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○お知らせ

 
市税の夜間・休日窓口を開設します

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

■夜間窓口
と　き　9月29日㈭、30日㈮　20時まで 
ところ　納税課(西館2階) 
内　容　市・県民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税の納税、納税相談、

口座振替手続など 

■休日窓口
と　き　10月2日㈰　9時～16時30分 
ところ　納税課(西館2階)　 
内　容　市税の納付、納付相談、
口座振替手続きなど 

 
ふとん丸洗いサービスを行います
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　対象者1人当たり2枚まで、
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。1週間から10日

間お預かりします。(11月中に実施) 

費　用　無料 
申込み　10月31日㈪までに、電話

またはファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センタ

ーの職員が申請書をお届けします。 

 
鈴鹿シティマラソンボランティア

スタッフを募集します
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月18日㈰　7時30分～
12時30分(雨天決行) 

ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース、周辺道路 

内　容　シティマラソン進行業務 
申込み　11月18日㈮までに、電話
でスポーツ課へ 

※お礼として、参加記念Tシャツ、完走記

念ハンドタオル、お弁当代をお渡しします。 

 
新しい国民健康保険被保険者証

を交付します
保険年金課　 82-7605　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民健康保険の加入者に、10月か

ら黄色の新しい国民健康保険被保険

者証を交付します。保険証が届いたら、

ミシン目で切り取ってご使用ください。 

○短期証の発行　国民健康保険
税を滞納すると、短期被保険

者証(短期証)が交付されます。

短期証は、有効期間の短い6カ

月の保険証です。医療費の自

己負担割合などは同じ扱いです。 

※過去の国保税の納付状況によって、

本証が交付される場合もあります。 

○資格証の発行　国民健康保険税

を1年以上滞納すると、被保険者

証(本証・短期証)を返還していた

だき、代わりに被保険者資格証明

書(資格証)が交付されます。資格

証で医療を受けると、かかった医

療費などは、いったん全額自己負

担になりますのでご注意ください。

滞納している国民健康保険税を納

付していただくと、自己負担した医

療費などの保険給付が受けられます。 

 
都市対抗野球大会

応援ありがとうございました
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市代表で、3年ぶり16回目

の出場を果たした「ホンダ鈴鹿チ

ーム」は、見事初戦を突破し2回戦

に進出しましたが、激戦の末、あと

一歩およびませんでした。 

　ホンダ鈴鹿チームの善戦健闘に

拍手を贈るとともに、市民の皆さん

の応援に感謝します。応援ありがと

うございました。 

■ホンダ鈴鹿チーム戦績
○1回戦　ホンダ鈴鹿(鈴鹿市)  
　5-0　JR東日本東北(仙台市) 

○2回戦　ホンダ鈴鹿(鈴鹿市)  
　7-9　三菱ふそう川崎(川崎市) 

ものづくり研究開発事業補助金
の交付先が決定しました

精神障害者の作業所通所と
心身障害児の通園費用を

一部助成します

屋外広告物はルールを守って
正しく掲示しましょう

10月1日から末広町、西玉垣町、三日市町の一部区域で住所が変わります

　10月1日から末広町、西玉垣町、三日

市町の一部地域で住居表示を実施します。

住居表示制度は、町の単位をわかりやす

い規模に変更するとともに、複雑な町界

などを整理します。合わせて住所の表し

方が○町○番地(○町○○番地の○)から

○丁目○番○号に変わります。10月1日

からは、郵便物のあて名には新しい住所

をお使いください。 

■新町名 
　末広東、末広北一丁目〜末広北三丁目、

末広南一丁目〜末広南三丁目、末広西、
石垣一丁目〜石垣三丁目

地域課　 82-9136　 82-2214　 chiiki@city.suzuka.mie.jp

南部地域コミュニティバス｢C-BUS｣を運行開始します

お知らせお知らせ お知らせ 
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市税の夜間・休日窓口を開設します

ふとん丸洗いサービスを行います

鈴鹿シティマラソンボランティア
スタッフを募集します

新しい国民健康保険被保険者証
を交付します

都市対抗野球大会
応援ありがとうございました

ものづくり研究開発事業補助金
の交付先が決定しました

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

　本年度の交付先が決まりまし

たのでお知らせします。 

○有限会社エース設備 
　多用途吊りアームの研究･開発 

○三惠工業株式会社
　お尻が冷えにくく、ムレにく

いイスの研究開発 

○田中軽工業株式会社
　昇降機能付きベッドチェアの開発 

※この制度は産学官の連携による研

究開発の強化と市内製造業の活性

化を図るため、事業者などが行う

新技術の研究開発に対する補助制

度です。 

精神障害者の作業所通所と
心身障害児の通園費用を

一部助成します
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shougaifukusi@city.suzuka.mie.jp

