
申込み　７月31日㈭まで（必着）に、
生活環境課または地区市民セン

ターにある補助金交付申請書に

必要な書類を添付して、郵送ま

たは直接〒513-8701生活環境

課へ�

※交付申請の総額が予算額を超えた

ときは、抽選で決定します。受付

順ではありませんので、ご留意く

ださい｡�

※財団の補助制度については、㈶
新エネルギー財団導入促進本部

太陽光発電部（　03-5275-3046

　03-5275-9831　http://www.nef.�

　or.jp）へ�

�
戦没者の妻・父母に
特別給付金を支給します

保健福祉課　　82-9012　　82-7607
hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

　戦没者の妻や父母などの皆さんに、

特別給付金が支給されます。�

対象・額面　
○第十七回特別給付金「い号」国

債を受けられた戦没者の妻（額

面200万円）�

○第十九回特別給付金「い号」国

債を受けられた戦没者の父母な

ど（額面100万円）�

請　求　平成18年3月31日までに、
保健福祉課へ�

朝鮮半島朝鮮半島・台湾出身者の皆さんへ台湾出身者の皆さんへ
旧軍人軍属などであった方と

そのご遺族に弔慰
保健福祉課　　82-9012　　82-7607
hokenfukushi@city.suzuka.mie.jp

　特別永住者の方など（帰化され

た方も含む）で、旧日本軍の軍人・

軍属などとして戦死された方のご

遺族や重度戦傷病者の方に弔慰金

などが支給されます。�

支給額　弔慰金（ご遺族）　260万円�
見舞金（重度戦傷病者本人）　400万円�
請　求　平成16年3月31日までに、
保健福祉課へ�

鈴鹿市行政改革推進懇話会
行政システム改革推進室　　82-9062　　82-7603

gyokaku@city.suzuka.mie.jp

　市の行政改革についての懇話会

が傍聴できます。�

とき・ところ

課にある申込用紙に必要事項を記

入し、同課へ�

利子補給制度を新設しました
商工観光課　　82-9016　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　国民生活金融公庫、生活
衛生改善貸付�

期　間　貸付期間内�
補給率　1.0％以内�
※平成15年１月１日貸付実行分か

ら適用します。�

10月までの火・木曜日
図書館の開館時間を延長します
図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　10月30日までの火・木曜日は、図

