
　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31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、資格を喪失し
ます）。

大規模施設の天井崩落防
止対策の一環として西部体育
館のつり天井改修工事を行う
ため、西部体育館を休館します。
迷惑をお掛けしますが、ご協力
ください。

　12月1日㈫～平成28
年3月31日㈭（予定）

西部体育館管理事
務所（　371-1476）

　第1段階の方の介護保険料
について、公費負担による保険
料の軽減を行います。

　3万4,140円（軽
減前）→ 3万730円（軽減後）

　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

　10月28日㈬　10時～
15時40分

三重県庁 講堂棟3階
第131・132会議室（津市広明
町13）　

　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）　

　8月24日㈪～9
月11日㈮（消印有効）までに
県教育委員会へ

県教育委員会事務局 
高校教育課（　059-224-2913）

　8月14日㈮から16日㈰まで、し
尿収集を休業します。

　日本年金機構において、外
部からのウィルスメールによる不
正アクセスによって同機構が保
有している情報の一部が外部
に流出したことが判明しました
が、次のようなことはありません
ので注意してください。
○日本年金機構や年金事務所
からこの件で電話をすること
はありません。基礎年金番号
の変更に関する連絡は、後日
文書をお送りします。
○日本年金機構からこの件で
お金を要求することは一切あ
りません。
○日本年金機構がATMの操
作をお願いすることは一切あ
りません。
○個人情報（家族構成など）を
確認することはありません。

　津年金事務所　　　
（　059-228-9112）　年金機
構情報流出に関する専用電
話窓口（  0120-818211）



（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

8月7日㈮から28日㈮まで（土・日曜日を除
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

応募者多数の場合は、9月17日㈭・18日㈮
　（予定）に公開抽選会で決定します。

10月下旬



　　平成28年度採用市職員を募集します
        人事課    382-9037     382-2219

電　話 電子メール ホームページファクス

212015・8・5

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

◆平成28年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

※採用予定人数については、今後の採用計画などの見直しにより変更することがあります。

※職種区分｢消防｣以外を受験する外国籍の方は、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20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28日㈮まで（土・日曜日を除く8時30分～17時15分）に、「職員採用試験申込書」を
郵便または直接人事課へ　※郵送の場合は、8月28日(金)17時15分到着分まで有効

申込書の入手方法　人事課へ直接または郵便で請求するか、市ホームページ｢人事・職員採用｣で入
手してください。　※郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢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、82円切手を貼った12cm×23cm程度のもの）を必ず同封し、人事課（〒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。

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）

1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55年4月2日以降
の生まれの方

事務2
21人程度

—
昭和60年4月2日以降
の生まれの方

技術
（土木）
1人程度

土木に関する技
術的業務

技術
（機械）
2人程度

機械に関する技
術的業務

保健師
1人程度

保健に関する相
談･指導業務

保健師免許を取得の方または平成28年3
月末日までに取得見込みの方

昭和50年4月2日以降
の生まれの方

昭和55年4月2日以降
の生まれの方

保育士・
幼稚園教諭
7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28年3月末日までに
取得見込みの方

消防
5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

技能
（業務員）
1人程度

清掃施設・水道
施設・道路の維
持管理業務など

—

—

労務
（調理員）
1人程度

学校・保育所等
での給食の調理
業務など

調理師免許を取得している方または平成
28年3月末日までに取得見込みの方

昭和60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

28年3月末日までに

卒業見込みの方

※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に

なります。



集会（大分県別府市）　11
月10日㈫～12日㈭
②第67回全国人権・同和教育
研究大会（長野県長野市）
11月21日㈯・22日㈰
③第30回人権啓発研究集会
（大阪府大阪市）　平成28
年2月4日㈭・5日㈮
　若干名

9月4日㈮までに人権
政策課へ（郵送の場合は当
日消印有効）

　8月6日㈭に広島市で、8月9日
㈰に長崎市で、原爆死没者の
めい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、共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

　8月1 9日㈬までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム　長谷川
（　370-0511　370 -0505
　http://www.iatssforum.jp/）
へ

