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うちエコ診断を
受けませんか

環境政策課    382-7954     382-2214

　環境省の事業｢うちエコ診断｣
では、専門知識を持った診断員
が、各家庭の年間エネルギー使
用量や光熱費などの情報をもと
に、ライフスタイルに合わせて無理
なくできる省エネや節電の取り
組み方法を提案します。
診断の4つのポイント

１.各家庭に合わせて、オーダー
　メードの対策を提案します。
２.診断は地球温暖化問題、省
　エネ機器、家庭での温暖化
　対策の知識を持った専門家
　が行います。
３.専門のソフトを用いて、省エネ対
　策を実施した場合の｢光熱費
　の削減額｣や｢費用対効果｣を
　分かりやすく示します。
４.すぐに対策を実施できるように、
　具体的な情報を提供します。
申込み･問合せ　三重県地球
　温暖化防止活動推進センター
　事務局（   059-245-7517　059-
　245-7518  mccca@mec.or.jp）

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

　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。
・コイを持ちだして放流しない。

・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、下記へご連絡
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）
○三重県ホームページ　　　
　  http://www.pref.mie.lg.jp/
　SUISAN/HP/

全国瞬時警報システム
(Jアラート)の試験放送を

行います
防災危機管理課    382-9968     382-7603

　本市では、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アラート）によって国か
ら送られてくる緊急情報を、防災
スピーカーやコミュニティFM放
送などの情報伝達手段を使って
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　市立公共施設、防災ス
　ピーカー（市内90カ所）、鈴鹿ヴォ
　イスFM78.3MHzをお聞きの方
と　き　9月11日㈬11時からと

　11時30分からの2回実施
※当日の災害の発生状況、気象状

況などによっては、予備日10月

9日（水）に延期します。

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(鈴

鹿ヴォイスFM78.3MHz)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

量で放送されますので、事前に

電源(乾電池)の確認をお願いし

ます。

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

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4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

お 知 ら せ
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市営住宅の入居者を募集します

住宅課　382-7616　382-7615

申込み資格　次の要件全てに該当する方
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、前記要件を全て満たし、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3～6を全て満

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。

※潮風の街磯山(1DK)(単身)の入居資格要件について

は、住宅課へ

申込み　9月9日㈪から10月4日㈮（土･日･祝日を除く
　8時30分～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
※申込書類は9月9日(月)から住宅課で配布します。

選考方法　応募者多数の場合は、11月下旬に抽
　選で決定します。
入居時期　12月中旬
※障がい者世帯、母子･父子世帯など優先措置を受

けられる世帯がありますので、申込みの際に申し

出てください。

※募集戸数などは状況により変更する場合があります。

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

◆◆一一般般世世帯帯（（高高齢齢者者世世帯帯・・身身体体障障ががいい者者世世帯帯はは申申しし込込みみででききまませせんん））
団　　地 所　在　地 募集戸数 家　　賃

12,400円～27,000円

14,400円～28,300円

14,700円～29,800円

20,300円～39,800円

◆◆高高齢齢者者・・身身体体障障ががいい者者世世帯帯

11,000円～23,700円

13,800円～27,000円

15,100円～32,000円

19,700円～40,800円

◆◆世世帯帯のの区区分分ななしし((33DDKK))((区区分分ななしし))

24,500円～49,500円

◆◆世世帯帯のの区区分分ななしし((11DDKK))((単単身身))

ハイツ旭が丘

安塚団地

一ノ宮団地

十宮団地

桜島団地

高岡山杜の郷

安塚団地

一ノ宮団地

桜島団地

高岡山杜の郷

潮風の街磯山

潮風の街磯山

中旭が丘三・四丁目

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

十宮三丁目

桜島町五丁目

高岡台四丁目

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

桜島町五丁目

高岡台四丁目

東磯山二丁目

東磯山二丁目

中層耐火造4･5階

中層耐火造4階

中層耐火造4階

中層耐火造4階

中層耐火造4階

中層耐火造3階

中層耐火造4階

中層耐火造4階

中層耐火造4階

中層耐火造3階

中層耐火造3･4階

中層耐火造3･4階 14,500円～28,600円

10,600円～21,600円

16,400円～35,100円

構　　造

3戸

2戸

4戸

1戸

4戸

2戸

3戸

2戸

2戸

3戸

4戸

1戸
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児童虐待防止に関する
標語を募集します

子育て支援課   382-9140    382-9142

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　増え続ける児童虐待につい
て、市民の皆さんに理解を深め
ていただき、防止に関する意識
を高めていただくために、標語を
募集します。
対　象　市内に在住または通
　勤･通学されている方
申込み　9月30日㈪までに、標
　語（未発表の作品1点）･郵
　便番号･住所･氏名（ふりが
　な）･年齢･職業または学校名
　（学年）･電話番号を記入の
　上、はがきか電子メールで、〒
　513-8701　子育て支援課子
　ども家庭支援室へ
※最優秀作品は、鈴鹿市児童虐待

