
ロボットスーツHAL R

福祉用
着用トレーニング費用の

一部を助成します
障害福祉課    382-7626     382-7607

　みえライフイノベーション総合
特区（鈴鹿拠点）における｢ロボ
ットスーツHAL R福祉用｣着用
のトレーニングを開始します。
　ロボットスーツHAL R福祉用
は、下肢に障がいのある方々や
脚力が弱くなった高齢の方々の
脚力・歩行機能をサポートする
動作支援ロボットです。
　下記の重度障がい者の方に
対して、着用トレーニング費用の
一部助成を行います。
助成対象　市内に住所を有し、
　かつ身体障害者手帳の下肢
　または体幹機能障がいの1・2
　級の方
トレーニング開始　9月5日㈭
　から
トレーニング場所　鈴鹿医
　療科学大学白子キャンパス
　内　鈴鹿ロボケアセンター
　トレーニング施設（サイバーダイ
　ン㈱100％出資子会社）
助成内容　1回あたりのトレーニ
　ング（60分コース）の10回分
※本市助成事業とタイアップし

た特別メニューです(専用トレ

ーニングパンツの無償貸し出

しなど)。

助成申込み　8月26日㈪から障害 
　福祉課で受け付けを開始します。
※トレーニングを受けられるか

否かは、鈴鹿ロボケアセンタ

ートレーニング施設内での初

回カウンセリング(有料　税込

2,000円)の結果によりますの

で、ご留意ください。

※トレーニングについての問合

せ、予約受け付けは、鈴鹿ロ

ボケアセンタートレーニング

施設（  389-7762）へ

　　みえライフイノベーション総合

特区とは、県内の医療系ネット

ワークを活用しながら、三重

大学を中心に統合型医療情報

データベースを構築し、地域

産業の活性化を目指す取り組

みです。県内に6つの地域拠点

が設置され、鈴鹿市はその一

つに位置付けられています。

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

　児童扶養手当の受給資格者
（母子家庭の母など）は、8月30
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、資
格を喪失します）。
※日曜窓口を開設する予定です。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5日

(月)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。

※住所や氏名、家族構成などに変更が

あった場合は、市民課での手続きと

は別に、子育て支援課への届出が必

要です。この届出をしていないと、

現況届の案内が届きません。また、

法律に基づき、手当の支払いを差止

めることがありますので、該当され

る方は、至急子育て支援課までご連

絡ください。

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

　8月14日㈬、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

夏季の節電・省エネ対策に
ご協力を

環境政策課     382-7954     382-2214

　夏季は、冷房の利用などでエ
ネルギー消費が増大します。特
に、日中（13時～16時頃）に最大
ピークとなる傾向にあり、そのうち
エアコンが約半分を占めています。
　熱中症などに十分注意し、無
理のない範囲での節電・省エネ
の取り組みをお願いします。
○エアコン

・室温は28℃を目安にする。　
　（設定温度を2℃上げた場合）
　⇒10％削減
・｢すだれ｣や｢よしず｣などで
　窓からの日差しを和らげる。
　⇒10％削減
・無理のない範囲でエアコンを
　消し、扇風機を使用する。
　⇒50％削減
※除湿運転やエアコンの頻繁な

オン・オフは、電力の増加にな

る場合があります。

○照明

・日中は不要な照明を消す。
　⇒5％削減
○冷蔵庫

・設定を｢強｣から｢中｣に変え、扉
　を開ける時間をなるべく減らし、食
　品を詰め込みすぎないようにする。
　⇒2％削減

○テレビ

・省エネモードに設定するととも
　に、画面の輝度を下げ、必要
　な時以外は消す。
　⇒2％削減
※○％削減の数字は、経済産業省

が作成した｢夏季の節電メニュ

ー(ご家庭の皆様)｣に基づきます。
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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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幼稚園児を募集します
学校教育課    382-7618     382-9054

◆市立幼稚園

募集園児

○4歳児　市内に在住し、平成
　21年4月2日から平成22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
　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
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
　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、10人程度であれば

