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○お知らせ

 
鈴鹿市自治会連合会総会が

開かれました
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

　5月23日㈫、鈴鹿市自治会連合

会の総会が文化会館けやきホール

で行われ、事業計画などの各議案

が承認されました。また次の方々

が役員として承認されました。 

◆平成18年度鈴鹿市自治会連合会
役員の主な方々

○会長
　池田町自治会　　　北川保さん 

○副会長兼会計兼ブロック長
　白子新生町二丁目自治会　北川正敏さん 

○副会長兼ブロック長
　岸田町自治会　　 鴨田隈さん 

　算所一丁目自治会　松尾守さん 

　神戸西町自治会　伊藤吉輝さん 

○副会長
　稲生町北町自治会　渥美清忠さん 

○ブロック長
　こがね園自治会　 相澤博さん 

　南長太町第1自治会　杉野博祥さん 

○監　事
　小田野町自治会　小林一彦さん 

　十宮町自治会　  豊田信吉さん 

　小山自治会　     　 堀江清さん 

 
納税の夜間窓口を開設します

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

と　き　6月29日㈭、30日㈮
　20時まで 

ところ　納税課（市役所本館2階） 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続など 

 
区域区分・用途地域の
定期見直しを行います

都市計画課　 382-9063　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　都市計画では、都市の現況、人口

動態などを踏まえて、おおむね5

年ごとに区域区分(市街化区域、

市街化調整区域)と用途地域の見

直しを行うことになっています。

市では、県のスケジュールに合

わせて、本年度中の変更を目標

に現在見直し作業を進めています。

ご意見、ご質問などありましたら、

都市計画課までご連絡ください。 

◆区域区分の見直し
　大規模な市街化区域の拡大や

縮小は行わず、市街化区域、市

街化調整区域の区域界で、地形

地物などとの不整合が生じてい

る箇所の修正のみ行う予定です。 

◆用途地域の見直し
　大規模な用途地域の変更は行

わず、市街化区域、市街化調整

区域の区域界で、区域区分の修

正に伴う用途地域の変更のみ行

う予定です。 

 
F1日本グランプリ開催時の

通訳ボランティアを
募集します

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

　F1日本グランプリレース観戦の

ため、鈴鹿に国内外からたくさん

の方々が来られます。この方々を

快くお迎えするために、簡単な日

常会話の通訳ができるボランティ

アスタッフを募集します。 

対　象　英語が話せる方 
活動期間　10月6日㈮～8日㈰の

間の都合の良い日 

活動場所　近鉄白子駅前、伊勢
鉄道鈴鹿サーキット稲生駅前、

鈴鹿ハンター、ベルシティ、

鈴鹿サーキット 

待　遇 
○スタッフジャンパーと帽子の支給 

○交通費・食事代を含め、1日当

たり5,000円を限度に支給 

○傷害保険などの加入(当方が負

担します) 

定　員　38人(先着順) 

海開き・山開きを行います

児童手当の現況届をお忘れなく

障害者のパソコン周辺機器
購入費を助成します

7月は
｢社会を明るくする運動｣

強調月間です

第39回鈴鹿市美術展
作品公募のご案内

平成17年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします
水道総務課　 368-1674　 368-1688　 suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　平成17年度下半期(17年10月～18年3月)の水道事業の業務状況をお知らせします。 

◆事業の概況　給水戸数は、3月31日現在、7万5,873戸です。また、総配水量は1,341万4,138㎥、一日平均配
水量は7万3,704㎥で、昨年同時期に比べると0.83％増加しています。 

◆主な事業 
○開発工事に伴う配水管布設工事など　　　　　　　51件　　2億4,174万円 

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など　　　15件　　3億3,293万円 

○上水道水源更生工事および関連施設改良工事など 　  5件　　　  2,404万円 

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など　　　　41件　　2億4,469万円 

◆予算の執行状況（単位：千円）

区 　 分
予 算 現 額
執 行 額

（下半期執行額）

収 益 的 収 入  
4 , 0 8 8 , 0 0 0  
4 , 2 3 4 , 1 0 4  
( 2 , 1 3 4 , 0 1 9 )