防止標語として、電柱に設置す

る広告付看板に使用するなど、

市が行う啓発事業に活用しま

す。

就学援助制度のご案内

学校教育課   382-7618    382-9054

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者の方に対し、
学用品費・学校給食費など就
学に必要な経費の一部を援
助します。
　援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、所得が分
かる証明書（源泉徴収票な
ど）を添付の上、学校へ提出し
てください。
※一定額の所得基準を設けています。

図書館を休館します

図書館   382-0347    382-4000

　9月26日㈭から10月2日㈬まで、
蔵書点検のため休館します。本
の返却は、夜間返却口をご利用
ください。

歯周病検診を
受けましょう

健康づくり課    382-2252    382-4187

　対象の方へ、8月中旬に歯周
病検診受診券を送付しました。
お口の健康の保持増進のため
に、ぜひ受診してください。
対　象　平成26年3月31日まで
　に50歳・60歳になる方
※対象の方で、歯周病検診受診券が

届かない場合は健康づくり課へ

立体駐車場などの使用を
休止します

管財営繕課   382-9009    382-8188

　9月22日㈰、23日（月･祝）は工
事のため、立体駐車場の使用が
できません。
　なお、市役所本館東側･市民
会館西側の来客用駐車場は使
用できます。また、工事に伴い、
本館15階展望ロビーの一般開放
も休止しますのでご注意ください。

お 知 ら せ

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25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25年10月1日から平成26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。

※社会保険などに加入した場合、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。

保険年金課     382-7605     382-9455

対象となる方 有効期限 有効期限後の保険証

平成25年10月2日から平成26年9月30日までに
75歳の誕生日を迎える方

平成25年10月2日から平成26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25年10月1日から平成26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26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。
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◆実施機関別決定件数特別児童扶養手当の
所得状況届をお忘れなく

障害福祉課   382-7626    382-7607

　所得状況届は、特別児童
扶養手当の受給資格を毎年
調査するものです。現在、手当
を受給（または支給停止）され
ていて、まだ所得状況届を提
出していない方は、期限までに
提出してください。
※提出されない場合は、平成25年度

(平成25年8月～平成26年7月)の

手当が支給停止になります。

提出期限　9月10日㈫
※対象者には、8月に郵送で個人通

知しています。

◆特別児童扶養手当とは

　身体や精神に障がいのある
児童を監督・保護している父も
しくは母、または父母に代わっ
てその児童を養育している方
に支給されます。

平成24年度情報公開制度
実施状況をお知らせします

市政情報課   382-8659    382-2214

　平成24年度の公文書公開
請求件数は787件で、このうち取
下げが15件、残る772件の主な
請求内容は、市発注公共工事
の設計書375件、建築計画概要
書33件でした。
　772件の請求に対する延べ
決定件数は1,019件で、その内
訳は、公開決定が619件、部分
公開決定が230件、非公開決
定が19件、存否応答拒否決定
が10件、公文書不存在決定が
118件、請求却下が23件でした。
公開率は96.7％です。
　また、実施機関の決定に対す
る不服申立てが7件ありました。
※公開率＝(公開＋部分公開)÷(公

開＋部分公開＋非公開＋存否応

答拒否)×100

平成24年度個人情報保護条例運用状況を
お知らせします

市政情報課   382-8659    382-2214　

個人情報の開示、訂正および利用停止等請求の状況

　平成24年度の個人情報の開示請求件数は43件、訂正請求
および利用停止等請求はありませんでした。開示請求43件のう
ち取下げが2件、残る41件の請求に対する延べ決定件数は45
件で、その内訳は、開示決定が18件、部分開示決定が16件、不
存在決定が4件、請求却下が7件でした。
　また、実施機関の決定に対する不服申立てはありませんでした。

個人情報取扱事務登録の状況

　実施機関は、個人情報を取り扱う事務のうち、個人情報を一
定の基準で検索できる公文書を使用している事務を、個人情報
取扱事務登録簿に登録しています。平成25年3月31日現在の
登録件数は755件です。個人情報取扱事務登録簿は、閲覧す
ることができます。
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土地開発公社所有地を先着順で売却します  管財営繕課   382-9675    382-8188

