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　桜の森公園が、2月25日㈬
午後に南玉垣町のNTT研
修センタ跡に開園します。
　この公園は、市街化の進む
市東部地域に7 . 3ヘクタール

の敷地を持ち、遊具･広場･
散策路などを備え、子育て中
の親子のほか、さまざまな年
齢層の人々に利用していただ
きやすい都市公園となってい
ます。
　また、災害時には鈴鹿市初
の防災公園として機能するよ
う、さまざまな防災設備を備え
ており、広域避難地や災害対
策の拠点として活用すること
ができるようになっています。
　桜の森公園の名称は平成
25年に公募により選定されま
した。桜の名所として長く愛さ
れてきた場所に誕生した新し
い公園へ、ぜひご来園くださ
い。
※駐車場への車両の乗り入れは、
工事状況により遅れる場合があ
ります。

※野球場は、平成28年4月から利

用開始予定です。また、芝生広
場の一部は芝生の養生のため、
しばらくの間利用できません。

　電気設備改修工事に伴い、
工事期間中の開館時間を変
更します。また、一部施設の利
用ができなくなります。詳しくは
下記までお問い合わせくださ
い。
※西部野球場･テニスコートは通
常通り利用できます。

通常の開館時間　9時～22時
変　更　3月2日㈪～6日㈮の5
日間、9時～16時30分

問合せ　農村環境改善センター
（　374-3455 岸田町1549
番地の12）

農村環境改善センター
改修工事のため開館時間
などを変更します

農林水産課　 382-9017　 382-7610

桜の森公園(防災公園)が
開園します

市街地整備課　 382-9027　 382-7615

行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙
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　PM2.5とは、大気中に浮遊
している2.5マイクロメートル以
下の小さな粒子のことです。
肺の奥深くまで入りやすいた
め、呼吸器系への影響に加
え、循環器系への影響が心
配されています。
　これから3月下旬までは、
PM2.5の濃度が高くなる傾向
がみられます。市では、県から
注意喚起を行う旨の連絡があ
った場合は、学校などへ通知
するほか、市ホームページなど
でお知らせします。
※大気の状況は、環境省や県の
ホームページなどで確認できま
す。風が弱く｢もや｣がかかって
いる時は｢要注意｣と覚えてい
ただくとよいでしょう。

◆注意喚起発令時は

・屋外での長時間の激しい
運動や外出をできるだけ減
らしましょう。
・屋内でも換気や窓の開閉を
必要最小限にするよう心掛
けましょう。
・外出時は、マスク（インフルエ
ンザ用など）をするか、外出
後に充分うがいをしましょう。

　｢平成27年度版ごみ収集カ
レンダー｣、｢家庭ごみの分け
方･出し方｣、｢プラスチックご
みの分け方･出し方｣、有害ご
み専用収集袋を、広報すずか

3月5日号と共に配布します。
　これらを紛失された場合
は、3月5日以降に、廃棄物対
策課または地区市民センター
でお渡しできます。
※有害ごみ専用収集袋は翌年度も
使用できます。袋が多く余った場
合は、廃棄物対策課か地区市民
センターへお持ちください。

※有害ごみ専用収集袋が不足する
場合には、廃棄物対策課または地
区市民センターでお渡しします。

※一部地域では、有害ごみ専用収
集袋は3月20日号と共に配布
します。

　2月下旬から3月上旬にか
けて、納期限が過ぎても国民
健康保険税の納付が確認で
きない方を対象に、電話で納
付の呼びかけを行う、収納コ
ールセンター事業を行います。
　電話する際は｢三重県国
民健康保険税収納コールセ
ンターの○○です｣と名乗り、
保険税の納め忘れについて
お知らせします。
　なお、この電話でATMなどに
振り込みをお願いすることは一
切ありません。電話は、次の業務
委託先の事業者がかけます。
事業者名　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト
　0120-968-703（フリーダ
イヤル））

と　き　2月23日㈪　13時30
分から

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏ま
えて定員を決定し、必要と認
める場合は抽選により決定）

申込み　当日13時から13時
25分まで、会場で傍聴証を
配布

と　き　2月27日㈮　13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
25分まで、会場で傍聴整理
券を配布

　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書に
必要事項を記入し、学校へ提
出してください。
※援助を受けていただくにあたっ
ては、一定額の所得基準を設け
ています。

※平成26年度に就学援助を受け
ていた方で、平成27年度も引き
続いて受給を希望される場合
も、新たに申請が必要です。

と　き　2月26日㈭･27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。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかります。来年度の口座振
替を希望される方は、お早め
に手続きをお願いします。申込
手続きは金融機関、地区市民
センター、納税課の窓口で行
っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

　市では、皆さんからの意見
を十分に考慮して意思決定を
行うため、意見公募手続（パ
ブリックコメント手続）を行って
います。
意見を提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事務所、学校などに
在勤･在学している方
・本案に利害関係を有する
方

提出方法　件名｢○○（案）
に関する意見｣、住所、氏
名、意見を記入の上、郵便
･ファクス･電子メールまたは
直接窓口（各担当課、地区
市民センター）へ。様式は

問いません。
※提出いただいた意見は、個人が
特定できないように類型化して
まとめ、回答とともに市ホーム
ページで公表します。個別には
回答しません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

