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　例年8月20日号に記事を掲
載し9月に入所（園）申込みを
受け付けていますが、今年度
は、平成27年4月から始まる予
定の｢子ども･子育て支援新制
度｣の関係で、申込み時期が
遅くなります（1 0月ごろを予
定）。詳細が決まり次第「広報
すずか」に掲載します。

　児童扶養手当の受給資格

者（母子家庭の母･父子家庭
の父など）は、8月29日㈮までに
児童保育課で現況届の手続
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、資格が喪
失します）。
※日曜窓口を開設します。平日に
来庁できない方はご利用くださ
い。開庁日時など詳しいことは、
郵送しました案内文書「児童扶
養手当現況届について」をご覧
ください。

　受け取りがまだの方はこの
機会をご利用ください。
※受け取り期間を、申請日から6カ
月以内に延長しました。

対　象　7月31日㈭までの手

数料無料期間に住基カード
の申請をした方

と　き　8月31日㈰　9時～
12時

※混雑しますので、時間に余裕を
持ってお越しください。

ところ　市民課　15番特設
窓口　

持ち物　本人確認書類2点
（運転免許証･パスポート･
保険証など）、認印、｢住民
基本台帳カード交付通知書
兼照会書｣

※照会書がないと交付できませ
ん。

◆住基カード特設窓口は8月

31日で終了します

　9月からは市民課5番窓口
で住基カードの受付をします。
受付時間　平日8時30分～16
時30分

8月31日の日曜窓口で
住民基本台帳カードの
受け取りができます

市民課　 382-9013　 382-7608

平成27年度保育所(園)の
入所(園)申込みは
10月ごろの予定です

児童保育課　 382-7606　 382-7607

児童扶養手当の現況届を
お忘れなく

児童保育課　 382-7661　 382-7607
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と　き　8月28日㈭　13時から
ところ　男女共同参画センター
研修室1

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

　9月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　8月26日㈫、9月3日
㈬～5日㈮･8日㈪･9日㈫･
25日㈭　全日程とも10時か
ら当日の会議終了まで
※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、特別委員会、全員協議
会、各派代表者会議、広報広聴
会議は傍聴することができます。

※日程は、市役所の掲示板と市議
会ホームページに掲載します。
ただし、日時が変更になる場合
がありますので、傍聴する場合
は事前に議事課へご確認くだ
さい。

◆夜間窓口

と　き　8月28日㈭･29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。

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

市議会をテレビ中継します

議事課 　382-7600 　382-4876

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

児童保育課　 382-7606　 382-7607

公立保育所 嘱託調理員･嘱託看護師を募集します

勤務条件　給与は嘱託調理員が14万9,800円、嘱託看護師が17万
8,800円。その他各種手当て（期末手当、通勤手当など）があり、また、
社会保険に加入します。

雇用期間　雇用した日（10月採用予定）～平成27年3月31日㈫
※更新する場合あり。
申込み　8月25日㈪から9月5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に必要事項を記入の上、直接または郵送
で児童保育課へ

※採用試験申込書は、直接または郵送で児童保育課へ請求してください。
郵送の場合は、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、9 2円切手を貼った
12cm×23cm程度)を同封してください。

※公立保育所の臨時保育士･延長補助員の登録も随時受け付けています。

職種
採用予定人数

調理員
1人程度

主な業務内容

保育所での調理

年齢

昭和29年
4月2日以降の
生まれの方

受験資格

調理師免許を取得
または給食調理現
場での勤務経験を
有する方

看護師
1人程度

保育所での看護
に関する業務

看護師免許を取得
およびパソコン操
作(入力･検索など)
ができる方

廃棄物対策課   382-7609   382-2214

不燃物リサイクルセンターでも
資源ごみ(紙類・衣類)の受け付けを行います

　資源ごみA（新聞紙･雑誌･段ボール･紙パック）および資源ご
みBの衣類を処理施設に持ち込む場合、これまで清掃センターで
のみ受け付けを行っていましたが、9月1日㈪から不燃物リサイク
ルセンターでも受け付けを開始します。
◆資源ごみの受け付け

受付時間　月曜日～土曜日の9時～12時、13時～16時（年末年
始を除く）

不燃物リサイクル
センター

清掃センター

資源ごみＡ

新聞･雑誌･段ボール･
紙パック

資源ごみB

あきかん
あきびん
ペットボトル

衣類

○

○

○

○

×

○

(品目ごとにひもで十文字にしばる)
(無色透明な
袋に入れる)
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　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
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
下記へお問い合わせください。
と　き　9月2日㈫　10時30
分～11時