　平成17年4月1日㈮から同年9月

30日㈮までにかかった次の費用

を一部助成します。 

○市内に住所があり、精神障害者

保健福祉手帳を持っている方で、

精神障害者小規模作業所に公

共交通機関を利用して月10回以

上通所している方の通所費 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設、自閉症児治療施設、

またはその他これらに類する

施設に公共交通機関を利用し

て月4回以上通園する18歳未満

の方と同行する保護者(障害児

1人につき1人)の通園費 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法による通所(通園)費用

の2分の1(1人月額5,000円が上限) 

申込み　10月15日㈯までに、障

害福祉課にある申請用紙に施

設の証明を受けて、同課へ 

 
屋外広告物はルールを守って

正しく掲示しましょう
都市計画課　 82-9024　 82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　9月10日は「屋外広告の日」。

市では、神戸・白子・平田の商店

街店主の皆さまのご協力を得て、

店舗に看板を設置する際の手続き

などについて、啓発活動を行って

います。また美観風致の維持や安

全快適なまちをめざして、違反屋

外広告物の除却活動をしています。 

○平成16年度除却件数
　はり紙　1万3,449枚 

　はり札　1,190枚 

　立看板　613枚 

　合　計　1万5,252枚 

○平成17年度7月末現在除去件数
　はり紙　3,707枚 

　はり札　234枚 

　立看板　416枚 

　その他　2枚 

　合　計　4,359枚 

10月1日から末広町、西玉垣町、三日市町の一部区域で住所が変わります

　10月1日㈯から、市南部地域で新たにC-BUSを試験

的に運行します。白子・平田方面にアクセスします。運

行ルートは白子・平田線と太陽の街・平田線の2路線で、

西部地域C-BUSと同じひまわり色のマイクロバスでの運

行です。皆さまの積極的なご利用をお願いします。 

実証運行期間　10月1日から平成20年3月31日まで 
■白子・平田線　白子駅とベルシティ間を往復します。
主な経由地は、白子高校、F1マート前、徳田駅、鈴

鹿回生病院口、ハンター・アイリス、近鉄平田町駅です。 

○主な運行エリア　稲生町、五祝町、徳田町、御薗町、
徳居町、三宅町、長法寺町、国府台団地、国府町

西之城戸、八野町、国府町赤坂 

○所要時間　片道80分 
○運行時間帯　白子駅発・ベルシティ発（午前中はハン
ター・アイリス発）ともに、始発6時台、終発18時台 

○運行本数　白子駅方面8便、ベルシティ方面7便(計15便) 
○運　賃　白子駅～F1マート前：100円、F1マート前～
住吉三丁目：100円、住吉三丁目～ベルシティ：100円 

■太陽の街・平田線　太陽の街とベルシティ間を往
復します。主な経由地は、F1マート前、稲生高校、

ハンター・アイリス、近鉄平田町駅です。 

○主な運行エリア　太陽の街、郡山町、中瀬古町、秋永
町、五祝町、稲生こがね園、稲生町塩屋、鈴鹿ハイツ 

○所要時間　片道48分 
○運行時間帯　太陽の街発：始発7時台、終発19時台、
ベルシティ発：始発8時台、終発20時台 

○運行本数　ベルシティ方面6便、太陽の街方面6便(計12便) 
○運　賃　太陽の街～F1マート前：100円、F1マート前
～ベルシティ：100円 

※未就学児童は無料、障がい者とその介護者は全区間100円です。 

※運行経路、運行ダイヤ、運賃などに関して不明な点は、

商業観光課へお問い合わせください。 

南部地域コミュニティバス｢C-BUS｣を運行開始します 商業観光課　 82-9016　 82-0304　 shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

まもなく調査票を配布しま
す。黒鉛筆で　　印を塗り
つぶしたり、数字を記入し
たりして回答してください。
調査票は汚さないでね。

お知らせ 

近鉄平田町駅 

ハンター 
アイリス ベルシティ 

鈴鹿回生病院口 住吉三丁目 
稲生高校 

白子駅西 

白子高校 

F1マート前 

稲生地区 

栄 地 区  

太陽の街 

徳 田 駅  天名地区 合川地区 

国府地区 

白 子・平 田 線  
太陽の街・平田線 

運 行 ル ー ト
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産 じ ょ く 指 導 の 訪 問

 

 

○お知らせ

 
伊勢鉄道をご利用ください
商業観光課　 82-9016　 82-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　伊勢鉄道㈱では、開業以来運行し