　平成27年度から平成29年
度までを計画期間とする、市
内の青少年（0歳～18歳）の
健全育成に求められる基本
的な方向性や、青少年の健や
かな成長を目指すための対策
について、｢第3次子どもの健
全育成推進基本計画（案）｣
をまとめました。この計画（案）
について、皆さんからの意見
を募集します。
募集期間　2月17日㈫～3月
19日㈭（郵便は当日消印有
効）

閲覧場所　教育支援課、地
区市民センター、市政情報
課、市ホームページ、教育
委員会ホームページ

　子ども･子育て支援新制度
が4月から施行されることに伴
い、子ども･子育て支援法に
基づき、｢鈴鹿市子ども･子育
て支援事業計画（案）｣をまと
めましたので、皆さんからの意
見を募集します。
募集期間　2月20日㈮～3月
23日㈪（郵便は当日消印有
効）

閲覧場所　児童保育課、地
区市民センター、市政情報
課、市ホームページ

　平成24年12月の｢鈴鹿市
まちづくり基本条例｣施行後、
市民と行政が協働して地域
の課題に取り組む、市民主体
のまちづくりを進めています。
　このたび、協働の仕組みや
ルールについて認識を共有す
るため、協働の考え方や取り
組み方について｢鈴鹿市協働
推進指針（案）｣をまとめました
ので、皆さんからの意見を募
集します。
募集期間　3月2日㈪～4月1日
㈬（郵便は当日消印有効）

閲覧場所　地域課、地区市
民センター、男女共同参画
センター、市政情報課、市ホ
ームページ

　厚生労働省は平成26年11
月に、労働条件や労務管理
上の疑問点を確認するため
の情報を広く発信する総合情
報サイト｢確かめよう 労働条
件｣を開設しました。
※検索キーワード

　労働条件　総合情報サイト

　労働条件や労務管理に関
する情報をQ＆Aなどで広く発
信していますのでご利用くださ
い。
問合せ　三重労働局労働基
準部監督課（　059-226 -
　2106）

平成27年度版
ごみ収集カレンダーなど

を配布します
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

鈴鹿市子ども･子育て
会議(第9回)が
傍聴できます

児童保育課　 382-7606　 382-7607

国民健康保険税
収納コールセンター事業

を行います
保険年金課　 382-7605　 382-9455

就学援助制度のご案内

学校教育課　 382-7618　 382-9054

鈴鹿市地域福祉計画
策定委員会(第4回)が
傍聴できます

福祉総務課　 382-9012　 382-7607

くらしの情報くらしの情報

PM2.5の濃度上昇に
ご注意ください

環境政策課　 382-7954　 382-2214
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3月5日号と共に配布します。
　これらを紛失された場合
は、3月5日以降に、廃棄物対
策課または地区市民センター
でお渡しできます。
※有害ごみ専用収集袋は翌年度も
使用できます。袋が多く余った場
合は、廃棄物対策課か地区市民
センターへお持ちください。

※有害ごみ専用収集袋が不足する
場合には、廃棄物対策課または地
区市民センターでお渡しします。

※一部地域では、有害ごみ専用収
集袋は3月20日号と共に配布
します。

　2月下旬から3月上旬にか
けて、納期限が過ぎても国民
健康保険税の納付が確認で
きない方を対象に、電話で納
付の呼びかけを行う、収納コ
ールセンター事業を行います。
　電話する際は｢三重県国
民健康保険税収納コールセ
ンターの○○です｣と名乗り、
保険税の納め忘れについて
お知らせします。
　なお、この電話でATMなどに
振り込みをお願いすることは一
切ありません。電話は、次の業務
委託先の事業者がかけます。
事業者名　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト
　0120-968-703（フリーダ
イヤル））

と　き　2月23日㈪　13時30
分から

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏ま
えて定員を決定し、必要と認
める場合は抽選により決定）

申込み　当日13時から13時
25分まで、会場で傍聴証を
配布

と　き　2月27日㈮　13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

定　員　10人（定員を超えた
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
25分まで、会場で傍聴整理
券を配布

　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書に
必要事項を記入し、学校へ提
出してください。
※援助を受けていただくにあたっ
ては、一定額の所得基準を設け
ています。

※平成26年度に就学援助を受け
ていた方で、平成27年度も引き
続いて受給を希望される場合
も、新たに申請が必要です。

と　き　2月26日㈭･27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。

　市税の口座振替を開始す
るためには、手続きに約1カ月
かかります。来年度の口座振
替を希望される方は、お早め
に手続きをお願いします。申込
手続きは金融機関、地区市民
センター、納税課の窓口で行
っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

　市では、皆さんからの意見
を十分に考慮して意思決定を
行うため、意見公募手続（パ
ブリックコメント手続）を行って
います。
意見を提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事務所、学校などに
在勤･在学している方
・本案に利害関係を有する
方

提出方法　件名｢○○（案）
に関する意見｣、住所、氏
名、意見を記入の上、郵便
･ファクス･電子メールまたは
直接窓口（各担当課、地区
市民センター）へ。様式は

問いません。
※提出いただいた意見は、個人が
特定できないように類型化して
まとめ、回答とともに市ホーム
ページで公表します。個別には
回答しません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

