を
確認する調査です。
　調査へのご理解
とご協力をお願いし
ます。

お 知 ら せ

70周年記念事業情報

鈴鹿市地籍調査事業　寺家Ⅰ調査区計画図
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司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課    382-9004    382-7660

    shimintaiwa @city.suzuka.lg.jp

と　き　10月6日㈯　9時30分
～12時

※最終受付は11時30分

ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずか

内　容　相続登記をはじめとし
た、遺言、遺産分割協議など
相続に関する相談、贈与・売
買・担保権抹消など権利に関
する登記の相談、会社・法人
登記に関する相談、簡易裁判
所の訴訟手続に関する相談、
多重債務の相談、成年後見に
関する相談など。予約不要

問合せ　三重県司法書士会鈴
亀支部（  0595-96-8222）

無料法律相談所(四日市)を
開設します

市民対話課    382-9004     382-7660

    shimintaiwa @city.suzuka.lg.jp

　10月1日から7日までの「法の

日」週間にちなみ、裁判所・弁護
士会では無料法律相談所を開
設します。
と　き　10月3日㈬　10時30
分～15時30分

※最終受付は15時

ところ　四日市市総合会館8
階　第2会議室（四日市市諏
訪町2－2）

定　員　先着36人
相談員　三重弁護士会所属弁護士
※相談時間は1人20分程度です。

※秘密は厳守されます。

問合せ　津地方裁判所四日市
支部庶務係（  352-7151）

公証人無料相談会を
開催します

市民対話課    382-9004     382-7660

    shimintaiwa @city.suzuka.lg.jp

　10月1日から7日までは「公証
週間」です。遺言・相続・離婚・
各種契約などの無料相談会を
行います。
と　き　10月6日㈯・7㈰　10時
～16時

ところ　津合同公証役場(津市
丸之内養正町7－3山田ビル　        
　059-228-9373（要電話予約））、
四日市公証人合同役場(四日市
市朝日町1－9千賀ビル2階　        
　353-3394（要電話予約））

平成22～25年度
鈴鹿市小規模修繕工事等

希望者名簿の
随時受付をします

契約調達課    382-9039     382-9050

    keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に本社や本店を有
する法人または市内に住所を
有する個人事業主で、引き続き
2年以上営業を行っていること。
鈴鹿市入札参加資格者名簿
に現在登録がないこと。

と　き　9月24日㈪～10月5日㈮ 
（水・土・日曜日は除く）　9時～
11時　13時～16時

申込み　所定の申込書類に必要
書類を添えて契約調達課へ。

　申込書類はホームページから
ダウンロードできます。

鈴鹿市の国民健康保険被保険者証をお持ちの方へ　

　現在お持ちの保険証の有効期限は、平成24年9月30日です。新しい保険証は9月中旬から簡易書留で
順次発送予定です。新しい保険証の有効期間は、平成24年10月1日から平成25年9月30日までです。保険
証を受け取られたら、記載内容に誤りが無いかご確認ください。なお、下表の方は有効期限が異なります。

※有効期限の切れた保険証は使えません。保険年金課か地区市民センターへ返却してください。

※保険証のケースが必要な方は、保険年金課か地区市民センターでお渡ししますのでお申し出ください。

※社会保険に加入した場合、国民健康保険の喪失手続きが必要です。保険年金課か地区市民センターで手続き

してください。

対象となる方 有効期限 有効期限後の保険証

平成24年10月2日から平成25年9月30日までに
75歳の誕生日を迎える方

平成24年10月2日から平成25年9月30日までに65歳の
誕生日を迎える方で、保険証に「退職」と記載のある方

外国籍の方で、平成24年10月1日から平成25年
9月30日までに在留期間が満了となる方

誕生日の前日

誕生月の月末（1日生まれの
方は誕生月の前月末）

在留期間満了日

75歳からは保険証の発行元が変更になります。三重県
後期高齢者医療広域連合が新しい保険証を郵送します。

月末までに、有効期限が平成25年9月30日までの
保険証を郵送します。

在留期間を更新した場合、新しい保険証を郵送します。

保険年金課     382-7605     382-9455     hokennenkin@city.suzuka.lg.jp
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お 知 ら せ
○物件(4)