　本市のノリの生産は、県内有数
の生産量を誇ります。10月初めか
ら、沿岸部ではノリの種付けが始
まり、冬の風物詩である伊勢湾の
黒ノリ養殖のシーズンになります。
　一方、田んぼでは、まもなく稲刈
りの最盛期を迎えます。また、台風
が接近しやすい時期でもあります。
稲刈り後の稲わらをそのままにして
おくと、台風などで大雨が降ったとき
に、側溝や水路に詰まって浸水被
害を拡大させる原因となり、河川を
経由して海へ大量に流れ込むこと
があります。草やゴミも同様です。
　海でこれがノリ網に付着すると
ノリの生育が悪くなり、品質が悪化
します。取り除くには、手作業しか
方法がありませんので、生産者は
大変困ります。ノリの生産者以外
の漁業者も、漁港内に流れこんで
しまうと漁に出られないため、回収
作業に追われてしまいます。　　
　このため稲わらは早期にすき
込みをしていただきますようにお
願いします。

　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。

　市内在住・在勤の方

①部落解放研究第49回全国

　下記のいずれにも該
当する方
○昭和31年4月2日以降生まれ
で、地方公務員法第16条の
欠格条項に該当しない方
○発達検査（WISC-ⅢおよびK
式発達検査程度）の実務を
1年以上経験している方

　児童の発達検査、
子育て・発達相談など
　1人程度
　10月1日～平成28

年3月31日
　8月5日㈬から26日㈬ま

で（土・日曜日を除く8時30分～
17時15分）に、採用試験申込
書、有資格証の写し、レポートな
どを子ども家庭支援課へ

　9月5日㈯（予定）

　IATSSフォーラムは東南アジ
アの将来を担う若者の人材育成
を行う研修機関です。研修期間
中、研修生（会話は英語）を受け
入れ、日本の生活を体験させて
いただけるご家庭を募集します。

　10月10日㈯・11日㈰
（1泊2日）

　18家族（応募多数の
場合は抽選）



　鈴鹿市総合計画
2023基本構想について
　5人程度（先着順）
　当日13時から13時20

分まで、会場で受け付け

　8月28日㈮・31日㈪　
17時15分～20時
　納税課
　市税の納付、納税相

　談、口座振替の手続きなど

　8月23日㈰　10時～
15時（受付は14時まで）

　図書館 2階視聴覚室

　8月19日㈬　13時30
分～15時30分
　市役所本館 6階庁議室

　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、廃棄物対策課ま
で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）。

3歳～5歳児
9月１日㈫から入園願

書に必要事項を記入の上、
直接各幼稚園へ

9月1日㈫から18日㈮まで（土・日曜日、祝日を除く8時30分～
17時）に、入園願に必要事項を記入の上、入園希望の幼稚園へ

 



　市内の幼稚園・小中学校の教
職員が集い、今こそあらためて認
識すべき｢人権意識｣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。

　8月19日㈬　13時30
分～16時
　市民会館
　｢あーよかったな　

あなたがいて～｢優しさ｣と
いう温かい貯金～｣

　仲島正教さん（教育
サポーター）

　発掘調査担当者が調査時の写
真を紹介しながら遺跡の解説をし
ます。小中学生を対象にした解説
ですが、一般の方も参加できます。

　　
○8月12日㈬　10時45分から 
｢伊坂城跡｣　
○8月20日㈭　10時45分から 
｢釜垣内遺跡｣　
　考古博物館　考古シ

アター
　県埋蔵文化財センタ

ー職員
　無料（参加者は企画展

と常設展を無料で観覧できます）
　不要

　小学生以上

　9月6日㈰　①9時30
分から、②13時30分から
　考古博物館　ホール
　各20人

1,800円
　8月26日㈬までに、講

座名・希望時間・住所・氏名・
電話番号を記入して、往復
ハガキ（返信の宛名欄に代
表者の住所・氏名を記入）か
電子メールで考古博物館（〒
513-0013国分町224）へ　

　着物に使われる半衿の型紙
展示を通して、お洒落な型模様
をお楽しみいただく企画です。
併せて伊勢型紙技術保存会
製作の伊勢型紙復刻作品や
試験染め、江戸小紋染め着物
を展示します。

　8月20日㈭～23日㈰
10時～16時（最終日は15時
まで）
○彫刻実演　8月22日㈯・23日
㈰　13時～15時
○彫刻体験は随時（対象は小
学4年生以上）
　伊勢型紙資料館（白