　平成27年度から平成29年
度までを計画期間とする、市
内の青少年（0歳～18歳）の
健全育成に求められる基本
的な方向性や、青少年の健や
かな成長を目指すための対策
について、｢第3次子どもの健
全育成推進基本計画（案）｣
をまとめました。この計画（案）
について、皆さんからの意見
を募集します。
募集期間　2月17日㈫～3月
19日㈭（郵便は当日消印有
効）

閲覧場所　教育支援課、地
区市民センター、市政情報
課、市ホームページ、教育
委員会ホームページ

　子ども･子育て支援新制度
が4月から施行されることに伴
い、子ども･子育て支援法に
基づき、｢鈴鹿市子ども･子育
て支援事業計画（案）｣をまと
めましたので、皆さんからの意
見を募集します。
募集期間　2月20日㈮～3月
23日㈪（郵便は当日消印有
効）

閲覧場所　児童保育課、地
区市民センター、市政情報
課、市ホームページ

　平成24年12月の｢鈴鹿市
まちづくり基本条例｣施行後、
市民と行政が協働して地域
の課題に取り組む、市民主体
のまちづくりを進めています。
　このたび、協働の仕組みや
ルールについて認識を共有す
るため、協働の考え方や取り
組み方について｢鈴鹿市協働
推進指針（案）｣をまとめました
ので、皆さんからの意見を募
集します。
募集期間　3月2日㈪～4月1日
㈬（郵便は当日消印有効）

閲覧場所　地域課、地区市
民センター、男女共同参画
センター、市政情報課、市ホ
ームページ

　厚生労働省は平成26年11
月に、労働条件や労務管理
上の疑問点を確認するため
の情報を広く発信する総合情
報サイト｢確かめよう 労働条
件｣を開設しました。
※検索キーワード

　労働条件　総合情報サイト

　労働条件や労務管理に関
する情報をQ＆Aなどで広く発
信していますのでご利用くださ
い。
問合せ　三重労働局労働基
準部監督課（　059-226 -
　2106）

総合情報サイト
｢確かめよう 労働条件｣
をご利用ください

産業政策課　 382-8698　 382-0304

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　 382-7831　 382-7660

意見公募手続
～計画(案)などへの
意見を募集します～

◆第3次子どもの

健全育成推進基本計画(案)

教育支援課　 382-9055　 382-9053

 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

◆鈴鹿市子ども･子育て

支援事業計画(案)

児童保育課 　382-7606 　382-7607

 jidohoiku@city.suzuka.lg.jp

◆鈴鹿市協働推進指針(案)

地域課 　382-8695 　382-2214

 chiiki@city.suzuka.lg.jp

電　話 電子メール ホームページファクス
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受験資格　昭和30年4月2日
以降生まれで、臨床心理士
の資格を有し、有資格者と
して実務経験を有する方

業務内容　子ども家庭支援
課での児童の発達検査、
保護者相談など　

採用予定人数　1人程度
勤務条件　嘱託職員採用試
験募集要項に記載

雇用期間　雇用した日（4月採
用予定）～平成28年3月31
日

※更新する場合あり。
申込み　2月20日㈮から3月3
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、子ども家庭支援
課へ

※採用試験募集要項・申込書は、
直接または郵送で子ども家庭
支援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、92円切手を
貼った12cm×23㎝程度)を同
封してください。

◆採用試験

と　き　3月9日㈪
ところ　市役所西館2階　
子ども家庭支援課

内　容　面接

◆嘱託調理員

受験資格　昭和30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
現場での勤務経験を有す
る方

業務内容　保育所での調理
採用予定人数　1人程度
◆嘱託看護師

受験資格　昭和30年4月2日
以降生まれで、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
業務内容　保育所での看護
に関する業務

採用予定人数　2人程度
勤務条件　嘱託職員採用試
験募集要項に記載

雇用期間　雇用した日（4月採
用予定）～平成28年3月31日

※更新する場合あり。
申込み　2月20日㈮から3月4
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

※採用試験募集要項・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、92円切手を貼った
12cm×23㎝程度)を同封して
ください。

◆採用試験

と　き　3月7日㈯

※詳しくはお問い合わせくださ
い。

受験資格（次の全てに該当

する方）

○大学において考古学･人類
学または歴史学を専攻し、
埋蔵文化財の調査につい
ての知識･経験を有する方
（調査参加経歴書を要提
出）
○学芸員資格および普通自動
車免許を取得または平成27
年3月までに取得見込みの
方
○パソコン操作（入力･検索
など）ができる方
○昭和30年4月2日以降生ま
れの方

業務内容　埋蔵文化財の発
掘調査･室内整理および報
告書作成に関する業務

定　員　1人程度
勤務条件　嘱託職員採用試
験募集要項に記載

雇用期間　雇用した日（4月採
用予定）～平成28年3月31日

※更新する場合あり。
申込み　2月20日㈮から3月
11日㈬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、考
古博物館（〒513 -0013　
国分町224）へ

※採用試験募集要項･申込書は、
博物館へ直接または郵便(82
円切手を貼った返送用封筒を
同封のこと)で博物館に請求し
てください。博物館ホームペー
ジからも入手できます。

◆採用試験

と　き　3月15日㈰
ところ　考古博物館
内　容　筆記 ･実技試験、
面接

嘱託職員(臨床心理士)を
募集します

子ども家庭支援課

 382-9140 　382-9142

嘱託職員(学芸員)を
募集します

考古博物館　 374-1994　 374-0986

公立保育所
嘱託調理員･嘱託看護師を

募集します
児童保育課　 382-7606　 382-7607

くらしの情報くらしの情報
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管財営繕課　 382-9675　 382-8188