収 益 的 支 出  
3 , 8 7 4 , 0 0 0  
3 , 7 1 1 , 3 8 3  
( 1 , 9 8 8 , 9 3 3 )

資 本 的 収 入  
1 , 5 0 7 , 3 3 0  
1 , 1 9 8 , 2 2 3  
( 1 , 0 1 7 , 1 9 5 )

資 本 的 支 出  
3 , 5 8 2 , 4 6 3  
2 , 5 5 0 , 8 1 4  
( 1 , 4 7 5 , 4 2 2 )

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 講座・教室 

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  
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鈴鹿市自治会連合会総会が
開かれました 納税の夜間窓口を開設します

区域区分・用途地域の
定期見直しを行います

F1日本グランプリ開催時の
通訳ボランティアを

募集します

申込み　7月1日㈯から25日㈫までに、
〒513-0802　飯野寺家町816　

鈴鹿商工会議所(　 382-3222)へ 

【事前研修】
と　き　9月22日㈮
※時間・場所などは後日連絡します。 

 
海開き・山開きを行います
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦海水浴場)
と　き　6月28日㈬　9時30分から 
ところ　千代崎海水浴場 
※海水浴場開設期間は、6月28日(水)

～8月20日(日) 

◆山開き式(鈴鹿山渓)
と　き　7月1日㈯　10時から 
ところ　小岐須渓谷山の家 
 
児童手当の現況届をお忘れなく
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　現在、児童手当を受給されてい

る方は、現況届の提出が必要です。

対象者の方には、6月1日に郵送で

ご案内しましたので、子育て支援課、

または各地区市民センターへ提出

してください。この届け出をされな

いと6月以降の手当の支給が停止

されますのでご注意ください。 

提出期限　平成18年6月30日㈮ 
◆現況届に必要なもの
○印鑑 

○厚生年金に加入している方は、

勤務先の年金加入証明書、また

は健康保険被保険者証など次に

挙げる保険者証などの写し 

※船員保険被保険者証・私立学校教職員

共済加入者証・全国土木建築国民健康保

険組合員証・日本郵政公社共済組合員証・

文部科学省共済組合員証(大学等支部に

限る)・厚生労働省第二共済組合員証 

○本年1月2日以降に鈴鹿市へ転

入の方は、本年1月1日在住の

市町村発行の平成18年度(平成

17年分)児童手当用所得証明 

○児童と別居している場合は、

別居監護申立書(ただし、市外

に転居している場合は、児童が

属する世帯全員の住民票を添付) 

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　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@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やア

プリケーションなどを購入する

場合に経費の一部を助成します。 

対　象　次のすべての条件に該
当する方 

○パソコンの使用により、社会参加

が見込まれる方 

○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、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 

助成予定者　県内で30人 
申込み　7月31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 

○前年の所得が確認できる書類(所

得証明など) 

7月は
｢社会を明るくする運動｣

強調月間です
生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　すべての国民が犯罪や非行の

防止と罪を犯した人たちの更生

について理解を深め､それぞれの

立場において力を合わせ、犯罪

や非行のない明るい社会を築こ

うとする全国的な運動です。 

◆強調月間式典・啓発運動
と　き　7月2日㈰　13時～16時 
ところ　ベルシティ中央コート 
内　容　法務大臣メッセージ
朗読ならびに伝達、ビデオ上映

｢二つの道｣、鈴鹿少年少女合

唱団によるコーラス 

※多数の方のご来場をお待ちしています。 

※強調月間中、市役所本館1階市民

ギャラリーにおいて、啓発パネル展示

を行います。 

 
第39回鈴鹿市美術展

作品公募のご案内
鈴鹿市文化振興事業団 　 384-7000　 384-7755

http://www.s-bunka.net/

作品受付　10月8日㈰～9日(祝・月) 
　10時～16時30分 

美術展会期　11月1日㈬～5日㈰ 
※作品規定・応募方法などについては、

現在内容を検討中です。7月20日号

以降の広報すずかでお知らせします。 

 

