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名　　　　　　称  

金太郎学童保育所 

桜島学童保育ももたろう 

かんたろう学童保育所 

白子小学校区児童クラブ（たんぽぽ） 

牧田地区児童クラブ（つくし） 

郡山地区児童クラブ（サンキッズ） 

旭が丘小学校区児童クラブ（ピッコロ） 

愛宕小学校区内あおぞら児童クラブ 

飯野地区児童クラブ（ひこうきぐも） 

明生小学校区児童クラブ（みらくる） 

箕田学童保育所 

高岡ほうりん児童館 

元気っ子クラブ（ながさわ保育園） 

ほうりん児童館長太校 

栄小学校区児童クラブ（栄っ子） 

住　　　所

石薬師町2089-2 

桜島町3丁目10-1 

神戸 8丁目9-15 

白子 2丁目7-38 

岡田町699 

郡山町729-1 

東旭が丘4丁目9-19 

北江島町43-8 

阿古曽町25-6 

住吉 1丁目4-29 

中箕田1丁目10-12 

高岡町字塚原1843-7 

長澤町1095 

長太旭町2丁目3-6 

五祝町1774

電話番号  

74-1978 

87-0371 

83-1519 

88-2774 

67-3606 

72-2084 

68-2033 

68-1505 

67-3367 

67-1711 

95-1003 

49-1100 

71-0151 

85-0190 

88-1187

平成18年度放課後児童クラブの入所者を募集します　子育て支援課　 82-7661　 82-7607　　kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  

 

 

○お知らせ 

 
納税の夜間窓口を

開設します
納税課　 82-9008　 82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月28日㈮、31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、口座振替の手続など 

 
学校給食用の乾物納入業者

を募集します
学校教育課　 82-7618　 82-9071

gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp 

　学校給食協会では、学校給食

物資を共同購入するため、平成

18・19年度の納入業者を募集し

ます。 

対　象　市内業者と現在の納入
業者 

内　容　1日1万4,000食分の乾物(常
温保存できるもの)、調味料(み

そ・しょうゆ・酒類・塩など

を除く)を指定した期間に26カ

所へ納入。 

申込み　11月7日㈪から18日㈮ま
でに、学校教育課に備え付け

の申込用紙に必要事項を記入

の上、直接同課へ 

【説明会】
と　き　11月4日㈮　15時から 
ところ　市役所別館第3　2階会
議室(契約調達課横) 

 
嘱託職員を募集します

市民対話課　 82-9004　 82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 

受験資格
○地方公務員法第16条の欠格条項

に該当しない方 
○昭和23年4月2日以降生まれの方
○簡単なパソコン操作ができる方
○通勤可能な方
業務内容　受付・案内、事務補助 
定　員　1人 
採用時期　平成18年1月4日から 
申込み　10月20日㈭から11月11

日㈮(必着)(土・日曜日、祝日

を除く8時30分～17時)までに

試験申込書に必要事項を記入

の上、直接または郵送で、〒

513-8701　市民対話課へ 

※募集案内と試験申込書は、直接また

は郵送(郵送の場合は、封筒の表に｢試

験申込書希望｣と朱書きし、返信用

封筒(あて名を明記し、80円切手を

はったもの)を必ず同封してください)

で市民対話課へご請求ください。 

【採用試験】
と　き　11月27日㈰　９時30分から

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　面接と筆記試験 

障害者のパソコン周辺機器
購入費を助成します 

障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukusi@city.suzuka.mie.jp 

　視覚または上肢に重度の障害

がある方が、パソコンを使用す

るのに必要

となる周辺

機器(アプリ

ケーション

ソフトや入

力サポート

機器など)の購入費を助成します。 

対　象　次のすべての項目に該
当する方 

○三重県内に居住されている方
○身体障害者手帳に視覚障害の1、

2級または上肢機能障害の1、

国民年金第3号被保険者の
届出をしていますか

不動産を公売します

11月1日から7日までは
海洋環境保全推進週間です

お知らせお知らせ お知らせ 

　児童クラブは、保護者が労働など

により昼間家庭にいない小学校に就

学している、おおむね10歳未満の児

童を対象に、授業の終了後から18時

ごろまで預かり、保護者の代わりに

児童の生活指導を行う場で、各地域

で支援者・希望者を中心に運営され

ています。(社会福祉法人は除く) 

