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　11月13日㈰、(仮称)大黒屋光太夫記念館が開館する
予定です。ここでは、同館の収蔵資料を紹介します。

　市政メールモニターは、より良い鈴鹿市の創造

を目的に、平成14年にスタートしました。メルモ

ニとは、市が行うアンケートなどに回答いただく

ため登録した16歳以上の市民モニターのことです。 

※登録者数3,795人(5月6日現在) 

■登　録　パソコン・携帯電話から登録できます。一
人で、パソコン・携帯への二重登録は無効になります。 

パソコン＝　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/
携　　帯＝　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/i/
※登録手続きを済ませると、市で認証後、登録完了のメ

ールを送信します。アドレス誤りや受信拒否設定の場

合は、配信されませんのでご注意ください。 

■内　容 
○市政に関するアンケート・クイズ
　市政に関するアンケートやクイズをメールで配

信します。回答するとポイントが貯まり、回答期

間が終了すると、結果をホームページに掲載します。 

○500ポイントごとに図書券
　毎年1月～12月末日を1区切りとしてポイントを

集計し、500ポイントごとに図書券500円分と交換

します。毎年1月に開く｢メルモニオフ会｣でお渡し

します。 

○子ども安心･安全メール【配信数14回(平成16年9月〜平成17年4月)】
　子どもの安全確保のために、市民の多くの方に

見守っていただく防犯ネットワークの一環として、

子どもたちが危険に見舞われる恐れのある情報を

配信します。 

【配信例】メルモニメール防犯05(平成17年4月19日配信) 
◆事件内容／公園で待ち合わせをしていた中学女子
の背後から近づき、男がいきなり抱きつくとい

う事案が発生しました。 

◆被害者／中学女子  
◆日　時／4月16日㈯　午前7時30分ごろ  
◆場　所／中旭が丘四丁目地内の公園  
◆不審者情報／男、マスク、黒サングラス、赤い帽子  
※旭が丘地内では、同様の事案が1件発生していますので、

両親や友人などと複数で行動してください。 

※鈴鹿警察署、教育委員会でパトロールの強化を図っています。 

◆情報元／教委事務局青少年課　 0593-82-9055 
　　seshonen@city.suzuka.mie.jp 

○災害情報メール(希望者のみ)【配信数53回(平成16年中)】
　市・災害対策本部から発信される市内の雨量や

避難所開設状況、学校情報、道路状況などの災害

に関する情報を配信します。 

市政メールモニター(メルモニ)を募集しています
秘書広報課　 82-9036　 84-2561　 http://www.merumoni.city.suzuka.mie.jp/　　merumoni@city.suzuka.mie.jp

蘭学者と光太夫のつながり

 

 

　　　　　　●お知らせ 

 
「人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

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

　人権擁護委員法が施行された

6月1日を、「人権擁護委員の日」

と定め、人権思想の普及・高揚に

努めています。市内には、市長が

推薦し、法務大臣が委嘱した人権

擁護委員の方が活躍されています。 

　隣近所のもめごと、家庭内の問題、

いじめや体罰、職場でのセクハラ

などでお悩みの方は、人権擁護委

員または相談所へご相談ください。

相談は無料で、秘密は守られます。 

【特設人権相談】
と　き　6月1日㈬　9時30分～15
時30分 

ところ　社会福祉センター 
※広報すずか毎月20日号に相談日

を掲載しています。 

【人権擁護委員(敬称略)】
　杉!正美(須賀二丁目)、樋口慶

"(稲生塩屋一丁目)、#口卓也(神

戸二丁目)、金信照子(神戸三丁目)、

田中弘子(北堀江一丁目)、伊藤篤

子(東磯山二丁目)、岸勝驥(八野町)、

林正樹(高岡町)、谷口きみ(伊船町)、

角谷弘子(白子本町)、一見靖子(岸

岡町)、益川博光(五祝町) 

 
市議会をテレビ中継します
議会事務局　 82-7600　 82-4876

giji@city.suzuka.mie.jp

　6月定例会での一般質問をケー

ブルネット鈴鹿(CNS20ch)で生放

送します。 

と　き　6月13日㈪、14日㈫、15
日㈬の一般質問(予定)　10時

～当日の会議終了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営委員会、特別

委員会は傍聴することができます。日程は、市

役所と各地区市民センターの掲示板と市議会

のホームページに掲載します。ただし、日時が変

更になる場合がありますので、傍聴する場合は、

事前に議会事務局へご確認ください。 

国民健康保険のための
平成17年度所得申告書を
提出してください

保険年金課　 82-7605　 82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民健康保険に加入中で、確定申

