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不燃物リサイクルセンターの
修繕工事にご協力を

不燃物リサイクルセンター　　74-4141　　74-4619
　risaikuru@city.suzuka.mie.jp

　６月26日㈯から７月５日㈪まで、

不燃物リサイクルセンター破砕処

理施設の修繕工事を行います。 

　工事期間中は、持ち込みごみの

受入場所が屋外になり、雨天時な

ど特にご迷惑をおかけしますが、ご

協力をお願いします。また、家庭ご

みはできる限り集積所での回収を

ご利用いただきますようお願いします。 

 
石垣池公園市民プールを
オープンします

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

と　き　７月１日㈭～８月31日㈫
９時～17時　 

※７月26日㈪～７月30日㈮の午前中と８

月８日㈰、８月29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 

※いずれも２時間以内の料金で、以

後１時間ごとに高校生以上100円、

小・中学生50円を加算します。 

※小学生以下は保護者同伴でご利用

ください。 

※飲食物の持ち込みは禁止です。 

※問い合わせは、石垣池公園運動施

設管理室（　 83-9010）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
中小企業退職金共済制度を

ご利用ください
産業政策課　　82-8698　　82-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　この制度は中小企業で働く従業員

のための退職金制度です。安全で確

実な中退共制度をご利用ください。 

○適格退職年金制度からの移行先です。 

○掛金の一部を国が助成します。 

○パートタイマーの方も加入できます。 

○税法上、掛金は全額非課税です。 

※詳細は、中退共本部（　03-3436-

0151（代表）　03-3436-4362)

名古屋支部（　052-681-8951　

　052-681-8747）へ 

※ホームページ（　http://chutaikyo. 

　ta i s yokuk i n . go . j p )でもご覧い

ただけます。 

 
愛犬の狂犬病予防注射は

お済みですか
環境政策課　　82-9014　　82-8188
　kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　4月に市内各所で行われた集合注

射などを受けさせられなかった飼い

主を対象に、県獣医師会鈴鹿支部

による狂犬病の予防注射が行われます。 

　なお、今回も接種できない場合は、

動物病院で接種できます。 

※４月の集合接種や動物病院で接種

させた方は不要です。 

とき・ところ　６月27日㈰
○県鈴鹿庁舎　13時～14時 
○白子地区市民センター　14時
30分～15時30分 

費　用　3,200円（注射料金2,650
円、注射済票交付料金550円） 

※会場では登録手続（3,000円）もできます。 

 
F1日本グランプリの

通訳ボランティアを募集します
商業観光課　　82-9020　　82-0304
　shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

対　象　簡単な日常英会話ので
きる方 

病害虫まん延防止に
ご協力ください

市文芸賞作品を募集します

平成15年度下半期の水道事業の業務状況市美術展作品を募集します ㈶鈴鹿市文化振興事業団　　84-7000　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp

資　格　市内在住か在勤・在学(高校生以上)の方 
搬入日　10月10日㈰・11日㈪　10時〜16時30分
※作品受付後、預かり証を受領してください。 

搬入場所　文化会館 
出品料　無料 
出品規定　出品作品は自作未発表のもので、点数は部
門別に一人２点以内とし、出品作品には所定の作品

貼付証をはってください。 

※出品作品の部門は、出品者の意向を尊重します。 

作品規定　いずれの作品もガラス付額縁は禁止です。また、
日本画・洋画・美術工芸の額装作品は、額装をしっかりと

し、つり金具を付けてください。額装が不安定な作品、つ

り金具のない作品は展示しないことがあります。 

○日本画　10号以上60号以内で額縁を付ける。 
※アクリル付額縁は不可 

○洋画　20号以上80号以内で額縁を付ける。 
※ポスターなどはパネル張り 

※水彩画・版画はアクリル付額縁も可 

○彫刻　手動可能なもので２㎥以内 
※著しく破損しやすい作品は不可 

○美術工芸　立体は50cm四方立方以内、壁面型はF50
号以内で額縁を付ける。 

※アクリル付額縁も可 

○写真　黒白・カラーとも半切以上全紙までで、パネルの規
格は木製73cm×53cm以内（組写真もパネルの規格と同じ） 

※写真は、つり金具や額装は不可 

○書道　額装または枠張りで仕上がり寸法は12平方尺
以内、軸装は縦197cm以内、横91cm以内 

※作品は全て表装し、楷書以外は所定の様式（はがき大）

の釈文を付ける。 

※アクリル付額縁は不可、ただし篆刻は可 

■第37回市美術展
と　き　11月３日㈬〜７日㈰　10時〜17時
※７日は16時まで 

ところ　文化会館 
入場料　無料 
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不燃物リサイクルセンターの
修繕工事にご協力を