　平成18年4月から入所を希望され

る方は、直接施設へお問い合わせく

ださい。なお、たんぽぽ、つくし、

あおぞら、みらくるの各児童クラブ

では、指導員(資格不要)の募集も行

っています。 
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平成18年度放課後児童クラブの入所者を募集します

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
被害者相談窓口をご利用ください

納税の夜間窓口を
開設します

学校給食用の乾物納入業者
を募集します

嘱託職員を募集します 障害者のパソコン周辺機器
購入費を助成します

2級の記載のある方
○過去に本事業の助成を受けて

いない方
○周辺機器などを使用しなけれ

ばパソコンの操作が困難な方
○前年の所得金額が、所得制限

限度額を越えない方
助成額　機器購入経費の3分の2
で上限10万円　 

助成予定人数　50人 
申込み　12月16日㈮までに次の

書類を添えて、障害福祉課へ 

○身体障害者手帳の写し
○見積書
○周辺機器の機能が記載された

パンフレット
○前年の所得額を確認できる書類
（所得証明書など）
 
国民年金第3号被保険者の

届出をしていますか
保険年金課　 82-9401　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　第3号被保険者とは、第2号被

保険者(厚生年金や共済組合加入

者)に扶養されている配偶者で、

健康保険の扶養となっている20

歳以上60歳未満の方です。第2号

被保険者の勤務先を経由して社

会保険事務所へ届出することに

なっています。 

　もし、届出を忘れている期間

のある場合は、｢届け忘れ期間｣

を｢第3号被保険者期間｣としてさ

かのぼって認める｢特例届出｣が

本年4月からスタートしています。 

　この制度は、すでに年金受給

されている方も対象です。詳し

いお問い合わせは、津社会保険

事務所(　 059-228-9188)へ 

 
不動産を公売します

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

　三重地方税管理回収機構が不

動産の公売を行います。市内の

物件も含まれていますが、公売

に参加できる資格に制限があり

ますので、詳しくは、お問い合

わせください。 

と　き　11月8日㈫　10時30分～11時 
ところ　県津庁舎6階第61会議室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加資格など詳しくは、三重地方

税管理回収機構徴収課 (津市

桜橋3丁目446-34　県津庁舎内　

　059-213-7355　　http://www. 

　zei-kikou.jp/)へ 

 
11月1日から7日までは

海洋環境保全推進週間です
四日市海上保安部警備救難課

　 57-0118　 57-0741
yokkaichi-kq@kaiho.mlit.go.jp 

　海上保安庁では、11月1日から

7日までの1週間を｢海洋環境保全

推進週間｣として、海洋保全に関

する普及啓発活動を展開し、沿

岸住民や旅客船の乗客、釣り人

などに次のように呼びかけてい

ます。お気づきの点があれば、｢１

１８番｣への通報をお願いします。 

【投棄防止に関する呼びかけ】
○海でポイ捨てをしない
○家庭ごみを海に捨てない
○使わなくなった船を放置した

り捨てたりしない
【情報提供に関する呼びかけ】
○産業廃棄物(建築廃材・漁業廃材

など)の海域への不法投棄情報
○廃船の不法投棄情報
○工場排水(変色水・悪臭など)