　一般競争入札を行ったのち、随時売却している
物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望される
方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ
※先着順での申込み受付となりますので、売却済みの

場合はご容赦ください。

※郵送による申込みはできません。

※代理の方が手続きされる場合

は、印鑑、委任状と代理の方の

本人確認できるものをお持ちく

ださい。

問合せ　津年金事務所　国
民年金課（  059-228-9188）

はり・きゅう、
あん摩・マッサージ、

柔道整復の
施術を受けられる方へ

保険年金課   382-7605    382-9455

　健康保険などの対象として
療養を受けられます。その場合、
施術を受けることを認める医師
の同意が、初回とその後3カ月
ごとに必要ですので、ご注意く
ださい。
　保険適用で施術を受けたとき
は、施術者に受領委任すること
で、医療機関にかかったときと同
じように自己負担分のみの支払
いで済ませることができます。
※療養費支給申請書への署名が必

要です。

※施術内容などについて保険者よ

りお尋ねする場合もありますの

で、施術の記録や領収証は大切

に保管してください。

◆はり・きゅう

対象になる傷病　神経痛、リウ  
　マチ、五十肩、頚腕症候群、
　腰痛症、頸椎捻挫後遺症

◆あん摩・マッサージ

対象になる症状　筋麻痺、関  
　節拘縮など
◆柔道整復

対象になる負傷　医師や柔
　道整復師の診断（判断）による 
　急性で外傷性の骨折・脱臼・
　打撲・捻挫で、骨・筋肉・関節の
　痛みがあり、負傷原因がはっきり
　しており、内科的原因による疾患
　でないもの
対象にならない場合

　・疲労や慢性的な要因が原因
　の肩こりや筋肉疲労
　・脳疾患後遺症などの慢性病
　・症状の改善がみられない長
　期の施術
　・医療機関（病院、診療所など）
　で同じ負傷などを治療中のもの
　・労災保険が適用となる仕事
　中や通勤途上での負傷

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

　日本に住んでいる20歳以上
60歳未満の全ての方は、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
配偶者の方（国民年金第3号に
なる方）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）に日本年金機構から送付さ
れる｢国民年金被保険者資格
取得届書｣を年金事務所または
住民票のある市役所へ提出
（郵送）してください。
※学生納付特例制度の申請をご希

望の方は学生証の写しまたは在

学証明書の原本、印鑑をお持ち

ください。

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報

物件           所在地            　　　　       地　目            地積               用途地域                売却価格

(A2)

(A3)

末広北二丁目5563番1 804.51㎡ 第一種住居地域 2,064万6,000円

一ノ宮町字奥市場1918番1 1,174.49㎡ 第一種住居地域 2,657万6,000円宅地

雑種地
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※届出をしなかったり、虚偽の届出

をした場合は、法律で罰せられ

ることがあります。また、取引の

形態によっては届出が不要な場

合があります。

※取引する土地の区域が不明な場合

や届出手続きについては、都市計

画課へお問い合わせください。

保育所嘱託調理員を
募集します

子育て支援課   382-7606    382-7607

対　象　昭和28年4月2日以降
生まれで、調理師免許を取得ま
たは給食調理現場での勤務経
験がある方
採用試験日　10月19日㈯
勤務条件　給与は14万4,500  
　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。雇用期間は雇用した日
　（11月採用予定）から平成26
　年3月31日㈪まで
※鈴鹿市嘱託職員等取扱規定に準

じます。

募集人員　1人
申込み　9月9日㈪から27日㈮
　（土･日･祝日を除く8時30分～
　17時15分）までに採用試験申
　込書に必要事項を記入の上、
　直接または郵送で、〒513-8701
　子育て支援課へ
※採用試験申込書は、直接または

郵便で子育て支援課へ請求して

ください。郵便の場合は、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、90円切

手を貼った12cm×23cm程度)を

必ず同封してください。

※公立保育所の臨時保育士・臨時

給食調理員・延長補助員の登録

も随時受け付けています。

9月10日は
｢下水道の日｣です

下水管理課   382-7636    384-3938

平成25年度下水道推進標語

　下水道 水が笑顔に なれる道

　
　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。
　未接続世帯に対する近隣
　住民からの苦情が多数寄
　せられていますので、早急に
　下水道へ接続してください。
○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。