　住宅用地や駐車場用地･看板用地などに
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。
◆入札

と　き　3月16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30分、物件
（6）14時30分、物件（7）15時30分
ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　2月23日㈪から3月12日㈭（土・日曜日

を除く）までの8時30分から17時15分まで
に、直接、管財営繕課へ

※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　2月26日㈭  物件（1）9時から、物件
（2）9時30分から、物件（3)10時30分から、
物件（4）11時30分から、物件（5）13時30分
から、物件（6）14時30分から、物件（7）15時
30分から

ところ　売却物件所在地

市有地と土地開発公社所有地を一般競争入札により売却します

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 予定価格
(売却最低価格)所　在　地

（4） 雑種地 85㎡ 第一種住居地域 238万円
（5） 計194.99㎡ 637万7,000円雑種地

（1） 宅　地 207.22㎡ 第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域／近隣商業地域

190万7,000円
（2） 宅　地

宅　地
249.80㎡ 394万8,000円

（3） 計163.82㎡ 584万3,000円
矢橋一丁目823番
神戸五丁目593番1外2筆

32.44㎡ 第一種住居地域 62万7,000円雑種地
（6） 計259.07㎡ 889万6,000円雑種地矢橋一丁目738番外1筆
（7）寺家四丁目2945番7

寺家一丁目2038番337
寺家一丁目2076番104
十宮三丁目160番16外1筆

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。

市有地と鈴鹿市土地開発公社所有地を先着順で売却します

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 売却価格所　在　地

(A6) 雑種地 99.85㎡ 第一種住居地域 260万円
(A7) 131.41㎡ 385万4,000円宅　地

(A2) 公衆用
道路 96.23㎡ 準工業地域

準工業地域
準工業地域

第一種住居地域
第一種住居地域

392万2,000円
(A3) 宅　地

宅　地
57.78㎡ 209万6,000円

(A5) 74.80㎡ 190万円
寺家四丁目2957番2
寺家四丁目2961番1

(A8) 540.01㎡ 937万4,000円宅　地寺家五丁目1675番1

北玉垣町字細田1667番1

矢橋町字大日645番9
白子本町6307番5

電　話 電子メール ホームページファクス
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平成26年度のポスター

受験資格（次のすべてに該

当する方）　

○日本語をタガログ語（フィリピン
語）･英語に翻訳のできる方
○日本語･タガログ語（フィリピン
語）･英語で通訳のできる方
○普通自動車免許を取得の方、
または平成27年3月末日までに
取得見込みの方
○西暦1955年4月2日以降生まれ
の方

※地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しないことが条件
です。

※外国籍の方は、永住者か特別永
住者の在留資格が必要です。

勤務場所　市教育委員会
採用予定人数　1人
雇用期間　雇用した日（4月採
用予定）～平成28年3月31日

※更新する場合あり。
申込み　2月20日㈮から3月6日
㈮（土･日曜日を除く8時30分
～17時15分）までに、電話で
教育支援課へ

◆採用試験

と　き　3月11日㈬　9時～11時
ところ　市役所本館　11階
1102ミーティングルーム

内　容　面接、翻訳筆記試験

　農地法の一部改正に伴
い、平成27年4月1日から農地

台帳の公表が始まります。
　農地の所在、地番、地目、
面積や賃借権などの種類・期
間などが、どなたでもインター
ネットで確認できます。
　また、農業委員会の窓口で
はインターネットの情報に加え
て所有者、賃借人等、耕作者
の氏名･名称を有料で閲覧で
きます（手数料1件1筆につき
300円）。
　なお、本人による農地基本
台帳の閲覧、耕作等証明願
い、耕作面積証明願いは従
来通り無料です。

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）

◆一般幹部候補生

対　象　大卒（見込含む）

26歳未満（大学院修士課
程修了者は28歳未満）

※年齢は平成28年4月1日現在
受付期間　3月1日㈰～5月1日㈮
試験日　1次：5月16日㈯･17
日㈰（17日は飛行要員希望
者のみ）

◆歯科･薬剤科幹部候補生

対　象　歯科：20歳以上30
歳未満で専門大卒（見込
含む）、薬剤：20歳以上26
歳未満（薬学修士取得者
は28歳未満）

※年齢は平成28年4月1日現在
受付期間　3月1日㈰～5月1日㈮
試験日　1次：5月16日㈯
◆予備自衛官補（一般･技

能）

対　象　一般：18歳以上34
歳未満、技能：国家資格を
有する18歳以上（資格によ
り53歳～55歳未満の者）
※年齢は平成27年7月1日現在
受付期間　3月24日㈫まで
試験日　4月10日㈮～14日㈫
の間の指定する1日

　総務省では、｢統計の日｣の
周知を図るため、ポスターをは
じめとする広報媒体に活用す
る標語を募集しています。統
計の重要性に対する関心と
理解を深め、統計調査への協
力を呼びかける作品を応募し
てください。
応募方法　3月31日㈫までに、
ファクスまたは電子メールで
総務省制作統括官室へ
  toukeinohi＠soumu.go.jp
　03-5273-1181
※詳しくは総務省統計局ホーム
ページ（　http://www.stat.