平成17年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします

お知らせ 

催し物 講座・教室 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
不法滞在・不法就労防止にご協力を

　外国人を雇用しようとする場合には、適法に働くことができる外

国人であるかどうか、旅券、就労資格証明書などで在留資格・在留

期間を確認するようにしてください。 

○不法滞在者は雇用できません
　不法滞在者は、それ自体が違法ですので、働くことができません。 

○在留資格を確認してください
　在留資格が、｢留学｣・｢就学｣・｢家族滞在｣になっている場合は、｢資

格外活動許可｣が無ければ、賃金を得て働くことができません。 

○雇用者も処罰されます
　違反した場合は、その外国人は処罰を受けて国外へ退去させられ、

また、働くことが認められない外国人を雇った事業主やその雇用を

あっせんした人なども処罰されることになります。 
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○お知らせ

 
｢愛の献血助け合い運動｣に

ご協力を
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

　血液の不足しがちな夏季の献

血者を確保するため、7月1日か

ら31日までの1カ月間、全国一斉

に｢愛の献血助け合い運動月間｣

が展開されます。この月間行事

の一つとして、街頭献血キャン

ペーンを行います。 

と　き　7月9日㈰　受付10時～

11時30分、12時30分～16時 

ところ　ベルシティ 
◆献血時本人確認にご協力を 
　平成16年10月から、輸血される

方へ安全な血液を供給するため、

献血受付時に本人確認を実施して

います。初めて献血をされる方や

過去に献血をされた方で、本人を

証明する証を提示いただいていな

い方は、受付時にご自身を証明で

きるもの(運転免許証など)の提示に

ご協力をお願いします。ご理解、ご

協力いただきますようお願いします。 

 
石垣池公園市民プールを

オープンします
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月1日㈯～8月31日㈭　
9時～17時 

※7月24日(月)～28日(金)の午前中、

8月11日(金)、8月27日(日)と雨天

時は使用できません。 

使用料　高校生以上200円、小・
中学生100円 

※いずれも2時間以内の料金で、以

後1時間ごとに高校生以上100円、

小・中学生50円を加算します。 

※小学生以下は保護者同伴 

※水泳帽の着用をお願いします。 

※飲食物の持ち込みは禁止です。 

※詳しくは、石垣池公園運動施設管

理室(　 383-9010）へ 

 
市立テニスコートの

ナイター予約の受付を始めます
市立体育館　 387-6006　 387-6008

　18時から21時に利用できるナ

イターテニスコート(西側6面)の

予約受付を始めます。ナイター

テニスは、市立体育館の休業日

を除く毎日利用できます。 

予約可能面数　3面(残り3面は一
般公開用) 

予約実施時期　平成18年10月使
用日から 

利用方法　団体または個人で、
週1回、3面まで予約可能です。 

※月曜日から日曜日を週の単位とし

ますので、土・日曜日連続の予約

はできません。 

利用料(1面) 
○学校料金　平日：840円、土・
日曜日と祝日：1,000円 

○一般料金　平日：1,690円、土・
日曜日と祝日：2,020円 

申込み　利用希望日の6カ月前から
2カ月前の20日まで(休業日を

除く8時30分～21時)に、直接

または電話で、市立体育館へ 

※7月1日（土）から先着順で予約受

付を開始します。 

 
｢平成18年度北勢市場友の会｣

会員を募集します
北勢公設地方卸売市場業務課

　 347-8111　 347-8116
gyoumuka@hokusei-shijou.jp

　市場の役割と機能を理解してい

ただき、北勢市場のPRを行うとと

もに、一般消費者の声を聴き、親

しみのあるより良い市場をめざす

ため｢友の会｣会員を募集します。 

対　象　桑名市・四日市市・鈴
鹿市に在住の20歳以上の方で、

北勢公設地方卸売市場組合へ

各自で来場できる方 

内　容 
○第1回　市場見学会(9月ごろ
実施予定) 

