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○お知らせ

 
納税の休日・夜間窓口を開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

◆休日窓口
と　き　3月26日㈰　8時30分～

17時15分 

ところ　納税課 
◆夜間窓口
と　き　3月30日㈭、31日㈮
　20時まで 

ところ　納税課 
※南玄関をご利用ください。 

内　容　いずれも、市税の納税相談、
納付、口座振替の手続きなど 

 
3月と4月の木曜日は

一部窓口を19時まで延長します
市民課　 382-9013・9132　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

　春は就職や進学、転勤などで

住民異動届や証明書を必要とす

ることが多くなります。昼間仕

事などで時間の都合がつかない

方はご利用ください。木曜日以

外の平日の窓口時間は従来どおり

(8時30分～17時15分)です。 

◆延長する窓口と業務の範囲
○市民課　転入・転出・転居の手
続き、戸籍の届出、印鑑登録・証

明書の交付、住民票の写し、戸籍

謄抄本の交付、税証明書の交付 

※外国人登録は入国管理局および他

市区町村との連携が必要なため行

いません。ご注意ください。 

○保険年金課　国民健康保険・
国民年金・老人保健・福祉医

療費助成 

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

 
3月と4月の

市民課の窓口は混雑します
ご理解とご協力を

市民課　 382-9132　 382-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

　年度末の3月と年度始めの4月は異

動の時期にあたり、市民課窓口は処

理をする件数も多く、非常に込み合い、

かなりの時間お待ちいただく場合が

あります。皆さんには大変ご迷惑をお

かけしますが、時間に余裕を持って

お越しいただきますようお願いします。 

　なお、証明書の交付、届出の

受付は地区市民センターでも行

っていますのでご利用ください。 

 
土地・家屋価格等縦覧帳簿を

縦覧します
資産税課　 382-9007　 382-7604

shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　平成18年度の自分の土地や家

屋の価格を他の土地や家屋の価

格と比較できる土地・家屋価格

等縦覧帳簿を縦覧します。 

　また、縦覧期間内に限り、納

税義務者の閲覧(固定資産課税台

帳兼名寄帳の写しの交付)を無料

で行っています。 

※納税通知書に添付されている課税明

細書でも、課税内容が確認できます。 

と　き　4月3日㈪～5月1日㈪(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分) 

ところ　資産税課 
手数料　無料 
持ち物　印鑑、納税通知書、課税
明細書など本人確認できるもの 

※代理人の場合は委任状が必要です。

詳しくは、資産税課へお問い合わ

せください。 

老人医療費が増えています

国民健康保険の
給付申請を忘れずに

国民健康保険の届けを忘れずに

地区市民センター・公民館に
ついてのお知らせ

国際協力機構(JICA)の
海外ボランティアに参加しませんか

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

◆国民年金被保険者の種類
○第1号被保険者
　20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーターの方など 

○第2号被保険者 
　会社員と公務員(厚生年金加入者、共済組合員) 