所在地　野町東二丁目1501番
1

地　目　宅地
地　積　1,305.54㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
5,466万9,000円

○物件(5)

所在地　野町中二丁目1808番
地　目　宅地
地　積　247.32㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
1,141万4,000円

○物件(6)

所在地　野町中二丁目2102番
地　目　宅地
地　積　959.46㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
3,884万9,000円

○物件(7)

所在地　野町中二丁目2103番
地　目　宅地
地　積　959.34㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
3,884万9,000円

○物件(8)

所在地　野町中二丁目2203番
地　目　宅地
地　積　961.72㎡
用途地域　第一種住居地域　

予定価格　（売却最低価格）　
3,754万7,000円

○物件(9)

所在地　南玉垣町字玉垣7164番
地　目　宅地
地　積　583.64㎡
用途地域　準工業地域
予定価格　（売却最低価格）　
2,229万9,000円

◆入札

と　き　 10月15日㈪　物件
（1）：8時30分、物件（2）：9時30
分、物件（3）：10時30分、物件
（4）：11時30分、物件（5）：13
時、物件（6）：14時、物件（7）：
15時、物件(8）：16時、物件（9）：
17時

ところ　市役所本館10階　
1004入札室

申込み　9月12日㈬から10月5日
㈮ （土・日・祝日を除く）までの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

※郵送による申し込みはできませ

ん。

※入札参加資格など入札参加申

込みについて詳しくは、管財営

繕課へ

◆現地説明会

と　き　9月12日㈬ 　物件（1）：
9時、物件（2）：9時30分、物件
（3）：10時、物件（4）：11時、物件
（5）：13時30分、物件（6）：14時、

　　

鈴鹿市土地開発公社
所有地を

一般競争入札により
売却します

管財営繕課    382-9675    382-8188

    kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　住宅用地や駐車場用地とし
て最適な物件です。手続き方法
などお気軽にお問い合わせくだ
さい。
○物件(1)

所在地　大池一丁目1710番38
地　目　宅地
地　積　245.71㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
1,044万3,000円

○物件(2)

所在地　大池一丁目1710番29
地　目　宅地
地　積　300.29㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
1,275万3,000円

○物件(3)

所在地　大池二丁目1720番137
地　目　宅地
地　積　93.02㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　（売却最低価格）　
281万2,000円
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※即日交付できません。

※9月5日以前に申請したい場合は、

県庁、県保健福祉事務所へ

コイヘルペスウイルス病の
まん延防止にご協力を

農林水産課    382-9017     382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

　この病気は、人体にはまったく影
響ありませんが、コイの大量死を招
く恐れがあります。そのため次のこ
とを守ってください。
○コイを持ち出して放流しない。
○コイを放流するときは、ウイルス
検査を受け、安全性を確認す
る。
　なお、河川やため池などでコイ
が死んでいたら、下記にご連絡く
ださい。
・三重県農林水産部水産資源課
（  059-224-2522）
・三重県内水面漁場管理委員会
事務局（  059-224-3036
　   http://www.pref.mie.ｌg.ｊｐ/
　sukyokyu/hp/）

所在地　下箕田一丁目377番1
地　目　宅地
地　積　301.31㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　973万円

三重おもいやり駐車場
利用証制度が10月から

スタートします

障害福祉課    382-7626     382-7607

     shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　歩行が困難な「身体に障がい
のある方」や「要介護高齢者」、
「妊産婦の方」などに、公共施設
や店舗などにある「おもいやり駐
車場区画」の利用証を交付しま
す。
　対象など詳しくは、県政だより9
月号の特集をご覧ください。本市
では、次のとおり事前申請を受け
付けます。
と　き　9月5日㈬から
ところ

○障がい者、妊産婦、歩行困難
なケガ人など：障害福祉課（市
役所本館）か地区市民センタ
ー
○要介護高齢者：長寿社会課
（市役所本館）
○妊産婦：健康づくり課（保健セ
ンター）

持ち物　障がい者手帳、介護
保険被保険者証、母子健康
手帳、医師の証明書　など

物件（7）：14時30分物件（8）：15
物件（9）：16時
ところ　売却物件所在地

鈴鹿市土地開発公社
所有地と市有地を
先着順で売却します

管財営繕課    382-9675     382-8188

    kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　一般競争入札を行ったのち、
随時売却している物件です。先
着順で申し込み受付中です。購
入を希望される方は、お問い合わ
せください。
申込み　管財営繕課（鈴鹿市
土地開発公社事務局）へ