てきたレールバス車両の更新を計画的

に進めてきました。これにより10月からは、

普通列車の全便が

新型車両による運

行となります。 

　新型車両は従来のレールバスに

比べ、定員増加、速度向上、バリ

アフリー対応など、快適性が向上し

た車両となっています。これからも

地域の交通を支える鉄道として、ご

利用をよろしくお願いいたします。 

　また、これを記念して、新型車両

のチョロQの発売も予定されています。

詳しくは、伊勢鉄道㈱(　 83-2112)へ 

※伊勢鉄道ホームページ(　  http:// 

　www.isetetu.co.jp/Q/)でもご覧

いただけます。 

 

 

○催し物

 
障害者ふれあい運動会

障害福祉課　 82-7626　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　身体や知的に障害のある方の体

力づくりと友愛の輪を広げるための

運動会を行います。個人参加者と

当日お手伝いをしていただけるボ

ランティアを募集します。 

と　き　10月23日㈰　10時～15時 

ところ　市立体育館 
主　催　鈴鹿市障害者団体連合会 
申込み　10月11日㈫までに障害

福祉課へ 

 
鈴鹿厚生病院　病院祭

障害福祉課　 82-7626　 82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　地域や患者の皆さまに参加してい

ただける病院祭を3年ぶりに開催します。 

と　き　10月8日㈯　9時30分～

15時30分 

ところ　鈴鹿厚生病院（岸岡町
589-2　 82-1401） 

内　容　模擬店、アトラクション、
西浦院長による基調講演など 

 
庄野宿資料館特別展示会
文化課　 82-9031　  82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月8日㈯～16日㈰　10

時～16時(会期中は無休) 

ところ　庄野宿資料館離れ座敷 
内　容　｢手仕事の楽しみ｣日本
刺しゅうと日本画(岸田和子さん(日

本画家(故)小林彦三郎さんの弟子、

庄野町在住)の作品を約30点展示) 

司法書士無料相談会
市民対話課　 82-9004　 82-2214

shimintaiwa @city.suzuka.mie.jp

　三重県司法書士会鈴亀支部では、

無料相談会を開きます。 

と　き　10月1日㈯　10時～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　登記、法人登記、訴訟・
民事調停手続、金銭貸借、裁判

所への提出書類作成、自己破産

など、成年後見、告訴状作成など 

※10月1日(土)から7日(金)までは各司法書

士事務所でも無料で相談に応じています。 

 
ごみ減量とリサイクルを考える
ポスター展とクリーンシティ

SUZUKA参加作文展
廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月7日㈮～9日㈰　10

時～20時(9日は17時まで) 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 
内　容　小・中学生から募集した｢ご
み減量とリサイクルを考えるポス

ター｣と｢クリーンシティSUZUKA

参加者の作文｣を展示します。 

※表彰式は10月9日(日)16時から 

※作文展はクリーンシティSUZUKA

実行委員会が行います。 

 

公証人無料相談会
市民対話課　 82-9004　 82-2214

shimintaiwa @city.suzuka.mie.jp

　10月1日から7日までの｢公証週

間｣にちなみ、無料相談会を行い

ます。遺言、相続、登記などに

ついて、公証人が相談に応じます。 

と　き　10月1日㈯、2日㈰　10

時～16時 

ところ 
○津合同公証役場(津市丸之内養正

町7-3山田ビル1階　 059-228-9373) 

○四日市公証人合同役場(四日市市

朝日町1-9千賀ビル2階　 53-3394) 

 

 
○講座・教室

 
家族のための心理学講座

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

　男女共同参画市民企画支援事

業として、｢身近な人と支え合うこと

の大切さ｣をテーマに講座を開きます。 

とき・内容 
○10月8日㈯　14時～16時 

　｢たすけを求める行動と発達｣

－支え合いながら生きる感謝

の気持ちを育てることの大切

さについて－ 

○12月10日㈯　14時～16時 

　｢たすけを求める気持ちの高まり｣

－問題が深刻になる前にたす

けを求めるために－ 

○平成18年2月18日㈯　14時～16時

　｢すくいがないと感じるとき｣

－｢誰にもわかってもらえない、

誰も助けてくれない｣と悩むあ

なたに－ 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　太田仁さん(家族社会心
理学研究所主幹、社会学博士) 

主　催　NPO法人心理学学習会
若いつばさの会 

参加料　無料 
※詳しくは、  ・　 0594-25-9665へ 

 
女性の活躍

サポート企画講座
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　新たな学びや実践により、自

分で企画し運営する手法を一緒

に考えませんか。参加し、ネッ

パソコン講座

講座講座・教室教室 講座・教室 

催し物催し物 催し物 

お知らせお知らせ お知らせ 

旧
東
海
道

国
道

１
号
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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