開園します。　

※｢鈴鹿市立幼稚園再編整備計画

( 案 )｣が現在検討されているた

め、一部の園にあっては、開園

されない可能性があることを

ご承知ください。

申込み　9月2日(月)から20日㈮
　まで（土・日曜日、祝日を除く、8
　時30分～17時）に、｢入園願｣
　（8月1日から各幼稚園で配

　布）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26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7日㈬から
願書受付　9月2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

交通安全対策会議
公募委員を募集します

地域課    382-9022     382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

　本市では、鈴鹿市交通安全
条例に基づいて、鈴鹿市交通
安全対策会議を設置していま
す。市が実施する交通安全に
関する総合的な施策の審議を
行う会議に、市民の皆さんのご

意見を反映するため、委員の公
募を行います。
　交通事故のない社会実現の
ために一緒に考えていただける
方のご応募をお待ちしています。
対　象　市内に在住、在勤、
　在学の18歳以上の方
開催回数　年数回程度
募集人員　2人
任　期　平成25年11月から2 
　年間
報　酬　本市規定により支払
　います。
申込み　9月5日㈭（17時必着）
　までに地域課、地区市民セン 
　ターに備え付けの申込書に必
　要事項を記入の上、｢鈴鹿市
　の交通事故はどうすれば減
　らせるか｣をテーマに800字
　程度にまとめた作文を添えて、
　地域課へ直接持参か郵送、
　電子メールで
※申込書は、市ホームページからも

入手できます。

鈴鹿市私立幼稚園協会

 

 

すずか幼稚園 　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） 

くくらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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平成26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

◆平成26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22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）、消防本部（消防）
申込み　8月5日㈪から29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29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、80円切手を貼った

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。申込書は、市ホームページ「職員採用」からも入手できます。

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 

（身体障がい者）

2人程度 
、

企画、庶務、予

算、経理、調査

指導等の一般行

政事務 

○身体障害者手帳の交付を受けている方 

○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53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26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

いることが必要です。

事務 2 

16人程度 

－ 
 

技術 

（土木） 

5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 

技術 

（機械） 

1人程度 

機械に関する技

術的業務 

  

 

保育士 

3人程度
 幼児の保育業務 

 
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26年 3月末日までに取

得見込の方 

 

 昭和58年4月2日以降

の生まれの方 

幼稚園教諭 

1人程度 

消防 

2人程度 

火災予防、救急、

救助、消火活動

等の消防業務 

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 

 

労務職員 

（調理員） 

1人程度 

学校、保育所等

での給食の調理

など 

調理師免許を取得している方または平成

26年3月末日までに取得見込みの方 

昭和53年4月2日以降

の生まれの方 
－ 
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　工場等における省エネ空調技術
○三惠工業㈱　次世代折りた
　たみ椅子座パット結合方法の
　研究
○㈱プリンシプル　グローバル
　商品化を目指したプラズマ式
　内視鏡保管庫の開発・試作
※この制度は、次世代産業に関し

て、産学、研究機関などの連携

による研究開発の強化と市内製

造業の活性化を図るため、事業

者などが行う新技術の研究開発

を補助する制度です。

鈴鹿亀山道路
100人協議会の参加者を

募集します

土木総務課    382-9072     382-7612

　市民の意向を反映した道路
整備や道路サービスの向上の
ため、鈴鹿市・亀山市を中心とし  
た三重県内の幹線道路網のあ
り方について広く意見を求める
ための集いを開催します。
対　象　市内在住または在勤
　で、第1回と第2回（①～③のい 
　ずれかの会議）に参加できる方
とき・ところ

○第1回　9月1日㈰15時～17
　時30分　鈴鹿市文化会館
　さつきプラザ
○第2回　①11月13日㈬18時
　～20時　亀山市役所　3階
　大会議室、②11月14日㈭18
　時～20時　鈴鹿市役所　
　12階1203会議室、③11月17
　日㈰15時～17時　三重県庁
　講堂
定　員　100人程度
※応募多数の場合抽選

参加料　無料
申込み　8月1 6日㈮までに、
　県ホームページ（   http://www.
　pref.mie.lg.jp/doroki/hp/
　johosys/）から。

