
害虫が生息しています。�

　これらの地方の植物（サツマイ

モ・ヒルガオなど）の中には、本

土への持ち込みが法律で禁止・制

限されているものがあります。�

　もし無断で持ち込むと、病害虫

がまん延し農作物に大きな被害を

与えることになります。一度まん

延した病害虫を完全に防除するには

多くの費用と労力が必要になります。�

　詳しくは、名古屋植物防疫所�

（　052-651-0114）へ�

�
空き地の除草

生活環境課　　82-9014　　82-8188
kankyo@city.suzuka.mie.jp

　梅雨時期になり、草木の成長も

ますます早くなります。�

　雑草が繁茂すると、不衛生な環

境になり、害虫が発生しやすくな

るなど、近所に迷惑がかかります。�

　また、ごみの不法投棄がされや

すくなったり、火災の危険性も高

くなったりすることなどから、そ

のまま放置しておくと、結局最後

には、大変な思いをして片付けな

ければならなくなります。�

　今の時期、雑草が大きくなるま

でに刈り取るなどして、管理して

おけば、比較的楽に処理できます。�

　空き地の管理は所有者の義務です。�

程度受講後、委嘱状と救急箱など

をお渡しします。�

※７月20日㈰、コミュニティ消防
センターで委嘱式を行います。�

定　員　100人程度�
申込み　６月23日㈪から７月４日㈮
までに、直接消防課へ�

�
家屋調査にご協力を

資産税課　　82-9007　　82-7604
shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　新築や増築された建物を対象に、

７月から12月まで、家屋調査を行

います。ご協力をお願いします。�

　住宅や倉庫などの建物を取り壊

したときは「滅失家屋申告書」を、

また売買や相続などで未登記家屋

の所有者名義を変更するときは「名

義人変更の申告書」を、資産税課

へ提出してください。�

　「滅失家屋申告書」は資産税課と

各地区市民センターに、「名義人変

更の申告書」は資産税課にあります。�

�
沖縄･小笠原方面へ旅行する方へ
病害虫まん延防止にご協力を
農林水産課　　82-9017　　82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　南西諸島(沖縄・奄美諸島など)

や小笠原諸島は独特の生態系をも

つため、本土にはいない特別な病�

前川定五郎資料室を休室します
社会教育課　　82-9031　　82-9071
shakaikyouiku@city.suzuka.mie.jp

　牧田小学校内の前川定五郎資料室

（一般公開：土・日曜日、祝日　

13時～16時）は、小学校の大規模

改修工事に伴い、７月12日㈯から
９月23日㈫まで休室します。�
※９月27日㈯から、平常どおり一
般公開します。�

�
「市民救急の家」を募集します
消防課　　82-9155　　83-1447
shobo@city.suzuka.mie.jp

　救急車が現場に到着するまでの

間に、適切に応急処置を実施して

いただける人材の育成と災害時な

どにおける市民の自助・共助意識

の向上を図るため、「市民救急の家」

にご協力いただける方を募集します。�

対　象　市内在住の方�
内　容　「市民救急の家」の表示
を掲げ、救急箱を備えるとともに、

市民からの応急手当要請や、大

規模な災害時の人命救助にあた

っていただきます。�

※応急手当に関する講習を３時間

平成14年度下半期の水道事業の業務状況 水道総務課

　平成14年度下半期（平成14年10月～平成15年３月）

の水道事業と簡易水道事業の業務状況をお知らせします。�

�

事業の概況
　給水戸数は、３月31日現在７万795戸です。�

　総配水量は1,359万1,904㎥、一日平均配水量は７万
4,681㎥で、昨年同時期に比べると4.43％減少しています。�
�

主な事業
○開発工事に伴う配水管布設工事など
　53件　１億9,519万円�

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など
　40件　７億3,039万円�

○上水道水源更生工事など
　３件　3,624万円�

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など
　45件　１億9,459万円�

○簡易水道配水管布設工事など
　10件　9,721万円 �

　68-1674 　68-1688 　suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　最近、水道局の職員を装った業者が一般の