○第2回　旬のものの見分け方
(12月ごろ実施予定) 

○第3回　生産地見学(2月ごろ
実施予定) 

定　員　50人 
※応募多数の場合は抽選 

※前年度会員の応募も受け付けしま

すが、新規応募者を優先します。 

申込み　7月3日㈪から14日㈮ま

でに、往復はがきに、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号

とともに｢北勢市場友の会｣と

自衛官等就職説明会を
行います

自然調査観察会

少年相撲大会

第6回
鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣

第9回図書館を使った
｢調べる｣学習賞コンクール

入賞作品展

対　象　平成18年4月1日現在で、40歳以上70歳未満
(昭和11年4月3日から昭和41年4月2日生まれ)の方

で鈴鹿市国民健康保険に加入されている方のうち、

過去1年間国保税の滞納がない方 

※17年度に受診された方は応募できません。 

と　き　8月1日㈫～平成19年4月30日㈪ 
ところ　鈴鹿回生病院、鈴鹿中央総合病院、塩川病院 
内　容　磁気共鳴コンピュータ断層撮影装置による
検査(MRI)、磁気共鳴血管撮影(MRA)を含む脳ドック 

※体内に金属類(心臓ペースメーカーなど)がある場合や

閉所恐怖症の方は、受診できない場合があります。 

定　員　220人(応募多数の場合は抽選) 

受診補助額　2万4,000円 
自己負担額　6,000円～1万円 
申込み　6月20日㈫から7月7日㈮17時(必着)までに、
｢脳ドック受診希望｣と記入したはがき、または封書に、

保険証の記号番号、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

生年月日、性別、電話番号、希望の受診医療機関名(第

2希望まで)を記入の上、〒513-8701　保険年金課へ 

※応募は1人1枚に限ります。 

※電話、ファクスでの申込みはできません。 

※各医療機関の受診定員の関係上、希望される医療機関で

受診できない場合がありますのでご了承ください。 

※受診者には、7月28日(金)に受診券などの書類一式を発送します。 

国保脳ドック受診者を募集します　　保険年金課　 382-7605　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

第15回鈴鹿市文芸賞作品を募集します　

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 

講座・教室 
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｢愛の献血助け合い運動｣に
ご協力を

石垣池公園市民プールを
オープンします

市立テニスコートの
ナイター予約の受付を始めます

｢平成18年度北勢市場友の会｣
会員を募集します

記入の上、〒510-0874　四日

市市河原田町字伊倉712　北勢

公設地方卸売市場管理事務所

業務課｢北勢市場友の会｣係へ 

 
自衛官等就職説明会を

行います
市民課　 382-9013　 382-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月9日㈰　10時～16時 
ところ　神戸コミュニティセン
ター(神戸九丁目24-52) 

※詳しくは、自衛隊四日市募集事務所

(　 351-1723)へ 

 

 

○催し物 

 
自然調査観察会

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月9日㈰　10時～12時

(雨天中止) 

ところ　鈴鹿川河川緑地公園 
調査項目　昆虫類、クモ類 
定　員　30人程度 
※応募多数の場合は抽選 

申込み　6月30日(金)までに、電話、
はがき、ファクス、電子メールの

いずれかで、住所、氏名、電話

番号、参加人数を〒513-8701　

環境政策課へ 

※詳しくは、申込者へ後日連絡します。 

 
少年相撲大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学4年生～6年生 
※男女を問いません 

と　き　7月9日㈰ 
※雨天の場合は、16日(日)に順延 

ところ　武道館相撲場 
内　容　個人戦(学年別)・団体戦
(3人) 

※団体戦は、4～6年生の各1人を原則

としますが、高学年の枠に低学年の

児童が出場することができます。 

※個人戦・団体戦を兼ねて出場できます。 

参加料　無料 
表　彰　個人・団体戦の1～3位 
申込み　7月4日㈫までにスポー

ツ課へ 

 
第6回

鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　6月23日㈮～25日㈰
　10時～18時(25日は15時まで) 