 または県道路企画課、市土木    
　総務課に備え付けの申し込
　み用紙で　
問合せ　三重県道路企画課  
　（  059-224-2739）

原爆の日と終戦記念日に
黙とうを

生活支援課    382-9012     382-7607

　8月6日㈫、9日㈮に、広島市と
長崎市で、原爆死没者の冥福
と世界恒久平和を願う式典が
行われます。
　また、8月15日㈭には日本武道
館で、先の大戦において亡くなら
れた方 を々追悼し、平和を祈念
するため、全国戦没者追悼式
が行われます。
　それぞれの式典の中で、1分
間の黙とうが捧げられるのに合
わせ、皆さんも、恒久平和の実
現を願い、ご一緒に黙とういただ
きますようお願いします。
○広島市
　8月6日㈫　8時15分から
○長崎市
　8月9日㈮　11時2分から
○全国戦没者追悼式
　8月15日㈭　12時から

｢さぁ、きっともっと鈴鹿。｣
ロゴマークを
ご利用ください

企画課    382-9038     382-9040

　鈴鹿市都市イメージキャッチ
コピーのロゴマークができました。
　ポスターやチラシ、名刺など幅
広くご利用いただけますので、
鈴鹿市をＰＲしていただく際にぜ
ひご活用ください。デザインのデ
ータは市ホームページから入手
できます。
　なお、利用にあたっては、ホー
ムページに掲載の使用マニュア
ルに従ってご利用ください。

展望ロビーと
市民ギャラリーの

一般開放を休止します

管財営繕課    382-9009     382-8188

　8月17日㈯、24日㈯、25日㈰、
31日㈯、9月1日㈰は工事のため、
市役所本館15階展望ロビーと1
階市民ギャラリーの一般開放を
休止します。当日はご利用いた
だけませんのでご了承ください。

70歳になるとがん検診の
自己負担額が変わります

健康づくり課    382-2252     382-4187

　市が実施する胃・前立腺・子
宮がん検診について、70歳にな
る年度（4月1日から翌年3月31日
まで）から、がん検診自己負担額
が500円になります。肺・大腸・乳
がんは変更ありません。
　また、市民税非課税世帯の
方、生活保護世帯の方は無料
です（前立腺・乳がん検診、たん
の検査は除く）。
※70歳以上の市民税非課税世帯の

方は、8月上旬に送付される介護

保険納入通知書の保険料段階

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。

モノづくり元気企業
支援事業補助金の

交付先が決まりました

産業政策課    382-7011     384-0868

　本年度の交付先は次のとお
りです。
○㈱エース設備　園芸培土
　造粒システムの開発
○ＭＤＩ㈱　エアコンに代わる

お 知 ら せ
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納税の夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

と　き　8月29日㈭、30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。

銃砲刀剣類登録審査会が
開催されます

文化課    382-9031     382-9071

と　き　8月27日、11月19日、平  
　成26年1月21日の各火曜日
受付時間　10時～11時30分、
　13時～14時　
ところ　三重県津庁舎（津市
　桜橋3-446-34）
手数料　新規登録：1件6,300円、
　登録証再交付：1件3,500円
※三重県収入証紙でお願いします。

問合せ　三重県教育委員会
　事務局　社会教育・文化財
　保護課（  059-224-2999）
※尾鷲庁舎での別日程もあります。

市営テニスコートの
一部工事を行います

市立体育館    387-6006     387-6008 

　江島総合スポーツ公園の一
部コートの人工芝張り替え工事
を行うため、期間中は使用コート
の制限を行います。
工事期間　8月6日㈫～15日㈭
　（雨天時順延あり）
使用可能コート　1番、6番～
　12番    

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     368-1685

　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。
　口座振替手続きは、お客さま
番号の分かるもの（検針票など）、
通帳、通帳届出印を持参の上、
金融機関でお願いします。
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㈱（水道局内　
　　368-1671）

国民年金保険料の
お支払いは

便利な口座振替を
ご利用ください

保険年金課    382-9401     382-9455

　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)は、毎月納付(翌月
末振替）・毎月現金納付の保険
料より50円割安となります。1年・6
カ月（上半期・下半期）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もの）、
通帳、通帳届出印を持参の上、
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25年8