※事業所・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

のままにしておくと、悪臭の原

因にもなってしまいます。

国土法に基づく
土地取引の届出を
ご存じですか

都市計画課   382-9024    384-3938

　国土利用計画法では、土地
の乱開発や無秩序な土地の
利用を防止するために、一定
面積以上の大規模な土地を
取引した場合、権利取得者
（買主など）が契約を締結した
日を含めて2週間以内に、市を
経由して知事に届出すること
となっています。
届出が必要な土地の面積

①市街化区域　2,000㎡以上
②①を除く都市計画区域5,000㎡
　以上
③都市計画区域外の区域　
　1万㎡以上

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」
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③犯罪被害者支援（先着12人）
相談時間　1人20分程度
問合せ　
①津家庭裁判所総務課庶務係
　（  059-226-4171）
②津地方法務局総務課庶務係
　（  059-228-4191）
③津地方検察庁検察広報官
　（  059-228-4165）
◆成年後見制度説明会(四日市)

　事前予約制（電話予約）です。
と　き　10月2日㈬　14時～
　16時30分
ところ　津家庭裁判所四日市
　支部4階会議室（四日市市三
　栄町1－22）
定　員　先着30人
問合せ　津家庭裁判所四日市
　支部庶務係（  352-7062）
◆裁判所・検察庁の見学会

問合せ　津地方裁判所総務
　課庶務係（ 059-226-4172）、
　津地方検察庁検察広報官
　（  059-228-4165）

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

◆休日窓口

と　き　9月29日㈰　9時～16
　時30分
◆夜間窓口

と　き　9月27日㈮、30日㈪
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。

｢全国一斉！法務局休日
相談所｣が開設されます
市民対話課   382-9004    382-7660

　相談は、津地方法務局職員、
公証人、土地家屋調査士、人権
擁護委員がお受けします（予約
不要）。相談は無料で、秘密は
厳守します。
と　き　10月6日㈰　10時～
　15時（受付は14時30分まで）
※公証人による｢遺言と相続｣講演

会を同時開催(10時からと13時

からの2回)

ところ　津市中央公民館（セン
　ターパレス2階）
内　容　登記（売買、相続、土
　地境界、建物新築、会社設立
　など）、戸籍･国籍（婚姻、養
　子縁組、国籍に係る相談な
　ど）、供託（地代トラブル、家賃
　トラブル、給料の差し押さえな
　ど）、人権（近隣関係、いじめ、
　プライバシー問題など）、公正
　証書（遺言、成年後見など）
問合せ　津地方法務局総務
　課（  059-228-4191）

無料総合相談所
成年後見制度説明会
裁判所・検察庁の見学

市民対話課   382-9004    382-7660

　10月1日から7日までの｢法の日｣
週間にちなみ、裁判所・法務局・
検察庁・弁護士会が無料総合
相談所の開設などを行います。
秘密は厳守します。
◆無料総合相談所(津)

と　き　10月2日㈬　10時30
　分～15時30分（受付10時30
　分～15時（各コーナー前））
ところ　津センターパレス地下
　1階（津市大門7－15）
内　容

①法律相談（先着36人）
②人権･登記相談（先着24人）

第1回鈴鹿市行財政経営
計画検証委員会を

開催します
企画課   382-9038    382-9040

　第5次鈴鹿市総合計画第3期
行財政経営計画の適切な進行
管理を図るため、行政評価を活
用した検証委員会を下記のとお
り開催します。傍聴できますので、
ぜひお越しください。
と　き　9月10日㈫　14時から
ところ　市役所本館　12階
　1204会議室
内　容　行政評価と外部評価
　の概要説明について、評価
　対象となる単位施策の抽出
　方法について
定　員　5人（定員を超えた場
　合は抽選）
申込み　会議開始30分前から
　10分前まで、会場で受け付け

司法書士無料相談会を
行います

市民対話課   382-9004    382-7660

　予約は不要です。
と　き　10月5日㈯　13時30
　分～17時（最終受付は16時
　30分）
ところ　男女共同参画センター
　（神戸2-15-18）
相談内容　遺言、遺産分割協
　議など相続登記に関する相
　談、売買･贈与･担保権抹消
　など不動産登記に関する相
　談、会社･法人登記に関する
　相談、金銭トラブルなど身近な
　法律相談、借金や自己破産
　に関する相談、成年後見に関       
　する相談など
問合せ　三重県司法書士会
　鈴亀支部（  0595-97-3620）

お 知 ら せ
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文化会館プラネタリウム
天体観望会と秋の新番組
文化会館   382-8111    382-8580