○第3号被保険者
　会社員と公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 

◆届け出が必要なとき
○20歳になったとき(第1号被保険者)
　誕生月の前月に、社会保険事務所から案内文書が送

付されます(厚生年金、共済組合の加入者は除く)。必

要事項に従って加入手続きをしてください。 

※案内文書が届かないときは、保険年金課へ 

○会社などを辞めたとき(第1号被保険者)
　国民年金の加入届け出が必要です。扶養されている

配偶者も同時に届け出が必要です。保険年金課、地区

市民センターで手続きをしてください。 

持ち物　退職日がわかる書類、年金手帳 

○会社などに勤めたとき(第2号被保険者)
　会社などが社会保険事務所に届け出をします

ので、本人の届け出は不要です。扶養されてい

る配偶者(第3号被保険者)も同様です。 

※年金相談など詳しくは、津社会保険事務所(〒514-

8522　津市桜橋三丁目446-33　　 059-228-9111)、

年金相談サービスセンター(　 059-228-9114)へ 

◆出張相談所をご利用ください
　あらかじめ必要な書類を確認してからお越し

ください。 

と　き　毎月第2・4水曜日(祝日を除く)　10時～
12時、13時～15時 

ところ　鈴鹿商工会議所(飯野寺家町816) 
※社会保険事務所では、第2土曜日の休日相談と月曜日

の時間延長相談を行っています(祝日の場合は変更し

ます)。平日昼間に仕事などで相談できない方はご利用

ください。なお、休日・延長相談においては、電話による

相談は行っていません。詳しくは、津社会保険事務所へ 

国民年金の届け出を忘れずに 保険年金課　 382-9401　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　異動などに伴い、被保険者の種別が変わる方は、届け出が必要です。届け出をしないと将来の年金額が減ったり、

給付されなくなったりしますのでご注意ください。 

お知らせお知らせ お知らせ 
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納税の休日・夜間窓口を開設します

3月と4月の木曜日は
一部窓口を19時まで延長します

3月と4月の
市民課の窓口は混雑します

ご理解とご協力を

土地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します

老人医療費が増えています
保険年金課　 382-7627　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　老人保健の医療費は、自己負担

分以外は国や都道府県、市町村か

らの公費(税金)と各医療保険からの

｢老人保健拠出金｣でまかなわれて

おり、みんなで支えあっています。

平成16年度の市の老人医療費総額

は約125億500万円で、一人当たり

の総医療費は約68万円になってい

ます。また、一人当たりの受診件数は、

次のとおり毎年増加しています。 

 

 

 

　医療費を大切に使うために次

のようなことに気を付け、上手

な受診を心掛けましょう。 

○かかりつけ医をもちましょう。 

○薬は、指示された用量・用法を

きちんと守って服用しましょう。 

○生活習慣病は気が付かないうち

に進行しています。健康診断で

早期発見し、早めに治療しましょう。 

○適度な運動を心掛け、食生活に

も気を付けて健康で自立した生

活を送りましょう。 

 
国民健康保険の

給付申請を忘れずに
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

◆高額療養費
　医療費が高額になったときに

限度額を超えた分を払い戻します。 

◆出産育児一時金
　国民健康保険に加入している

人が出産したとき(妊娠85日以上

の死産・流産を含む)に支給します。 

※社会保険脱退後6カ月以内の場合

は社会保険から支給され、国民健

康保険からの支給はありません。 

◆葬祭費
　国民健康保険に加入している

人が死亡したとき、葬儀を行っ

た人に支給します。 

※これらの給付は、2年を経過する

と時効になり、支給されませんの

でご注意ください。 

国民健康保険の届けを忘れずに
保険年金課　 382-7605　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　次のような異動があったときは、

必ず14日以内に必要書類を持って、

保険年金課または地区市民セン

ターへ届け出をしてください。

届け出をしないと、保険税をさ

かのぼって納めることになったり、

保険給付を受けられなくなった

りしますのでご注意ください。 

◆社会保険・共済組合を脱退した、または
社会保険の任意継続が終了した 

必要書類　前の保険の資格喪失
日がわかる書類(資格喪失証明

書など) 

◆就職や扶養認定により社会保険・
共済組合へ加入した

必要書類　新しい健康保険証と
国民健康保険証 

◆進学などで遠くに下宿する
　(遠隔地用被保険者証の交付)
必要書類　国民健康保険証と在
学証明書など 

 
地区市民センター・公民館に

ついてのお知らせ
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

生涯学習課　 382-7619　 382-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

◆井田川地区市民センター
　4月1日㈯から｢井田川地区市民

センター｣が｢井田川公民館｣内

に移転します。電話番号など

は変更ありません。 

移転先　井田川公民館内(西冨田
町11番地) 

◆加佐登公民館 
　4月1日㈯から｢加佐登農村町民

センター｣を｢加佐登公民館｣に名

称変更します。市内公民館と同

様の機能を果たしているため、

名称を公民館に変更します。電

話番号などは変更ありません。 

◆玉垣地区市民センター・公民館 
　3月20日㈪から｢玉垣地区市民

センター・公民館｣が改築により

新しくなりました。電話番号な

どは変更ありません。 

国際協力機構(JICA)の
海外ボランティアに参加しませんか
秘書広報課　 382-7601　 384-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