ところ　ベルシティ2階イオンホ
ール、1階センターコート 

内　容
○病院、福祉施設で製作した作

品の展示 

○オブジェ・四季ピラミッド展

示(センターコートへ展示) 

○ワークショップ(消しゴム篆刻

(消しゴムを削り印を作ります：

無料)、絵手紙(無料)、ほたる

明かり(小さな照明づくり：無

料)、Tシャツ染め(有料200円)) 

○伝統工芸士の製作実演・展示

販売 

入場料　無料 
※くじ引きで1,500人に粗品が当た

ります。 

※詳しくは、鈴鹿市伝統工芸士会

(　 386-7511)へ 

 
第9回図書館を使った

｢調べる｣学習賞コンクール
入賞作品展

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月1日㈯～9日㈰　9時

～19時 

※土・日曜日は17時までです。 

※3日(月)は休館日です。 

ところ　図書館1階閲覧室 

対　象　市内に在住・在勤・在学している方か、市内の
文化団体もしくは市内での発刊誌に所属している方 

※ジュニアの部は中学生以下に限ります。 

規　定
【各部門共通】
○自作未発表のものに限ります。 

○前回までに最優秀賞を受賞した作品部門での応募は

できません。 

○400字詰原稿用紙(縦書き)か、ワープロ(無罫、縦書き、

400字換算枚数を明記) 

○作品の表紙は本文とは別とし、作品部門およびジャンル、

作品名、作品名のふりがな、郵便番号、住所、氏名

(ペンネームの場合は本名を併記)、ふりがな、性別、年齢、

職業(会社名、学校名)、電話番号を記入してください。

(市外の方は、勤務先、所属団体名、発刊誌名などを明記) 

【散文の部】
　小説、児童文学、評論、エッセイ、ノンフィクション、伝記、

戯曲、自分史、紀行のいずれかで、原稿用紙で本文10～50枚 

【短詩型文学の部】
　詩・漢詩、短歌、俳句、川柳のいずれかで、

それぞれ詩・漢詩1編、短歌10首、俳句10句、

川柳10句 

【ジュニアの部】
　散文の部・短詩型文学の部に準ずるジャンルで、

散文(作文、創作童話など)は原稿用紙で本文30枚

以内、短詩型文学は詩は1編のみ、短歌、俳句・

川柳は一人3編まで 

申込み　11月10日㈮(持参の場合は17時必着。

郵送の場合は当日消印有効)までに、〒513-

0802　飯野寺家町810　文化会館内　㈶鈴鹿

市文化振興事業団へ 

※作品は返却しません。 

※入賞作品の版権・著作権は主催者に帰属します。 

※入賞された場合は氏名と作品名を報道機関などに発

表します。応募された方は同意されたとみなします。 

発　表　平成19年2月上旬 

国保脳ドック受診者を募集します

第15回鈴鹿市文芸賞作品を募集します　　㈶鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 http://www.s-bunka.net/

てん こく 

お知らせ 

催し物催し物 催し物 

講座・教室 
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ペ ッ ト の 飼 い 方

 

 

○催し物

 
レッツ・チャレンジ2006

県立鈴鹿青少年センター
059-378-9811　 059-378-9809

　自然の中で異年齢の子どもたちが

共同生活しながら、生活体験や自然

体験・環境学習を通して、自然の

すばらしさを知るとともに、自然に

対する理解や愛情をはぐくみみます。

また、初めて出会った友だちとの

集団宿泊体験により、友だちと協調し、

友だちを思いやる心や感動する心など、

心豊かな人間性を育てます。 

対　象　小学5年生～中学2年生 
と　き　8月20日㈰～24日㈭
　(4泊5日) 

ところ　鈴鹿青少年センターとその周辺 
定　員　48人 
※応募多数の場合は抽選 

参加料　1万8,000円(体験活動費含む) 
申込み　7月1日㈯から20日㈭までに、
所定の申込書に必要事項を記入

の上、県立鈴鹿青少年センターへ 

 

 