石垣池公園市民プールを
オープンします

中小企業退職金共済制度を
ご利用ください

愛犬の狂犬病予防注射は
お済みですか

F1日本グランプリの
通訳ボランティアを募集します

と　き　10月９日㈯、10日㈰の
８時〜12時、15時〜19時の都

合の良い日時

内　容　近鉄白子駅前、伊勢鉄
道鈴鹿サーキット稲生駅前で案

内通訳のボランティアをします。 

※事前研修会を９月24日㈮に行います。 

※スタッフジャンパーと帽子、交通

費・食事代として１回あたり

3,000円を限度に支給します。 

※傷害保険などの加入は商工会議所

が負担します。 

定　員　40人(定員になり次第締切） 
申込み　7月１日㈭から７月30日㈮
までに商工会議所（　82-3222

酒井または河崎）へ 

 
病害虫まん延防止に
ご協力ください

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）や小笠原諸島には、独特の

生態系を持つ病害虫が生息して

います。そのため、これらの地

方植物（サツマイモ・ヒルガオ

など）の中には、本土への持込

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。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の

でご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、名古屋植物防疫所

（　 052-651-0114）へ。 

 
市文芸賞作品を募集します
㈶鈴鹿市文化振興事業団　　84-7000　　84-7755
　bunka@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住・在勤・在
学している方か、市内の文化

団体、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。 

※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。

【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、

創作童話など）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13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 

※電子メール（　bunge i@s - bun  

　ka . ne t）による応募も可能です。テ

キストかワード文書を添付して応募し

てください。 

発　表　平成17年2月中旬 

982,692(8 4 7 , 7 8 9 )1,448,213

3,648,755資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入 4,146,294(2,104,292)

3,899,984(2,100,485)

2,299,230(1,248,087)

4,083,000

区　　分 執行額(下半期執行額)予算現額

4,186,000

平成15年度下半期の水道事業の業務状況 水道総務課　　68-1674　　68-1688　　suidosomu@city.suzuka.mie.jp市美術展作品を募集します

　平成15年度下半期（平成15年10月～平成16年

３月）の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７万2,328戸です。 

総配水量は1,309万8,556㎥、一日平均配水量は

7万1,577㎥で、昨年同時期に比べると3.63％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　2億4,878万円 

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など
　19件　2億9,572万円 

○上水道水源更生工事・関連施設改良工事など
　２件 　　 8,538万円 

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など
　44件　 2億498万円 

【予算の執行状況（単位：千円）】

水道水をよりおいしく飲む簡単な方法 

　水の味は、人の味覚と臭覚とによって感じられます。この

感覚には、敏感さや好み、慣れなど、個人差がありますが、

特に水温はおいしさの重要な決め手で、10℃～15℃くらい

が最もおいしく感じるといわれています。 

※塩素臭が気になる方は、しばらく煮沸し、湯冷ましにすると塩

素臭が消えます。さらに冷やして飲むとよりおいしくなります。 

※朝一番や長時間留守にしたときは、念のため給水管内に滞留してい

る最初の水(バケツ一杯程度)は、飲用以外の用途にお使いください。 
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市のホームページが
総務大臣賞に輝きました
秘書広報課　　82-9036　　84-2561
　hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　平成16年全国広報コンクール（㈳

日本広報協会主催）のホームページ

の部（市部）で、鈴鹿市が総務大臣

賞を受賞し、全国の市・区の中で、

最高の評価を受けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿都市計画の変更案が

縦覧できます
都市計画課　　82-9024　　82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

案　件　鈴鹿都市計画公園の変
更（鈴鹿市決定） 

※地子町公園の変更を行います。 

と　き　６月28日㈪〜７月12日㈪
（土・日曜日、祝日は除く）

８時30分〜17時

ところ　市街地整備課（市役所
別館第４　２階） 

※縦覧期間内であれば、市へ意見書

を提出することができます。 

 

 

 

 
自然調査観察会

環境政策課　　82-7954　　82-8188
　kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　市民参加の調査観察会を行います。 