告書、市県民税申告書を提出されてい

ない方、または年末調整が未済である

などの理由で所得金額が不明な方に、

平成17年度所得申告書を送付します。 

　6月10日㈮までに保険年金課または

地区市民センターに提出してください。 

 
国民健康保険税

2割軽減申請書を送付します
保険年金課　 82-7605　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民健康保険に加入している世

帯の前年中の所得が一定金額以下

のときは、保険税の均等割額・平等

割額の2割相当額を減額できる場合

があります。 

　該当すると見込まれる世帯には「2

割軽減申請書」を送付しますので、

必ず申請書に記載してある提出期

6月は石垣池公園陸上競技
場の利用を休止します

図書館を休館します

図書館ボランティアを
募集します

子育て情報誌「りんりんBook」
が完成しました

お知らせお知らせ お知らせ 
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　11月13日㈰、(仮称)大黒屋光太夫記念館が開館する
予定です。ここでは、同館の収蔵資料を紹介します。
　11月13日㈰、(仮称)大黒屋光太夫記念館が開館する
予定です。ここでは、同館の収蔵資料を紹介します。

　文化課　　82-9031　　82-9071

　bunka@city.suzuka.mie.jp

第2回　『芝蘭堂新元会図』

市政メールモニター(メルモニ)を募集しています

蘭学者と光太夫のつながり蘭学者と光太夫のつながり

「人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

市議会をテレビ中継します

国民健康保険のための
平成17年度所得申告書を
提出してください

国民健康保険税
2割軽減申請書を送付します

限までに保険年金課または地区市

民センターに提出してください。提

出期限を過ぎると軽減が受けられな

くなりますのでご注意ください。 

　なお、所得の申告がないと世帯の

所得が把握できないため減額できま

せんので、必ず「国民健康保険のた

めの平成17年度所得申告書」を提

出してください。 

6月は石垣池公園陸上競技
場の利用を休止します

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

　石垣池公園陸上競技場は6月の1

カ月間、芝生の養生期間のため、利

用を休止させていただきますのでご

注意ください。ご迷惑をおかけしま

すが、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

図書館を休館します
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

　6月13日㈪から6月21日㈫まで、

蔵書点検のため特別整理期間と

して休館（移動図書館も含む）

します。なお、本の返却は夜間

返却口をご利用ください。 

 
図書館ボランティアを

募集します
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

対　象　貸出カードの交付を受け
た15歳以上の方で、図書館に

関心を持ち、年間を通した継

続的な活動、または特定の期

間を限定した活動が可能な方 

活動期間　平成18年3月までの図
書館開館日の活動できる時間 

内　容　書架整理、配架、破損
資料の補修、絵本の読み聞かせ、

樹木管理などの環境美化 

申込み　5月29日㈰までに、貸出
カードと身分証明書（免許証・

学生証・保険証）をお持ちの上、

図書館へ 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 

子育て情報誌「りんりんBook」
が完成しました

子育て支援課　 82-7661　 82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　市民の皆さんと協働で作成した