○講座・教室

 
親子水泳教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp 

対　象　平成18年4月1日現在で、
5歳児から小学校6年生までの

子どもとその保護者（幼児1人

につき、一緒に入水する保護

者が必ず1人必要） 

と　き　7月24日㈪～28日㈮
　8時30分～12時(全5回) 

ところ　石垣池公園市民プール 
内　容　初心者の水泳指導、正
しい泳法の指導 

参加料　1組(親1人と子1人)4,000円 
※1人増えるごとに2,000円追加となります。 

定　員　150人(先着順) 
申込み　6月30日㈮19時から20時
30分までの間に、印鑑・参加

料をお持ちの上、直接、市役

所本館12階1203会議室へ 

夏休み親子水道教室
水道総務課　 368-1673　 368-1688

suidosomu@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の小学4年生の
児童とその保護者 

と　き　8月1日㈫　9時～17時 
内　容　水道施設の見学など(水
道局に集合し、バスで市内を

移動します) 

定　員　50人(25組を予定) 
※応募多数の場合は抽選 

参加料　無料 
申込み　7月10日㈪(必着)までに、

往復はがきに次の事項を記入

の上、申し込んでください。 

○往信表面　〒510-0253　鈴鹿
市寺家町1170　鈴鹿市水道局｢夏

休み親子水道教室｣係 

○往信裏面　住所、氏名(親と子)、
児童の通学校名、電話番号 

○返信表面　郵便番号、住所、氏名 
※応募は、1組につき1枚に限ります。 

※昼食、飲み物などはご用意ください。 

 
短期講座｢パソコン教室｣

勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　7月18日㈫～20日㈭
　19時～21時(全3回) 

ところ　勤労青少年ホームパソ
コン室 

内　容　初心者向けの基礎コース 
講　師　特定非営利法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう派遣講師 

定　員　10人(先着順) 
教材費　1,100円(テキスト代含む) 
持ち物　筆記用具 
申込み　6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 

※1人で複数の申込みはできません。 

※利用登録をされていない方は、利

用者会費として別途600円必要です。 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　6月27日㈫(平

日の10時～18時)から、電話で

｢すずかのぶどう｣(　 ・　 387-

0767、　 387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
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 
　7月5日㈬、7日㈮ 

○基礎2 
　7月8日㈯、9日㈰ 

○ワード基礎 
　7月4日㈫、6日㈭ 

　7月22日㈯、23日㈰ 

○ワード応用
　7月19日㈬、20日㈭ 

○エクセル基礎
　7月11日㈫、13日㈭ 

○エクセル応用
　7月15日㈯、16日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎1
　7月15日㈯、16日㈰ 

○基礎2
　7月19日㈬、20日㈭ 

○ワード基礎
　7月11日㈫、13日㈭ 

○ワード応用
　7月5日㈬、7日㈮ 

○エクセル基礎
　7月4日㈫、6日㈭ 

　7月22日㈯、23日㈰ 

○エクセル応用
　7月8日㈯、9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1,050円、

ワード基礎とエクセル基礎はいず

れも800円、ワード応用とエクセル

応用はいずれも1,050円が別途必要) 

 
鈴鹿市盆おどり講習会

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月2日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　市民会館2階展示室 
内　容　盆おどり新曲講習など 
主　催　鈴鹿市民踊舞踊指導者連盟 
参加料　無料 

鈴鹿地域職業訓練センター
講座(7・8月)

こころの
健康づくりセミナー

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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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

環境政策課　 382-9014　 382-2214 
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　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 
○6月21日㈬〜30日㈮
『ベルディ便り』･･･各課からのお
知らせ、保健情報など 

○7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 

○7月11日㈫〜20日㈭
『ふるさとの心』 

の 6 月 納 税 
市・県民税・・・・・全期・1期

【納期限は6月30日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 

ペ ッ ト の 飼 い 方
　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。

○催し物

レッツ・チャレンジ2006

親子水泳教室

夏休み親子水道教室

短期講座｢パソコン教室｣

パソコン講座

鈴鹿市盆おどり講習会

※詳しくは、鈴鹿市民踊舞踊指導者

連盟(　 382-2915)へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(7・8月)
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　7月12日㈬、14日㈮、18日㈫、
20日㈭　18時～21時（全4回） 