　go.jp/）をご覧ください。
問合せ　総務省 普及指導担
当（　03-5273-1144）

自衛官を募集しています

市民課　 382-9013　 382-7608

統計の日(10月8日)の
標語を募集しています

企画課　 382-7676　 382-9040

外国人児童生徒支援員
(嘱託職員)を募集します

教育支援課　 382-9030　 382-9053

くらしの情報くらしの情報

4月1日から
市街化区域以外の
農地台帳公表が
始まります

農業委員会事務局

 382-9018 　382-7610
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第23回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
(公財)鈴鹿市文化振興事業団 　384-7000　 384-7755 

◆第23回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月7日㈯　10時から      ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第23回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌｢市民文化｣に掲載します。3月7日(土)から1部100円で販売します
ので、ご希望の方は、直接、（公財）鈴鹿市文化振興事業団事務局(文化会館内)へお越しください。

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

◆一般の部 （敬称略、同賞内順不同）

小説 浦田純奈

最
優
秀
賞

KAGUYA
ジャンル賞 氏　名 作品名・作品

エッセイ 樋口祥巳 姉
アフォリズム 小川はつこ 初恋は、胸の中で始まる。何度目かの恋は、頭の中で始まる。

詩 深谷孝夫 昭和の人間
短歌 児玉亮子 夕刻の少女
俳句 山岡ひろし

優
秀
賞

一葉落つ
川柳 西垣こゆき 慎ましく
小説 小津順吉 ラブレター
エッセイ 太田泰子 本当のサンタクロースがやってきた

作文･童話 伊藤千夏最
優
秀
賞

夏の空に思うこと
ジャンル賞 氏　名 作品名・作品

詩 該当者なし 
短歌 中野芙美 げたばこのくつが「整列！」前ならえでも一つだけとびだしてるよ

俳句・川柳 中林凜 妹と春を探しに原っぱへ
作文･童話 寺本萌里 雨と「思い」
詩 郡山恵恕優

秀
賞

せんぷうき
短歌 鈴木琉玖 かげ動くなぜ動くのだついてくる止まると止まる走ると走る

作文･童話／伊藤もも音
詩／佐野瑠勇
短歌／井ノ本響、道明咲恵、河村陽香、久保茉白、辻美空、橋本和生、服部由依、川村舜生、勝田陽、小林星生、
成山心優、後藤初花、佐野敢大、平田唯翔、前田羽音
俳句・川柳／井ノ本響、服部心勇、前山和愛、匹田京花、服部由依、新田浩太、服部玲伊、中村隼、小島さくら、
辻莉子、須藤環

小説／伊達まさ、麦畑羊一　　　　　　エッセイ／平英男
アフォリズム／吉崎勝、トーク藤沢　　詩／大谷仁志、平英男
短歌／村上英明、渡部明美　　　　　　俳句／仲見たかし、大野信子
川柳／山口玖美、竹口みか子

俳句・川柳 湯川さくら まどをあけカエルの声がとびこんだ

詩 梅山憲三 メグミさんの楽器
短歌 大谷仁志 風は秋
俳句 浜西修 秋に浸る
川柳 松長一歩 団地生活

哲学者が、「幸せとは、ほんとうのことを確かめあうこと」と
主張していたので、確かめあってみたら、幸せがふっとんだ。アフォリズム 中山美保

（敬称略、同賞内順不同）◆ジュニアの部

※奨励賞は、受賞者氏名のみ掲載しました。
※奨励賞の作品名・作品は、（公財）鈴鹿市
文化振興事業団ホームページに掲載しま
す(3月中旬ごろ予定)。

電　話 電子メール ホームページファクス
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　地域住民同士のふれあい･
助け合い･支え合いで成り立
つ地域福祉について、みんな
で考えてみませんか。
と　き　2月27日㈮　14時～
16時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール（南玉垣町
6600）　

テーマ　地域福祉から考える
鈴鹿市の未来像

内　容

○第一部　講演会　大西丈
二さん（三重大学大学院医
学系研究科　准教授）　
○第二部　シンポジウム
　行政、福祉施設、住民活動
団体など、市内で地域福祉
を実践するさまざまな方か
ら、活動を通じて感じている
ことを話していただきます。

コーディネーター　貴島日
出見さん（鈴鹿医療科学大
学医療福祉学科 教授）

定　員　200人
参加料　無料
主　催　鈴鹿市、鈴鹿市社
会福祉協議会

　新小学1年生の入学を祝う
催しを行います。
対　象　市内に在住する平
成27年度小学校入学予定
者とその保護者

と　き　3月1日㈰　14時～
15時30分

ところ　市民会館

内　容　小学校生活を紹介
する映像鑑賞、親子のふれ
あい遊び　など

参加料　無料
共　催　中日新聞社、鈴鹿
市、鈴鹿市教育委員会

問 合 せ　中日新聞社（　
052-221-0671）、学校教育
課（　382-7618）

　伊勢型紙は型地紙を伝統
的な技法で手彫りしたもので
す。型地紙は楮の和紙から作
られています。今回は伊勢型
紙作品のほかに、彫刻技術の
伝承に欠かせない型地紙と
美濃和紙についても製作用
具などを紹介します。また、製
作の実演もあります。
と　き　3月5日㈭～8日㈰　
10時～17時