取組事例集、子育て情報誌「りん

りんBook」が完成しました。 

　これは、子育ての参考マニュアル

として活用して

いただけるように、

鈴鹿市の子育

てに関する取り

組みや情報を

多数掲載して

います。子育て

中の皆さん、ぜ

ひご活用ください。 

配布場所　市民課、各地区市民
センター（出生届・転入届時に

配布）、健康づくり課、男女共

同参画課、子育て支援課 

　この資料は、江戸の蘭学者たちが集まって開いた新年

会の様子を描いたもので、「芝蘭堂新元会図」といわれ

ています。芝蘭堂とは、当時一流の蘭学者だった大槻

玄沢（1757～1827）が開いた蘭学塾のことで、たくさん

の知識人が集まり、蘭学の一大拠点になっていました。 

　寛政6年閏11月11日、玄沢はその日が西暦で「1795

年1月1日」にあたる事から、芝蘭堂で新年会を開きま

した。そこに招かれたのが、帰国間もない大黒屋光太

夫だったのです。図中の人物の中で、羽ペンを片手に

ロシア文字を披露している人物が光太夫です。光太夫

は、床の間を背にした上座に座っており、正客に招か

れての宴であったことがわかります。西洋の学問を学

ぶ蘭学者にとって、実際にロシアを経験した光太夫の

存在はとても貴重なものだったのでしょう。帰国後の光

太夫は、さまざまな会に招かれては、ロシアや西洋の話

をし、ロシア語を披露していました。 

　この資料の原本は重要文化財に指定されており、鈴鹿

市で所蔵しているものは明治時代に模刻されたものですが、

それでも全国で数点しか残されていない貴重なものです。 

▲ 芝蘭堂新元会図
軸装　紙本　石版刷

本紙1175×1088ｍｍ　寄贈資料

し　らん  どう  しん げん  かい    ず

おお つき 

げん たく 

うるう 

お知らせ 
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 一般の部（後期市把握分：敬称略）
○第33回全日本フィールドアーチェリー選手権大会(5月)
　!野弘美

○第54回全日本実業団バドミントン選手権大会(6月)
　大石幸生

○第33回全日本男子パワーリフティング選手権大会(7月)
　伊藤禎浩 

○全日本6人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会(8月)
　今村あおい・上田麻美子 

○全国社会人9人制バレーボール男子優勝大会(9月)
　山本卓 

○日本スポーツマスターズ2004(テニス)(9月)
　梅田明子・田島雅美・梅原頼子 

○第47回全日本社会人バドミントン選手権大会(9月)
　大石幸生 

○第55回全日本弓道遠的選手権大会(10月)
　池田政子 

○第17回全国健康福祉祭群馬大会ねんりんピックぐんま弓道(10月)
　平井弘美 

○第38回全日本社会人卓球選手権大会(10月)
　北川芳幸・西畑悦満 

○第13回全国実年ソフトボール大会（10月）
　鈴木明・木本実・峰茂和 

○第25回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会(10月)
　!野弘美 

○第22回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会(10月)
　佐久間惇治・井上史朗 

○第16回全日本ベンチプレス選手権大会(10月)
　伊藤禎浩 

○第66回全日本ベテランテニス選手権大会(10月)
　梅原頼子・田島雅美・岡田進 

○第26回全国レディーステニス大会(11月)
　平見世津子・曽我弘美・田代千代 

○全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会(11月)
　山本智子・脇田尚美 

○全日本卓球選手権大会(マスターズの部)(11月)
　北川芳幸 

○全日本卓球選手権大会(1月)
　辻岡亜耶・森永愛里・辻岡亜沙・西畑悦満 

○第44回大阪国際招待卓球選手権大会(2月)
　吉村麻由子・辻岡亜耶・森永愛里・辻岡亜沙 

○2005全日本綱引選手権大会(3月)
　龍神丸パワーズ・ヴィクトリー 

○第57回東京卓球選手権大会(3月)
　吉村麻由子・森永愛里・辻岡亜沙 

※国民体育大会を除きます。 

平成16年度全国大会以上出場者

●お知らせ

 
ふとん丸洗いサービス

長寿社会課　 82-7935　 82-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

対　象　在宅で約3カ月以上「ね
たきり」の40歳以上の方 

内　容　中わたが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれかの

ふとんで、サイズは問いません。 

※対象者一人当たり2枚までです。 

※1週間から10日間お預かりします。

(7月中に実施します) 

費　用　無料 
申込み　6月30日㈭までに、電話、
ファクスで長寿社会課へ 

※後日、申込者の自宅へ在宅介護支

援センターの職員が申請書を届け

ます。 

※10月にも募集します。 

住宅用太陽光発電システム
補助金をご利用ください
環境政策課　 82-7954　 82-8188

kankyoseisaku@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

しようとしている方 

○今年度、㈶新エネルギー財団

の補助を受けて、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件につき上限16万
円で、太陽光発電システム補