月末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1,030円安くなります。　

問合せ　津年金事務所　国   

　民年金課（  059-228-9188）

栄公民館で
巡回相談を行います

市民対話課    382-9004     382-7660

　行政相談委員と公証人がご                                       
相談をお受けします
と　き　9月5日㈭　13時～15  
　時（予約不要）
内　容

○行政相談委員　国の機関に
　対する要望について
○公証人　公正証書の作成に
　ついて
※公正証書とは、法律に従って作成

する公文書で、裁判などで強い

証拠になります。遺言書、金銭貸

借に関する契約書、土地建物の

賃貸借契約書などがあります。

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

と　き　8月20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

不動産公売が行われます

納税課    382-9008    382-7660

　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。
と　き　8月27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/）
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申込み　9月6日㈮（郵送の場
　合は消印有効）までに人権政
　策課へ

国際交流などを実施する
団体の活動を支援します

(公財)鈴鹿国際交流協会

   383-0724    383-0639

　協会の賛助会員が、国際交
流・国際親善・多文化共生など
を目的とする活動に、1団体10万
円を上限に支援します。
※賛助会員にはいつでも加入でき

ます。(賛助会費：1万円(企

業・団体)、2,000円(個人))

対象団体　団体・企業賛助会
　員、個人の賛助会員5人以上
　で構成する団体、協会にボラ
　ンティア登録している人数5人
　以上で構成する団体
募集団体数　6団体以内
対象事業要件　平成25年度に
　実施予定の事業で、参加の
　機会が市民に開かれている
　こと
※詳細は、事業支援補助金交付要

綱に基づきます。

申込み　8月30日㈮までに、事
　業計画書と収支予算書を持
　って、直接、鈴鹿国際交流協
　会へ

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

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。
　　大手メディアではなかなか
　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。

教育講演会
教育研究所    382-9056     383-7867

　梶田叡一さん（奈良学園理
事・元中央教育審議会副会長、
元文部科学省全国的な学力調
査に関する専門家会議座長、
元兵庫教育大学長）による講演
会を開催します。
　市内の幼稚園・小中学校の
教職員が集い、｢生きる力｣を支
える｢確かな学力｣とは何か、ま
た、｢確かな学力｣を支える言葉
の力や活用力の育成のあり方
について学びます。
 一般の方も参加できますので、
ぜひお越しください。
と　き　8月20日㈫　13時30
　分～16時
ところ　市民会館
テーマ　｢確かな学力｣に支え
　られた｢生きる力｣の育成を

第4回天体観望会
～望遠鏡で夏の大三角を

探そう～
文化会館    382-8111     382-8580

　夏の星座と金星の解説を行
います。
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴

と　き　8月17日㈯　19時～
　20時30分
ところ　文化会館屋上天体
　観測場、プラネタリウム 
定　員　150人（先着順）　
参加料　無料
申込み　当日18時30分から、
　文化会館2階プラネタリウムギ
　ャラリーへ
※曇天や雨天時は中止します。当

日の16時30分に判断しますの

で文化会館へお問い合わせく

ださい。

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

が行われます
指導課    382-9028     383-7878

対　象　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育諸学
校への就学を猶予または免除さ
れた方など
と　き　10月28日㈪　10時～
　15時40分
ところ　三重県庁　講堂棟3
　階　第131・132会議室　（津
　市広明町13番地）　
試験科目　国語・社会・数学・理
　科・外国語（英語）　
願書受付期間　8月28日㈬～9
　月13日㈮（消印有効）
問合せ　三重県教育委員会
　事務局　高校教育課　キャ    
　リア教育班（  059-224-2913）

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

　研修会の参加経費を市の規
定に準じて助成します。
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

①部落解放研究第47回全国
　集会（香川県高松市）　11月
　6日㈬～8日㈮
②第65回全国人権・同和教育
　研究大会（徳島県徳島市）
　11月23日（土・祝）・24日㈰
③第28回人権啓発研究集会
　（津市・四日市市）　平成26
　年2月6日㈭・7日㈮
※③は資料代のみが助成対象

定　員　若干名
※予算の範囲内。応募者多数の場

お 知 ら せ

催 し 物
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トイなおす
(おもちゃ病院)

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

　お子さん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お持ち込
みください。当日都合の悪い方は、
事前に廃棄物対策課までお持ち
込み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