　平成18年度国際協力機構(JICA)

ボランティア(青年海外協力隊・シ

ニア海外ボランティア)を募集します。

春募集の期間中、説明会を開催し

ます。募集に関する詳しい情報を得

る絶好の機会です。予約不用です。

お気楽にお越し下さい。 

募集期間　4月1日㈯～5月10日㈬ 
※詳しくは、JICA中部　 052-702-

1391(平日9時30分～17時30分)

　http://www.jica.go.jp(国内の

JICAからJICA中部へ)へ 

◆募集説明会
○青年海外協力隊
とき・ところ　4月5日㈬　19時

～20時30分　アスト津３階 

　(津市羽所町)、4月16日㈰　14時

～16時　じばさんみえ研修室6 

　(四日市市安島一丁目)　 

○シニア海外ボランティア
とき・ところ　4月5日㈬　18時

～19時30分　アスト津３階

(津市羽所町)、4月16日㈰　10時

～12時　じばさんみえ研修室6 

　(四日市市安島一丁目) 

 
小学校入学・中学校卒業の

祝品をお渡しします
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成18年小学校入学、
中学校卒業の児童をもつひと

り親家庭(母子、父子、準母子) 

と　き　3月24日㈮　9時～19時、

25日㈯、26日㈰、4月1日㈯、2

日㈰　9時～17時 

ところ　ジェフリーすずか研修室2 
持ち物　ひとり親家庭であるこ
とが確認できる書類(健康保険証、

児童扶養手当証書など)、印鑑 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 

国民年金の届け出を忘れずに

■一人あたり受診件数(件)
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 

 21.3   23.2   23.7   25.9   26.7

お知らせ 
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○お知らせ

 
｢貸します詐欺｣にご注意を
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　最近、大手金融機関などを装い、

｢お金を貸します｣という内容の偽

者ダイレクトメール(DM)や携帯

メールなどを送りつけて、保証金

や保険金名目でお金をだまし取る、

新手の手口が急増しています。また、

｢信用保証機関への紹介｣や｢債務

データの改善｣など、さまざまな

理由をつけて、融資をする前に必

ずお金を振り込ませようとします。

このような｢貸します詐欺｣の被害

にあわないよう十分ご注意ください。 

◆だまされないための心構え三カ条
○取引関係のないところから突然

送られてくる、｢お金を貸します｣
というダイレクトメール(DM)、
携帯メールなどに注意しましょう。
低金利で、高額を貸し付けるか
のような広告に注意しましょう。

○融資をする前に、さまざまな口
実でお金を振り込ませようとす
る手口に注意しましょう。保証料、
保険料などの名目で必ずお金を
要求してきます。

○｢貸します詐欺｣かもしれないと
感じたら、送金前に次の電話に
問い合わせましょう。

｢貸します詐欺｣被害ホットライン
東京都貸金業対策課
　 03-5320-4775(平日の9時～12時、

13時～16時30分) 

※夜間・休日は、留守番電話の｢受

付ダイヤル｣になります。 

 
水道メーターの定期検針を

業者に委託します
営業課　 368-1671　 368-1688

egyo@city.suzuka.mie.jp

と　き　4月から 
委託業者　第一環境株式会社　
鈴鹿営業所(大池三丁目1-14　

平田野ハイツ1階　　 375-2770 

　　 378-3271) 

◆口座振替ご利用の皆さんへ
　検針月の翌月の10日(金融機関

休業日のときは翌営業日)に振替

します。振替不能の場合は、振

替日と同じ月の25日に再振替(同上)