の違法排水情報

お知らせ 

　三重県警察では、犯罪などの被害にあわれた方のために、担当窓口

を設けて各種の相談を受け付け、各種の相談受理や精神的な負担の軽減、

犯罪被害給付制度の紹介などに努めています。犯罪の被害にあわれた方、

一人で悩むことなく次の被害者相談窓口を活用してください。 

■警察総合相談電話(警察安全相談)
　祝日・祭日を除く月～金　9時～17時　　059-224-9110または  

　#9110(全国共通） 

■いじめ110番(少年のいじめなどの被害に関する相談）
　祝日・祭日を除く月～金　9時～17時　　 0120-417867 　 059-231-7867 

■性犯罪被害相談(電話女性の性被害に関する相談)
　祝日・祭日を除く月～金　9時～17時　　 0120-728740 

■国際事犯相談電話(外国人の犯罪被害に関する相談)
　祝日・祭日を除く月～金　9時～17時　　・　059-223-2030 

■暴力相談電話(暴力団に関する相談)
　祝日・祭日を除く月～金　8時30分～17時　　 059-228-8704 

■犯罪被害者のための弁護士による法律相談(要予約）
　毎月第４水曜日　13時～15時　　 059-222-0110（内線2922） 

　※被害者対策室または各相談電話で予約受付 

■犯罪被害者のための臨床心理士によるカウンセリング(要予約)　
毎月第２水曜日　10時～12時　　 059-222-0110（内線2922） 

　※被害者対策室または各相談電話で予約受付 
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○お知らせ 

 
平成18年春採用

陸上・海上・航空自衛隊生徒
を募集します

市民課　 82-9132　 82-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp 

　自衛隊生徒とは中学校卒業(見

込)の方を採用するコースです。 

　国家公務員として国から給与

などを受け取りながら、4年間の

教育課程の内、最初の3年間で一

般の高等学校と同様の授業を学

び単位を修得し、3年で卒業資格

を取ることができます。 

応募資格　中学校卒業(見込)の
方で平成18年4月1日現在17歳

未満の男子 

受付期間　11月1日㈫から平成18
年1月10日㈫まで 

【採用試験】
と　き　1次試験：平成18年1月14
日㈯、2次試験：平成18年1月27

日㈮から30日㈪までの内の1日 

※試験日、試験場所など詳しくは自衛

隊四日市募集事務所(　 51-1723)

へお問い合わせください。 

■2等陸・海・空士も募集しています
応募資格　18歳以上27歳未満の
男子 

受付期間　12月10日㈯まで 
【採用試験】
と　き　12月11日㈰ 
※詳しくは、自衛隊四日市募集事務所へ 

 

 

○催し物 

 
市長と話そう

健康とスポーツ
〜転ばぬ先の杖〜 

市民対話課　 82-9040　 82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 

 

 

 

 

　高齢者が住み慣れた町で生涯元

気に過ごすための意見交換をします。 

対　象　60歳以上の方で会場(保
健センター)へ各自で来ていた

だける方 

と　き　11月13日㈰　13時～15時
30分 

ところ　鈴鹿市保健センター2階
健康教育室 

定　員　60人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　11月7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 

※手話通訳が必要な方は、申し込み

時に申し出てください。 

※軽い運動のできる服装でお越しく

ださい。 

 
リサイクルフェア2005

廃棄物対策課　 82-7609　 82-8188
haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp 

と　き　10月30日㈰　9時30分～
12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(鈴鹿ハイツ1-20) 

内　容　市内で回収された使用
可能な不要品(家具衣類など)

や三重県電器商業組合鈴鹿支

部のご協力を得て提供された

電化製品を無料で提供します(品

物によっては抽選となります)。

また、電化製品修理相談コー

ナー、駐車場でフリーマーケ

ット(雨天中止)を行います。 

 
第9回鈴鹿シティマラソン
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp 

 

 

 

 

 

と　き　12月18日㈰(雨天決行) 
ところ　鈴鹿サーキット国際レー

第38回鈴鹿市小中学校音楽会

平成17年度
佐佐木信綱記念館特別講演会

勤労青少年ホーム｢ホーム祭｣

市内各種スポーツ大会結果

鈴鹿市人権問題講演会 人権政策課　 82-9011　 82-8188　jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物催し物 催し物 

　この地球上には、さまざまな人種や民族があり、いろ

いろな文化があります。本市でも多くの外国人が生活

しています。髪の毛や肌の色が違ったり、話す言葉や

習慣が違っていたり・・・ 

　しかし、そんな違いを受け入れることができずに、外

国人を偏見の目で見てはいないでしょうか？ 

　ただ単に外国人という理由だけで、店への出入りやア

パートの入居を断られたり、採用を断られる、いじめを受

けるといったことが全国的に起きています。 

　今後、ますます国際化が進む中で、日本人と外国人

がお互いに違いを認めあって、共に生きていくことができ

る社会を築いていくことが求められています。そのために

はどうすればよいのでしょうか？ 

　今回の人権問題講演会では、日本で差別やいじめを受

けながら「それでも日本人が好き」という日系ブラジル人講

師の心を打つ講演を聞き、多文化共生について考えます。 

と　き　11月13日㈰　14時～16時(13時30分開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容
○講　演
「〜多文化共生へのかけはし〜　死んだら終わり　だから生きるんだ」
(講師：具志アンデルソン飛雄馬さん(国際化対応教育指導員)) 

○小・中学生の人権に関する作文朗読
○小・中学生の人権ポスター入選作品展示
定　員　500人(先着順・
整理券なし) 

入場料　無料 
※託児あり。希望者は11

月2日㈬までに電話、

ファクス、電子メール

で人権政策課へ 

※手話通訳あり 

ぐ　し ひ　ゅ　うま 

 