に取りに来てください。

と　き　8月25日㈰　10時～ 
　15時（受付は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

などは修理できません。

企画展｢伊勢型紙
－摺絵とやきもの－｣

文化課    382-9031     382-9071

　伊勢型紙技術保存会製作の
伊勢型紙復刻作品や見本染め、
型紙で絵付けをした陶磁器、江
戸小紋染めの着物、古代型紙
などを展示します。
と　き　8月22日㈭～25日㈰　
　10時～16時（最終日は15時まで）
○彫刻実演　8月24日㈯、25日
　㈰　13時～15時
○彫刻体験は随時実施（小学4
　年生以上）
ところ　伊勢型紙資料館（白子
　本町21－30　 368-0240）
入館料　無料
主　催　国認定重要無形文化財
　保持団体 伊勢型紙技術保存会

     鈴鹿高専のロボット
｢エンペラー｣と遊ぼう

考古博物館    374-1994     374-0986

　ロボコン出場ロボット｢エンペ
ラー｣のパフォーマンスをお楽し
みください。
と　き　8月11日㈰　1回目11
　時から、2回目15時から
ところ　考古博物館　ホール
協　力　鈴鹿工業高等専門学校
観覧料　無料　　
※操作に協力していただく小学3

年生以上(各回5人)を抽選で決

めます。ご希望の方は開始の

15分前にエントランスにお集

まりください。

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8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23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・氏名を記入の上、
　考古博物館（〒513-0013　国
　分町224)へ。電子メールでも
　受け付けます。
※はがき1枚につき2人まで

※応募多数の場合は抽選

第6回千代崎海岸
クリーン大作戦 

廃棄物対策課   382-7609    382-2214

と　き　8月25日㈰　10時～
　12時
ところ　千代崎海岸海水浴
　場　西側から白子方面
内　容　海岸清掃
参加料　無料
後　援　三重県、鈴鹿市
申込み　鈴鹿魂（   zenrikishake
　@gmail.com）

第20回鈴鹿市
グラウンド・ゴルフ大会
スポーツ課    382-9029     382-9071

対　象　市内在住の小学5年
　生以上
と　き　9月23日（月・祝）（予備
　日29日㈰）
ところ　県営鈴鹿スポーツガー
　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30日㈮（必着）まで
　に、スポーツ課、公民館、地区
　市民センターに備え付けの申
　込用紙に氏名・性別・年齢・連
　絡先を記入の上、〒513-0045
　北堀江二丁目14－1　鈴鹿
　市グラウンド・ゴルフ協会　大
　川正彦宛て
◆代表者会議

と　き　9月13日㈮　13時30
　分から
ところ　市立体育館　大会
　議室

すり　え
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子育て支援課    382-7661     382-7607

対　象　子育て支援団体等関
　係者（乳幼児などの保護者を
　含む）
と　き　8月24日㈯　10時～
　12時
ところ　男女共同参画センタ
　ー　ホール
内　容　調査報告と意見交換会
コーディネーター　松井真
　理子さん（四日市大学教授）
参加料　無料
問合せ　特定非営利活動法人
　21世紀の子育てを考える会.
　鈴鹿（  090-1415-3749）

笑いとこころの
健康づくり講演会

｢笑い上手は、生き方上手｣
健康づくり課    382-2252     382-4187

　笑いの伝道師として精力的
に活動されている方の講演会
です。講演後、メンタルパートナ
ー養成講座を行います。
と　き　9月4日㈬　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（南玉垣町6600）
講　師　橋元慶男さん（鈴鹿
　医療科学大学医療福祉学
　科臨床心理コース教授）
定　員　200人
参加料　無料
申込み　8月8日㈭から、市健康
　づくり課、鈴鹿保健所（　382-
　8672）で整理券をお渡しし
　ます。