します。 

◆納付書払いご利用の皆さんへ
　納付書は、検針時にその場で

配布します。納付書の郵送先が

メーターの設置場所と異なる場

合は後日郵送します。 

 
｢福祉タクシー乗車券｣の
交付申請をお忘れなく

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　重度障害者がタクシーを利用

する場合に、その料金の一部を

助成する福祉タクシー事業につ

いて、現在交付している乗車券

の有効期限は3月31日までとなっ

ています。4月1日以降に利用す

る場合は、新たに交付申請が必

要です。 

対　象　下肢または体幹機能障
害の1・2級、視覚障害の1・2級、

内部障害の1級、療育手帳Aに

該当する方 

助成額　乗車1回につき630円また
は1,000円(年間で630円券15枚、

1,000円券5枚の計20枚綴りの

乗車券を交付します) 

申込み　身体障害者手帳または
療育手帳を持って、直接、障

害福祉課へ 

 
｢遊びの達人｣を
募集しています

生涯学習課　 382-7619　 382-7619
shogai@city.suzuka.mie.jp

　子どもたちにさまざまな遊び

を指導・伝授できる方を募集し

ています。市内の子ども会、公

民館、学校からの要望に応じて

ボランティアとして紹介させて

いただきます。あなたがお持ち

の技術と経験を、未来を担う子

どもたちに伝えてください。 

　詳しくは、鈴鹿市子ども会連合

会事務局(月・水・金曜日9時30～

12時、13時～15時　〒513-0801

神戸八丁目9-22　市役所分館2階

　 ・　 382-4886  　s_kodomo@ 

topaz.plala.or.jp)へ 

 
4月から改正三重県屋外

広告物条例が施行されます
都市計画課　 382-9024　 384-3938

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　昨年10月21日に改正、公布さ

れた三重県屋外広告物条例が4月

1日から施行されます。 

◆屋外広告業の登録制度を導入
　今回の改正によって、屋外広

告業の登録制度が導入され、違

法に広告物を掲示するなど悪質

な業者に対しては、営業停止命

令や登録の取り消しが行われる

ことになりました。また、登録

せずに業務を行った場合には、

１年以下の懲役若しくは50万円

以下の罰金などの罰則も新たに

設けられています。 

◆広告主の責務を明確化
　さらに今回の条例では広告主(ス

ポンサー)の責務も明確化され、

違法に広告物を掲示する広告主

に対しても、指導勧告を行い、

これに従っていただけない場合

には名称や所在地などを三重県

公報などで公表することがあり

ます。広告主の方は、ご自分が

依頼した広告物が適法か、設置

などの許可を受けているかを広

告物を管理する業者などに確認

してください。 

　現在、屋外に看板などの広告

物を掲示している、または今後

新たに掲示する際には、この新

条例に十分注意していただき、

屋外広告物の適正な掲示・管理

に努めていただきますようお願

いします。 

 
県立北星高等学校

通信制課程を募集します
県立四日市北高等学校

　 363-8111　 363-8116
hnyokkad@hnyokk.mie-c.ed.jp

　県立四日市高等学校通信制課

伊勢鉄道が便利になります

F 1 の 継 続 開 催

お知らせお知らせ お知らせ 

祝！人口20万人到達
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｢貸します詐欺｣にご注意を

水道メーターの定期検針を
業者に委託します

｢福祉タクシー乗車券｣の
交付申請をお忘れなく

｢遊びの達人｣を
募集しています

4月から改正三重県屋外
広告物条例が施行されます

県立北星高等学校
通信制課程を募集します

程が4月から県立北星高等学校

(現：県立四日市北高等学校)に

統合されます。地域とともに歩

む北星高等学校をめざしますので、

年齢を問わず、学ぶ意欲のある

方をお待ちしています。 

通信制課程第2次入学者選抜要項
検査実施日　4月9日㈰　9時から 
募集学科　単位制普通科 
募集定員　240人(第1次・第2次
合わせて) 

検査内容　作文と面接 
願書受付　3月20日㈪～4月7日㈮
12時まで(必着)(土・日曜日、

祝日を除く) 

発　表　4月11日㈫
 
伊勢鉄道が便利になります
商業観光課　 382-9016　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