助金額算出方法に基づき算出

します。 

○出力値4kw未満：4万円×出力値 

○出力値4kw以上10kw未満：16万円 

※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１位未満の端数があるときは、

これを切り捨てます。 

申込み　平成18年1月31日㈫　17
時(必着)までに補助金交付申

請書に必要な書類を添付の上、

直接、環境政策課へ持参して

ください。 

※募集要項・交付申請書などは、

環境政策課のほか、鈴鹿市ホーム

ページ(　 http://www.city.suzuka. 

　mie.jp/)→行政ガイド→申請様式

→様式集(各種申請書)からも入手

できます。 

※交付申請の総額が予算額を超えた

ときは、平成18年2月中旬に抽選

で当選者を決定します。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詳しくは、

㈶新エネルギー財団導入促進本

部太陽光発電部(〒102-8555　

納税の休日窓口を
開設します

6月5日から6月11日までは
危険物安全週間です

広報すずかの
表紙写真を募集しています

講演会
｢尾張の須恵器と北伊勢｣

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

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 



の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

  2005・5・20 5

平成16年度全国大会以上出場者

電話の市外・市内局番が変わります
NTT西日本三重支店広報室　 059-223-3868　 059-223-4194

　 kouhou@mie.west.ntt.co.jp

　官報号外第79号（平成17年4月8日付）に基づき、四日市市、鈴

鹿市、三重郡(朝日町、川越町、菰野町)の市内局番が、３桁に変わ

ります。これに伴い市外局番は「059」となります。名刺、看板、

カレンダーなどへの電話番号表示にはご注意ください。 

 
【実施日】

平成18年2月1日(水)から
【移行方法】 

　　　　　市外局番　市内局番　お客様番号
(現　在)　 0593　−　 ○○　−　□□□□
(移行後)　 059　 −　3○○　−　□□□□

※対象地域の市内局番3桁化に伴い、市外局番が「059」となりますが、

三重県内で同一の市外局番である津、久居市などへ電話をかける場合は、

従来どおり「059」の市外局番が必要です。 

※今回の市内局番3桁化に伴う料金の見直しはありません。 

※今回の市内局番3桁化に伴い、電話機などを取り替える必要はありません。 

ふとん丸洗いサービス

住宅用太陽光発電システム
補助金をご利用ください

東京都千代田区紀尾井町3-6　

秀和紀尾井町パークビル6階

　03-5275-3046　 03-5275-9301

　http ://www.nef .or . jp)へ 

 
納税の休日窓口を
開設します

納税課　 82-9008　 82-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月22日㈰　10時～16時 
ところ　ベルシティ1階北コート 
内　容　市税、県の自動車税の
納付 

持ち物　納税通知書 
と　き　5月28日㈯、29日㈰
　9時～16時30分 

ところ　納税課(市役所西館2階)、
鈴鹿県税事務所(県鈴鹿庁舎1

階)(　 82-8660) 

内　容 
○納税課での業務
　市税の納付、納付相談、口座

振替手続き、県の自動車税の

納付など 

○鈴鹿県税事務所での業務
　市税の納付、県の自動車税の

納付 

持ち物　納税通知書 
 
6月5日から6月11日までは日までは
危険物安全週間です危険物安全週間です
予防課　 82-9159　 83-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

推 進 標 語
危険物　かさねる無事故の　金メダル
　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

ガスが発生しやすく危険物によ

る事故が起こりやすい時期とな

ります。 

　ガソリン、灯油、塗料、スプ

レーなど、私たちの生活におい

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

段から取り扱いに慣れているか

らと安易な扱い方や火気の近く

など危険な場所に保管している

と大事故につながります。 

　危険物の事故を防ぐために次

のことに気をつけましょう。 

○火の近くでは取り扱わない
○換気の良い場所に保管し、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
温になる場所に保管しない
○必要以上に置かない
 

広報すずかの広報すずかの
表紙写真を募集しています表紙写真を募集しています
秘書広報課　 82-9036　 84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　広報すずかの表紙写真を募集

しています。祭りなどの行事や

朝市など生活感と季節感あふれ

る作品をお待ちしています。 

規　定　市内で撮影されたカラー
写真（横判）で、未発表のもの 

申込み　写真（一人1点）の裏面
に、郵便番号・住所・氏名・

電話番号・タイトル・撮影場

所・撮影日時を記入し、直接

または郵便で〒513-8701　秘

書広報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願します。 

 

 