健康づくり課　 82-2252　 82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp 

産 じ ょ く 指 導 の 訪 問
　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。

　先日、｢産じょく指導と産後の身体の指導に来

ました｣と言って訪問者があり、市の職員かと思い

ドアを開けましたが、よく話を聞いてみると｢民間の者です｣

ということでしたのでお断りしました。市ではそういった

名目で各家庭を訪問するサービスをしていますか？ 

 

　産じょく期の方への市の事業としては、新生児訪

問という事業があります。生後28日以内の赤ちゃん

のいるご家庭を対象に、産後のお母さんの体調、母乳、

赤ちゃんの発育などについて助産師または保健師が訪問

して指導をさせていただく制度ですが、これは、事前

に電話で申し込みをいただいたご家庭に訪問日と時

間をお知らせしてから訪問させていただいています。 

　また、育児の相談など、ご希望に応じての保健師

による訪問や、すくすくファミリー教室、幼児健診、発

達の相談なども保健センターで行っていますので、お

子さまの成長にあわせてご利用ください。 

　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 

○9月21日㈬〜30日㈮
『ベルディ便り』･･･「防災館」、

清掃・保健情報など 

○10月1日㈯〜10日(月・祝)
『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 

○10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 9 月 納 税 
国民健康保険税・・・・・・・・・・3期
【納期限は9月30日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 

伊勢鉄道をご利用ください

障害者ふれあい運動会

鈴鹿厚生病院　病院祭

庄野宿資料館特別展示会

司法書士無料相談会

ごみ減量とリサイクルを考える
ポスター展とクリーンシティ

SUZUKA参加作文展

公証人無料相談会

家族のための心理学講座

女性の活躍
サポート企画講座

トワークを広げて、新しい発見

をしませんか。 

対　象　全4回受講できる方 
とき・内容
○第1回　11月12日㈯

　学んでみよう、わたしの企画 

○第2回　12月10日㈯ 

　つくってみよう、わたしの企画 

○第3回　12月17日㈯ 

　公開講座｢理解しよう、メディ

アの仕組み｣ 

○第4回　平成18年1月21日㈯ 

　実践しよう、わたしの企画 

講　師　渋谷典子さん（つながれ
っとNAGOYA協働運営NPO室

コーディネーター） 

※時間はいずれも13時30分～15時30分 

※第3回だけの参加も可能です。 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　30人(先着順) 
受講料　無料 
託　児　先着10人(事前申込み要、
対象は1歳6カ月～就学前児童) 

申込み　ファクスまたは電子メール
で、住所、氏名、連絡先を記入の上、

男女共同参画課へ 

※詳しくはジェフリーすずかホーム

ページ(　http ://www.gender-

f ree . c i t y . suzuka .m ie . j p/ )でも

ご覧いただけます。 

 
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　9月28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 
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 
　10月4日㈫、6日㈭ 

○基礎講習2 
　10月19日㈬、21日㈮ 

　10月26日㈬、28日㈮ 

○ワープロ(ワード2003) 
　10月8日㈯、9日㈰ 

○ワープロ応用(ワード2003) 
　10月5日㈬、7日㈮ 

　10月15日㈯、16日㈰ 

○表計算(エクセル2003) 
　10月12日㈬、14日㈮ 

○表計算応用(エクセル2003) 
　10月22日(土)、23日㈰ 

○応用(ワード、エクセル2003) 
　10月11日㈫、13日㈭ 

　10月25日㈫、27日㈭ 

午後の部：13時30分から
○基礎講習1 
　10月12日㈬、14日㈮ 

　10月25日㈫、27日㈭ 

○基礎講習2 
　10月4日㈫、6日㈭ 

○ワープロ(ワード2003) 
　10月26日㈬、28日㈮ 

○ワープロ応用(ワード2003) 
　10月19日㈬、21日㈮ 

○表計算(エクセル2003) 

　10月8日㈯、9日㈰ 

○表計算応用(エクセル2003) 
　10月5日㈬、7日㈮ 

　10月15日㈯、16日㈰ 

○ブログ体験 
　10月22日㈯、23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、ワープロ応用と表計算

応用はいずれも1,050円、応用(ワ

ード、エクセル)は1,300円、ブ

ログは500円が別途必要)

講座・教室 

催し物 

お知らせ 

旧
東
海
道

国
道

１
号
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71-1476

72-2285 72-2250
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○講座・教室

 
短期講座｢ヨガ教室｣

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

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　10月11日から11月15日
までの火曜日　19時～20時30