ところ　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/）

　厚生労働省と消防庁では9
月9日を｢救急の日｣とし、この
日を含む1週間を｢救急医療
週間｣と定めています。市民の
皆さんに救急と健康に関する
理解と認識を深めていただく
ため、救急・健康フェアを開催
します。ぜひご来場ください。
と　き　9月7日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター（1階セ
ンターコート、サブコート、特
設会場）

内　容　
・医師による健康相談
・無料血液検査（15歳以上
先着100人）
・無料血圧測定（14時～）
・女性消防団員による救急
に関する人形劇、救急ク
イズ
・救急救命士による救命処
置実演、応急手当の実技
指導
・歯科相談・歯間ブラシ体

験、お薬相談や健康茶試
飲、育児相談
・無料肺がん検診（20歳以
上先着200人）
・骨密度測定や塩分濃度測
定（家庭の味噌汁を持参い
ただければ測定します）
・認知症予防や介護相談、
福祉用ロボットスーツの展
示、食育・栄養相談、アルコ
ールパッチ体験
　

　｢伊勢型紙道具彫り｣の重
要無形文化財保持者（人間
国宝）だった故・中島秀吉さん
の作品を展示します。中島さ
んが製作に使用した彫刻刀
や小本なども合わせて展示し
ます。
と　き　8月27日㈬～平成27
年1月18日㈰　10時～16
時

※休館日　月･火曜日、第3水曜日
ところ　伊勢型紙資料館

　近い将来に発生が予測さ
れる南海トラフを震源とする巨
大地震に備え、地域の皆さん
と防災関係機関が連携した
総合防災訓練を実施します。

ぜひご来場ください。
と　き　8月31日㈰　9時～
11時30分

ところ　県消防学校（石薬
師町452）

内　容

・緊急地震速報の音を合図
に、その場に応じた身を守
る行動を一斉に行う｢シェイ
クアウト訓練｣
・白子幼稚園児による津波
避難訓練
・自主防災隊、消防団の火
災防御訓練
・特殊車両の展示や防災啓
発コーナーの設置　など

と　き　9月13日㈯　8時30
分と10時30分の2部制を予
定、雨天決行

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地･西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ　

集合時刻　第1部が8時15
分、第2部が10時15分

※地図の配布後、沼沢近くの駐車
場に移動（路上駐車は厳禁）

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ

定　員　受付順に、第1部20
人、第2部20人に割り振り

持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具をご持参くだ
さい。

申込み　8月29日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。
※定員になり次第、締め切ります。

不動産公売が行われます

納税課   382-9008   382-7660

救急・健康フェア

消防課   382-9155   383-1447

健康づくり課   382-2252   382-4187

鈴鹿市総合防災訓練

防災危機管理課

   382-9968   382-7603

伊勢型紙資料館
人間国宝・中島秀吉展

ひできち

文化課   382-9031   382-9071

第4回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課   382-9031   382-9071

催 し 物
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講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
　9・10月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

   387-1900   387-1905

バルーンフリーフライト体験
募集

商業観光課   382-9020   382-0304

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課   382-9157   383-1447

鈴鹿自動車整備組合
マイカー無料点検

地域課   382-9022   382-2214

次世代育成支援に関する
調査報告と意見交換会

児童保育課   382-7606   382-7607

催 し 物

　鈴鹿バルーンフェスティバ
ル実行委員会では熱気球に
親しんでもらうため、熱気球の
搭乗（フリーフライト（ロープ無
し））体験を行います。
対　象　市内在住の小学生
以上で、高さ約130cmのバ
ルーンバスケットに自力で乗
降できる方

※妊娠している方、また衝撃によ
り体調を崩す恐れのある方は
ご遠慮ください。

※着陸地の状態によっては足元
が汚れる可能性があります。

と　き　9月20日㈯　7時から
ところ　鈴 鹿川河川緑 地
（予定）
定　員　10人（1組2人まで）
料　金　1人2,000円（搭乗者
保険料含む）

申込み　8月31日㈰までに、は
がきに①住所･②氏名（ふり
がな）･③電話番号･④年
齢を記入し、〒513-8701　
商業観光課｢バルーンフリ
ーフライト｣係まで（当日消印
有効）

※応募多数の場合は抽選を行い、
当選者のみ通知します。

※1組につき1回の応募に限ります。
※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。

◆危険物取扱者試験(鈴鹿

会場)

と　き　

○乙種第4類　11月16日㈰･
22日㈯
○丙種　11月22日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み

○書面による申請の場合
　9月18日㈭から29日㈪（当日
消印有効）までに、消防本
部、中央消防署、南消防
署、各分署に備え付けの受
験願書に必要事項を記入
の上、〒514-0002 津市島
崎町314番地 （一財）消防
試験研究センター三重県
支部へ郵送
○電子申請の場合
　9月15日（月・祝）9時から26
日㈮17時までに、（一財）消
防試験研究センターのホー
ムページから