○催し物 

 
講演会講演会

｢尾張の須恵器と北伊勢尾張の須恵器と北伊勢｣
考古博物館　 74-1994　 74-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　6月12日㈰　14時から 
ところ　鈴鹿市考古博物館 
講　師　城ヶ谷和広さん(愛知県
立豊田南高等学校 教諭) 

※聴講は無料です。 

※速報展｢発掘された鈴鹿2004｣を7

月3日(日)まで開催しています。

ぜひご覧ください。 

 

お知らせ 

催し物催し物 催し物 
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鈴鹿の墨

　「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条の規定に基づき、市長の「資産等補充報告書」、｢所得等報告書｣

および「関連会社等報告書」の内容の概要を公表します。なお、報告書の原本はどなたでも市政情報課で閲覧する

ことができます。また、報告書の概要を鈴鹿市のホームページ（　 http://www.city.suzuka.mie.jp/）で公表しています。 

市長の資産を公開します　市政情報課　　82-8659　　82-2219　　shisejoho@city.suzuka.mie.jp

■資産等補充報告書
　平成16年1月1日から12月31日までに増加した資産で、同年12月31日において有する資産を記載したものです。 

※参考として、減少した金額をマイナス表示（ー）してあります。 

■関連会社等報告書

○給与所得　　　　　1,604万4,328円（鈴鹿市ほか） ○雑所得　　　　　　750万4,664円（公的年金ほか） 

会社その他の法人の名称 

三 重 用 水 土 地 改 良 区  

三 重 県 農 業 共 済 組 合 連 合 会  

住　　　　所 

四 日 市 市 平 尾 町 大 池 2 7 6 5 - 3  

津 市 桜 橋 一 丁 目 6 4 9 番 地  

役員、顧問その他の職名 

理　　事 

理　　事 

　平成17年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、その名称、

住所、職名を記載したものです。 

○土　地 

○建物の所有を目的とする地上権または土地の賃貸借 

○建　物 

○預金・貯金・郵便貯金 

○金銭信託 

取得なし 

取得なし 

取得なし 

取得なし 

105万8,962円 

○有価証券 

○自動車・船舶・航空機・美術工芸品 

○ゴルフ場の利用に関する権利 

○貸付金 

○借入金 取得なし（－116万8,567円） 

　取得なし 

取得なし 

取得なし 

取得なし 

■所得等報告書
　平成16年中の所得を記載したものです。 

 

 

○催し物

 
第1回車座懇談会

地域みんなで子育て支援
〜私たちにできること〜
市民対話課　 82-9040　 82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　子育て支援を地域全体で取り

組んでいくためには、どんな方法

があるのかを話し合い、市長ととも

に子どもたちが安心して成長でき

る環境づくりについて考えます。 

と　き　6月26日㈰　13時～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
定　員　30人(申込多数の場合は
抽選) 

申込み　6月20日㈪までに、電話、フ

ァクス、電子メールで住所、氏名、

連絡先を記入の上、市民対話課へ 

※手話通訳、託児が必要な方は申込

時に申し出てください。今回のほか、

本年度の車座懇談会は、テーマをか

えて8月、1月、2月を予定しています 

 
学童保育講演会

「学童保育の役割とは」
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

と　き　5月22日㈰　13時30分～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
講　師　出谷　晃啓(三重県学童
保育連絡協議会副会長) 

主　催　鈴鹿市学童保育連絡協議会 
参加料　無料 
 
パートタイム労働相談会
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　パートで働く(働きたい)あなたの

不安・疑問・悩みに、個別に雇用

管理アドバイザーがお応えします。 

と　き　6月23日㈭　10時～13時 
ところ　ジェフリーすずか相談室 

問合せ　㈶21世紀職業財団三重
事業所(　 059-228-2300) 

※当日、ご都合の良い時間にお越しください。 

銃砲刀剣類登録審査会
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ
○６月14日㈫　県鈴鹿庁舎 

○10月18日㈫　県津庁舎 

※受付時間は各会場とも10時～11

時30分、13時～14時 

手数料 
○新規登録　6,300円 

○登録証再交付　3,500円 

※三重県収入証紙でお願いします。 

※詳しくは、三重県教育委員会事務局

文化財保護室(　 059-224-2999)へ 

 

 

○講座・教室

 
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　6月1日㈬(平日

!