家庭を訪問し、勝手に水質検査や漏水調査を

行ったあげく、高額な修理費を請求するケース

が増えています。�

　水道局では、依頼のない水質検査や漏水調査

は一切行っていません。�

　このような悪質業者には、くれぐれもご注意

ください。�

予算の執行状況（単位：千円）

悪 質 な 訪 問 業 者 に ご 注 意 を �悪 質 な 訪 問 業 者 に ご 注 意 を �悪 質 な 訪 問 業 者 に ご 注 意 を �悪 質 な 訪 問 業 者 に ご 注 意 を �

 区　　　分　　 予算現額　　執　行　額　（下半期執行額）�

 収益的収入　　4 ,3 8 8 ,0 0 0　　4 ,2 4 9 ,9 6 9（2 ,1 2 5 ,9 1 4）�

 収益的支出　　4 ,2 3 6 ,0 0 0　　3 ,9 3 9 ,2 5 6（2 ,1 0 3 ,2 8 7）�

 資本的収入　　2 ,0 2 3 ,2 2 0　　1 ,2 9 0 ,2 7 3（1 ,1 2 2 ,1 3 7）�

 資本的支出　　4 ,2 1 9 ,5 2 0　　2 ,7 7 4 ,3 9 0（1 ,7 3 9 ,3 1 6）�

くらしの情報

お知らせ�
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※結果は９月末ごろに通知します。�

※入選作品は、10月10日㈮から16
日㈭まで、鈴鹿ハンターセンタ
ーコートで展示します。�

�
石垣池公園陸上競技場の

一般公開
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotu@city.suzuka.mie.jp

　石垣池公園陸上競技場のインフィ

ールド部分に芝を張りました。現在、

芝の養生中で使用を中止しています。�

　７月から陸上競技は公開しますが、

サッカー・ラグビーは、当分の間

一般公開しません。�

　芝の生長により一般公開できる

時期は変わりますので、広報すず

かなどで随時お知らせします。ご

理解とご協力をお願いします。�

�

�

�

�
図書館を使った「調べる」学習賞
コンクール入選作品展
図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月３日㈭～13日㈰　９時
～17時（火・木曜日は19時まで）�

※７日㈪は休館です。�
ところ　図書館１階閲覧室�

中学生50円加算します。�

※小学生以下は保護者同伴�

※飲食物の持ち込みは禁止�

�

伊勢鉄道写真コンテスト
作品を募集します

商工観光課　　82-9016　　82-0304
shoko@city.suzuka.mie.jp

　第10回「鉄道の日」記念行事と

して、写真コンテストの作品を募

集しています。�

テーマ　【１部】伊勢鉄道の駅・
車両・人とのふれあい�

【２部】伊勢鉄道沿線の名所・旧
跡・祭り・催事など�

規　定　４つ切りのカラーまたは
白黒の単写真で、未発表の作品�

賞　品　特別賞（１点）７万円、最
優秀賞（１点）５万円、優秀賞（３

点）２万円、入賞（10点）記念品�

申込み　９月22日㈪（必着）までに、
〒513-0817桜島町1-20伊勢鉄道
㈱総務部（　 83-2112）へ�

自身で管理できない場合は、業者や

シルバ－人材センタ－などに依頼して、

有料で除草してもらう方法もあります。�

　衛生的で良好な生活環境を維持

するためにも、空き地を所有してい

る方は、その管理に努めてください。�

�
下大久保町に緑地ができました下大久保町に緑地ができました
政策課　　82-9038　　82-7603
seisaku@city.suzuka.mie.jp

　平成15年度宝くじ緑化事業の助

成を受けて、下大久保町丸岡に、

子供から高齢者まで楽しめる緑地

が誕生しました。�

　町民の皆さんにより花の苗も植

えられ、今後も緑化が図られる予

定です。ぜひお越しください。�

�

石垣池公園
市民プールオープン

石垣池公園市民プール　　83-9010

と　き　７月１日㈫～８月31日㈰
９時～17時�

※７月21日㈪から25日㈮までの各
日午前中と８月９日㈯、24日㈰
は使用できません。�

※雨天時は使用できません。�

使用料　高校生以上200円、小・
中学生100円　�

※２時間までの料金で、以後１時

間ごとに高校生以上100円、小・�

平成15年度地域づくり推進事業 地域振興課 　82-8695 　82-2214 　chiikishinko@city.suzuka.mie.jp

●まちづくり講演会「地域づくり、１人ひとりがみな主役」�
対　象　市内在住の方�
と　き　７月９日㈬　19時～20時30分�
ところ　文化会館さつきプラザ�
講　師　渡辺豊博さん（ＮＰＯ法人グラウンドワーク三島  事務局長)�
定　員　150人�
参加料　無料�
※手話通訳有り�

�

●まちづくり土曜講座「地域づくり編」
対　象　地域ぐるみで自分たちのまちづくりの活動に
取り組まれている、またはこれから取り組もうと考

えている方（原則として全２回受講可能な方）�

とき・ところ
　　７月26日㈯　13時30分～16時30分�
　　牧田コミュニティセンター�

　　８月23日㈯　13時30分～16時30分�
　　神戸コミュニティセンター�

講　師　伊藤光造さん（地域づくり研究所代表取締役）�

定　員　30人（先着順）�
申込み　７月11日㈮（必着）までに、電話、はがき、
ファクス、電子メールで郵便番号、住所、氏名、電

話番号を記入し、〒513-8701地域振興課へ�
�　 まちづくり活動事業費補助金を交付します

　地域ぐるみで創意と工夫によって自主的・主体的

な事業を行う団体に対し、３年を限度に、活動費の

一部を年間最高５万円まで補助します。ただし、既

存団体の恒例行事、運営費などは対象になりません。�

　申請など詳しくは、地域振興課へ�

�
　 市民活動団体名簿の登録団体を募集します

　現在活動している団体が、それぞれの活動を情報

発信するための名簿を作成しています。この名簿に

登録を希望する団体を募集します。�

　登録団体は、希望により、市のホームページから

リンクできます。�

　名簿は地域振興課の窓口で閲覧できます。�

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�

催し物�
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�

�

�

少年相撲教室
武道館　　88-0622　　88-0940

対　象　小・中学生�
と　き　７月５日から８月９日ま
での水・土曜日（７月９日を除く、

全10回）　14時～16時

ところ　武道館�
参加料　1,500円（スポーツ保険を
含む）�

申込み　７月２日㈬までに、武道
館にある申込用紙に必要事項を

記入し、参加料を添えて直接、

武道館へ�

親子水泳教室
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotu@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月21日㈪～25日㈮　（全
５回）　８時30分～12時�

ところ　石垣池公園市民プール�
対　象　４月１日現在で、５歳か
ら小学校６年生までの子供とそ

の保護者�

定　員　親子200人（先着順）�
参加料　4,000円（１組：親１人と
子供１人分）�

※１人増えるごとに2,000円追加�

申込み　７月１日㈫の19時から20�

涯学習、サークル活動）　○アトラ
クション（津軽三味線、合唱、
生け花）　○交流会
参加費　無料（交流会参加者は
1,000円）�

申込み　７月４日㈮(必着)までに、
電話、ファクス、電子メールで、

住所、氏名(ふりがな)、連絡先、

希望分科会、交流会の参加・不

参加を記入の上、同課へ�

※当日参加も可能ですが、定員に

なり次第、お断りする場合があ

ります。交流会は準備の都合上、

必ず事前にお申し込みください。�

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４～６
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