▲人権コミック「アルコ・イリス～虹のかけはし～」より 
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平成18年春採用
陸上・海上・航空自衛隊生徒

を募集します

市長と話そう
健康とスポーツ

〜転ばぬ先の杖〜

リサイクルフェア2005

第9回鈴鹿シティマラソン

シングコースおよび周辺道路 

内　容　13㎞、5.8㎞、2.2㎞、競
技用車いす5.8㎞、生活用車い

す2.2㎞ 

申込み　11月18日㈮までに、ス

ポーツ課、市内スポーツ施設、

地区市民センター、公民館に

備え付けの参加申込用紙に、

必要事項を記入の上、郵便振

込み(当日の消印有効)または

インターネット(　http://www. 

　city.suzuka.mie.jp/topics/files/ 

　258.html)で申し込んでください。 

 
第38回鈴鹿市小中学校音楽会

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

○中学校の部
と　き　11月11日㈮　9時45分～
15時 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容　市内中学生による合唱発表 
○小学校の部
と　き 
　第1部：平成18年1月26日㈭
　　13時10分～15時40分 

　第2部：平成18年1月27日㈮

　　9時20分～11時40分 

　第3部：平成18年1月27日㈮ 
　　13時10分～15時40分 

ところ　市民会館 
内　容　市内小学生による合唱、
合奏、オペレッタなどの音楽発

表、児童詩による歌曲の演奏 

 
平成17年度

佐佐木信綱記念館特別講演会
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月27日㈰　13時～ 
　15時30分 

ところ　佐佐木信綱資料館２階ホール 
 

 

 

 

 

 

 

内　容
■講演｢17年度特別展から｣
　講師：磯上知里(当館学芸員)
■シンポジウム
　｢一葉と緑雨と信綱の交わり｣

○パネリスト　佐藤晃子さん(台東
区立一葉記念館専門員)、衣斐弘

行さん(臨済宗龍光寺前住職､緑

雨研究家)、磯上知里(当館学芸員) 

○コーディネーター　清水信さん
(文芸評論家) 

定　員　100人 
参加料　無料 
申込み　10月21日㈮から11月10

日㈭までに、直接または電話、

ファクスで佐佐木信綱記念館

(　・　74-3140)へ 

※詳しくは、佐佐木信綱記念館へ 

 
勤労青少年ホーム｢ホーム祭｣
勤労青少年ホーム　 87-6125　 88-1223

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

と　き　10月29日㈯　10時～15時 
ところ　勤労青少年ホーム(白子
駅前6-33) 

内　容　講座生による作品展示、
お茶席、運動会など 

※どなたでも入館できます。 

※10月28日㈮～30日㈰に、白子シ

ョッピングタウンサンズで開催さ

れる｢おいん鈴鹿観光と物産展｣に、

協賛出展します。 

 

　第27回鈴鹿市レディースソフトボール大会(4月)
　優　勝　河曲ソフトボールクラブ 
　準優勝　マーメイド 
　三　位　長太クラブ 
　第21回鈴鹿市少年野球選手権大会(5月)
　優　勝　旭が丘クラブ 
　準優勝　稲生クラブ 
　三　位　神戸フェニックス・箕田マリーンズ 
　第14回鈴鹿市少年相撲大会(7月)
　団体戦：優　勝　津すもうクラブ1 
　　　　　準優勝　津すもうクラブ3 
　　　　　三　位　天名2 
　個人戦4年生の部：優勝　後藤啓之(津すもうクラブ) 
　個人戦5年生の部：優勝　角田知也(津すもうクラブ) 
　個人戦6年生の部：優勝　篠原開(津すもうクラブ) 
　第11回鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会(8月)
　優　勝　旭少スポーツ団 
　準優勝　天名スポーツ少年団 
　三　位　長太少年ソフトボール団 
 

　第4回ジュニアティーボール大会(9月)
　１コート：優　勝　岸岡ジュニア 
　　　　　　準優勝　モリゾー 
　　　　　　三　位　石薬師 
　２コート：優　勝　楽笑 
　　　　　　準優勝　神小クラブ 
　　　　　　三　位　合川小A 
　３コート：優　勝　若松Jr.A 
　　　　　　準優勝　長太 
　　　　　　三　位　郡山 
　４コート：優　勝　若松Jr.B 
　　　　　　準優勝　箕田 
　　　　　　三　位　栄っ子4 
　第32回鈴鹿市民軟式野球大会(9月)
　Ａブロック：優　勝　愛宕地区 
　　　　　　　準優勝　郡山地区 
　　　　　　　三　位　若松地区・桜島地区 
　Ｂブロック：優　勝　河曲地区 
　　　　　　　準優勝　牧田地区 
　　　　　　　三　位　国府地区・旭が丘地区 