◆ダイヤ改正により便利に
　平成18年3月18日㈯から、伊勢

鉄道のダイヤ改正が行われました。

特に、四日市駅において、JR関

西本線名古屋方面行きの普通列

車との接続時間が、一部大幅に

短縮され便利になりました。 

◆鈴鹿駅が利用しやすく
　特急｢南紀｣、快速｢みえ｣の全列

車停車により鈴鹿駅の利便性が大

幅に向上しました。さらに、伊勢鉄

道鈴鹿駅高架下に、新たに30台程

度の駐車場が整備され、これまで

の駐車場と合わせて、約100台の

駐車が可能となりました。 

　また、快速｢みえ｣の4枚つづりの

回数券｢快速みえ得ダネ4回数券｣

も鈴鹿駅で販売しています。鈴鹿

駅から名古屋市内まで1回あたり

700円と大変お得で便利です。 

　ぜひ、皆さんのご利用をお願

します。詳しい運行時間や時刻表、

回数券の内容などについては、

伊勢鉄道㈱本社(　 059-383-2112)、

伊勢鉄道㈱鈴鹿駅(　059-382-

5366)へ 

 

 

 
４月から放送時間が変わります。
３月末日まで：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 

４月１日から：10時30分、13時30
分（土曜日は12時30分）、17時

30分、21時30分からの各15分 

○3月21日(火・祝)〜31日㈮
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○4月1日㈯〜10日㈪
『ベルディ便り』･･･各課からの
お知らせ、清掃・文化情報など 

○4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して

います。親子そろってお楽しみください。 

 

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）　 382-9004　　 382-7660
　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

F 1 の 継 続 開 催
　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。

　F1グランプリは、鈴鹿市にとって最大のイ

ベントであり、これまでもF1開催については、

周辺地区自治会の皆さんによる｢鈴鹿サーキット周辺

地区環境連絡協議会｣での取り組みや、｢交通案内所｣

の開設、｢レース事前検討会｣による行政機関と関係

団体の連携など、各方面から支援を行ってきています。 

　とりわけ、F1継続開催に向けた取り組みとしては、

関係機関による｢F1日本グランプリ地域活性化協議会｣

を立ち上げ、交通アクセス、おもてなし、経済効果、

地域貢献などについて協議を行い、その実現に向けて

連携を図っています。 

　昨年10月に市長が知事とともにFIA（国際自動車連盟）

会長であるマックス・モズレー氏と面談し、地元の熱

意や鈴鹿開催の利点を伝え、継続開催を強く要望し

てきたところです。また、鈴鹿市は一昨年12月、モータ

ースポーツの振興により、市を活性化し、住む人にも、

訪れる人にも快適で事故のない安全で安心なまちを

つくるため、｢モータースポーツ都市宣言｣を行いました。

これは、産業の活性化はもちろん、F1グランプリの継

続開催に向けての最大限の支援という面からも有効

であると考えています。この宣言と同時に、｢鈴鹿モー

タースポーツ市民の会｣を立ち上げていただき、3月4日、

5日には、鈴鹿サーキットの｢モータースポーツファン感

謝デー｣と共催して、市民の皆さまにモータースポーツ

を身近に感じていただくためのイベントを開催しました。 

　これからも、市民の皆さまと協働して、F1継続開

催に向けての活動を続けていきたいと考えています。 

 

　2007年以降のF1開催は｢富士スピードウェイ｣

が濃厚だと聞きますが、鈴鹿市民として非常

に寂しい気持ちになります。今まで以上に｢鈴鹿｣を

世界にアピールして、2007年以降も継続して開催し

てほしいと思いますが、市ではどのような取り組みを

しているのですか。 

お知らせ 

祝！人口20万人到達祝！人口20万人到達
　平成18年3月6日、鈴鹿市の人口が20万人に到達しました。人口19万

人到達は、平成12年2月で、6年1カ月で1万人増加したことになります。

鈴鹿市は、昭和17年12月1日、2町12カ村が合併、県内7番目の市とし

て人口5万2,370人で誕生し、現在に至っています。 
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○参加者は、市内在住者を優先します。 