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を調

べます。�

定　員　25人�
参加料　無料（材料費200円程度
必要です）�

申込み　６月23日㈪から27日㈮ま
で（８時30分～17時）に、電話で、

社会教育課へ�

海開き・山開き
商工観光課　　82-9020　　82-0304

shoko@city.suzuka.mie.jp

○海開き(鼓ヶ浦・千代崎海水浴場)
と　き　６月27日㈮　10時から�
ところ　鼓ヶ浦海水浴場�
○山開き（鈴鹿山渓）
と　き　７月１日㈫　10時から�
ところ　小岐須渓谷　山の家�

すずかの文化  シンポジウム
文化国際課　　82-9035　　84-7755
bunkakokusai@city.suzuka.mie.jp

　長期的な文化振興施策を体系的

にまとめた「鈴鹿市文化振興ビジ

ョン」の策定にあたり、皆さんの

ご意見を直接お聴きします。

と　き　７月19日㈯　13時30分～
17時（17時10分から交流会）�

ところ　文化会館�
内　容　○記念講演「鈴鹿の文化
人たち」講師：岡本勝さん（中

部大学教授・愛知教育大学名誉

教授）○分科会（１「つくる」：
文化・まちをつくる、創作活動　

２「まもる」：文化財をまもる、

伝統芸能・町並み保存活動　

３「まなぶ」：文化をまなぶ、生

第12回鈴鹿市文芸賞作品募集 鈴鹿市文化振興事業団 http://www.s-bunka.net/　84-7000 　84-7755

　市民の皆さんから広く文芸作品を募集し、優れた作

品に対して賞を贈ります。�

対　象　市内に在住・在勤・在学している方か、市内
の文化団体もしくは市内での発刊誌に所属している方

（団体名、発刊誌名を明記）�

※ジュニアの部は中学生以下に限ります。�

規　定
【各部門共通】
○自作未発表のものに限ります。�

○前回までに最優秀賞に入賞した作品部門での応募は

できません。�

○400字詰原稿用紙（縦書き）か、ワープロ（無罫、400字

換算枚数を明記）�

○作品の表紙は本文とは別とし、作品部門、タイトル、

住所、氏名（ペンネームの場合は本名を併記、両方

ともふりがな）、性別、年齢、職業（会社名、学校名）、

電話番号を記入してください。�

【散文の部】

　小説、児童文学、評論、エッセイ、ノンフィクション、伝記、

戯曲、自分史、紀行のいずれかで、原稿用紙で本文30～50枚�

【短詩型文学の部】
　詩・漢詩、短歌、俳句、川柳のいずれかで、それぞ

れ詩２編、漢詩２編、短歌15首、俳句15句、川柳15句�

【ジュニアの部】
　散文の部・短詩型文学の部に準ずるジャンルで、散文

　（作文、童話など）は原稿用紙で本文30枚以内、短

　詩型文学は詩１編、短歌３首、俳句３句、川柳３句�

申込み　11月15日㈯（当日消印有効）までに、直接ま
たは郵送（封筒の表に「鈴鹿市文芸賞作品在中」と

朱書）で、〒513-0802飯野寺家町810　㈶鈴鹿市文化
振興事業団「鈴鹿市文芸賞」係へ�

※作品は返却しません。�

※入賞作品の版権・著作権は主催者に帰属します。�

発　表　平成16年２月中旬�
※主な入賞作品は、文芸誌『市民文化』に掲載します。�

※表彰式は平成16年３月上旬に行います。�

くらしの情報

催し物� 講座・教室�
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されていた方（条件有り）�

と　き　7月23日㈬～10月22日㈬
（土・日曜日、祝日、８月９日～８

月17日を除く）　９時～15時30分�

ところ　鈴鹿オフィスワーク医療
福祉専門学校�

内　容　パソコンの基礎知識（ビジ
ネス文書の作成、表計算ソフト、

関数グラフなど）、面接試験の対応、

就職活動に関する知識の習得�

定　員　25人�
受講料　１万2,000円程度（テキスト代）�
申込み　電話で、同センターへ�
�

○夏休み子供工作大会（全２回）
対　象　小学生（主に4～6年生）�
と　き　８月１日㈮、２日㈯　９時
～16時�

ところ　実習工場
定　員　15人�
受講料　3,600円�
○ＩＴスキルアップ「とにかくホ
ームページを作らねば！」
対　象　一般の方�
と　き　８月２日㈯　９時30分～
15時30分�

ところ　電子情報工学科�
定　員　15人�
受講料　5,200円�
○親子で作るコンピュータ絵本
対　象　一般の方�
と　き　８月３日㈰　10時～16時�
ところ　情報処理教育センター�
定　員　10人�
受講料　5,200円�
■ベンチャー講座
○ベンチャ－経営者からの提言
対　象　一般の方�
と　き　７月14日㈪　16時10分～
17時40分�

ところ　マルチメディア棟視聴覚室�
定　員　50人　�
参加料　無料�
※申込みは不要です。�

�

若年者向けＩＴ講座
雇用能力開発機構三重センター　　059-226-9966

対　象　30歳未満で早期に退職し
た方、またはパートなどで就労

時30分までに、印鑑と参加料を持

って、直接市役所分館第２（教

育委員会）３階第２会議室へ�

※定員になり次第締め切ります。

子育てキーパーソン養成講座
鈴鹿保健福祉部　　82-8673　　83-7958

zhoken@ne.jp.

対　象　乳児から小学校までの子
供をもつ母親で、5日間の講座

に参加できる方�

と　き　７月１日㈫、９日㈬、15日㈫、
23日㈬、30日㈬　10時～12時�
ところ　県鈴鹿庁舎（西条５-117）�
内　容　講演とグループワーク（食
と育ち、こどもの発達と病気、

こどものこころ、地域の中での

子育てなど）�

申込み　６月23日㈪から27日㈮ま
で（８時30分～17時）に、北勢

県民局鈴鹿保健福祉部子育て支

援グループ（　82-8673）へ�

※定員はありません。
※託児は先着20人までです。

鈴鹿高専各種講座
鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338

■公開講座
申込み　７月７日㈪から14日㈪まで
（当日消印有効）に、往復はがきに、

希望公開講座名、住所、氏名、

電話番号を記入し、〒510-0294
鈴鹿工業高等専門学校庶務課へ�

※応募多数の場合は抽選します。�

※結果は、はがきで通知します。�

○６月○６月21日㈯～日㈯～30日㈪日㈪
『ベルディ便り』･･･耕地課の紹介、
清掃・保健情報など�

○７月１日㈫～○７月１日㈫～10日㈭日㈭
『ベルディ便り』･･･集落排水課の紹介、
保険年金・文化国際情報など�

○７月○７月11日㈮～日㈮～20日㈰日㈰
『ことばの玉手箱』･･･市内で使われ
ている方言の紹介�

の�6 月�納�税�

ch
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�

市政への提言� ペットの火葬

A

Q

　このコーナーでは、インターネットや郵送になどにより届けられた
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　我が家の猫が死に、窓口は清掃センタ

ーだと言われてショックを受けました。家

族同様に可愛がっていたペットがごみと

同様に扱われるのはかわいそうです。ペ

ット専用の斎場を作ってください。�

清掃管理課　　82-7609　　82-8188
sesokanri@city.suzuka.mie.jp

○市・県民税･･･全期または１期分

【納期限は６月30日㈪です】

手数料の目安�

●犬１頭につき1,520円　●猫１頭につき1,010円 

※遺骨の回収はできません。 　ペットブームということもあり、同様のご

意見を時々いただき、これまでもできる範

囲で改善をしてきました。�

  当市の場合、清掃センターでの受け付けにはなりま

すが、ごみとは別に、専用冷蔵庫にて保管し、

のちに小動物専用の焼却炉にて火葬しています。�

　なお、今後ともお預りした

ペットにつきましては丁重に

扱うよう心掛けていきたいと

考えています。�

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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