◆予備講習会(乙種第四類)

と　き　10月24日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月4日㈭から定員に
達するまで、鈴鹿市防火協
会事務局（消防本部予防
課）で受け付け

※土･日曜日、祝日を除く8時30分
から17時15分まで

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月6日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり

ところ  イオンモール鈴鹿　
東駐車場の北側

内　容　日常点検と粗品の
進呈

受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合（　382-1075）

対　象　子育て支援団体
等関係者、乳幼児等の保
護者

と　き　8月23日㈯　10時～
12時

ところ　男女共同参画センター
研修室

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　NPO法人 21世紀
の子育てを考える会.鈴鹿
（　090-1415-3749）

申込み　受付開始日の記載
のない講習は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、直接職業訓練センタ
ーの窓口へ

◆樹木剪定講座

と　き　9月27日㈯･28日㈰
9時～16時　

受講料　8 , 6 4 0円（教材費
含む）

◆ガス溶接技能講習

と　き　10月1日㈬･2日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛技能講習

と　き

○学科　10月6日㈪･7日㈫　
8時45分～17時
○実技　10月8日㈬･9日㈭･
10日㈮の中で選択受講
　8時45分～17時
受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆陶芸講座

と　き　10月14日㈫　10時
～15時　　

受講料　4,320円
◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)　 
対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　
○学科　10月14日㈫　8時
～17時10分
○実技　Ⅰコース：10月19日
㈰･25日㈯･26日㈰8時～
17時15分、Ⅱコース：10月
15日㈬～17日㈮8時～17
時15分

受講料　2万8,000円
申込み　9月1日㈪から受け
付け

◆高所作業車運転技能講習

と　き　
○学科　10月31日㈮　8時
20分～18時
○実技　11月1日㈯または2日
㈰　8時～17時10分

受講料　3万4 ,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）　

申込み　9月1日㈪から受け
付け
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勤労青少年ホーム   387-6125   388-1223

※受講申込み前に利用登録手続きをしてください(身
分証明書の提示と電子メールアドレスが必要)。

※申込み多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行
います（抽選方法は各講座ごとに異なります）。

※定員に満たない講座は受付日以降も随時受け付け
ます。9月末時点で申込者が各講座の開講規定人数
に達しない講座は開講を取り止めることがあります。

※教材費は、開講初日に各講座にお支払いください。
釣銭の要らないようにお願いします。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いは、各
講座ごとに異なります。

※同じ曜日に複数の教養講座を受講される希望者は、
申込み前に事務所へご相談ください。

※10月7日㈫から順次開講します。

勤労青少年ホーム後期教養講座

○乙種第4類　11月16日㈰･
22日㈯
○丙種　11月22日㈯
ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

申込み

○書面による申請の場合
　9月18日㈭から29日㈪（当日
消印有効）までに、消防本
部、中央消防署、南消防
署、各分署に備え付けの受
験願書に必要事項を記入
の上、〒514-0002 津市島
崎町314番地 （一財）消防
試験研究センター三重県
支部へ郵送
○電子申請の場合
　9月15日（月・祝）9時から26
日㈮17時までに、（一財）消
防試験研究センターのホー
ムページから

◆予備講習会(乙種第四類)

と　き　10月24日㈮　9時30
分～16時

ところ　消防本部　4階多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月4日㈭から定員に
達するまで、鈴鹿市防火協
会事務局（消防本部予防
課）で受け付け

※土･日曜日、祝日を除く8時30分
から17時15分まで

対　象　自家用乗用自動車、
軽自動車（軽貨物を含む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

と　き　9月6日㈯　10時～
16時

※雨天の場合中止あり

ところ  イオンモール鈴鹿　
東駐車場の北側

内　容　日常点検と粗品の
進呈

受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組
合（　382-1075）

対　象　子育て支援団体
等関係者、乳幼児等の保
護者

と　き　8月23日㈯　10時～
12時

ところ　男女共同参画センター
研修室

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　NPO法人 21世紀
の子育てを考える会.鈴鹿
（　090-1415-3749）

申込み　受付開始日の記載
のない講習は、受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、直接職業訓練センタ
ーの窓口へ

◆樹木剪定講座

と　き　9月27日㈯･28日㈰
9時～16時　

受講料　8 , 6 4 0円（教材費
含む）

◆ガス溶接技能講習

と　き　10月1日㈬･2日㈭　
8時45分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費864円）

◆玉掛技能講習

と　き

○学科　10月6日㈪･7日㈫　
8時45分～17時
○実技　10月8日㈬･9日㈭･
10日㈮の中で選択受講
　8時45分～17時
受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆陶芸講座