ところ　鈴鹿工業高等専門
　学校
定　員　80人　
②｢理系女子が働く職場訪問｣

と　き　8月27日㈫　9時30分
　出発
集合場所　鈴鹿工業高等専門
　学校
定　員　40人
申込み　8月20日㈫までに、件
　名｢理系のたまご2013申込み｣と
　し、本文に、希望講座の番号
　（①・②）、郵便番号、住所、
　氏名（ふりがな）、電話番号、
　学校名・学年、保護者名、保
　護者・先生の参加の有無を記
　入の上、電子メール（　tamago
　2013@jim.suzuka-ct.ac.jp）で
問合せ　鈴鹿高専総務課・地域 
　連携係（　368 - 1701（内線
　1717）　387-0338）

セイロン瓜 de
夕涼みイベント

企画課    382-9038     382-9040

　大きく成長したセイロン瓜の
栽培見学、留学生との交流会
など、子どもたちも楽しめるイベ
ントです。夜には鈴鹿の夜景を
楽しんでください。
と　き　8月10日㈯　14時～      
　20時　
ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
　短期大学
内　容　セイロン瓜探検、セイ
　ロン瓜料理、プレ写真コンテス
　ト、各種出店（予定）
会　費　無料（一部有料）
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学　　
　（  372-3900）
※詳しくは大学ホームページ

　(　http://www.suzuka-iu.ac.jp/)

　をご覧ください。

国際理解料理講座
｢本場中国の餃子作り｣

(公財)鈴鹿国際交流協会

  383-0724     383-0639

      sifa@mecha.ne.jp

　中国のお話をたくさん聞きな
がら、本格的な餃子作りをしませ
んか。
と　き　9月8日㈰　10時～14時
ところ　文化会館　調理室
　講　師　房こうこうさん（天津
　市出身、鈴鹿国際大学卒）
定　員　32人（先着順、賛助
　会員優先）
参加料　一般800円、賛助会員
　500円
申込み　8月30日㈮必着で、
　はがき、ファクス、電子メールで、
　郵便番号、住所、氏名、電話
　番号を記入の上、協会（〒513-
　0801　神戸1-18-18）まで

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

　理系女子の活躍する場（就職
先）は、予想以上にたくさんあります。
 ｢理系｣とはどんなことをするの
か、どんな就職先があるのかよく
分かるイベントを開催します。
対　象　女子中高生
参加料　無料
①｢理系分野で活躍する女性の 

　講演会｣

と　き　8月23日㈮　9時30分
　～16時30分

催 し 物
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　れの輝き｣
定　員　100人
参加料　無料
問合せ・申込み　9月10日㈫ 
　までに、すずか生涯学習インス
　トラクターの会事務局（ 090-
　8 8 6 4 - 0 2 1 1　 3 8 6 - 6 7 4 4
　　tka-ichi@mecha.ne.jp）へ
※第2回は、平成26年1月25日(土)

　を予定。テーマは｢鈴鹿市の戦

　中・戦後｣。

※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。詳し

　くは、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。

鈴鹿市民大学文芸学科
｢文学と風土～この人
ありて花咲きし｣第3回
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

    　384-7000     384-7755

と　き　8月14日㈬　13時30
　分～15時30分
ところ　文化会館　さつきプラ
　ザ
内　容　｢三浦哲郎を読む～
　血からの解放と平凡への憧
　憬｣｢矢須岡信の生涯～伊勢
　から川柳を吠えた男｣
講　師　藤田充伯さん、青砥
　たかこさん
定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講希望日・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、
　鈴鹿市文化振興事業団
　（〒513-0802　飯野寺家町
　810）へ
※定員に満たない場合は、当日

　会場でも受け付けます。

※全6回シリーズで、11月までの

　第2水曜日に開催。詳しくは、

　鈴鹿市文化振興事業団へ

脱メタボのための運動教室
健康づくり課    382-2252    382-4187

　｢なかなか痩せない｣、｢痩せ
てもすぐ体重が戻ってしまう｣そ
んな方必見。効果的なストレッチ、
筋トレなど学びながら痩せられる
お得な教室です。食欲の秋に負
けないカラダ作りをしませんか。
対　象　65歳くらいまでの体重 
　を減らしたい方（生活習慣病
　の治療中の方を除く）
申込み　電話で健康づくり課
　へ
◆働く男のカラダ管理塾

対　象　男性限定
と　き　9月4日㈬、10月10日㈭
　全2回、各19時～20時30分
ところ　男女共同参画センタ
　ー
定　員　15人
◆痩せる！カラダの作り方