受講料　4,000円 
◆表計算初級(Excel初級)
と　き　7月31日㈪、8月2日㈬、
4日㈮、7日㈪　18時～21時（全4回） 

受講料　4,000円 
◆アーク溶接特別教育講習
　この資格がないと｢アーク溶接｣

の業務に従事できません。 

と　き　7月5日㈬～7日㈮　8時

50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費とし
て900円が必要) 

◆フォークリフト技能講習
と　き　8月1日㈫～4日㈮　8時

30分～17時30分 

受講料　2万1,400円 
申込み　鈴鹿地域職業訓練センター
( 　059-387-1900　　 http:// 

　www.mecha.ne.jp/̃suzukatc)へ 

※講座の内容など詳しくは、鈴鹿地

域職業訓練センターへ 

 
こころの

健康づくりセミナー
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 
と　き　7月11日㈫　13時30分～
15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 
内　容　不測の事態(自殺・事故
など)とこころの健康について 

　～PTSDを中心に～ 

講　師　三重県こころの健康セ
ンター所長　崎山　忍さん 

定　員　70人（先着順） 
申込み　7月4日㈫までに、電話で

鈴鹿保健福祉事務所( 382-

8673)へ 

※詳しくは、鈴鹿保健福祉事務所へ 

おわびと訂正 

　広報すずか6月5日号くらしの情

報の一部に誤りがありましたので、

訂正しておわびします。 

平成17年度全国大会以上出場者と主な成績 
(誤)第5回全国小学生ソフトテニス大会

　山中　奈摘さん 

(正)第5回全国小学生ソフトテニス大会

　山中　菜摘さん 

 

　ペットの飼い方のマナーの悪さに困っています。

犬は鎖でつなぎ、散歩の時には、フンを飼い主が

始末することが犬を飼うマナーだと思いますが、散歩をし

ている様子を見ると、最近ではフン用の袋やスコップを持

ち歩いている人が少なくなってきているように思います。 

　また、猫の飼い方にもマナーがあると思います。何匹も

外で飼いっぱなしにするため、フンを、他人の家の庭や花壇

にし、洗濯をひっぱり悪さをしていくので、とても困っています。

いずれにしても、ペットを飼う方のマナーアップが問題だと

思いますが、市として何か対策をしていただけないでしょうか。 

 

　ペットの飼い方のマナーについては、県が定める

｢三重県動物の愛護及び管理に関する条例｣の中

に、飼い主は近隣住民に迷惑を掛けないよう、適正に

飼育しなければならないことが明記されていますが、罰

則の規定はありません。そして、ペットは自分から｢マナ

ーを守ろう｣とは考えませんので、結局は飼い主のマナ

ーやモラルに頼るのが現実です。 

　ところが、残念なことに、マナーを守れない一部の飼い

主のために、他の飼い主が悪い評価を受けたり、動物嫌

いの人を増やす原因にもなっています。近隣住民に

迷惑を掛けているマナーの悪い飼い主に対しては、

県から直接指導を行うことができますので、飼い主

が特定できる場合は、三重県鈴鹿保健福祉事務所

へご相談いただくこともできます。 

　ペットは日々の生活に潤いを与えてくれる、大切

なパートナーです。そのようなペットと人が地域で

共存できるように、地域(自治会や町内会単位)の

皆さんで話し合い、情報交換、またはルール作りを

行うことも大切ではないかと考えています。 

　市としては、犬猫の避妊手術費助成金交付を通じ、

飼い主のいない犬猫が増え、さまざまなトラブルなどを

招かないよう、啓発活動を行っています。また、ペット

の飼い方について、引き続き広報すずかやホームペー

ジなどへの掲載を行うとともに、各自治会を通じて糞害

防止看板の配布を行うなど、飼い主のマナーやモラル

向上の啓発に粘り強く努めていきたいと考えています。 

講座・教室 

催し物 