と　き　10月14日㈫　10時
～15時　　

受講料　4,320円
◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)　 
対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　
○学科　10月14日㈫　8時
～17時10分
○実技　Ⅰコース：10月19日
㈰･25日㈯･26日㈰8時～
17時15分、Ⅱコース：10月
15日㈬～17日㈮8時～17
時15分

受講料　2万8,000円
申込み　9月1日㈪から受け
付け

◆高所作業車運転技能講習

と　き　
○学科　10月31日㈮　8時
20分～18時
○実技　11月1日㈯または2日
㈰　8時～17時10分

受講料　3万4 ,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）　

申込み　9月1日㈪から受け
付け

　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26年4月1日現在、35歳以下の勤労青少年
申込み　9月2日㈫から4日㈭までの、各講座の開講曜日の9時30分から20時までに、勤労青少年ホ
ーム事務所へ

受付日 講座名
茶道（表千家）

曜日

火9月2日
（火）

募集人数
10

回数
14

教材費
5,000円

受講時間
18時30分～20時30分

パン・お菓子 19 12 10,000円18時30分～20時30分
華道（池坊）

水9月3日
（水）

14 12,000円18時30分～20時30分
レクリエーション 14 2,500円19時～20時30分

陶芸 15 14 5,000円18時30分～20時30分
英会話 15 14 1,500円19時～20時30分
料理

着物の着装（女性） 木9月4日
（木）

23 14 11,000円18時30分～20時30分
8 14 無料18時30分～20時30分

写真 15 12 4,000円19時～20時30分
ゴルフ 第1･3火

水
随　時

半期　　　 5,000円19時～20時30分
茶道 半期（14回）10,000円18時30分～20時30分

後
期
教
養
講
座

サ
ー
ク
ル
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申込み　8月21日㈭から先着
順受け付け。水泳場窓口ま
たはホームページで

◆はじめてのパワーヨガ教室

対　象　一般成人
と　き　9月5日･19日、10月3
日･17日、11月7日･21日の各
金曜日　10時～11時

定　員　15人（先着順）
参加料　4,500円（全6回）
◆運動と英語のジーウィ教室

対　象　歩けるお子さん～
未就園児

と　き　9月10日㈬　10時
30分～11時30分

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円
◆ベビー手話教室

と　き　9月12日･26日、10月

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

   372-2250   372-2260
鈴鹿市体育協会
後期スポーツ教室

市立体育館   387-6006   387-6008

10日･24日の各金曜日　11
時～11時45分

定　員　12組（先着順）
参加料　3,000円（全4回）

申込み　8月21日㈭～30日㈯
の9時～20時（ただし25日㈪
は休館日）に、ウオーキング
教室･スロージョギング教室
は参加料を添えて市立体育
館へ、弓道教室は参加料･
保険料を添えて武道館へ

問合せ　鈴鹿市体育協会　
（　387-6006）
◆ウオーキング教室

対　象　50歳以上の男女
と　き　9月～12月の火曜日
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（第1回
目と第14回目は鈴鹿回生

病院）
定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料･
血液検査代を含む）

◆スロージョギング教室

対　象　50歳以上の男女
と　き　9月～12月の金曜日
全14回　9時30分～11時
30分

ところ　石垣池公園（第1回
目と14回目は鈴鹿回生病
院）

定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料･
血液検査代を含む）

◆後期弓道教室

対　象　一般男女
と　き　9月～11月の水曜日
全12回　9時30分～11時
30分

ところ　武道館
定　員　30人
参加料　4 , 8 5 0円（保険料
1,850円を含む）

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ

〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

水害対策の土のうについて

大雨による浸水が心配です。土のうは
市からもらうことはできますか？

6月から10月まで、台風による集中豪雨
などが発生しやすく、河川の増水や低
い土地での浸水が起こりやすくなりま

す。市では、市民の皆さん個人への「土の
う」の配布は行っていません。自宅などへの
浸水を防ぐための土のうは、ご自身で準備を
お願いします。
　ホームセンターなどで「土のう袋」や土砂、
また、水に浸すと膨張する簡易な土のうなど
が販売されています。応急対策として、ビニ
ール袋に水をいれて代替することもできます

ので、早めの対策を心掛けてください。
　なお、市では、道路冠水の被害を減らした
り、洪水を防ぐために土のうを各地区市民セ
ンターなどに備蓄しています。また、地域の浸
水対策として、平成25年度に、希望のあった自
治会の集会所などに土のうを配布しています。
こうした市の浸水対策にご理解、ご協力をいた
だきますようお願いします。
　台風や大雨の際には、気象情報などに十
分注意しながら、余裕をもって土のうを準備
するなど、必要な対策をお取りください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などに

より届けられた皆さんのご意見やご要望、それに対

する市の回答を紹介します。

防災危機管理課   382-9968   382-7603

   bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

講座・教室
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