※最終日は15時まで
ところ　県立美術館 県民ギ
ャラリー（津市大谷町11番
地）

実　演

○紙漉きと型染め実演　7日
㈯午後、8日㈰の随時
○伊勢型紙製作実演　期間
中の13時～16時

入場料　無料
主　催　重要無形文化財保
持団体 伊勢型紙技術保
存会 

問合せ　伊勢型紙資料館
（　368-0240）

　県立鈴鹿青少年センター
で座学の後、公園を散策し野

鳥を観察します。
と　き　3月8日㈰　10時～
12時　雨天決行

※10分前までに青少年センター前
にお集まりください。

ところ　鈴鹿青少年の森
（住吉町）
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
申込み　2月27日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を、電
話･ファクス･電子メールの
いずれかで環境政策課へ

　白子まちかど博物館運営
委員会が昨年11月に開催し
たフォトコンテストの入賞作品
を展示します。
と　き　3月12日㈭～17日㈫
　平日　8時30分～17時15分
　土曜日　10時～17時　
　日曜日　9時～17時
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　HondaがF1世界選手権に
7年ぶりに参戦する2015年。
その幕開けとなるモータース
ポーツイベントが“Honda F1
復活祭”として開催されます。
と　き　3月7日㈯･8日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
内　容

○HondaF1歴代マシンのデ
モラン
○ゲストトークショー
○8耐マシンほかさまざまなレ
ーシングカーとバイクの走行
イベント
○ゲストや現役選手と触れ合
えるイベント　など

入場料　ページ下部に掲載
の入場券を持参すれば無
料（別途駐車料金が必要）

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

内　容　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
･亀山市･津市･菰野町）の
観光･物産のPRなど。8日
㈰には、北勢地域のご当地
キャラ「北伊勢deもてなし
隊」も大集合

問合せ　商業観光課　
※詳しい内容は鈴鹿F1協議会
ホームページ(　h t t p : / /

　suzuka21.com/)をご覧くだ
さい。

◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

内　容　マシン搭乗、子ども
モータースポーツ教室　な
ど

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会　（　080-4537-
2005（中野））

※詳しい内容は鈴鹿モータース
ポーツ友の会ホームページ(　
h t t p : / /www . s u z uka -
msa.jp/)をご覧ください。

　Hondaが1966年と1967年
のF1世界選手権参戦用に開
発したフォーミュラカー
「RA273」と、小林可夢偉選
手から寄贈されたヘルメットを
展示します。
と　き　2月23日㈪～3月4日
㈬（28日㈯を除く）　8時30
分～17時15分

※3月1日㈰のみ9時～12時
ところ　市役所本館　1階
市民ロビー

◆熱田護写真展

　鈴鹿市出身のフォトグラファ
ー熱田護さんのＦ１写真を展
示します。
と　き　2月24日㈫～27日㈮
8時30分～17時15分

ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　3月は自殺対策強化月間で
す。日頃から心を元気に保つ
ためのコツを学びましょう。
と　き　3月12日㈭　13時30
分～15時

ところ　市保健センター　2
階健康教育室

講 　 師　長野ゆき子さん
（（有）幸プランニング　交
流分析応用心理士教授）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月24日㈫から、電
話で健康づくり課へ

　メンタルヘルスや自殺などの
社会問題に対する悩みを軽
減するためのセミナーです。
対　象　働いている方
と　き　3月7日㈯　10時～
12時（受付9時30分から）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容　7万8,000人のオー
ディションを勝ち抜いた元女
優が教える心をつなぐコミュ
ニケーション法

講 　 師 　森川あやこさん
（Officeアイム代表、人材育
成コンサルタント、コミュニケ
ーションスペシャリスト）

入場料　無料
託　児　あり（事前に問合せ）
問合せ　鈴鹿地域協議会
（　383-3359　10時～16
時（火～金曜日））

くらしの情報くらしの情報

地域福祉講演会
福祉総務課　 382-9012　 382-7607

伊勢型紙･美濃和紙展
文化課　 382-9031　 382-9071

催 し 物

第59回新入学を祝う
よい子のつどい

学校教育課　 382-7618　 382-9054

～伊勢街道に息づく～
第6回｢匠の里フォトコンテスト｣

入賞作品展示
商業観光課　 382-9020　 382-0304

野鳥観察会 in
鈴鹿青少年の森公園

環境政策課　 382-7954　 382-2214

  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

グランプリ作品「伝承」

伊藤隆彦さん（伊船町）

こうぞ
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内　容　小学校生活を紹介
する映像鑑賞、親子のふれ
あい遊び　など

参加料　無料
共　催　中日新聞社、鈴鹿
市、鈴鹿市教育委員会

問 合 せ　中日新聞社（　
052-221-0671）、学校教育
課（　382-7618）

　伊勢型紙は型地紙を伝統
的な技法で手彫りしたもので
す。型地紙は楮の和紙から作
られています。今回は伊勢型
紙作品のほかに、彫刻技術の
伝承に欠かせない型地紙と
美濃和紙についても製作用
具などを紹介します。また、製
作の実演もあります。
と　き　3月5日㈭～8日㈰　
10時～17時