※郵送による申し込みはできませ

ん。

※申込資格や方法など、詳しくは

管財営繕課へ

○物件(A1)　
所在地　磯山二丁目1979番1
地　目　宅地
地　積　257.51㎡
用途地域　準工業地域
売却価格　880万7,000円
○物件(A2)

所在地　下箕田三丁目378番
13

地　目　宅地
地　積　229.25㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　843万6,000円
○物件(A3)　
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図書館を休館します
図書館    382-0347     382-4000

    toshokan@city.suzuka.lg.jp

　蔵書点検のため、9月27日㈭
から10月3日㈬まで、休館します。
本の返却は、夜間返却口をご利
用ください。

自衛官を募集します
市民課    382-9013     382-7608

     shimin@city.suzuka.lg.jp

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所
（　351-1723）、自衛官募集コール
センター（　0120-063-792　12
時～20時　年中無休）

◆防衛大学校学生

資　格　高等学校卒業者(見
込み含む)で21歳未満の方

申込み　前期：9月3日㈪～10月1
日㈪、後期：1月23日㈬～2月1日
㈮

試験日　前期1次：11月10日㈯・
11日㈰、後期1次：3月2日㈯

◆防衛医科大学校学生

資　格　高等学校卒業者（見
込み含む）で21歳未満の方

申込み　9月3日㈪～10月1日㈪
試験日　1次：10月27日㈯・28㈰
◆看護学生

資　格　高等学校卒業者（見
込み含む）で24歳未満の方

申込み　9月3日㈪～10月1日㈪
試験日　1次：10月20日㈯

鈴鹿市消防団鈴峰分団が
全国大会へ出場します

中央消防署    382-9133     382-3905

    chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　7月21日、三重県消防学校で
平成24年度三重県消防操法大
会が開催されました。鈴鹿市消
防団（団長：藤田充）鈴峰分団は
鈴鹿市の代表として、12チーム
が出場した小型ポンプ操法の部
で見事に優勝しました。
　鈴鹿市消防団の優勝は、昭
和42年の三重県消防操法大会
開催以来、初の快挙です。この
結果、10月7日に東京臨海広域
防災公園で開催される第23回
全国消防操法大会に三重県代
表として出場します。
◆三重県消防操法大会結果

○優勝　鈴鹿市消防団鈴峰分
団（分団長：冨澤憲一）
　・指揮者：高野 昌志　
　・１番員：村中 孝博
　・２番員：澤田 明紀
　・３番員：谷口 剛
　・吸管補助員：近藤 誠聡
　・補欠員：前川 剛
○準優勝　いなべ市消防団
○第3位　桑名市消防団

9月10日は
｢下水道の日｣です

下水管理課    382-7636     384-3938

     gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　9月10日は、下水道の役割の
一つである「雨水対策」と関連し、
立春から数えて220日の台風シ
ーズンに当たることから、「下水

道の日」と定められています。
　この「下水道の日」は、昭和36
年、著しく遅れているわが国の下
水道の普及（当時の普及率6%）
を全国的に展開するため、「全
国下水道促進デー」として始まり、
平成13年から、より親しみのある
名称として「下水道の日」となりま
した。
　下水道が普及すると、雑排水
の排除や便所の水洗化などによ
り、道路側溝がきれいになり、蚊
やハエなどの発生を防いで伝染
病を予防し、清潔で快適な生活
環境となり、海や川がきれいにな
ります。
○公共下水道の供用開始区域
内では、家庭からの汚水を公
共下水道に流すための｢排水
設備｣を、供用開始後1年以
内に設置しなければなりませ
ん。また、くみ取り便所は、3年
以内に水洗便所に改造しな
ければなりません。
○排水設備の工事は、市の指
定を受けた｢鈴鹿市排水設備
指定工事店｣でないとできませ
ん。また、70万円を限度とした
改造資金融資あっせん制度
がありますので、指定工事店
にお問い合わせください。