◆第5回天体観望会

対　象　小学生以上（中学生
　以下は保護者同伴）
と　き　9月14日㈯　18時30
　分～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 
内　容　秋の星座と月・金星の
　解説
定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時から、文化会
　館2階プラネタリウムギャラリーで
※曇天や雨天などにより中止する

ことがあります。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。　

◆プラネタリウム秋の新番組

と　き　9月14日㈯～12月8日㈰
　10時30分から、13時30分から、
　15時から
内　容

○秋の星座解説　カシオペア座
　ペガスス座　ほか
○星空動物園へ行こう！
　孫のりえちゃんと猫のミーちゃん
　が、おじいちゃんの作った最新
　式宇宙船に乗って星の世界へ
　出発します。
定　員　各回180人

子育て支援セミナー第2回
子育て支援センター   372-3303    372-3303

　子育てについて参加者の皆さ
んと一緒に学び合うセミナーです。
対　象　乳幼児の保護者の方
と　き　10月5日㈯　10時～
　11時30分
ところ　子育て支援センターりん
　りん　ホール
内　容　乳幼児の発達について
　学びながら、今回は｢発達段階
　にそった子育て－赤ちゃんから
　こどもまで－｣をテーマに参加
　者の皆さんと語らいます。
講　師　志村浩二さん（三重県
　臨床心理士会　副会長）
定　員　30人（応募多数の場
　合は抽選）
参加料　無料
託　児　有り（15人程度　要
　予約）
申込み　9月27日㈮までに、電話で
　子育て支援センターりんりんへ
※当選者には後日、電話連絡します。

小･中学校児童生徒
科学作品展

指導課   382-9028    383-7878

　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
装置などの各学校における代
表作品を展示します。
※8月に鈴鹿サーキットで行われ、

市内の中学生も参加した｢エネ

ワンGP｣のエネワンカーも展示

(14・15日予定)します。

と　き　9月14日㈯～17日㈫　
　10時～17時（最終日は14時    
　まで）
ところ　鈴鹿ハンター　1階セ
　ンターコート
入場料　無料
 
第3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

と　き　9月14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
　（地子町字金生水563番地・
　西條町字猿楽田675番地）
集　合　自家用車の方は飯野
　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
※受付後、沼沢近くの2カ所の駐

車場に移動します(現地付近の

道路は駐車厳禁です)。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま

でに直接開催場所へ

定　員　40人（受け付け順に、
　第1班20人、第2班20人）（先
　着順）
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5日㈭8時30分から、
　電話で文化課へ
※1グループ3人まで

催 し 物
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第3回伊勢型紙
｢地域ブランド｣展

産業政策課    382-9045     382-0304

　本市が所蔵する古代型紙の
展示や、伊勢型紙の体験彫りを
行います。
と　き　9月14日㈯～16日（月・
　祝）　10時～16時30分（最
　終日は15時まで）
ところ　伝統産業会館
内　容

　・伊勢型紙と着物の展示
　・伊勢型紙を用いた新商品
　　の展示・販売
　・無料体験　LEDあかり（各
　　日50個）、ミニ色紙（各日30
　　枚）、しおり（１人１枚）
※毎日先着100人に記念品贈呈。

※事前申込みは不要です。

問合せ　伝統産業会館　　
　（  386-7511）

第18回鈴鹿墨展
「書家渡部大語が描き出す

鈴鹿墨の色音
ーその気高さと温かさー」

産業政策課    382-9045     382-0304

と　き　9月21日㈯、22日㈰　
　10時～16時30分
ところ　文化会館　さつきプ
　ラザ
内　容

　・鈴鹿墨を使用した渡部大語
　先生の作品展示・販売
　・伝統工芸士　伊藤亀堂作
　鈴鹿墨展示
　・宮城県石巻市産｢雄勝硯｣
　の展示・販売
　・伝統的工芸品｢鈴鹿墨｣の
　にぎり墨体験（各日先着100
　人）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿製墨協同組合    
　（（有）進誠堂内）（  388-4053）

ジョニー久保田講演会
「こころがかるくなる日」
健康づくり課    382-2252    382-4187

　余命宣告を受け、ガンと闘い
ながらセミナーを続ける医師が、
心を軽くするテクニックを伝えてく
れます。
と　き　9月14日㈯　13時30分
　～15時30分（受付13時から）
ところ　牧田コミュニティセンター
　（  370-0058）
内　容　講演、リラクゼーション
　体験＆マジック
定　員　100人（入場整理券あり。
　先着順）
参加料　500円
整理券配布場所　NPO法人
　市民ネットワークすずかのぶどう
　（ 387-0767）、森本メンタル
　クリニック（ 381-0808）、杉本
　信之（ 090-1620-5087）、鈴鹿
　保健所（ 382-8672）、健康づ
　くり課（保健センター内   382-
　2252）
問合せ　杉本信之、NPO法人市
　民ネットワークすずかのぶどう