対　象　男女問わず　
と　き　9月11日㈬、10月24日㈭
　全2回、各13時30分～15時30分
ところ　保健センター
定　員　30人

｢鈴鹿の歴史・再発見｣
講座(第1回) 

地域課    382-8695     382-2214

　私たちが住んでいる鈴鹿市
は、実は古代の時代から歴史の
表舞台に登場する場所なので
す。時間の層に埋もれがちな鈴
鹿の歴史を再発見します。
と　き　9月14日㈯　10時～
　11時30分
ところ　文化会館　さつきプ
　ラザ
講　師　福島礼子さん（ケーブ
　ルネット鈴鹿ディレクター・エッ
　セイスト）
テーマ　｢鈴鹿の歴史、それぞ

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)講習

長寿社会課    382-7935     382-7607

　離職者の就労支援と福祉人
材の確保のため実施します。
対　象　三重県内に住民登録
している満65歳未満の方　

と　き　9月17日㈫～11月15日
㈮

ところ　三重県社会福祉会
館（津市桜橋）ほか

定　員　40人（応募者多数の
場合は抽選）

参加料　無料（テキスト代など
一部自己負担あり）

申込み　8月1日㈭～30日㈮必
着

問合せ　三重県社会福祉協
議会（  059-227-5160）

簿記講座
商業観光課    382-9016     382-0304

　日商簿記3級レベルの複式簿
記の習得を目指し、初めて学ぶ
方でも分かりやすく、簿記の原理
を説明します。
と　き　9月12日㈭～11月11日
　㈪（毎週月曜と隔週木曜の
　全14回）18時30分～20時30
　分
ところ　鈴鹿商工会議所 
定　員　40人（先着順）
参加料　鈴鹿商工会議所会
　員と学生：1万2,000円、一般
　（非会員）：1万8,000円
申込み　受講料を持参し鈴鹿
　商工会議所（  382 - 3222、
　担当：伊藤）へ

講座・教室
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くくらしの情報くらしの情報 　の詳細については、大学ホー
　ムページをご覧ください。
参加料　一科目1万円
申込み　8月5日㈪から30日㈮ま
　でに、希望する授業科目(複
　数可)を明記し、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、鈴鹿国際大学・鈴鹿短
　期大学学生支援課（〒510-
　0 2 9 8　郡山町6 6 3 - 2 2 2
　  3 7 2 - 3 9 2 2    3 7 2 - 3 9 3 5
　　suzukoku-jk@m.suzuka-
　iu.ac.jp）へ

　国際大学教授）
受講料　各1,000円
◆楽しいおやこクッキング教室

対　象　小学3年～6年生と保
　護者
※両日とも参加できる親子(子ども

1人に対して保護者1人)

と　き　8月20日㈫、27日㈫　
　各10時～14時
ところ　鈴鹿短期大学　調
　理実習室
内　容　20日:省エネクッキング、
　27日:備蓄品クッキング
受講料　1組3,000円（2回分）

鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学授業公開
企画課    382-9038     382-9040

　大学・短期大学の授業に学生
と一緒に参加する｢授業公開｣の
受講生を募集します。
対　象　18歳以上
と　き　9月23日（月・祝）～平
　成26年1月27日㈪（15回）
ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿 
　短期大学
内　容　授業科目、曜日、時間

鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学公開講座
企画課    382-9038     382-9040

申込み　8月19日㈪までに、講
　座名、郵便番号、住所、氏名、
　電話番号を記入の上、ファク
　ス、電子メールで、鈴鹿短期
　大学（   372-3903　koukai@
　suzuka-jc.ac.jp）へ
※おやこクッキングは、小学生の

氏名、学年、保護者名も

問合せ　鈴鹿短期大学　　
　（  372-3900）
◆ワークショップ・ライフセミ 

ナー講座

と　き　8月24日㈯
ところ　鈴鹿国際大学
内　容　｢マクロの中華世界と 
　ミクロの中国｣
①10時～12時
　｢『茶』を題材にした考察｣
②13時～15時
　｢老北京の生活文化｣　
講　師　細井和彦さん（鈴鹿

講座・教室

平成25年度中後期スポーツ教室
市立体育館    387-6006　武道館    388-0622

教室名 ピラティス＆ストレッチ 健康社交ダンス 太極拳 弓道

期間 ９月～１２月

とき
水曜日

10時45分～11時45分 10時30分～11時30分 9時30分～11時30分9時30分～11時
金曜日 木曜日 水曜日

ところ 市立体育館 市立体育館会議室 市武道館研修室 市武道館

回数 10回 10回 10回 12回

定員 30人 30人 15人 40人

参加料 4,000円 3,400円 3,000円 3,000円

保険料 800円 800円 800円 1,850円

申込み

９月～１１月

市立体育館 市武道館

対象 一般男女 一般男女 一般男女一般女性

申込み　8月5日㈪から25日㈰までに、参加料と保険料を添えて、直接各会場へ
※参加者は、市内在住者を優先します。
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の8 月 納税

○市民税・県民税・・・2期

○国民健康保険税・・・2期

【納期限は9月2日(月)です】

県営鈴鹿スポーツガーデン
夏休み特別体験教室

ステップアップアスレチック
県営鈴鹿スポーツガーデン

   372-2250     372-2260 

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

　跳び箱や鉄棒を中心にワンポ
イントレッスンします。2学期を前
にみんなで特訓しましょう。
対　象　小学生
と　き　8月19日㈪・26日㈪　
　17時～18時
定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円
申込み　8月7日㈬から、水泳場
　窓口かホームページで

鈴鹿地域職業訓練センター
8・9月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

   387-1900     387-1905

申込み　事前に電話でお問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ（先着
順）

了証｣取得講座。この資格がな
いとアーク溶接の業務に従事で
きません。
と　き　9月3日㈫～5日㈭　8
　時30分～17時
受講料　8,000円（別途教材費
　1,050円）
◆フォークリフト運転技能

講習(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許 
　証をお持ちの方　
と　き　学科講習　9月19日
　㈭　8時20分～17時30分、実
　技講習　Ⅰコース：9月22日㈰・2
　8日㈯・29日㈰、Ⅱコース　9月
　24日㈫～26日㈭　8時～17時
　15分
受講料　2万6,500円
　

◆巻上げ機運転特別教育

　労働安全衛生法に基づく｢修
了証｣取得講座。この資格がな
いと巻上げ機運転の業務に従
事できません。
と　き　8月20日㈫・21日㈬　9
　時50分～16時20分　
受講料　8,400円（別途教材費
　1,000円）
◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法に基づく｢修
了証｣取得講座。この資格がない
と玉掛の業務に従事できません。
○Ⅰコース　学科：8月26日㈪・27
　日㈫、実技：8月28日㈬・29日㈭・
　30日㈮の中で選択　8時45
　分～17時
○Ⅱコース　学科：9月9日㈪・10
　日㈫、実技：9月11日㈬・12日㈭・
　13日㈮の中で選択　8時45
　分～17時
受講料　1万円（別途教材費
　1,600円）
◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法に基づく｢修

　　夏休みに入り、子どもたちは学校を離れ、そ
れぞれの地域で過ごしています。
　　本市では、毎週土曜日と夏休みの水曜日を
中心に、「共生交流ひろば」を人権教育セン
ターで開催しています。これは障がいのあるな
しや国籍に関係なく、市内の子どもたちが共
に学んだり遊んだりする関わり合いを通して一
人一人が自分らしく表現したり、なかまとつな
がる力を育むことを目的としています。
　　ここでは、参加している子どもたちがその日
のメニューに沿って一日を過ごします。よく見る
と、子どもたちそれぞれの過ごし方は違いま

す。自分でやりたいことを上手に時間を見つ
けて行っています。
　　それは、同じ空間で過ごしていることで、自
分を分かってくれている人がいる安心感であ
ったり、共に活動することが当たり前だと思え
る雰囲気があるからではないでしょうか。子ど
もたちが自分らしく過ごせる場所の必要性を
感じるとともに、それを支える周囲の大切さに
気付かされます。
　　未来を担う子どもたちが、健やかに豊かに
育っていくために地域にも共生の居場所が必
要ではないでしょうか。

共生の居場所づくり

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
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