※油を下水道に流すと施設を傷めた

り環境に負荷がかかります。油の

ついた食器などはキッチンペーパ

ーなどでふき取ってから洗い、油

を含んだスープ類は浮いた油を除

いてから流してください。   　

　また、事業所や飲食店の方は、｢除

害施設｣を通してから下水道に流

してください。その際、店内など

にある｢除害施設｣を確認してくだ

さい。油や残飯でいっぱいになっ

ていると十分な能力を発揮するこ

とができないだけでなく、その

お 知 ら せ
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ままにしておくと悪臭の原因にもな

ってしまいます。

※平成23年度の本市の下水道普及率

は、48.8%(平成22年度の三重県内

平均46.3 % 、全国平均75.1%)です。

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　9月30日㈰　9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　9月27日㈭・28日㈮　17
時15分～20時

ところ　いずれも納税課
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。

市営住宅の入居者を
募集します

住宅課    382-7616     382-7615

    jutaku@city.suzuka.lg.jp

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯

○ハイツ旭が丘（中旭が丘三・四
丁目）　中層耐火造4・5階建
　4戸　1万7,200円～3万
5,200円
○桜島団地（桜島町五丁目）　
中層耐火造4階建　3戸　
　1万5,200円～3万2,100円

○高岡山杜の郷（高岡台四丁
目）　中層耐火造3階建　4
戸　2万1,100円～4万2,500
円

※一般世帯の部屋には、高齢者・身

体障がい者世帯は申し込みできま

せん。

◆高齢者・身体障がい者世帯

○桜島団地（桜島町五丁目）　
中層耐火造4階建　2戸　
　1万5,200 円～3万700円
○高岡山杜の郷（高岡台四丁
目）　中層耐火造3階建　
　1戸　2万300円～3万9,900円
◆世帯区分なし（1階から3階)
○潮風の街磯山（東磯山二丁
目）　中層耐火造3･4階建　
　3戸　2万4,800円～4万9,600円
※家賃は申込者の世帯所得を基準に、

算定します。

申込資格　次の要件すべてに
該当する方

１.市内に在住または勤務してい
る方

２.同居する親族（婚約者を含む）
がいる方

３.現に住宅に困っている方
４.市税の滞納がない方
５.公営住宅法に定める基準以
下の収入の方

６.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件をすべて

満たし、60歳以上の方がいる世帯

が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1

と3から6をすべて満たし、1級から

4級までの身体障がい者がいる世

帯が対象です。

申込み　9月10日㈪から21日㈮
　（土・日曜日を除く8時30分から
17時15分）に、所定の申込書
類に必要書類を添えて、直接
住宅課へ

※案内と申込書類は、9月10日(月)か

ら配布します。

※応募多数の場合は、11月中旬に抽選

で決定します。

入居時期　11月下旬(予定)

※障がい者世帯、母子世帯など優先措

置を受けられる世帯がありますので、

申し込みの際に申し出てください。

※募集戸数、内容については、状況に

より変更する場合があります。

特定の血液製剤により
Ｃ型肝炎ウイルスに
感染された方へ

給付金のお知らせです
健康づくり課    382-2252     382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　出産や手術における大量出血
などの際に、特定の血液製剤を投
与されたことによって、Ｃ型肝炎ウ
イルスに感染された方に、給付金
を支給する制度があります。
　請求手続は、平成25年1月15日
までです。
相談電話　0120-509-002（平日9
時半～18時）

※厚生労働省のホームページもご覧く

ださい。

鈴鹿市公式ツイッターを
フォローしてください

秘書広報課    382-9036     382-9040

    hishokoho@city.suzuka.lg.jp

アカウント名

　suzuka_city
配信する情報　災害情報、防犯
情報、イベント情報、市内行事
の写真などを配信します。
　大手メディアではあまり取り上げ
　られないような、地域に密着した
　情報を配信します。
※ツイッターサービス自体については、

Twitter公式ナビゲーター「ツイナビ」

のホームページをご覧ください。
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　200円　各日100人
○鈴鹿墨と伊勢形紙の実演、展
示販売

入場料　無料
問合せ　鈴鹿市伝統工芸士会
（鈴鹿市伝統産業会館内）
   （  386-7511)
※月曜日は休館

みえ防犯キャンパス
地域課    382-9022     382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