第39回彫型画展
産業政策課    382-9045    382-0304

と　き　9月12日㈭～15日㈰　
　9時30分～17時（最終日は15
　時まで）
ところ　三重県総合文化セン
　ター　文化会館　第2ギャラ
　リー
内　容　紙を彫る、突く、切るな
　どの技術で創作した伊勢型
　紙工芸作品の展覧会。期間
　中、色紙、年賀状などの無料
　体験コーナーを実施します
　（最終日は12時まで）。
入場料　無料
問合せ　伊勢型紙・彫型画会
　（  386-1462）

考古博物館特別展
講演会、コンサート

考古博物館   374-1994    374-0986

◆特別展｢伊勢湾をめぐる交流｣

　伊勢湾を通じて多くのものが
運ばれ、人が渡り、技術が伝えら
れました。淡輪系埴輪、須恵器脚
付短頸壺・製塩土器などさまざま
な物や技の流れを紹介します。
と　き　9月21日㈯～11月24日㈰
ところ　考古博物館
◆講演会｢三河湾と伊勢湾｣

と　き　9月28日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　福岡猛志さん（日本福
　祉大学名誉教授）
聴講料　無料

◆お月見ミュージアムコンサート

と　き　9月21日㈯　18時～20時
ところ　考古博物館　玄関
　前広場（雨天時講堂）
出　演　山下真理さん（マリン
　バ演奏）、細川ひとみさん（朗
　読）､鈴鹿少年少女合唱団の
　皆さん（合唱）
入場料　無料
※天体観望会(18時～20時)、万灯

による館周辺のライトアップ(18時

～20時)、特別展示室の無料開

放(17時～19時30分)も行います。

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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参加料　1,000円
申込み　8月23日㈮から9月10日  
　㈫までに、直接サッカー場窓
　口かホームページで
問合せ　鈴鹿スポーツガーデン
　サッカー場（  372-2511）
◆短期教室

申込み　敬老の日イベントは9月
　11日㈬までに、その他は9月9
　日㈪から、水泳場窓口または
　ホームページで
○敬老の日イベント～ほの

　ぼの巻き寿司教室～

　お孫さんと一緒に飾り巻き  
寿司を作ります。
対　象　年中～小学生とその
　祖父母
と　き　9月14日㈯　10時30
　分～12時
定　員　12組（応募多数の場
　合は抽選）
参加料　2,000円（材料費込）
○ベビービクス＆ママビクス

対　象　2カ月から歩く前までの
　お子さんと母親
と　き　9月18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（先着順）
参加料　1,000円
○飾り巻き寿司教室

対　象　一般成人
と　き　9月19日㈭　10時30
　分～12時
講　師　ロール巻子さん
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）
○水中ウォーク教室

対　象　一般成人
と　き　10月10日～11月28日、
　毎週木曜日、全8回、13時～
　14時
定　員　30人（先着順）
参加料　3,600円

栄養教室
食生活改善推進員

(ヘルスメイト)養成講座
健康づくり課    382-2252    382-4187

　講義や調理実習などを通して、
食生活や健康づくりを美味しく
楽しく学ぶ教室です。男性の参
加も歓迎します。
対　象　講座終了後に食生活
　改善推進員（ヘルスメイト）と
　してボランティア活動を行って
　いただける18歳以上の方
※6回全てに参加できる方

と　き　10月2日㈬・22日㈫、11
　月6日㈬・26日㈫、12月11日㈬、
　平成26年1月21日㈫　各10
　時～15時（最終日のみ13時
　30分終了）
ところ　保健センター
定　員　20人（先着順）
参加料　調理実習1回につき
　500円程度（食材費・教材費）
※調理実習は4回

申込み　電話で健康づくり課へ

県営鈴鹿スポーツガーデン
クライミング体験会・

短期教室
鈴鹿スポーツガーデン

372-2250     372-2260 

　 http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆クライミング体験会

対　象　18歳以上で初めて体   
　験される健康な方
と　き　9月16日（月・祝）　午
　前の部10時～12時、午後の
　部13時～15時
ところ　鈴鹿スポーツガーデン
　サッカー・ラグビー場（クライミン
　グウォール）
内　容　トップロープクライミング
　体験（登り方と確保の仕方）
定　員　各10人（先着順）