と　き　７月18日㈰　10時〜15時
（雨天決行）

ところ　海の見える岸岡山緑地公園 
内　容　きのこ類の調査 
申込み　７月５日㈪までに直接電
話するか、はがき、ファクス、電子

メールに、住所、氏名、電話番号、

参加人数を記入し、環境政策課へ。 

※詳細は申込者に後日連絡します。 

※申込多数の場合は抽選になります。 

 
非核平和展

人権政策課　　82-9011　　82-8188
jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市は昭和60年に非核平和都

市宣言を行った非核宣言都市です。 

と　き　７月22日㈭〜24日㈯　
10時〜20時

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　原爆パネル、広島市民が
描いた原爆の絵、沖縄戦組写真

の展示、ビデオ上映（アニメ等） 

 
海開き・山開き

商業観光課　　82-9020　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

海開き式（鼓ヶ浦・千代崎海水浴場）
と　き　６月30日㈬　９時30分から
ところ　千代崎海水浴場 
!海水浴期間
　６月30日㈬〜8月22日㈰

山開き式（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
!山開催期間
　７月１日㈭〜８月31日㈫

 
「社会を明るくする運動」結団式
生活支援課　　82-9012　　82-7607
　seikatsushien@city. suzuka.mie.jp

　「社会を明るくする運動」とは、

犯罪の防止と犯罪を犯した人た

ちの更生について理解を深め､そ

れぞれの立場で犯罪のない明る

い社会を築こうとする運動です。 

と　き　７月３日㈯　13時から
ところ　ふれあいホール（南玉垣町） 
内　容　○ビデオ上映 
「おはよう　そして　ありがとう」 

○保護司による体験発表 

○合唱団によるコーラス（鈴鹿少

年少女合唱団） 

※市内ショッピングセンター（３カ

所）でも街頭啓発活動を行います。 

 
第32回三重県精神障害者
家族会連合会精神保健福祉大会
障害福祉課　　82-7626　　82-7607
　shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

と　き　 6月30日㈬　12時〜15時30分
ところ　文化会館 
内　容　バザー（12時から）、基調講
演（講師：鈴鹿厚生病院院長　西

浦さん　13時から）、記念演奏（白

子高校吹奏楽部　14時30分から） 

※詳しくは、大会実行委員会事務局（鈴

鹿厚生病院内　　82-1401）へ 

 
再開発着工記念イベントと

第４回石橋楽市
商業観光課　　82-9016　　82-0304
　shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月11日㈰　12時から
ところ　神戸北十日市町と神戸
本通り商店街周辺 

図書館を使った「調べる」
学習賞コンクール入賞作品展

本とあそぼう「おはなし隊」

親子水泳教室

通信講座
「くらしに身近な金融講座」

「熟年大学」の開設を

○6月21日㈪〜30日㈬

○7月1日㈭〜10日㈯

○7月11日㈰〜20日㈫

　80-1131　　80-1132
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催し物催し物 催し物 

講座・教室 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映小栗康平監督の映
画「埋もれ木」「埋もれ木」の製作が行われることになりました。の製作が行われることになりました。このコーナー
では、映画映画「埋もれ木」「埋もれ木」に関する情報をお知らせしますに関する情報をお知らせします。
文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映
画「埋もれ木」の製作が行われることになりました。このコーナー
では、映画「埋もれ木」に関する情報をお知らせします。

■問い合わせ

シ
 ネ マ シ
 ネ マ 
館 文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

白子６８７２の１（NTT研修センタ内） 

umoregi@mecha.ne . jp

埋もれ木製作委員会：担当　花岡

撮影に使用する機材などを提供してください 
 

　劇中で使用する小道具やスタッフの生活用品

などを集めています。ご不要でいただけるものや

それに関する情報があればご連絡ください。大

切なものもあると思いますが、ぜひご協力ください。 

◆

○じゃばら式の写真機と三脚 

○山を背にして野良に立つ、大勢の着

物姿の写真(廃業した写真館に飾ら

れているパネル写真として使用） 

○扇風機、ベッド、アースマット 

提供資材を搬入するスタッフ提供資材を搬入するスタッフ提供資材を搬入するスタッフ
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市のホームページが
総務大臣賞に輝きました

鈴鹿都市計画の変更案が
縦覧できます

自然調査観察会

非核平和展

海開き・山開き

!

!

「社会を明るくする運動」結団式

第32回三重県精神障害者
家族会連合会精神保健福祉大会

再開発着工記念イベントと
第４回石橋楽市

内　容　「さよなら、古き良き
十日市」と題し、昔ながらの

銭湯での落語、通りでの昔の

遊びなど、昭和ロマンが体験

できます。 

主　催　神戸商店会、「歴史の街・
神戸」の商店街再生を考える会 

※｢昔の遊び｣を子どもたちに教えてい

ただける方を募集します。（申込みは、

杉谷　 69-3087へ） 

※近隣農家による生産者直売市・フ

リーマーケット出店者を募集します。

（申込みは、北川　 82-0408へ）

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

と　き　７月１日㈭〜７月11日㈰
９時〜17時（火・木曜日は９時〜

19時、７月５日㈪は休館日）

ところ　図書館１階閲覧室 
 
本とあそぼう「おはなし隊」
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　たのしいおはなしをたくさん

乗せて、おはなし隊・キャラバ

ンカーがやってきます。 

対　象　乳幼児から小学生（一
般の方も参加自由） 

と　き　７月３日㈯　10時〜11時
ところ　図書館　 
内　容　絵本の読み聞かせ、紙

芝居、キャラバンカー見学 

定　員　50人 
 

 

 

 
親子水泳教室

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

対　象　平成16年４月１日現在で、
５歳児から小学６年生までの

子とその保護者 

と　き　７月26日㈪〜７月30日㈮
（５日間）　８時30分〜12時

ところ　石垣池公園市民プール 
定　員　親子200人 
参加料　１組4,000円（親１人と
子ども１人分） 

※１人増えるごとに2,000円追加。 

申込み　７月２日㈮19時から20
時30分までの間に、印鑑、参

加料をお持ちの上、直接、分

館第２（教育委員会）３階第

２会議室で申し込んでください。

※定員になり次第締め切ります。 

 
通信講座

「くらしに身近な金融講座」
産業政策課　　82-8698　　82-0304
 sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　合理的で賢い家計運営や生活

設計に役立つ、初心者向けの通

信講座です。 

と　き　10月から17年１月までの全４

回（毎月テキストを送付します） 

内　容　家計と生活設計、社会
保障制度、金融商品などの基

礎知識など 

定　員　全国で5,000人 
受講料　無料（添削課題の郵送
料のみ受講者負担） 

申込み　７月30日㈮（必着）までに、
インターネット（　http://www.

　saveinfo.or.jp）から申込むか、

はがきに郵便番号、住所、氏名

（ふりがな）、年齢、職業、電話

番号を記入し、〒103-8691日本
橋郵便局私書箱111号「くらしに

身近な金融講座」係へ 

※詳しくは、三重県金融広報委員会

（　059-246-9002）、または産

業政策課へ 

「熟年大学」の開設を

　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
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

生涯学習課　　82-7619　　82-9071
 　 shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

　生涯学習においては、世代間交流も重要

な要素であり、学ぶ機会を幅広く市民に提供

していくことを最優先に考えています。このようなこ

とから、「熟年大学」のような対象年代を絞った取

組みについては、今のところ考えていません。 

　現在、㈶鈴鹿市文化振興事業団が、市民を対象と

したセミナーを開設していますので、よろしかったらご

利用ください。市としても、このセミナーについて、今

後ともより皆さんに親しんでいただけるような内容を取

り入れられるよう働きかけていきたいと考えています。 

　また、各小学校区に公民館を設置し、それぞれの

地域づくり拠点としての役割を持たせています。そこ

では、さまざまなサークルが組織され、多くの市民が

学習しています。このような地域での生涯学習への

取組みにも、ぜひご参加いただければと思います。 

　ごく最近定年退職したものですが、「熟年大学」

のような高齢者を対象にしたサークルや研修・

集いの会を鈴鹿市も計画されてはどうでしょうか。 

㈶鈴鹿市文化振興事業団　　http://www.s-bunka.net/

10時15分、11時45分(土曜日のみ)、

13時15分(土曜日を除く)、17時15分、

22時15分からの各15分 

○6月21日㈪〜30日㈬
『ベルディ便り』･･･防災館、清掃・
保健情報など 

○7月1日㈭〜10日㈯
『ベルディ便り』･･･市長へビデオ
レター、スポーツ情報など 

○7月11日㈰〜20日㈫
『ことばの玉手箱』･･･市内で使わ
れている方言の紹介 
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お知らせ 

催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

　ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地を拠点に、小栗康平監督の映
画「埋もれ木」の製作が行われることになりました。このコーナー
では、映画「埋もれ木」に関する情報をお知らせします。
文化課　　82-9035　　84-7755　　bunka@city.suzuka.mie.jp 

シ
 ネ マ 

◆

提供資材を搬入するスタッフ