　学生たちによる防犯啓発イベ
ントが開催されます。
と　き　9月30日㈰　13時～16
時（12時30分開場）

ところ　ふれあいセンター　ふ
れあいホール

内　容　
○事例発表「学生IN地域～こ
れからの防犯活動～」
○アトラクション「音楽を聴いて、
楽しく防犯していこう」など

定　員　200人
参加料　無料
申込み　三重県環境生活部 
交通安全・消費生活課
　（  059-224-2664　　　　      anzen@
　pref.mie.jp）か鈴鹿市地域課
へ

平成24年度鈴鹿市
小・中学校児童生徒

科学作品展
指導課    382-9028     383-7878

    shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月15日㈯～18日㈫　
10時～17時

※18日は14時まで

ところ　鈴鹿ハンター1階　セ
ンターコート

内　容　市内の小・中学校の
児童生徒が、興味、関心をもっ
て取り組んだ観察や実験など
の研究記録、植物や動物など
の採集標本、創意工夫した実
験器具や装置など、各学校の
代表作品を展示します。

入場料　無料

第12回
「墨と形紙の祭典」
鈴鹿市伝統工芸士展

～伝統工芸の伝承と絆～
産業政策課    382-9045     382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月29日㈯・30日㈰　9
時30分～16時

※30日は15時まで

ところ　伝統産業会館
内　容　
○鈴鹿病院の作品展示
○ＬＥＤ形紙あかりの製作
　無料　各日150人
○にぎり墨の製作
　無料　各日100人
○ミニ色紙彫り
　無料　各日100人

　　

緊急事態発生時における
試験放送を実施します

防災危機管理課    382-9968     382-7603

    bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市では、大規模な自然災
害や武力攻撃などの緊急事態
が発生した際、「全国瞬時警報
システム」(Ｊ－ＡＬＥＲＴ)によって、
国から送られてくる緊急情報を
防災行政無線や鈴鹿ヴォイスＦ
Ｍ78.3MHzなどを使って関係機
関や市民の皆さんにお伝えしま
す。今回、その試験放送を行いま
す。
対　象　鈴鹿ヴォイスＦＭをお
聞きの方、緊急防災ラジオをお
持ちの方

と　き　9月12日㈬　10時から
ところ　市内全域
放送内容　
1.「これは、試験放送です」×3回
放送
2.「こちらは、鈴鹿市災害対策本
部です」
3.下りチャイム
※この試験放送は、ＦＭ放送を受

信できるラジオでお聞きいた

だけます。

※緊急防災ラジオをお持ちの方は、

防災ラジオが自動起動し最大

音量で放送されます。事前に

電源(乾電池)の確認をお願いし

ます。

お 知 ら せ
催 し 物
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○徒歩・自転車の方：開始時刻ま
でに直接沼沢へ

定　員　受け付け順に、第1班
20人、第2班20人に割り振りま
す。

※定員になり次第締め切り

持ち物　水筒、タオル、帽子、虫
よけスプレーなど

※雨天時には雨具や長靴をご持参く

ださい。

申込み　9月12日㈬8時30分か
ら、電話で文化課へ

※1グループ3人まで

おイモを掘って食べて
科学も学べる「収穫祭」

企画課    382-9038     382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿ブレインヴィレッジでのおイ
モの収穫祭と、鈴鹿高専（みえ
サイエンスネットワーク）での科学
体験がセットとなったイベントです。
対　象　小・中学生
と　き　9月29日㈯　9時～17時
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
内　容　鈴鹿ブレインヴィレッジ
のニューファーム（石薬師開墾
地）でのイモ堀体験と試食会
と、鈴鹿高専でロボットやソー
ラーカー、風力発電、燃料電
池、炭と電気の実験など

定　員　40人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月28日㈮までに、電子
メールで、件名を「収穫祭
2012申込み」として、氏名（ふ
りがな）、学校名、学年、保護
者氏名、郵便番号、住所、電

白子街道ウオーク
白子公民館    388-1920     388-1920

　江戸時代に、参宮街道は伊勢
詣の旅人でにぎわっていたことに
思いを馳せ、「江戸」をテーマに
仮装して街道を楽しくパレードし、
交流を図りましょう。
対　象　鈴鹿市民の方
と　き　10月20日㈯10時～14
時　雨天21日㈰