子本町21-30　 368-0240）
　無料
　国認定重要無形文

化財保持団体　伊勢型紙
技術保存会

　12月13日㈰　8時15分
から（雨天決行）

　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース

　10㎞、5.6㎞、2㎞、
2kmジョギング、競技用車い
す5.6㎞、生活用車いす1.5㎞

　1,000円～3,500円

　先着7,500人（10km：
2,500人、5.6km：2,500人、2km：
2,500人）

（それぞれ締切日が異なります）
①インターネット　10月15日㈭ま
でに下記のホームページから 
○鈴鹿シティマラソン公式ホーム
ページ　 http://suzukacity-
　m.com
○ランネット　　　　　　　　
　http://www.runnet.jp/
②郵便振替　8月17日㈪から28
日㈮までに専用郵便振替用
紙の希望枚数・住所・氏名・参
加種目・電話番号をエントリー
センター（（株）ファインシステム
　079-420-6663）に伝え、専用
郵便振替用紙が届いたら9月
1日㈫から14日㈪までに郵便
局で申し込みと参加料の振り
込みをしてください。

中学生以上

　受付、選手誘導、
給水など（7時ごろ～12時ごろ）

　9月18日㈮までにスポ
ーツ課へ



　市内在住の小学5年
生以上

　9月23日（水・祝）（予
備日26日㈯）

　三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　サッカー・ラグビー場
　無料
　8月14日㈮（必着）ま

でに、申込用紙に氏名・性別・
年齢・連絡先を記入の上、郵
送で鈴鹿市グラウンド・ゴルフ
協会 太田義明（〒513-0012
　石薬師町2132-3）へ

　8月22日㈯　10時～
15時（雨天決行）
　三重交通Gスポーツ

の杜鈴鹿 体育館

○100ブースのフリーマーケット
○ラーメン、焼きそば、からあげ、
ミニクロワッサン、カレーパンな
どの飲食物販売
○ワンコインブース（骨盤矯正
体験など）
○SSGスポーツクラブ発表会
（10時30分から）
○三重大学ジャグリング部
｢ジャグリアーノ！｣による演技
（13時から）

　無料

大学院工学研究科 准教授）
パネルディスカッション

「鈴鹿市災害ボランティアセン
ターを効果的に運用するために
必要なこと・もの・ひとについて」

川口淳さん

　馬路義人さん（鈴鹿青年会
議所　理事長）
　小川美香さん（鈴鹿医療科
学大学保健衛生学部　医
療福祉学科　助手）
　臼井健家さん（鈴鹿市ボラン
ティア連絡協議会　防災部
会長）
　戸口孔二さん（鈴鹿市災害ボ
ランティアコーディネーターズ
代表）
　200人
　無料
　不要
　鈴鹿市社会福祉協議会 

地域福祉課（　382-5971）へ

　同じ病気の方のお話を聞い
たり、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。

　がん患者、がん患者
の家族の方

　8月24日㈪　13時30
分～15時30分
　保健センター　
　無料
　不要
　三重県がん相談支援

センター（  059-223-1616）

　ブロック別での個人戦を行い
ます。

　土星・月などを望遠鏡を使って
観察します。

　小学生以上

　8月22日㈯　18時30分
～20時30分

　文化会館 屋上天体
観測場・プラネタリウム 
  土星・月・二重星（アル

ビレオ）の解説と観望
　150人（当日先着順）
　無料
　当日18時から、文化会館

2階プラネタリウムギャラリーへ

　大規模災害時、全国から本市
へボランティアの方がお越しいた
だいた場合、社会福祉協議会に
よりボランティアセンターを運営し
ていただきます。その際に必要と
なる運営マニュアルがこの度策
定されましたので、これを記念し
て講演会を開催します。

　8月23日㈰　14時～
16時30分（受付13時30分から）

　ふれあいホール（南
玉垣町6600）
　
記念講演会「巨大災

害をのりこえるために必要
なこと」

　川口淳さん（三重大学



　ブラジルの手作りパンを作り、その
パンでブラジルのパーティーには欠
かせないサンドイッチ｢カルネ・ロウカ｣
を作ります。また、料理を食べながらブ
ラジルの文化を紹介してもらいます。

　9月12日㈯　10時～
14時　
　文化会館 調理室
　手作りパンでサンドイッ

チ、スープ、プリン（予定）
　林・マリア・アリセ・マチ

コさん（ブラジル出身）
　32人（先着順・賛助会

員優先）
　一般 1,000円　賛助

会員 700円
　9月3日㈭までに郵便番

号・住所・氏名・電話番号を記
入の上、はがき、ファクス、電子
メールで鈴鹿国際交流協会
（〒513-0801神戸1-18-18）へ
　

　国の地方創生交付金を活用し
て、創業支援セミナーを開催します。
第1部では、京都大学発ベンチャー
で電気自動車製造業のGLM㈱を
立ち上げた著名な起業家を講師に
招き、創業に関する講演会を開催
します。第2部では創業に関するガ
イダンスを行います。創業・起業に興
味のある方はぜひご参加ください。