書館の開館時間を19時まで延長します。�

※第３火曜日、月末日は休館です。�

※６月９日㈪から17日㈫までは特別
整理期間のため、休館します。本

の返却は夜間返却口をご利用くだ

さい。�

※祝日の場合は通常どおり17時まで

です。�

�

�

�

�

�

�

�

住宅用太陽光発電システム
設置整備事業補助金のご利用を
生活環境課　　82-7954　　82-8188

kankyo@city.suzuka.mie.jp

対　象　今年度、㈶新エネルギー
財団の補助を受けて、市内の住

宅へ太陽光発電システムを設置

またはシステムが設置された市

内の新築住宅を購入しようとし

ている方�

補助金額（１件につき32万円まで）�
○４kw未満　８万円×出力値�

○４kw以上10kw未満　32万円�

※出力値とは、太陽光発電システ

ムを構成する太陽電池の最大出

力の値をいいます。その値に小

数点以下２位未満の端数がある

ときは、これを切り捨てます。�

おもちゃ病院を開設します
清掃管理課　　82-7609　　82-8188
　sesokanri@city.suzuka.mie.jp

　大切なおもちゃの修理などの相

談に「おもちゃドクター」がお答

えします。�

と　き　６月22日㈰　10時～15時�
※当日都合の悪い方は、事前に清

掃管理課へ持って来てください。�

※修理には日数がかかります。修

理後に清掃管理課へ取りに来て

いただくことになります。ご了

承ください。�

ところ　図書館２階共同研究室�
�

おもちゃドクターを募集します
ボランティアで、おもちゃの修理

をしていただける方を募集していま

す。長年培った技術をお持ちの方は

もちろん、経験のない方でもドクタ

ーに指導を受けていただけます。�

※当日、都合の悪い場合でも、登

録できます。�

天野奨学金奨学生を募集します
指導課　　82-9028　　83-7878
shidou@city.suzuka.mie.jp

この奨学金は、石薬師町出身の

故天野修一さんのご遺族のご厚志

によって設けられたものです。�

対　象　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀・品行方正であり、

学資に困っている高校生以上の

学生�

奨学金額（給付月額）
○高校生　6,000円�

○高専・短大生　7,000円�

○国・公立大学生　1万円�

○私立大学生　1万4,000円�

奨学期間　奨学生として決定を受
けた学校に在学する期間�

申込み　６月30日㈪までに、指導

くらしの情報

お知らせ�
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　６月23日㈪　９時30分から�
　市役所別館第３  ２階会議室�

　７月７日㈪　９時30分から�
　市役所本館 ２階第３・４委員会室�

定　員　各５人�
申込み　当日開始30分前から５分
前までに会場で受け付けを行い

ます。定員を超えた場合は抽選

で決定しますので、ご了承くだ

さい。�

経費の一部補助など
自主企画事業を支援します
男女共同参画センター　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　主に市内で活動している
団体やグループ（営利団体や個

人を除く）による次の事業�

○男女共同参画社会づくりにつな

がる事業�

○広く市民に参加を呼びかけられ

る事業�

※テーマ（政治、子育て、介護、

労働、教育、環境など）や形態

（講演会、講座、展示など）に

制限はありません。�

○本年度中に男女共同参画センタ

ーで開催できる事業�

内　容　事業経費補助（補助対象
経費の４分の３以内で10万円を

限度）など�

※審査会（書類とプレゼンテーシ

ョン）で選考します。�

申込み　７月４日㈮までに、男女
共同参画センターにある所定の

申請書に必要事項を記入の上、

同センターへ�

女性情報紙「今・ima」第10号を
発行しました
今号の特集

は「年齢を言

い訳にしない

生活」「こど

もの人権、こ

どもに人権」

です。�

ご希望の方

は、同センタ

ーまたは各地区市民センターへ�

※ホームページ（　http://www.gender-

free.city.suzuka.mie.jp/）にも掲

載しています。�

検察審査会の審査員に
選ばれたらご協力を

選挙管理委員会事務局　　82-9001

交通事故、詐欺、おどしなどの

犯罪の被害に遭い、警察や検察庁

に訴えたが、検察官がその事件を

起訴してくれない。�

このような不満をお持ちの方は、

検察審査会にご相談ください。相

談や申立についての費用は一切無

料で、秘密は固く守られます。�

検察審査会では、11人の審査員が、

検察官が事件を起訴しなかったこ

とのよしあしを審査します。審査

員は選挙権を有する一般国民の中

から「くじ」で選ばれることにな

っています。�

　あなたもいつか審査員に選ばれ

たときには、代表としてこの仕事

にご協力お願いします。�

　詳しくは、津検察審査会事務局

（　059-226-4171）へ�

海での油汚染、廃棄物の不法
投棄を見かけたら118番へ
四日市海上保安部　　57-0118

http://www.kaiho.mlit.go.jp/joho/

　６月５日㈭から11日㈬までは「海
洋環境保全推進週間」です。�

　海上保安庁では、海上における

事件・事故の緊急通報用電話番号

「118番」を運用しています。�

　海難人身事故を始め、産業廃棄

物の海域への不法投棄や工場排水�

の違法排出など

を見かけたら

118番へお電話

ください。�

※加入電話、公衆

電話、携帯電

話、ＰＨＳ、船舶

電話などから

利用できます。�マスコットキャラクター
「うみまる」

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�
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鈴鹿警察署 80-0110警察告知板�警察告知板�

ひったくりが多発しています！�
～バイクで近づき強引に…～�

ひったくりが多発しています！�
～バイクで近づき強引に…～�

ひったくりが多発しています！�
～バイクで近づき強引に…～�

　市内では、今年に入ってから、街路で強引に手

荷物をひったくる事件が多発しています。�

　鈴鹿警察署では、パトロールの強化など、警戒

を強めていますが、ご注意ください。�

　被害者は、女性が94％、発生場所は、白子地区・

神戸地区・平田地区の3箇所の地域で全体の82％を、

時間帯では、16時以降の発生が、62％を占めてい

ます。�

　犯人は、主にバイクに二人乗りで後ろから被害

者に近づき手荷物を奪ったり、自転車のカゴ内に

ある荷物やバッグをひったくったりして逃走します。�

○カバンは車道とは

反対側の方の手で

持ちましょう。�

�

○自転車のカゴには

防犯ネットを装着

しましょう。�

�

○人通りの少ない道

は避けましょう。�

ア ド バ イ ス



が発生しやすく危険物による事故

が起こりやすい時期になります。�

　ガソリン、灯油、塗料、スプレーなど、

わたしたちの生活において何気なく

使っている物の中にも多くの危険物

があります。普段から取扱いに慣れ

ているからと安易な扱い方や火気の

近くなど危険なところに保管している

と大事故につながります。�

【防止のポイント】
○火の近くでは取り扱わない�

○換気の良いところに保管し、容

器には必ず栓をする�

○適正な容器で保管する�

○直射日光の当たる場所や、高温

になるところに保管しない�

○必要以上に置かない�

�
介護支援専門員
実務研修受講試験

高齢障害課　　82-7935　　82-7607
koreishogai@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月26日㈰　10時から�
ところ　三重大学、尾鷲高校�

全員の住民票が必要です）

少年相撲大会の参加者を
募集します�

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supoutu@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学４年生～６年生の男女�
と　き　７月13日㈰�
ところ　武道館相撲場�
内　容　学年別個人戦、団体戦
（４・５・６年各一人）�

※個人戦と団体戦は兼ねて出場できます。�

参加料　無料�
申込み　７月４日㈮（必着）までに、
参加申込書・承諾書に必要事項

を記入し、〒510-0801教育委

員会スポーツ課へ�

�
６月８日～６月14日は
危険物安全週間です

予防課　　82-9159　　83-1447
yobou@city.suzuka.mie.jp

　これから気温の高くなる夏場に

かけて、石油類からは可燃性ガス�

児童手当の現況届を
お忘れなく

児童家庭課　　82-7661　　82-7607
jidokatei@city.suzuka.mie.jp

　児童手当を受けている方は、現

況届を児童家庭課または地区市民

センターへ提出してください。こ

の届け出をしないと、６月分以降

の手当が受けられなくなります。�

【現況届に必要なもの】
○印鑑�

○厚生年金等に加入している方は、

勤務先の年金加入証明�

○平成15年１月２日以降に市内へ

転入した方は、前住所地発行の

平成15年度（平成14年分）児童

手当用所得・課税証明書�

○児童と別居しているときは、別

居監護申立書（市外に別居して

いる場合は、児童が属する世帯

保健センターＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）にご注意を

◆ＳＡＲＳとは
平成14年11月に中国広東省で発生した新しい感染症で、

ウィルス（ＳＡＲＳコロナウィルス）に感染することで発症します。�

感染した人が飛行機などで世界各地に移動したため、

いろいろな国でＳＡＲＳの感染者が発生しました。�

◆感染の原因は
ＳＡＲＳは感染した人の咳やくしゃみをしたときの鼻汁や唾液

などの飛沫を吸い込む事で感染すると考えられています。しかし、

ウィルスが体内に入っても、すべての人が病気になるわけでは

ありません。多くの方は、軽い症状だけで、自然治癒しています。�

SARSは、ＷＨＯ（世界保健機関）の症例定義により、「疑

い例」「可能性例」「確定例」に分けられていますが、5月21日

現在で、国内でのＳＡＲＳの伝播は確認されていません。�

◆疑い例の症状を教えてください
38℃以上の発熱と、咳または呼吸困難の症状があります。

発症の10日以内に、ＳＡＲＳ患者を看護・介護するか、同居し

ているか、患者の気道分泌物、体液に直接触れたか、発症前

の10日以内に、ＷＨＯが公表した「最近のＳＡＲＳの地域内伝

播が疑われる地域」へ旅行または居住したことがある方は

SARSの症状が疑われます。�

◆SARSと思われる症状があるときは
　中国・台湾など、SARSの地域内感染が疑われる地

域から帰国した後、10日以内に38度以上の発熱や咳、

呼吸困難の症状が出た方は、�

○まず、鈴鹿保健所（　82-8672）へ電話でご相談ください。�

○もしくは、一般医療機関へ電話で相談してください。�

○受診するときは、必ずマスクを着用し、できるかぎり、

公共交通機関を使わないようにしてください。�

◆ＷＨＯが公表した「最近の地域内伝播」が疑われる地域
（５月21日現在）�
北京、広東省、河北省、香港、湖北省、内モンゴル自治区、

吉林省、江蘚省、山西省、陝西省、天津、台湾、シンガポール�

※これらは、感染の発生した環境にかかわらず、最近

20日以内に、その地域内での感染が強く疑われる複

数のＳＡＲＳ可能性例が報告された地域です。 �

※５月21日現在のＷＨＯの渡航延期勧告対象地域は、香港、

広東省、北京、山西省、天津、内モンゴル自治区、河北省、

台湾です。�

◆予防法を身に付けましょう
ＳＡＲＳに限らず感染症の予防には手洗い、うがいが有効

です。むやみにおそれることなく、適切な予防に努めましょう。�

82-2252 82-4187

ひ　まつ�

せき�

でん　ぱ�

サ ー ズ

くらしの情報

お知らせ�



また、単独コーナー「これって標

準語」を設け、若手タレントが

普段使っている言葉を例にあげ、

この言葉が標準語かどうかを市

民の皆さんに尋ねます。�

取材にご協力ください
　番組の制作にあたり、皆さんにイ

ンタビューを依頼させていただく場

合があります。番組の趣旨をご理解

いただき、ご協力いただきますよう

お願いします。�

�

�

�

�

�

�

�

※毎月1日～10日、21日～末日は、

同時間帯で、「ベルディ便り」と

題して、職員が自ら出演し、各

課の業務内容や年金、ごみ、保

健など、生活に密着した情報を

放送しています。�

番組の感想をお寄せください
　番組に対する意見や感想がありました

ら、電子メールまたは、はがきで〒513-

8701広報広聴課へお寄せください。�

（　059-235-2030）へ�

※申込書は県内市町村下水道担当課

または県内浄化センターで配布します。�

�
新番組『ことばの玉手箱』

をご覧ください
広報広聴課　　82-9040　　82-7603

　koho@city.suzuka.mie.jp

　４月から、市の提供番組『テレビ

広報すずか』（ケーブルネット鈴鹿

10ch）で、新たに鈴鹿市の方言を紹

介する「ことばの玉手箱」という番組

を放送しています。ぜひご覧ください。�

　この番組は、古くから鈴鹿で使

われてきたことば（方言）の語彙・

アクセントを記録するとともに、

わたしたちが普段使っていること

ばの中から人とことばの関係を探

っていくことを目的にしています。�

と　き　毎月11日～20日　９時45分、
13時45分（土曜日のみ12時45分）、

16時45分、20時45分、23時45分

から各15分間（１日５回）�

内　容　市内各所で使われている
方言を取材し、方言収集家の江

畑哲夫さんにその方言の成り立ち、

同じ言葉が話されている地域（分

布）などを解説していただきます。�

申込み　７月15日㈫から８月１日㈮
まで（土・日曜日、祝日を除く）に、

申込書に必要事項を記入し、直接、

県鈴鹿庁舎内鈴鹿保健福祉部

（　82-8673　　83-7958）へ�

※申込書は、６月17日㈫から高齢障害
課または鈴鹿保健福祉部で配布します。�

�
下水道排水設備工事
責任技術者試験

下水総務課　　82-7636　　84-3938
gesuisomu@city.suzuka.mie.jp

対　象　試験日現在、満20歳以上で、
次のいずれかの実務経験が、受

験申込日現在で２年以上の方�

○排水設備工事の設計または施工�

○排水設備工事以外の下水道工事

の設計または施工�

○水道工事の設計または施工�

と　き　11月12日㈬　13時から�
ところ　メッセウイング・みえ（津
市北河路町19-1）�

受験料　3,000円�
申込み　７月１日㈫から11日㈮ま
でに、申込書に必要事項を記入し、

〒514-0301津市雲出鋼管町52-

5㈶三重県下水道公社　雲出川
左岸浄化センター排水設備担当

６月23日～29日は「男女共同参画週間」です�
28日にはＤＶに関するセミナー開催�

　男女共同参画社会基本法が制定されてから４年が

経ちます。皆さんは「男女共同参画社会」ってどんな

社会だと思いますか。�

　家族が一丸となって家事や育児を協力し合える家庭、性

別にとらわれず個人の能力を発揮できる職場、一人ひとり

の個性や能力を伸ばせる学校･･･。みんなが生き生きと自

分らしく暮らせる、こんな社会を想像してください。�

　しかし、現実はどうでしょうか。わたしたちが社会のいろ

いろな場面で、物事を考えたり決めたりするとき、「男はこ

ういうもの、女はこういうもの」といった考えに支配されて

いませんか。男だから、女だからという理由で役割や生き

方を決めるのではなく、だれもが個人として能力を発揮で

きる社会を早く実現したいものです。�

　男女共同参画社会は、少子高齢化の進展など、社会情

勢の大きな変化に対応し、だれもが自分らしく暮らせる豊か

で活力のある鈴鹿市を築いていくための基礎となるものです。�

　市では、男女共同参画社会の実現に向けて、昨年オー

プンした鈴鹿市男女共同参画センターを拠点として、各

種事業を展開しています。男女共同参画週間を機に、男

女共同参画社会について少しでも関心を持っていただく

ため、今年は、今大きな社会問題になっているＤＶ（配偶

者などからの暴力）についてのセミナーを行います。ぜひ

ご参加ください。�

■「暴力の連鎖を断ち切るために」
　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）セミナー�
と　き　６月28日㈯　13時30分～15時30分�
ところ　男女共同参画センター　ジェフリーすずかホール�
内　容
　【第１部】 　講演：井上摩耶子さん（ウィメンズ
カウンセリング京都代表）�

　【第２部】　パネルディスカッション：井上摩耶子
さん、志治優美さん（エンパワメントみえ代表）、

県女性相談所、県警本部ほか�

定　員　100人（先着順）�
入場料　無料�
※託児有り（６月21日㈯までに予約してください）�
※ジェフリーすずかでは、男女共同参画週間中、

ＤＶ関係パネルを展示します。�

男女共同参画センター 81-3113 81-3119
　danjokyodosankaku@suzuka.mie.jp

し じ ゆ み �

い の う え ま や こ �

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�



11時30分、13時～15時�

※午前・午後とも同じ内容です。�

ところ　市立体育館�
持ち物　うちわ、上靴、民踊ので
きる服装�

参加料　無料�
※申込みは不要です。自由にご参

加ください。�

�
在住外国人のための
防災セミナー

鈴鹿国際交流協会　　83-0724
info@sifa.suzuka.mie.jp

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

対　象　在住外国人の方（市内・
市外は問いません）

と　き　６月15日㈰　９時30分～
15時�

ところ　消防本部�
内　容　地震体験、救急法など�
参加料　無料�
申込み　６月10日㈫までに、電話
または直接同協会へ�

�
甲種防火管理者
資格取得講習会

予防課　　82-9160　　83-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　劇場、集会所、店舗、旅館、工場、