ところ　白子公民館
内　容　勝速日神社から寺家
会館を経由して白子公民館ま
での約4kmをパレードします。
参加者を対象にコンテストを開
催し受賞者には賞品を授与し
ます。公民館とその周辺では
各種体験コーナー・出店・展示
などを開催します。

定　員　100人（パレード参加者）
参加料　無料
申込み　パレードに参加希望の
グループ・個人の方は、10月1日
㈪までに、所定の申込書に必
要事項を記入の上、白子公民
館へ

第4回金生水沼沢植物
群落観察会を開催します

文化課    382-9031     382-9071

    bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月22日㈯（雨天決行）
8時30分（第1班）、10時30分
（第2班）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563番地・西條町675
番地）

集　合　
○自家用車の方：飯野地区市民
センター（西條町463番地）へ。
第1班は8時、第2班は10時に
集合してください。

※集合後、沼沢近くの2カ所の駐

車場へ移動します(現地付近の道

路は駐車厳禁)。

話番号、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
   （   sangaku@jim.suzuka-ct.
    ac.jp　368-1701・1717
       387-0338） へ

人間関係トレーニング
～人々のなかの私～

男女共同参画課    381-3113     381-3119

    danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　対人やチーム・組織での人間関
係を促進する関わり方を３回連続
講座で学びます。年齢・性別は問
いませんが、3回とも出席できる方
に限ります。
と　き　10月11日㈭・25日㈭・11
月8日㈭　いずれも10時から12時

ところ　男女共同参画センター
講　師　米田 奈緒子さん　他
（家庭教育研究センターFACE）
定　員　30人(先着順)
参加費　無料
託　児　先着10人程度　1歳～
未就学児　無料

申込み　9月11日㈫9時から30日
㈰17時までに、氏名、電話番号
を記入の上、電話、ファクス、電
子メールまたは直接、男女共同
参画課へ

※託児を希望する場合は、お子さんの

氏名・年齢・住所をご連絡ください。

企画・運営　男女共同参画セン
ター登録団体「家庭教育研究
センターFACE」

講座・教室
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講座・教室
県営鈴鹿スポーツガーデン

短期教室・イベント

県営鈴鹿スポーツガーデン

372-2250     372-2260

   http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆短期教室

申込み　9月8日㈯から受け付
け(先着順)。参加料を持参の
上、直接水泳場窓口へ。体験
ダイビングのみホームページか
らも受け付けます。

○体験ダイビング 

　ボンベを使用した本格的な体
験です。プールなので安心して受
講していただけます。
対　象　8歳以上
と　き　9月16日㈰　19時～20
時30分

定　員　9人
参加料　3,500円
○飾り巻き寿司教室 

　季節のものやキャラクターなど
かわいい巻き寿司を作ります。

勤労青少年ホーム後期教養講座  勤労青少年ホーム    387-6125     388-1223

　勤労青少年ホームでは、働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高める目的
で各種教養講座を開いています。
対　象　平成24年4月1日現在で35歳以下の勤労青少年
申込み　9月11日㈫から13日㈭の各講座の開講曜日の9時30分から20時に、教材費を添えて、直接勤労
青少年ホームへ

※申込者多数の場合は、受付日当日20時に抽選を

　行います。

※定員に満たない講座は随時受付けます。9月末

　時点で申込者が各講座の定員の3分の1に達しな

　い講座は開講をとりやめることがあります。

※開講後に教材費以外の実費をご負担いただく講

　座があります。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いは

　各講座毎に異なります。

※10月9日(火)から順次開講します。

※サークルは随時募集しています。

家族の会三重県支部事務局
（  370-4620)

ホームヘルパー2級講習

長寿社会課    382-7935     382-7607

    chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　離職者などを対象に、就労支
援と福祉人材の確保を目的とし
ています。
対　象　県内に住民登録して
いる満65歳未満の方

受講期間　10月23日㈫～12月
21日㈮

受講場所　三重県社会福祉会
館(津市桜橋)ほか

定　員　50人（応募者多数の
場合は抽選）

受講料　無料（テキスト代など一
部自己負担が必要）

申込み　9月4日㈫から10月4日
㈭（必着）までに、三重県社会
福祉協議会（  059-227-5160）
へ

　　

世界アルツハイマーデー
記念講演会

長寿社会課    382-7935     382-7607

    chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　若年性認知症をテーマに、現
状と支援の課題について講演
会を開催します。
と　き　9月22日㈯　13時30分
～16時

ところ　文化会館　第一研修室
内　容　

○第1部　記念講演　13時50
分～14時50分　講師：木田 
博隆さん（三重大学大学院医
学系研究科）
○第2部　介護体験発表　15
時～16時　発表者：家族の会
会員

参加料　無料
定　員　80人（先着順）
申込み　（公社）認知症の人と

◆後期教養講座・サークル（教材費は全回分）

木曜料理 24 18時30分～20時30分 14 1万1,000
着物の着装 女10 18時30分～20時30分 14 無料

写真 15 19時～20時30分 12 4,000
随時 中級茶道サークル 水 － 18時30分～20時30分 1 700

木9月13日

受付日 講座名 曜日 受講時間定員（人） 回数 教材費（円）
茶道（表千家） 15 18時30分～20時30分 14 5,000
パン・お菓子 20 18時30分～20時30分 12 1万
華道（池坊） 20 18時30分～20時30分 14 1万2,000
レクリエーション 15 19時～20時30分 14 2,500

陶芸 15 18時30分～20時30分 14 5,000
英会話 20 19時～20時30分 14 2,000

9月12日

火

水

9月11日
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と　き　9月15日㈯　10時～15
時

ところ　鈴鹿スポーツガーデン
体育館

※13時から、三重大学ジャグリング部

「ジャグリアーノ」のパフォーマン

スがあります。

わくわくファミリーキャンプ

鈴鹿青少年センター

378-9811     378-9809

 suzukayc@mecha.ne.jp

　親子で宿泊を共にし、レクリエ
ーション、野外活動、そして、今年
は防災もテーマに加えたプログラ
ムで、アウトドアの基礎を体験しま
す。親子のふれあいを通して、家
族の絆をより深めましょう。
対　象　小中学生とその家族
と　き　10月13日㈯・14日㈰　

　日本は、世界で唯一の核被爆国です。永久に
戦争の放棄を誓った国として「持たず・作らず・持ち
込ませず」の非核三原則を掲げています。
　最も悲惨な体験を風化させないために、被
爆体験の継承により、平和の尊さを訴える必
要があることから、今年も7月27日から29日まで
「2012平和への祈り展」を開催し、多数の方
にご来場いただきました。
　当日会場でのアンケートの感想の一部を紹
介します。

◯原爆の事をよくしりました。とってもひさんだ
　ったと感じました。（小学生）
◯戦争のない時代に生まれた、自分と自分の子

どもの恵まれた環境に感謝しながら、戦争の
ことは絶対に忘れてはいけないと思いました。
（成人）
◯私も軍歴2年、台湾で終戦を迎え、昭和21年
　4月復員致しました。2度とみじめな、この様
　な事が無いよう望みます。（成人）

　あらためて平和への思いを感じていただけ
たのではないでしょうか。
　世界では、今もなお、各地で武力紛争など
が絶え間なく起こり、多くの尊い命が奪われる
などの人権侵害が起こっています。
　今一度、一人ひとりが平和について願い、考
える必要があるのではないでしょうか。

平和を感じ考える

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の9 月 納税

○国民健康保険税・・3期

【納期限は10月1日(月)です】

※納税は、便利な口座振替で

対　象　一般成人
と　き　9月18日㈫　13時30分
～15時

定　員　15人
参加料　2,600円（材料費込）
○ベビービクス＆ママビクス 

赤ちゃんと一緒にエクササイズ
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さまと母親

と　き　9月19日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時

定　員　各30組
参加料　1,000円
○リトミック体験会　
　親子で体を動かし、音楽遊び
を通してリズム感を身につけます。
対　象　①3・4歳　②1・2歳
と　き　9月20日㈭　①10時～
10時50分　②11時～11時50
分

定　員　各15人
参加料　1,100円
◆イベント

○第5回フリーマーケット

1泊2日
ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺

参加料　小中学生3,500円、保護
者4,500円

定　員　15家族(応募多数の場
合は抽選)

申込み　9月7日㈮から28日㈮の
17時までに、所定の用紙で県立
鈴鹿青少年センターへ
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