　8月23日㈰　13時開場
第1部　13時30分～15時
　第2部　15時15分～16時15分

　白子ストーリアホテル
　（白子駅前2955）

　小間裕康さん
（GLM（株）代表取締役社長）

　60人（先着順）
　無料
　8月17日㈪までに電話

で産業政策課へ

　福祉・介護職場の人材確保の
ために実施します。

　県内に住民登録して
いる満75歳未満の方で、研
修修了後に県内の福祉・介
護職場に就労することを誓約
できる方

　9月10日㈭～10月29
日㈭

　8月3日㈪～31日㈪
（必着）

　11月4日㈬～平成
28年1月29日㈮

　9月14日㈪～10月19
日㈪（必着）

　三重県社会福祉会
館（津市桜橋2-131）
　各講座39人

　無料（教材費は実費
負担）

　厚生労働省の委託を受けて、
シルバー派遣就業を目指す方を

支援するために（公社）三重県
シルバー人材センター連合会
が実施します。

　60歳以上の求職者
　10月13日㈫～15日㈭、

19日㈪･20日㈫の5日間　9時
30分～16時30分

　鈴鹿市シルバー人材
センター

　高齢者の豊富な経
験を活かし地域で育児支援
の活動ができる人材を育成
します。修了者には、女性労
働協会認定の｢保育サービ
ス修了証｣が発行されます。

　15人

　無料
　8月11日㈫から9月15

日㈫までに電話で鈴鹿市シ
ルバー人材センターへ

　鈴鹿市シルバー人材センターが
独自事業として実施します。

　鈴鹿市シルバー人材
センターで就業（剪定）を希
望される60歳以上の方
　9月2日㈬・3日㈭　9時

～16時
　鼓ヶ浦公民館
　樹木の剪定技能の

講習
　20人

　無料
　8月5日㈬から25日㈫

までに電話で鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ



　8月5日㈬から20日㈭ま
での9時から20時まで（ただし
10日㈪は休館日）に参加料・
保険料を添えて、ウオーキン
グ・スロージョギング教室は市
立体育館または石垣池公園
管理事務所へ、弓道・なぎな
た教室は市武道館へ

　鈴鹿市体育協会へ

　50歳以上の方
　9月1日～12月22日の

火曜日　全14回　9時30分
～11時30分

　石垣池公園（第1回目
と第14回目は鈴鹿回生病院）

　50人（先着順）
　6,000円（保険料･血

液検査代を含む）

　50歳以上の方
　9月4日～12月11日の金

曜日　全14回　9時30分～

11時30分
　石垣池公園（第1回目

と第14回目は鈴鹿回生病院）
50人（先着順）
　6,000円（保険料･血

液検査代を含む）

　一般男女
　9月9日～12月2日の水

曜日　全12回　9時30分～
11時30分
　武道館
　30人（先着順）
　3,000円（別途保険料

800円）

小学生以上
　9月2日～11月25日の

水曜日　全12回　19時～21
時
　武道館
　30人（先着順）
　中学生以下2,500円、

高校生以上3,000円（別途保
険料1,850円）

　近年、子どもたちの自尊感情を高める取り組
みの必要性が注目されています。自尊感情は、
｢良い面も悪い面も全部含め、ありのままの姿で
良い｣と自分自身を認めたりする気持ちのこと
です。
　以前、小学校高学年のある子どもが｢自分
が嫌だ｣と言いました。家族、仲間、先生など周
囲の人たちはとても心配しました。そこで、学校
でも家庭でも｢人と比べる必要はないよ｣｢その
優しさは、あなたの持ち味だね｣｢あなたの笑顔
でホッとしたよ｣など、｢一人の人間として価値
がある｣というメッセージを伝え続けました。少し

ずつですが表情が明るくなり、中学校でも仲間
と楽しく学校生活を送っているそうです。
　周囲の関わり方や言葉の掛け方で、自尊感
情は大きく左右されます。自尊感情が高まれば、
いろいろなことに興味関心が高まったり、他人も
大切にできたり、前向きな生活を送ったりするこ
とができるのではないでしょうか。
　子どもの自尊感情を高めるために、まずは身
近なところから｢その考えっていいね！｣｢その気
持ち、分かるなあ｣など、お互いを認め合い、尊
重し合える雰囲気をつくり、子どもたちを育みた
いものです。