その他事業所などで多くの人が勤務

し、または出入りする建物には、防

火管理者をおかなければなりません。�

　この資格を取得しようとする方�

定　員　220人、外国人40人（先着順）�
申込み　7月4日㈮までに、〒160-

0004東京都新宿区四谷2-11　
大村ビル３階㈶国際青少年研修
協会へ�

※詳しくは同協会へお問い合わせ

ください。�

�
教科書の展示会

教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　小・中学校・高等学校用の教科

書を展示します。�

と　き　６月20日㈮～７月９日㈬（土・
日曜日を除く14日間）　９時～17時�

ところ　市役所分館第２　２階第
２会議室�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
民踊講習会

社会教育課　　82-7619　　82-9071
shakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の小学生以上の方�
と　き　７月６日㈰　９時30分～�

講演会「親子の関係を修復
－『はぐるまの家』での
実践を通して－」

教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

　豊かな心をはぐくむ教育について、

一緒に考えましょう。�

と　き　６月14日㈯　14時30分～
16時30分�

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター�
講　師　坂岡嘉代子さん（「はぐ
るまの家」主宰）�

参加料　無料�
※手話通訳、託児有り�

申込み　電話またはファックスで
教育研究所へ�

�
青少年国際交流キャンプ
㈶国際青少年研修協会　　03-3359-8421

info@kskk.or.jp

対　象　小学４年生～中学３年生�
と　き　７月30日㈬～８月３日㈰
（４泊５日）�

ところ　山梨県山中湖村営山中湖
キャンプ場�

内　容　富士登山、レクリエーシ
ョンタイム、野外炊飯、アンダ

ースタースリーピング、ワイド

ゲーム、もぎ店屋台村など�

歴史・文化探訪　鈴鹿文化アカデミー

　鈴鹿の文化を見つめ直し、身近かな宝に気付くとと

もに、それをさらに掘り下げるための講座です。�

Ａコース（バスによる市内巡り）
とき・ところ
�８月30日㈯：主な資料館巡り
　稲生民俗資料館、伊勢型紙資料館、前川定五郎資料

室ほか�

�９月20日㈯：遺跡巡り
　掩体壕、伊勢国

府跡、考古博物

館・国分寺跡発

掘現場ほか�

※時間はいずれも

９時30分～16時�

※昼食、飲み物な

どは各自で、ご

準備ください。

Ｂコース（ウォーキング）
とき・ところ
�10月18日㈯：神戸のまち文学散歩
　［斎藤緑雨、磯部長恒］
�11月15日㈯：白子のまち文学散歩
　［山口誓子ほか］
※時間はいずれも13時30分～16時�

定　員　各コース25人（応募者多数
のときは抽選）�

申込み　６月30日㈪（必着）までに、
往復はがきで、希望コース名（Ａ、

Ｂのいずれか、または両方も可。

ただし、１コースにつき、はがき

１枚）、住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号を記入し、同課へ�

受講料　無料�
※受講案内は７月中旬に送付します。�

文化国際課 82-9035 84-7755 bunkakokusai@city.suzuka.mie.jp

えん　たい　ごう�

▲斎藤緑雨

▲伊勢国府跡

くらしの情報

催し物�

講座・教室�



生活との結びつき－�

受講料　7,200円�
定　員　150人�
申込み　６月９日㈪から27日㈮ま
でに、郵送または直接、〒514-

8507津市上浜町1515三重大学総

務部総務課文書・広報係へ�

�
親子海の安全教室

四日市海上保安部　　57-0118
http://www.kaiho.mlit.go.jp/joho/

対　象　小学３年生～６年生とそ
の保護者（幼児の同伴はご遠慮

ください）�

と　き　７月21日㈪　９時30分～
12時�

ところ　四日市港遊覧船「いなば
2」埠頭船乗場（四日市市千歳

町35四日市港埠頭ビル）�

内　容　海上パレード・救助訓練・
港内の見学、人工呼吸の展示・

体験、クイズなど�

※動きやすい服装、靴でお越しください。�

定　員　100人（応募者多数の場
合は抽選）�

参加料　無料�
申込み　７月６日㈰(必着)までに、
往復はがきに住所、氏名（児童

と保護者）、年齢（学年）、電

話番号を記入し、〒510-0051

四日市市千歳町5-1　四日市海

上保安部マリンレジャー行事相

談室「親子海の安全教室」係へ�

場に集合）�

内　容　市内の施設を巡り、見学
や体験を通して鈴鹿の歴史に触

れます。�

定　員　25人�
参加料　無料（材料費200円程度）�
申込み　６月23日㈪から27日㈮ま
でに、電話で、社会教育課へ予

約してください。�

�
職業訓練センター講座

鈴鹿地域職業訓練センター　　87-1900　　87-1905
suzukatc@mx.bycity.ne.jp

　鈴鹿地域職業訓練センター（鈴

鹿ハイツ1-20）では、各種資格取

得講座、簿記講座、ワード、エク

セルなどのパソコン講座の受講生

を募集しています。�

　詳しくは同センターへお問い合

わせください。�

※市のホームページ（　http://www.�

　city.suzuka.mie.jp）でも講座の案

内を掲載しています。�

�
平成15年度三重大学公開講座
三重大学総務部総務課　　059-231-9009

bunsyo@ab.mie-u.ac.jp
http://www.mie-u.ac.jp/

と　き　７月２日から25日までの
月・水・金曜日（21日を除く全
10回）18時30分～20時�
ところ　三重大学　小ホール�
テーマ　生命－生命科学と私達の�

を対象に、防火管理者資格取得講

習会を行います。�

と　き　７月８日㈫・９日㈬（全
２回）　９時～16時30分�

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター
（鈴鹿ハイツ１-20）�

定　員　150人（先着順）�
受講料　無料（テキスト代4,000円）�
申込み　６月16日㈪から27日㈮ま
でに、所定の受講申込書に必要

事項を記入し、上半身写真（４cm

×３cm１枚）をはって、同課へ�

�
昼間講座

手結び着付初級コース
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223

shoko@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方�
と　き　７月１日から９月30日まで
の毎週火曜日（全12回）　10時～

12時�

定　員　15人�
受講料　8,400円�
申込み　６月30日㈪までに、電話で
勤労青少年ホームへ�

�
夏休み！歴史探検

社会教育課　　82-9031　　82-9071
shakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の小学校４年生
～６年生�

と　き　７月30日㈬　９時～17時
（８時30分に市民会館北側駐車�

鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338鈴鹿高専オープンカレッジ　パートⅠ�

対　象　中学生�
参加料　無料�
申込み　７月実施分の講座は７月18日㈮、８月実施分
の講座は７月25日㈮まで（当日消印有効）に、往復
はがきに、参加希望種目、学校名、学年、住所、電

話番号、氏名（ふりがな）、保護者氏名を記入し、

〒510-0294白子町　鈴鹿工業高等専門学校庶務課へ�
※返信はがきの宛名面に、郵便番号、住所、氏名を記入

してください。�

※「やさしいエレクトロニクス教室」「機械工学のひとこま」を

受講希望の方は（できれば第２希望日も）を記入してください。�

※応募多数の場合は抽選します。�

※受講生は、当日はがきを持って来てください。�

※所定の課程を修了した方に、修了証書を授与します。�

○機械工学のひとこま
と　き　７月28日㈪、29日㈫　９時～15時30分�
ところ　機械工学科実験室�

内　容　ペットボトルロケットの製作、小型自動車の分解・組立など�
定　員　各30人�
○やさしいエレクトロニクス教室
と　き　７月28日㈪、29日㈫、30日㈬　９時～15時�
ところ　電気電子工学科電磁気実験室�
内　容　エレクトロニクス回路の組立工作と実習�
定　員　各10人�
○作ってみよう、調べてみよう、マテリアル（全2回）�
と　き　８月４日㈪・５日㈫　９時～15時30分�
ところ　共同研究推進センター材料分析室�
内　容　アルミニウム缶を使った置物づくりなど�
定　員　20人�
○身のまわりのおもしろ化学実験（全２回）�
と　き　８月６日㈬・７日㈭　10時～16時�
ところ　生物応用化学科実験室�
内　容　サインペンに含まれる色素の分離など�
定　員　60人�

電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�電話　　ファクス� 電子メール� ホームページ�


