
の情報情報 の情報情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

少年ソフトボール選手権大会の
参加者を募集します

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

対　象　市内在住の小学生 
※１チーム20人以内で編成 

と　き　８月28日㈯
※予備日９月11日㈯

ところ　鈴鹿川河川緑地ソフト
ボール場 

参加料　無料 
申込み　８月６日㈮までにスポーツ課へ 

地域づくり・市民活動を支援します
地域課　　82-8695　　82-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

○まちづくり活動事業費補助
　地域ぐるみで住民の創意と工夫に

よって自主的・主体的に地域づくり活

動に取り組む団体に対し、３年を限度

に、活動費の一部を年間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。 

○市民活動団体名簿への登録
　活動内容などの情報発信を目的

として、市民活動団体名簿への登録

を希望する団体を募集します。また、

希望により団体のホームページを、

市のホームページへリンクすることが

できます。名簿は、地域課の窓口で

閲覧することができます。 

※申込みなど詳しくは地域課へ 

 

限度額適用・標準負担額減額
認定証の再申請を忘れずに
保険年金課　　82-7627　　82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　老人保健、高齢受給者に該当す

る方で、入院時の一部負担金と食事

代の減額には「限度額適用・標準負

担額減額認定証」が必要です。認定

証の有効期限は、７月31日㈯です。

続けて認定を受ける方は、8月31日

㈫までに、保険年金課（西館２階）で、

必ず再申請をしてください。 

持ち物　老人保健法医療受給者証、
加入健康保険証、領収書（再

申請日の前の１年間に90日以

上入院したことがある方） 

 
伊勢鉄道写真コンテストの
作品を募集します

商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　第11回鉄道の日（10月14日㈭）

の記念行事として、写真コンテ

ストの作品を募集しています。 

応募規定　４つ切りのカラーまた
は白黒の単写真で未発表のもの

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 

表　彰　最優秀１点５万円、優秀
３点２万円、入賞10点記念品

発　表　10月上旬（本人に通知） 
申込み　９月22日㈬（必着）ま
でに、〒513-0817　桜島町１
丁目20番地　伊勢鉄道株式会

社総務部（ 　83-2112）へ

※応募作品は返却しません。 

!伊勢鉄道写真展
と　き　10月14日㈭～20日㈬ 
ところ　鈴鹿ハンターセンターコート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成16年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験を行います

防火標語を募集します

花火はルールを守って
楽しく遊びましょう

「鈴鹿市緑の基本計画」の
策定委員を募集します

次世代育成行動計画策定委員会が
傍聴できます

第４回鈴鹿市伝統工芸士展
「墨と形紙の祭典」

夏休み子ども体験博物館

企画展

しろこ夏まつり2004

平成15年度情報公開実施状況をお知らせします年度情報公開実施状況をお知らせします 市政情報課　　82-8659　　82-8819　　shisejoho@city.suzuka.mie.jp

年度別実施機関別決定件数（平成９年度～13年度は公開請求と任意申出の合計件数） 　市ではより開かれた市政をめ

ざして、市が保有している公文

書を請求に応じて公開しています。 

主な請求内容
　平成15年度の公文書公開請求

数は137件で、このうち取下げが４件、

残る133件の主な内容は、子育て支

援センターに関するもの14件、下水・

排水に関するもの13件、新庁舎に

関するもの12件でした。 

　これら133件の請求に対する決定

件数270件の内訳は、公開決定が

166件、部分公開決定が75件、公

文書不存在決定が25件でした。条

例第７条各号に該当する非公開決

定件数は４件で、公開率は98％です。 

※公開率＝（公開＋部分公開）÷（公

開＋部分公開＋非公開Ａ）×100

水井　健次
昭和19年11月19日生 
前飯野小学校長 

７月１日から
新しい教育長が就任しました
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の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

少年ソフトボール選手権大会の
参加者を募集します

地域づくり・市民活動を支援します

限度額適用・標準負担額減額
認定証の再申請を忘れずに

伊勢鉄道写真コンテストの
作品を募集します

!

平成16年度就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験を行います
指導課　　82-9028　　83-7878

shidou@city.suzuka.mie.jp

対　象　○就学義務猶予免除者の
方または就学義務猶予免除者で

あった方で、平成17年３月31日

までに満15歳以上になる方 

○日本国籍を持たない方で、平

成17年３月31日までに満15歳

以上になる方など 

と　き　11月１日㈪　10時～15時
40分 

ところ　県庁講堂棟（津市広明町13） 
内　容　国語･社会･数学･理科･英語
の５教科で、中学校で履修する程度 

申込み　８月２日㈪～９月３日㈮（必着） 
※詳しくは、指導課、県教育委員会

事務局高校教育室入試グループ

（　 059-224-2913）へ 

 
防火標語を募集します
予防課　　82-9158　　83-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

　火災予防の重要性を広く認識し

ていただくため防火標語を募集します。 

対　象　市内在住の方、または市
内に通勤、通学されている方

申込み　８月31日㈫（当日消印有
効）までに、はがきに標語（未発

表の作品１点）、住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、電話番号、職

業または学校名（学年）を記入し、

〒513-0802　飯野寺家町217-1
消防本部予防課予防グループへ 

※最優秀作品（市長賞）は、鈴鹿市

防火標語になります。 

※応募作品の著作権は、消防本部に

帰属していただきます。 

 
花火はルールを守って
楽しく遊びましょう

予防課　　82-9158　　83-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　花火は、正しく取り扱わないと

火災や、やけどをするなど危険です。

使用方法、注意事項をよく読んで

正しく楽しく遊びましょう。 

○風の強いときは花火をしない。
○花火を人や家に向けない。

○燃えやすいもののそばで遊ばない。
○水を用意する。
○大人と一緒に遊ぶ。
○多くの花火に一度に火をつけない。
○迷惑にならない場所と時間を選ぶ。
○ごみは家に持ち帰る。
 
「鈴鹿市緑の基本計画」の
策定委員を募集します

市街地整備課　　82-9025　　82-8222
shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の方で緑につ
いて関心を持ち、平日昼間の会

議（年５回程度）に出席できる方

任　期　鈴鹿市緑の基本計画が
策定されるまで 

定　員　２人（委員会は学識経
験者など15人以内で構成予定）

申込み　８月６日㈮までに、緑に関す
るレポート（400字程度）、住所、氏名、

年齢、性別、職業、連絡先を記入し、

郵送、ファクス、電子メールのいず

れかで市街地整備課へ

※委員は、応募締切後、書類選考の

うえ決定します。

 
次世代育成行動計画策定委員会が

傍聴できます
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月28日㈬　14時から
ところ　ジェフリーすずか研修室１
定　員　10人（先着順） 
申込み　当日13時30分から13時
50分まで、会場で受付を行います。 

 

 

 

 
第４回鈴鹿市伝統工芸士展
「墨と形紙の祭典」「墨と形紙の祭典」

産業政策課　　82-9045　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月７日㈯、８日㈰　10
時～19時（８日は17時まで） 

ところ　ベルシティ・イオンホール 
内　容　
○鈴鹿墨と伊勢形紙の実演販売 

○鈴鹿墨と伊勢形紙の体験教室 

○新企画「和紙着物」の展示 

○形紙色紙・ミニ着物づくり 

○形紙と墨のミニ講演（11時～

12時、14時～15時） 

○水墨画家中村雅雲氏による教室 

入場料　無料 
※先着100人に粗品進呈 

 
夏休み子ども体験博物館夏休み子ども体験博物館
考古博物館　　74-1994　　74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月22日㈭～８月31日㈫
※月曜日、第３火曜日は休館 

ところ　考古博物館 
内　容　土笛、勾玉作りなど 
※材料費が必要です。日によって内容が

異なりますので、お問い合わせください。

 
企画展企画展

考古博物館　　74-1994　　74-0986
  kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月17日㈯～９月５日㈰ 
※月曜日、第３火曜日、祝日の翌日は休館 

ところ　考古博物館 
テーマ　「かわわの考古学　掘
った・わかった河曲のむかし」 

入場料　一般・学生200円、小・中学
生100円（70歳以上の方、身体障害

者手帳などをお持ちの方は無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
しろこ夏まつりしろこ夏まつり2004

商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月31日㈯、８月１日㈰
15時～21時 

ところ　白子駅前センター周辺 
内　容　流しそうめんのふるまい、
鈴鹿国際大学「料理お国自慢」、

子どもおばけやしき、犬の仮装大会、

フェアトレード展示販売など 

※すずフェスの白子駅前会場です。 

※詳しくは、しろこ夏まつり実行委員会事務局

「すずかのぶどう（　87-0767）」へ 

平成15年度情報公開実施状況をお知らせします
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の情報情報 の情報情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

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

と　き　８月６日㈮　14時～16時
30分（13時30分から受付）

ところ　市民会館　　　
内　容　「詩人のこころと科学の
目～最新宇宙研究の視座から

新しい教育を考える～」をテー

マに、ロマンあふれる話を通して、

教育のあり方を考えます。 

講　師　佐治晴夫さん（鈴鹿国際
大学短期大学部学長･理学博士） 

定　員　 200人（定員になり次第締切り） 
参加料　無料 
申込み　電話またはファクスで
教育研究所へ 

 
防災子供サミット

防災安全課　　82-9968　　82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp 

対　象　小学３年生以上 
と　き　８月７日㈯９時から８日㈰
15時まで 

ところ　三重県消防学校 
定　員　100人（先着順） 
参加料　子ども1,000円、大学生
1,500円、大人3,000円 

申込み　7月30日㈮までに災害ボ
ランティアネットワーク鈴鹿

（船入　090-7677-3961）へ 

 
防火マンガ上映会

消防署　　82-9165　　82-9166
honsho@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ 
〇８月３日㈫、18日㈬ 

　消防署鈴峰分署（　71-0119） 

〇８月５日㈭、６日㈮ 

　消防署南分署（　 86-0630） 

〇８月７日㈯、８日㈰ 

　消防署西分署（　70-2119） 

〇８月19日㈭、20日㈮　 

　消防署東分署（　84-0119） 

〇８月21日㈯、22日㈰ 

　消防署本署（　82-9165） 

※時間はいずれも10時～11時30分 

※警報発令時は中止します。 

参加料　無料 
申込み　電話で各消防署へ 
※親子で参加できます。（小学生以下

は保護者同伴） 

 
ジェフリーセミナー

「母としての私と向き合う」
〜母娘の関係を問う〜

男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月21日㈯　13時30分
～15時30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　祖母から母へ、母から娘・
息子に受け継がれる母子関係と

家族のありかたについて 

講　師　志村浩二さん（県立小児心
療センターあすなろ学園臨床心理士） 

定　員　40人（定員になり次第締切り） 
申込み　電話、ファクス、電子
メールで男女共同参画課へ 

託児　先着10人 
※対象は１歳６カ月から就学前まで 

※１回につきおやつ代100円が必要

 
夏休み子どもおはなし会
図書館　　82-0347　　82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月７日㈯　13時30分～
14時15分、14時30分～15時15分 

ところ　図書館２階会議室　 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　各50人 
参加料　無料 
 
第1回金魚すくい選手権大会
商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学生以上 
と　き　７月31日㈯　13時～15時 
ところ　鈴鹿ハンター屋外弁天会場 
内　容　小・中学生の部と一般の
部で、３分間に何匹すくえるかを

競います。各部上位２人は奈良

県大和郡山市で行われる予定の、

「第10回全国金魚すくい選手権

大会」の出場資格が与えられます。 

参加料　無料 
申込み　当日11時から整理券を
配ります。 

※詳しくは、算所町発展会・平田商

店会（吉田　　78-2363）へ 

 
リバーパーク御幣

商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

　C-BUSにゆられて夏の御幣川
をお楽しみください。 

と　き　７月24日㈯　10時から 
※予備日７月25日㈰ 

ところ　御幣川河川敷（伊船町
鈴峰橋付近C-BUS鈴峰地区市

民センターバス停徒歩５分） 

内　容　河川敷一日公園、水上コンサ
ート、宝探し、テクテククイズ（C-BUS

での来場者対象の歩数当て）など 

※C-BUSでの来場者にプレゼントあり 

※詳細は鈴峰ブランド創造事業委員会

（事務局　鈴峰商工会　　71-0784）へ 

 
ミニ映画会

男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

とき・内容 
〇７月22日㈭　18時30分から 

　「あゝ ひめゆりの塔」 

〇７月23日㈮　10時30分から 

　アニメ「象のいない動物園」 

〇７月23日㈮　13時30分から 

　「夏の庭」The Friends 

ところ　ジェフリーすずか研修室１ 
定　員　30人（先着順・申込み不要） 
入場料　無料 
 

 

 

 
パソコン講座

市政情報課　　82-9003　　82-2219
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　８月２日㈪（平日
の10時～18時）から、電話で「すずかの

ぶどう」（　・　87-0767　87-0764）へ 

対　象　市内在住のパソコン初心者 

!

!

勤労青少年ホーム短期講座

国際理解料理講座

スポーツ教室

子育てキーパーソン養成講座

鈴鹿国際大学公開講座

○7月21日㈬〜31日㈯

○8月1日㈰〜10日㈫

○8月11日㈬〜20日㈮
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の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

教育講演会

防災子供サミット

防火マンガ上映会

ジェフリーセミナー
「母としての私と向き合う」
〜母娘の関係を問う〜

夏休み子どもおはなし会

第1回金魚すくい選手権大会

リバーパーク御幣

ミニ映画会

パソコン講座

とき・内容 
　いずれも３時間講習を２日間

行います。 
!午前の部：９時30分から
○基礎講習１
　８月10日㈫、12日㈭ 

　８月24日㈫、26日㈭ 

○ワープロ(ワード2000)
　８月21日㈯、22日㈰ 

　９月４日㈯、５日㈰ 

○表計算（エクセル2000）
　8月18日㈬、20日㈮ 

　8月28日㈯、29日㈰ 
!午後の部：13時30分から
○基礎講習２
　８月10日㈫、12日㈭ 

　８月24日㈫、26日㈭ 

○ワープロ（ワード2000）
　８月18日㈬、20日㈮ 

　８月28日㈯、29日㈰ 

○表計算（エクセル2000）
　８月21日㈯、22日㈰ 

　９月４日㈯、５日㈰ 

ところ　図書館２階会議室 
定　員　各15人（先着順） 
受講料　2,000円（テキスト代として、基
礎1と基礎２は兼用で1,000円、ワード

とエクセルはいずれも800円が必要） 

 
勤労青少年ホーム短期講座
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　いずれも35歳未満の働いている方 
■洋裁講座（文化式）
と　き　８月19日㈭、26日㈭、30
日㈪、９月２日㈭、６日㈪、９日㈭

18時30分～20時30分（全６回） 

ところ　勤労青少年ホーム講習室２ 
内　容　スカートの製作 
講　師　中山智津子さん 
定　員　10人（先着順） 
受講料　500円（材料費別途） 
■初級パソコン教室
とき・内容 
○ワード講習　８月24日㈫～26
日㈭　19時～21時 

○エクセル講習　８月31日㈫～
９月２日㈭　19時～21時 

ところ　勤労青少年ホーム会議室 
定　員　各10人（先着順･複数受講可） 

受講料　各680円（テキスト代） 
申込み　いずれの講座も７月26日㈪
から、受講料を添えて勤労青少年

ホームへ（平日の９時～21時、ただ

し８月11日㈬～17日㈫は９時～17時） 

※利用登録（傷害保険料・利用者会費と

して1,100円）が別途必要です。 

 
国際理解料理講座

(財)鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
sifa@mecha.ne.jp

と　き　８月29日㈰　10時～14時 
ところ　文化会館調理室 
内　容　ボリビア料理 
定　員　30人（応募多数の場合は抽選） 
参加料　1,500円（賛助会員1,000円） 
申込み　８月10日までに電話で協会へ 
 

スポーツ教室
県営鈴鹿スポーツガーデン　 72-2250　　 72-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

■はじめてみよう水泳コース
対　象　18歳以上で全く泳げない方・
泳げても10m程度の方（高校生除く） 

と　き　９月２日～10月28日の毎週木
曜日（９月23日を除く）14時～15時30分 

定　員　30人 
※応募者多数の場合は抽選 

受講料　7,000円 
※参加料には、スポーツ安全保険料を含みます。 

申込み　８月10日㈫（必着）までに、
直接来場するか、往復はがき、フ

ァクスに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、コース名を記入し、県

営鈴鹿スポーツガーデンへ（イン

ターネットからも申込みできます） 

※上記コース以外に、泳法マスターコース、

アクアボクササイズ初級コース、アクアビ

クス中上級コースがあります。日程など

詳しくは、県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

 
子育てキーパーソン養成講座
鈴鹿保健福祉部　　82-8676　　82-7958

対　象　３歳から小学校までの子を
持つ母親で、全講座に参加できる方 

とき・内容 
〇８月10日㈫「食と育ち」 

〇８月18日㈬「こどもの発達と病気」 

〇８月27日㈮「地域の中での子育て」 

〇９月３日㈮「話を聴くとは」 

〇９月６日㈪「いろいろ話そうこど

ものこと・自分のこと」 

※いずれも10時～12時 

ところ　県鈴鹿庁舎（西条５丁目117） 
申込み　７月26日㈪から８月３日㈫
（土・日曜日を除く8時30分～17時）

までに、電話で鈴鹿保健福祉部

（　82-8676）へ 

※託児は行いませんが、同伴は可能です。 

 
鈴鹿国際大学公開講座

鈴鹿国際大学国際交流センター　　･　　72-3944
kokusai@suzuka-iu.ac.jp

■パソコン入門
と　き　８月23日㈪～27日㈮の
５日間　10時～12時 

ところ　情報処理室（B303） 
内　容　ウィンドウズの概要、
ワード・エクセルの基本など 

受講料　5,000円（テキスト代含む） 
申込み　８月10日㈫まで 
■短期集中ホームステイの英語
対　象　高校生、大学生、一般の方 
と　き　８月26日㈭、27日㈮、30日㈪
（全12時間）10時～12時と13時～15時 

ところ　A206教室 
内　容　１日４時間、３日間の集中講座 
定　員　20人 
受講料　8,000円（テキスト代含む） 
申込み　８月10日㈫まで 
※いずれの講座も電話、はがき、フ

ァクス、電子メールのいずれかで、

〒510-0298　郡山町663-222鈴

鹿国際大学国際交流センターへ 

 

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 

○7月21日㈬〜31日㈯
『ベルディ便り』･･･防災館、清掃・
保健情報など 

○8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 

○8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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