※最終日は15時まで
ところ　県立美術館 県民ギ
ャラリー（津市大谷町11番
地）

実　演

○紙漉きと型染め実演　7日
㈯午後、8日㈰の随時
○伊勢型紙製作実演　期間
中の13時～16時

入場料　無料
主　催　重要無形文化財保
持団体 伊勢型紙技術保
存会 

問合せ　伊勢型紙資料館
（　368-0240）

　県立鈴鹿青少年センター
で座学の後、公園を散策し野

鳥を観察します。
と　き　3月8日㈰　10時～
12時　雨天決行

※10分前までに青少年センター前
にお集まりください。

ところ　鈴鹿青少年の森
（住吉町）
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
定　員　20人（先着順）
申込み　2月27日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を、電
話･ファクス･電子メールの
いずれかで環境政策課へ

　白子まちかど博物館運営
委員会が昨年11月に開催し
たフォトコンテストの入賞作品
を展示します。
と　き　3月12日㈭～17日㈫
　平日　8時30分～17時15分
　土曜日　10時～17時　
　日曜日　9時～17時
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　HondaがF1世界選手権に
7年ぶりに参戦する2015年。
その幕開けとなるモータース
ポーツイベントが“Honda F1
復活祭”として開催されます。
と　き　3月7日㈯･8日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
内　容

○HondaF1歴代マシンのデ
モラン
○ゲストトークショー
○8耐マシンほかさまざまなレ
ーシングカーとバイクの走行
イベント
○ゲストや現役選手と触れ合
えるイベント　など

入場料　ページ下部に掲載
の入場券を持参すれば無
料（別途駐車料金が必要）

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

内　容　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
･亀山市･津市･菰野町）の
観光･物産のPRなど。8日
㈰には、北勢地域のご当地
キャラ「北伊勢deもてなし
隊」も大集合

問合せ　商業観光課　
※詳しい内容は鈴鹿F1協議会
ホームページ(　h t t p : / /

　suzuka21.com/)をご覧くだ
さい。

◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

内　容　マシン搭乗、子ども
モータースポーツ教室　な
ど

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会　（　080-4537-
2005（中野））

※詳しい内容は鈴鹿モータース
ポーツ友の会ホームページ(　
h t t p : / /www . s u z uka -
msa.jp/)をご覧ください。

　Hondaが1966年と1967年
のF1世界選手権参戦用に開
発したフォーミュラカー
「RA273」と、小林可夢偉選
手から寄贈されたヘルメットを
展示します。
と　き　2月23日㈪～3月4日
㈬（28日㈯を除く）　8時30
分～17時15分

※3月1日㈰のみ9時～12時
ところ　市役所本館　1階
市民ロビー

◆熱田護写真展

　鈴鹿市出身のフォトグラファ
ー熱田護さんのＦ１写真を展
示します。
と　き　2月24日㈫～27日㈮
8時30分～17時15分

ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

　3月は自殺対策強化月間で
す。日頃から心を元気に保つ
ためのコツを学びましょう。
と　き　3月12日㈭　13時30
分～15時

ところ　市保健センター　2
階健康教育室

講 　 師　長野ゆき子さん
（（有）幸プランニング　交
流分析応用心理士教授）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月24日㈫から、電
話で健康づくり課へ

　メンタルヘルスや自殺などの
社会問題に対する悩みを軽
減するためのセミナーです。
対　象　働いている方
と　き　3月7日㈯　10時～
12時（受付9時30分から）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容　7万8,000人のオー
ディションを勝ち抜いた元女
優が教える心をつなぐコミュ
ニケーション法

講 　 師 　森川あやこさん
（Officeアイム代表、人材育
成コンサルタント、コミュニケ
ーションスペシャリスト）

入場料　無料
託　児　あり（事前に問合せ）
問合せ　鈴鹿地域協議会
（　383-3359　10時～16
時（火～金曜日））

鈴鹿サーキット
2015モータースポーツ
ファン感謝デー

商業観光課　 382-9020　 382-0304

Honda最高峰
フォーミュラカー「RA273」

などの展示
商業観光課　 382-9020　 382-0304

講座・教室

こころの健康セミナー
～心を元気にするコツ～

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

働くひとのための
コミュニケーション
セミナー 

産業政策課　 382-8698　 382-0304

電　話 電子メール ホームページファクス
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入
場
券

（鈴）

３月7日㈯ 2015モータースポーツ ファン感謝デー
※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

入
場
券

（鈴）

３月8日㈰ 2015モータースポーツ ファン感謝デー
※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



申込み　2月25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

◆運動と英語のジーウィ教室

　教材に頼らない、遊べる･
学べる運動＆英語レッスンで
す。 

対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　3月11日㈬　11時～
12時

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円
◆ひとみ先生のアイシング

教室 

　見て楽しい、食べておいし
いアイシングクッキーを作りまし
ょう。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　3月6日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1 , 5 0 0円（材料費
込）

　ジュニアの皆さんが広くゴ
ルフに親しんでいただくために
開催します。
対　象　市内に在住･在学の
小･中学生

※小学生は原則3年生以上
と　き　4月から原則毎週土
曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド
練習など

※初心者には基礎から指導
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円

定　員　10人
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　3月20日㈮までに、鈴
峰ゴルフ倶楽部内　鈴鹿

市ゴルフ協会（　371-0711
　371-1518）へ

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト技能講習を除く）。事前
に電話でお問い合わせの
上、訓練センターの窓口へ