市内各種スポーツ大会結果
市内各種スポーツ大会結果(市主催分・4月～9月)の結果をお知らせします。(敬称略)

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

鈴鹿市人権問題講演会

お知らせ 

催し物 

佐佐木信綱
記念館

佐佐木信綱
記念館 ●

石薬師高校
●
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定 年 後 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

 

 

○催し物 

 
神戸・石橋楽市

フリーマーケット青空市 
商業観光課　 82-9016　 82-0304 

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

と　き　11月13日㈰　10時から 
ところ　神戸本通り商店街歩道、 
　ジェフリーすずか 

内　容　市民フリーマーケット、
地元農家や生産者の方による

即売会、地元小学校金管バン

ド・リコーダークラブの演奏会、

手作り能面展 

■フリーマーケット出店者を募
集しています

区　画　横3m×縦2mで全70区画 
申込み　神 戸 商 店 会 　 北 川
（　 82-0408）へ 

※地元農家の方をはじめ、生産者の

皆さまの出店もお待ちしております。 

※詳しくは、神戸商店会　藤井

（　 82-0044）へ 

 
鈴亀の歴史・文化を

たずねて
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月25日㈮　9時～16時
（雨天決行） 

集　合　文化会館へ8時45分集合 
内　容　鈴鹿・亀山の文化財や
博物館などをバスで巡ります。 

○コース　文化会館→龍光寺→
青龍寺→鼓ヶ浦海岸（信綱歌

碑など）→佐佐木信綱記念館

→亀山市歴史博物館→文化会館 

定　員　40人 
参加料　無料 
申込み　10月21日㈮から11月10

日㈭までに、直接または電話、

ファクスで文化課へ 

※昼食は各自でご持参ください。 

 

第34回信綱祭　第1部講演
「信綱かるたの醍醐味」 
文化課　 82-9031　 82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp 

と　き　10月29日㈯　13時30分

～15時 

ところ　佐佐木信綱資料館2階ホ
ール（石薬師町1707-3） 

主　催　佐佐木信綱顕彰会 
講　師　加藤正美さん（佐佐木
信綱顕彰会顧問） 

参加料　無料 
 

 

○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　10月28日㈮（平

第10回
なるほど・なっとくセミナー

　｢鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言｣制定に伴い、全国規模以上の大会に出場した団体・個人(平成17年4月

～9月市把握分・敬称略)をお知らせします。 

篠原利彦・黒宮章 

森永愛里 

橋爪智久 

高橋弘美(優勝) 

ティ・エステック(準優勝) 

神戸ベルディアウインズ 

ホンダ鈴鹿 

山口航平

井上美奈子 

鈴鹿ハンドボールスクール 

ホンダ鈴鹿 

稲生Ａ 

山中香澄(50m自由形優勝) 

関根和彦・大森優介・千石栄治 

近藤勝・太田博司・藤井直也・江端光一

長谷川真司

山本智子・脇田尚美

今村あおい・西村千奈美・上田麻美子・大西祥代

旺武道場・水谷晃

旺武道場

佐野裕紀

関本勝英・塚原義孝

鈴鹿ミックスパイ 

第18回都道府県対抗全日本マスターズ駅伝(4月)
ITTFワールドジュニアサーキット第28回スペインユースオープン大会(5月)
第53回全日本都道府県対抗剣道優勝大会(5月)
第34回全日本フィールドアーチェリー選手権大会(5月)
第27回東日本軟式野球大会1部(6月)
ペプシカップ第25回記念全日本バレーボール小学生大会(7月)
第55回全日本実業団卓球選手権大会(7月)
第48回小学生・中学生全国空手道選手権大会(7月)
第22回全国家庭婦人剣道大会(7月)
第18回全国小学生ハンドボール大会(7月)
第76回都市対抗野球大会(8月)
第16回全国ソフトバレー・ファミリーフェスティバル(8月) 
第28回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(8月)
第10回男子ジャパンオープンハンドボールトーナメント(8月)
全日本9人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会(8月)
平成17年度全日本6人制バーレーボールクラブカップ男子選手権大会(8月) 
全日本9人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会(8月)
平成17年度全日本6人制バーレーボールクラブカップ女子選手権大会(8月)
第40回全日本少年剣道錬成大会(小学生の部)(8月)
第40回全日本少年剣道錬成大会(中学生の部)(8月)
第27回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会(8月)
第19回全日本シニアソフトボール大会(9月)
日本スポーツマスターズ2005ソフトボール競技(9月)