分(全6回) 

ところ　勤労青少年ホーム体育室 
内　容　ゆったりとした呼吸法によ
り、筋肉を緩め無理なく身体を

動かし心身をリフレッシュします。 

講　師　東親子さん、川岸敦子さん
(国際ヨガ協会講師) 

定　員　20人(先着順) 
参加費　1,000円 
持ち物　バスタオルまたはヨガマット 
※運動のできる服装で参加ください。 

※ヨガマット(2,500円)の注文は、

希望者のみ受け付けます。 

申込み　9月27日㈫19時30分から、
教材費などを添えて直接勤労

青少年ホームへ。なお、1人で

複数の申込はできません。 

※利用登録をしていない方は、利用

者会費として別途300円が必要です。 

 

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

申込み　10月1日㈯から15日㈯

(必着)までに直接お越しいただくか、

ファクスで、住所、氏名、年齢、性

別、電話番号、コース名を記入の上、

鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネット(最終日17時まで)

からも申込みできます。 

※参加料にスポーツ安全保険料を含

みます。 

■レベルアップ水泳 
対　象　高校生を除く18歳以上で、
クロール15～25m泳げる方 

と　き　11月11日から12月16日ま
での金曜日14時～15時10分(全6回) 

内　容　クロールの指導 
定　員　30人 
参加料　5,000円 

■アクアビクス(朝)中上級
対　象　高校生を除く18歳以上で、
中級者以上の方 

と　き　11月11日から12月16日
までの毎週金曜日10時～11時

(全6回) 

内　容　水中歩行･水中エアロビクス 
定　員　30人 
参加料　5,000円 
■アクアビクス(夜)中級
対　象　高校生を除く18歳以上で、
中級者の方 

と　き　11月11日から12月16日
までの毎週金曜日　19時～20

時(全6回) 

内　容　水中歩行･水中エアロビクス 
定　員　30人 
参加料　5,000円 
 

アカデミアみえ
学校開放講座

県立神戸高等学校　 82-0071　 84-5239
hkanbe79@hkanbe.mie-c.ed.jp

対　象　県内在住、在勤、在学
の15歳以上(中学生は除く) 

と　き　10月8日㈯、16日㈰、23日㈰、
11月5日㈯、19日㈯、26日㈯　

10時から 

ところ　県立神戸高等学校美術室 
内　容　和紙の原料こうぞを使
ったランプシェードなどの制作、

純銀粘土を使ったシルバーア

クセサリーの制作、バーナー

ワークによるトンボ玉の制作 

参加料　無料(材料費として、和
紙1,500円、純銀粘土2,600円、

ガラス2,500円が必要) 

定　員　20人(応募者多数は抽選) 
申込み　10月3日㈪までに、往復は
がきに郵便番号、住所、氏名、年齢、

連絡先を記入の上、〒513-0801　

神戸4丁目1-80　神戸高校へ 

 
こころの

健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　 82-8673　 82-7958

zhoken@pref.mie.jp

と　き　10月4日㈫　13時30分～
15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階46会議室 

内　容　｢うつ病とその対応｣～
こころの風邪ひきから自殺予

防まで～ 

講　師　鈴鹿厚生病院精神神経科
医長　中瀬真治さん 

定　員　50人 
申込み　9月27日㈫までに、電話
で県鈴鹿保健福祉部へ 

※今回のみ地域産業保健センターと

共催で実施し、セミナー終了後、

個別相談を行います。 

 
食の安全・安心

アドバイザー養成講座
鈴鹿保健福祉部　 82-8672　 82-7958

zhoken@pref.mie.jp

対　象　食の安全･安心に関心の高
い方、食生活改善や消費生活など

に関する活動をする団体の方など 

と　き　10月6日㈭　10時～15時
30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階46会議室 
内　容　食の安全・安心確保の
ための講座、意見交換 

定　員　50人 
参加料　無料 
申込み　9月30日㈮までに、電話
で鈴鹿保健福祉部へ 

※各自、昼食をご準備ください。 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

10月の講座
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■日商・簿記検定対策講習
と　き　9月26日から10月19日ま
での月･水･金曜日　夜間3時間

(全10回) 

受講料　1万8,000円 
※11月20日(日)に検定試験を行います。 

■データベース初級｢Access2003｣講座
と　き　10月25日㈫
～27日㈭ 

受講料　8,100円 
※いずれも受講料

に教材費を含み

ます。 

※詳しくは、鈴鹿地域職業訓練センター

　 87-1900　 http://www.mecha. 

　ne.jp/̃suzukatcへ 

 

 

講座講座・教室教室 講座・教室 