津地域障害者就職面接会
産業政策課    382-8698     382-0304

　障がい者の雇用機会の拡大
を図るために、障がい者雇用を
考えている事業所と、就職を希
望している障がいを持つ求職者
が一堂に会する面接会を開催
します。
と　き　9月25日㈬　13時30
　分～15時30分（13時から受付）
ところ　三重県庁講堂
参加料　無料
※事前申し込みは不要ですが、ハ

ローワークへの求職登録が必

要となる場合があります。

※当日は履歴書(職務経歴書)、筆

記用具を持参してください。

問合せ　ハローワーク津（津公
　共職業安定所）特別支援コ
　ーナー（  059-228-9161）

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

　自然を満喫し、秋をテーマにし
たアウトドアクッキングやキャンプ
ファイアなどを行います。親子で
宿泊を共にし、家族の絆を深め
ませんか。
対　象　小･中学生とその家族
と　き　10月19日㈯･20日㈰
　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
募集人数　15家族程度（応募
　多数の場合は抽選）
申込み　9月5日㈭から25日㈬ま
　でに、センター所定の用紙で。　
　詳しくは鈴鹿青少年センターまで。

講座・教室

電　話 電子メール ホームページファクス
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　遣講師
定　員　30人（先着順）
参加料　5,000円（保険料込）
申込み　9月10日㈫から25日㈬
　までに参加料を添えて下記へ
○鈴鹿市体育協会（市立体育
　館内）（土･日･祝日と9月24日
　㈫を除く9時～17時）
○西部体育館事務所（土・日・祝
　日を含む9時～20時）　
問合せ　鈴鹿市体育協会事務    
　局（ 380-5015   380-5053）

鈴鹿医療科学大学薬学部
第10回健康講座｢認知症｣
健康づくり課   382-2252    382-4187

と　き　9月22日㈰　13時～    
　16時
ところ　鈴鹿医療科学大学

定　員　50組（先着順）　
参加料　5,000円（保険料を含む）、
　1人増えるごとに4,200円追加
申込み　9月5日㈭から18日㈬ま
　でに鈴鹿市体育協会（市立
　体育館内）（土・日・祝日、9月
　9日㈪を除く9時～17時）
◆後期バドミントン教室

　バドミントンを楽しく基礎から学
び、交流を深めスポーツをするこ
とで健康でいきいきとした生活を
目指します。
対　象　一般男女（年齢問わず）
と　き　10月2日～12月4日まで 
　の水曜日、計10回　19時～
　20時30分
ところ　西部体育館（長澤町
　1828-2）　
講　師　鈴鹿市体育協会派

体育協会主催
親子野球スクール

後期バドミントン教室
スポーツ課    382-9029    382-9071

◆親子野球スクール

　Honda鈴鹿硬式野球部の現
役選手とOB選手の指導で、親子
で野球の基本を楽しく学びます。
対　象　小学1･2年生の男女
　と保護者
と　き　9月22日～12月1日まで
　の日曜日、計8回（予備日12月
　8日）、初回のみ9時30分～12
　時、2回目以降10時～12時
ところ　ホンダアクティブランド
　野球場

講座・教室

平成25年度後期スポーツ教室

申込み　9月5日㈭から25日㈬までに、参加料と保険
　料を添えて、各会場へ
※参加者は、市内在住者を優先します。

※保険料は1つで複数の教室に適応できます。

※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。

※定員のある教室は、平成24年度後期に当該教室に参加し

ていない方を優先的に受け付けます。定員を超えた場合

は、平成24年度後期教室参加者の中で抽選を行います。

市立体育館    387-6006　武道館    388-0622

教室名
対　象

バドミントン 卓　球 テニス シニアテニス ヨ　ガ 柔　道 剣　道
一般男女 一般男女 65歳以下男女 55歳以上男女 一般男女 小学1年～中学3年男女 小学1年～中学3年男女

ところ 市立体育館 市立体育館テニスコート 武道館
定　員 40人 60人 45人 25人 各50人 80人80人
参加料

小・中学生800円、高校生以上1,850円保険料
3,500円 3,500円 3,000円 3,500円 3,000円 5,500円 5,500円

と　き
10月～3月の木
曜日9時30分～
11時30分
（15回）

10月～3月の水
曜日9時30分～
11時30分
（15回）

10月～2月の
水曜日9時～
11時
（12回）

10月～3月の
金曜日9時～
11時

（15回）

10月～3月の水曜日
①10時～11時30分、
②13時～14時30分、
（いずれも12回）

10月～3月の
土曜日19時～
21時

（20回）

10月～3月の
土曜日19時～
21時

（20回）

なぎなた

10月～12月の
水曜日19時～
20時30分
（12回）

教室名
対　象

ところ
定　員
参加料
保険料

と　き

ハンドボール
小学生男女
10月～3月の
月曜日16時30
分～18時
（12回）

バレーボールさわやか 健　康 女性健康 簡単エアロビック わいわいソフトバレー リラックスヨガ
一般女性50歳以上男女 一般男女 一般女性 一般男女 一般男女 一般男女