平成17年度全国大会以上出場者　スポーツ課　　82-9029　　82-9071　　supotsu@city.suzuka.mie.jp

※全国中学校体育大会、全国高等学校体育大会、全国高専体育大会、国民体育大会は除きます。 

大 会 名 選 手 ・ チ ー ム 名

講座講座・教室教室 講座・教室 

催し物催し物 催し物 
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道
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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

地域課　 82-8695　 82-2214
chiiki@city.suzuka.mie.jp 

定 年 後 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動
　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。

定年退職後、市内でボランティア的な仕事がない

かと思い、市のホームページを探しましたが見あ

たりません。ぜひ、そういったサイトを立ち上げてください。 

　また、高齢化社会のなか、高齢者が自己責任のもと

で働き、人のお役に立つ喜びをもてる社会づくりの必

要があると思いますので、そのような場を作ってもらえ

ないでしょうか。 

 

　定年退職を迎えた方々から、退職後もご自分

の特技や技術を生かしながら社会に貢献する活

動に関わりたいという声をたくさんいただきます。

市としても、そういった方々の活動のきっかけとして、

現在、市内のボランティア情報を一括して見れ

るようなサイトの立ち上げを検討しています。 

　また、意欲を持った方々が自発的に活動を

していくためには、そのような方々にとって

動きやすいしくみやネットワークが必要とな

ってきます。今後、行政だけでなく実際に活

動する方々と共にしくみなどについて考えて

いきます。 

　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 

○10月21日㈮〜31日㈪
『ベルディ便り』･･･「防災館」、

清掃・保健情報など 

○11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 

○11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 10月 納 税 
市・県民税・・・・・・・・・・・・・・・3期
国民健康保険税・・・・・・・・・・・4期
【納期限は10月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

神戸・石橋楽市
フリーマーケット青空市

鈴亀の歴史・文化を
たずねて

第34回信綱祭　第1部講演
「信綱かるたの醍醐味」

パソコン講座

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1
　11月2日㈬・4日㈮ 

　11月9日㈬・11日㈮ 

○ワード基礎
　11月8日㈫・10日㈭

　11月19日㈯・20日㈰

○ワードで年賀状
　11月12日㈯・13日㈰ 

　11月22日㈫・24日㈭

　11月29日㈫・12月1日㈭

○エクセル応用
　11月5日㈯・6日㈰

　11月16日㈬・18日㈮ 

午後の部：13時30分から
○基礎2 
　11月5日㈯・6日㈰ 

　11月29日㈫・12月1日㈭

○ワード応用
　11月2日㈬・4日㈮ 

　11月22日㈫・24日㈭ 

○ワードで年賀状
　11月12日㈯・13日(日) 

○エクセル基礎
　11月８日㈫・10日㈭

　11月19日㈯・20日㈰

○ワード・エクセル実用
　11月9日㈬・11日㈮ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
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、ワードとエクセルの

基礎はいずれも800円、ワード

とエクセルの応用はいずれも

1,050円、ワード・エクセル実

用は1,300円、年賀状は500円

が別途必要です） 

 
第10回

なるほど・なっとくセミナー
県科学技術振興センター
　 29-3620　 29-8016
info@mpstpc.pref.mie.jp

　このセミナーは、社会を支え

る科学技術の中からテーマを選

定し、わかりやすく解説するこ

とで、科学への関心を高めてい

ただくために行っています。 

と　き　12月3日㈯　13時30分～
16時（受付13時から） 

ところ　県松阪庁舎6階大会議室
（松阪市高町138） 

内　容　「身近な食材の安全性と
意外なチカラ」と題し、次のテーマ

について、わたしたちの身近な食

材の安全性はもちろん、その食材

の持つ意外な一面も実物を紹介

しながらわかりやすく解説します。 

○テーマ1　三重特産野菜の機
能性と安全性について 

○テーマ2　アサリが水をきれ
いにする 

定　員　100人（先着順） 
申込み　11月24日㈭までに、電話、
ファクス、電子メールのいずれか

で、氏名、参加人数、連絡先を、

県科学技術振興センターへ 

※各テーマに関する質問も事前に　

受け付けています。 

平成17年度全国大会以上出場者

講座・教室 
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