◆新入社員安全衛生教育

と　き　4月6日㈪　8時40分
～16時20分　

受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆自由研削砥石特別教育

と　き　4月8日㈬　8時40分
～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費1,188円）

◆玉掛技能講習

と　き　学科　4月13日㈪･
14日㈫、実技　4月15日㈬･
16日㈭･17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）

◆フォークリフト技能講習

(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　4月14日㈫　
8時～17時10分、実技：Ⅰコ
ース　4月1 5日㈬～1 7日
㈮ 、Ⅱコース　4月21日㈫～
23日㈭　8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースともに3
月16日㈪から受け付け

講座・教室

スポーツ短期教室

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071 　372-2260

くらしの情報くらしの情報

　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27年4月1日現在で35歳以下の勤労青少年
申込み　3月3日㈫から5日㈭までの、各講座の開講曜日ごとに9時30分から20時までに勤労青少年
ホームへ

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

受付日

3月3日

3月4日

茶道（表千家）

パン・お菓子

華道（池坊）

レクリエーション

陶　芸

英会話

料理

着物の着装（女性）

写　真

茶道サークル

火

水

講座名

18時30分～20時30分

受講時間

14

回　数曜　日

10

募集人数

5,000

18時30分～20時30分 1219 10,000

水

3月5日

随　時

木

18時30分～20時30分 14－ 12,000

19時～20時30分 14－ 2,500

18時30分～20時30分 1415 5,000

19時～20時30分 1415 1,500

18時30分～20時30分 1423 11,000

18時30分～20時30分 148 無料

19時～20時30分 1215 4,000

18時30分～20時30分 半期(14回)12,0007

教材費（円）

◆前期教養講座・サークル（教材費は全回分）
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※受講申込み前に勤労青少年ホーム利用登録の手
続きをしてください(身分証明書の提示とメールア
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。

※定員に満たない講座は、受付日以降随時受け付け
ます。3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、開講をとりやめることがあり

ます。
※教材費は、開講初日に各講座にお支払いください。釣
銭のいらないよう協力をお願いします。

※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。

※4月7日(火)から順次開講します。



対　象　歩けるお子さん～未
就園児

と　き　3月11日㈬　11時～
12時

定　員　20組（先着順）
参加料　1,250円
◆ひとみ先生のアイシング

教室 

　見て楽しい、食べておいし
いアイシングクッキーを作りまし
ょう。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　3月6日㈮　10時30
分～12時

定　員　10人（先着順）
参加料　1 , 5 0 0円（材料費
込）

　ジュニアの皆さんが広くゴ
ルフに親しんでいただくために
開催します。
対　象　市内に在住･在学の
小･中学生

※小学生は原則3年生以上
と　き　4月から原則毎週土
曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド
練習など

※初心者には基礎から指導
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円

定　員　10人
主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　3月20日㈮までに、鈴
峰ゴルフ倶楽部内　鈴鹿

市ゴルフ協会（　371-0711
　371-1518）へ

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（フォークリ
フト技能講習を除く）。事前
に電話でお問い合わせの
上、訓練センターの窓口へ

◆新入社員安全衛生教育

と　き　4月6日㈪　8時40分
～16時20分　

受講料　5,400円（別途教材
費648円）

◆自由研削砥石特別教育

と　き　4月8日㈬　8時40分
～16時20分

受講料　5,400円（別途教材
費1,188円）

◆玉掛技能講習

と　き　学科　4月13日㈪･
14日㈫、実技　4月15日㈬･
16日㈭･17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）

◆フォークリフト技能講習

(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　4月14日㈫　
8時～17時10分、実技：Ⅰコ
ース　4月1 5日㈬～1 7日
㈮ 、Ⅱコース　4月21日㈫～
23日㈭　8時～17時15分

受講料　2万8 ,000円（教材
費込）

申込み　上記2コースともに3
月16日㈪から受け付け

平成27年度春季鈴鹿市
ジュニアゴルフ教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

鈴鹿地域職業訓練センター
4月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

電　話 電子メール ホームページファクス
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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

高齢者の緊急通報システムとはどのよ
うなものですか？

緊急通報装置や付属のペンダントのボ
タンを押すことで、コールセンターやあら

かじめ登録した家族などへ電話発信できる
システムです（ペンダントの通報距離は本体
から約100m以内）。人感センサーを居間や
寝室に設置することで自動的に生活リズムの
異変を検知して通報するタイプもあります。
月々の利用料はタイプにより異なり、無料タイ
プもあります。システムの利用にはNTT電話
回線が必要です。
　市では、65歳以上の一人暮らしの方や、
高齢者のみの世帯の方、家族の就労などで

日中は高齢者のみになる世帯の方などで、緊
急時の通報手段の確保が困難な方を対象
に、設置時の費用を給付しています。
※利用料や故障時の修理代は自己負担となります。
　緊急通報システムの申込み方法など、詳しく
は長寿社会課へお問い合わせください。

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。

高齢者の緊急通報システムについて

長寿社会課　 382-7935　 382-7607 

  chojushakai@city.suzuka.lg.jp


	H1.pdf
	P02.pdf
	P03.pdf
	P04.pdf
	P05.pdf
	P06.pdf
	P07.pdf
	P08.pdf
	P09.pdf
	P10.pdf
	P11.pdf