○卓球、バドミントンは、平成17年度後期の当該教

室に参加していない方を、弓道教室は平成17年度

の当該教室に参加していない方で、三段以下の方

を優先的に先着順で受付します 

○平成17年度後期(弓道教室は平成17年度)の教室

参加者については、定員に達した場合は抽選します

(受付期間は同じです)。いずれの方も受付時に

参加料を添えて、各会場で申し込んでください。 

○申込みは、一人につき1教室1枚のみです。 

○参加料には、スポーツ保険料(1,500円)が含まれます。 

○お子さまを連れての参加はご遠慮ください。 

平成18年度前期スポーツ教室 市立体育館　 387-6006　 387-6008　 武道館　 388-0622　 388-0940

 

 

○催し物

 
鈴鹿市ものづくり動く支援室

キックオフ式
産業政策課　 382-9045　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　中小製造企業関係者 
と　き　4月6日㈭　14時から 
ところ　鈴鹿商工会議所大ホール 
内　容　鈴鹿市ものづくり動く支援
室趣旨説明、事例紹介、記念講

演(東大阪市モノづくり親善大使

青木豊彦さん)、企業個別相談会 

参加料　無料 
定　員　200人(先着順) 
申込み　3月29日㈫までに、電話

またはファクスで鈴鹿商工会議所 

 （　382-3222　383-7667)へ 

※｢鈴鹿市ものづくり動く支援室｣とは、

市と鈴鹿商工会議所が連携し、中小製

造企業の支援のため、企業OBによる企

業訪問を中心として、経営面、技術

面での相談業務などを行うものです。 

 
速報展｢発掘された鈴鹿2005｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　3月21日（火・祝）～7月9日㈰ 

ところ　考古博物館 
内　容　伊勢国府跡(広瀬町)、
伊勢国分寺跡(国分町)、萱町

遺跡(神戸八丁目)、長法寺遺

跡などの調査成果の紹介 

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円 

※障害者手帳などをお持ちの方と介

護者1人、70歳以上の方は無料 

講演会：美濃国分寺跡の発掘調査成果
と　き　3月26日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　高田康成さん(大垣市
教育委員会) 

※聴講は無料です。 

 

 
○講座・教室

 
危険物取扱者試験と予備講習会

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

◆危険物取扱者試験
と　き　 
○乙種第4類　6月18日㈰、25日㈰ 
○丙種　6月25日㈰ 
ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(鈴鹿ハイツ1-20) 

申込み　3月30日㈭から4月13日

㈭まで(当日消印有効)に、消

防本部(本署、各分署)に備え

付けの受験願書に必要事項を

記入の上、㈶消防試験研究セ

ンター三重県支部(津市桜橋三

丁目446-34　県津庁舎5階)へ 

◆予備講習会
と　き　5月17日㈬　9時～16時 

ところ　労働福祉会館(神戸地子
町388) 

定　員　150人(先着順) 
申込み　3月30日㈭から消防本部
予防課(夜間、休日は消防署本

署・各分署で受け付け)へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

4月の講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

◆ワープロ初級(Word初級)
と　き　4月11日㈫、12日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆データベース初級(Access初級)
と　き　4月17日㈪から28日㈮
　までの月・水・金曜日(全6回) 

　18時～21時 

受講料　6,000円 
◆アーク溶接特別教育
と　き　4月19日㈬～21日㈮
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費と
して900円必要) 

◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月27日㈭、28日㈮
　9時～16時 

受講料　8,000円(別途教材費と
して1,500円必要) 

申込み　いずれの講座も、鈴鹿地
域職業訓練センター(　 387-1900

　 http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzuka t c )へ 

お知らせ 

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

教室名
対　象

曜日・回数
時　間
ところ
定　員

申込日時
申込場所
参加料

卓　　　　　球 バドミントン ヨ　　　　ガ 弓　　　　道
一般男女 

水曜日（17回） 木曜日（15回） 火曜日（10回） 木曜日（12回） 

9時30分～11時30分 9時30分～11時30分 13時30分～15時 19時～21時 

市立体育館 

市立体育館 

市武道館 

市武道館 

60人 50人 40人 30人 

4月4日(火)13時～11日(火)12時  

4,500円 4,000円 3,000円 3,500円 

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347