!

輝く自分になるためのキャリアプラン

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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　10時15分、13時15分（土曜

日は12時30分）、17時15分、

21時15分からの各15分 

○5月21日㈯〜31日㈫
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○6月1日㈬〜10日㈮
『ベルディ便り』･･･「市長へビデオ
レター」、スポーツ・文化国際情報など 

○6月11日㈯〜20日㈪
『ふるさとの心』･･･市内に伝わる
民話を簡易アニメーションで放送 

の 5 月 納 税 
軽自動車税　全期 

【納期限は5月3 1日㈫です】
※納税は、便利な口座振替で 

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　82-9040　　82-2214
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

指導課　 82-9028　 83-7878 
shido@city.suzuka.mie.jp

鈴鹿の墨
　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。

　鈴鹿の墨は、全国でも有名な伝統産業です。

しかし、残念なことに現在では、墨職人は一人

になってしまったと聞きました。鈴鹿の伝統を守りつづ

けるためにも、鈴鹿の文化、産業や書道の授業を増や

してはどうでしょうか。 

 

市長の資産を公開します

第1回車座懇談会
地域みんなで子育て支援
〜私たちにできること〜

学童保育講演会
「学童保育の役割とは」

パートタイム労働相談会

銃砲刀剣類登録審査会

パソコン講座

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 

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 
　６月４日㈯・5日㈰ 

　６月28日㈫・29日㈬ 

○基礎講習2 
　6月8日㈬・10日㈮ 

　6月22日㈬・24日㈮ 

○ワープロ(ワード2003) 
　6月7日㈫・9日㈭ 

○表計算(エクセル2003) 
　6月11日㈯・12日㈰ 

○応用(ワード、エクセル2003) 
　6月25日㈯・26日㈰ 
!午後の部：13時30分から 
○基礎講習1 
　6月4日㈯・5日㈰ 

○ワープロ(ワード2003) 
　6月8日㈬・10日㈮ 

　6月11日㈯・12日㈰ 

　6月28日㈫・29日㈬ 

○表計算(エクセル2003) 
　6月7日㈫・9日㈭ 

　6月22日㈬・24日㈮ 

○ブログ体験 

　6月25日㈯・26日㈰ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代として、
基礎1と基礎2は兼用で1,000円、

ワープロと表計算はいずれも800円、

応用は1,000円、ブログは500円

が別途必要です。） 

 
輝く自分になるためのキャリアプラン
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　将来就職を希望する方を対象に、

就職に必要な基礎知識などを身

につけたり、就職への機会の拡

大を図ることを目的としたセミ

ナーです。 

対　象　原則として全講座(全4回)
参加できる方 

と　き　6月2日、9日、16日、23
日の木曜日　10時～12時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　自己分析、ライフスタ
イルを考えるなど 

講　師　伊藤登代子さん((有)キ
ャリア・プレイス代表取締役) 

定　員　20人 
申込み　㈶21世紀職業財団三重
事務所(　059-228-2300)へ 

※託児あり。希望者は、申込み時に

申し出てください。 

※受講、託児ともに無料です。 

おわびと訂正
　5月5日号の｢元気なすずか　レ

ンズ｣の一部に、誤りがありまし

たので、おわびして訂正します。 

(誤)味の素ゼネラルフーズ株式会社 

(正)味の素ゼネラルフーヅ株式会社 

　鈴鹿市の伝統産業の一つとして｢鈴鹿墨｣があ

りますが、墨業界の現状は非常に厳しく、製造業

者に至っては1社を残すだけという危機的な状況になっ

てます。現在、小学校では授業数が限られていて、その

なかで、郷土鈴鹿市や書写について学習し、伝統産業

と毛筆で字を書く学習との関連を知り、伝統産業のすば

らしさや鈴鹿市の文化を守る必要性を学んでいます。 

　また、小中学校では｢その道一筋｣に取り組んでいる

達人を講師とし、その生き方を学び子供たちが｢夢と感

動｣を持てるよう｢すずか夢工房～達人に学ぶ～｣を実

施する計画もあります。 

　郷土鈴鹿に誇りと

愛情を持ち、未来を

ひらくたくましい子ども

の育成をめざしていき

たいと考えています。 

 

催し物 

講座・教室 