市立体育館市立体育館・公園
50人50人 80人 150人 100人 80人 100人
3,500円3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,000円 3,500円

10月～3月の
木曜日10時～
12時（15回）

10月～3月の
金曜日13時～
14時30分
（15回）

10月～3月の
木曜日19時～
21時（15回）

10月～3月の
金曜日9時30分
～11時30分
（15回）

10月～3月の
水曜日9時30分
～10時30分
（15回）

10月～3月の
月曜日9時30分
～11時（12回）

10月～3月の
火曜日9時30分
～10時30分
（15回）

市立体育館
男女各20人
3,000円

小・中学生800円、高校生以上1,850円

①2,500円 ②3,000円

①中学生以下男女
②一般・学生男女

30人
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の9 月 納税

○国民健康保険税・・・3期

【納期限は9月30日(月)です】

※納税は、便利な口座振替で

　白子キャンパス講堂内　小
　ホール（南玉垣町3500番地3）
内　容

○講演1｢脳の老化と認知症｣
　千葉陽一さん（愛知県心身
　障害者コロニー発達障害研
　究所病理学部主任研究員）
○講演2｢認知症の予防を食事
　から考える｣　定金豊さん（鈴鹿
　医療科学大学薬学部教授）
定　員　120人（先着順）
参加料　無料
申込み　鈴鹿医療科学大学
　白子事務課（  340-0550　368-
　1271）へ

創業人材育成事業
｢創業塾2013基礎コース｣
産業政策課   382-9045    382-0304

対　象　これから創業したい
方、創業のノウハウを知りたい方
など
と　き　10月5日㈯、19日㈯、11  
　月2日㈯9時30分～16時30分
ところ　鈴鹿商工会議所　

　生誕100年｣｢岡正基と鈴鹿
　～名エッセイストの初期短歌
　を読む｣
講　師　名村和実さん、橋本
　俊明さん
定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講日（9月11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、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まで

　会議室
内　容　成功する創業とは、創
　業計画書の作成方法など
講　師　武田秀一さん（武田
　経営研究所代表）ほか1人
定　員　30人（先着順）
受講料　9,000円（テキスト代込）
申込み　9月20日㈮までに、鈴鹿
　商工会議所ホームページで
※詳しくは、鈴鹿商工会議所(担

当：北角　382-3222　383-7667

　http://www.scci.or.jp/)へ

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4回

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

  384-7000    384-7755

   since-97@s-bunka.net

と　き　9月11日㈬　13時30分
　～15時30分
ところ　文化会館　さつきプ
　ラザ
内　容　｢新美南吉の夢～創
　作に明け暮れ29歳で夭逝、

　｢見た目問題｣とは、顔や身体に生まれつき
アザがあったり、事故によるやけどや傷の痕など、
｢見た目｣に症状のある人たちが、社会で直面
するさまざまな｢問題｣を意味しています。
　日本における｢見た目問題｣の当事者は、約80万
～100万人と言われています。当事者の多くが、
学校での不当ないじめや就職などで差別される
など、生きていく上でのさまざまな困難に日々直
面しています。症状が容姿だけに限られ、機能的
な障がいがないということや治療の緊急性がない
ことを理由に、福祉サービスの対象とならない
場合が多く、社会から孤立するケースがあり、

中には自ら命を絶ってしまう人もいます。
｢たかが見た目のことだけで、そこまで悩むなんて｣
という声もあり、なかなか理解されない場合が
あります。
　しかし、｢もし自分の顔に大きなアザがあったら？｣、
｢もし自分の子どもの顔に目立つやけどの痕が残
ってしまったら？｣と、他人ごとではなく自分のこと
として考えてみると、当事者の辛さや感じている
ことの深刻さを理解しやすいかもしれません。
　｢見た目問題｣の解決の第一歩は、今の社会の
中で、このような問題があることを知ることから
ではないでしょうか。

｢見た目問題｣とは

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

にい　み　なん　きち

おか　まさ　もと
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