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　平成11年から｢めざそう!!シートベルト着用日本一・

すずか｣を掲げて交通安全対策を推進してきましたが、

平成19年以降、新たなスローガンを使用することにし

ています。市民の皆さんが、親しみを持って交通安全

の合い言葉となるような、鈴鹿市らしいスローガンを募

集します。 

■応募資格　市内に在住・在勤・在学されている方 
■応募規定 
○応募作品は、本人が創作した未発表のものに限ります。 

○入賞作品の著作権などは主催者側に帰属するほか、

加筆などをすることがあります。 

○応募作品は返却しません。 

○個人情報は、当交通安全スローガン募集事業以外

では使用しません。 

○交通安全を呼びかけるものであれば内容は問いません。 

■選考・表彰
○審査は、鈴鹿市交通安全都市推進協議会において行います。 

○審査結果の発表は、平成18年11月下旬に直接入賞

者に通知し、表彰は、平成18年12月の｢年末の交

通安全県民運動｣期間中に行います。 

○最優秀賞1点、優秀賞1点、佳作1点(いずれも賞状

と記念品を贈呈)を選出し、最優秀賞の作品は、

交通安全スローガンとして使用します。 

■応募方法　10月31日㈫(当日消印有効)までに、はが
き、ファクスのいずれかで、スローガン、スローガンの

趣旨(簡単なコメント)、住所、氏名(ふりがな)、年齢、

性別、職業または学校名と学年、電話番号を記入の上、

鈴鹿市交通安全都市推進協議会事務局(〒513-

8701　防災安全課　 382-9022　 382-7603)へ 

※応募点数の制限はありませんが、1枚につき1スローガンとします。 

○お知らせ 

 
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　7月28日㈮、31日㈪
　20時まで 

ところ　納税課 
※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 

 
講師登録を受け付けています
学校教育課　 382-7618　 382-9054

gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

　市内で幼稚園や小・中学校の

講師を希望される方は、まず講

師登録の手続きをお願いします。

講師登録は1年間を通し、いつで

も受け付けています。大学卒業

見込みの方など、来年度から講

師を希望される方も講師登録は

早めにお願いします。 

　また、外国人児童生徒の通訳や

介助員、学校事務などを希望され

る方も随時募集しています。 

登録方法　市販の履歴書、教員
免許状(お持ちの方)、印鑑を

持参の上、学校教育課へ 

農業収支計算の準備は進んでいますか
市民税課　 382-9446　 382-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　農業所得の申告に用いられてきま

した農業所得標準は廃止されました。

これまで、農業所得標準を適用し確

定申告をされてきた方は、平成18年分

の確定申告からは、収入金額から必

要経費を差し引く｢収支計算｣で農業

所得を計算していただくことになります。 

　販売代金が振り込まれる口座の

通帳や出荷伝票など、収入金額の

分かる書類と、請求書や領収書な

ど経費の分かる書類を保存し、ノ

ートなどに記帳することが大切です。 

※ご不明な点は、鈴鹿税務署個人課

税第一部門(　 382-0353)、また

は市民税課へ 

 
｢限度額適用・標準負担額
減額認定証｣の更新申請

手続きをお忘れなく
保険年金課　 382-7627　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　老人保健の対象者で非課税世帯

に属する方は、申請を行えば入院時

の一部負担金と食事代の減額が受

けられる｢老人医療の限度額適用・

標準負担額減額認定証｣を発行します。 

　現在お持ちの方は、有効期間

が7月31日㈪までとなっています。 

申　請　医療受給者証、加入し
ている健康保険証と申請日ま

でに90日以上入院している場

合には、そのことが分かる領

収書をお持ちの上、保険年金

課または地区市民センターへ 

 
交通死亡事故が増加しています
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　6月20日現在、市内で7件8人(昨年

対比2人増)の交通死亡事故が発生

しており、昨年の7・8月には6件6人

の死亡事故が発生したことから、死

亡事故の増加が懸念されています。 

　最近の交通事故の特徴として、朝

の出勤時に見通しの良い道路での

正面衝突事故や田園地帯での出会

い頭事故が増加しており、ちょっとし

た気の緩みが重大な交通事故につ

ながっています。 

　また、飲酒や携帯電話を使用しな

がら車を運転したり、シートベルトを

着用しないといった、交通ルールを

無視したドライバーの方の交通事故

が多く発生しています。 

　市民一人ひとりが、交通ルールを

守って正しい交通マナーの実践に心掛

け、悲惨な交通事故をなくしましょう。 

 
防火標語を募集します
予防課　 382-9158　 383-1447

yobo@city.suzuka.mie.jp

応募資格　市内に在住・在勤・
在学されている方 

危険箇所点検および
子どもの安全安心に係る
緊急行動を行いました 多言語相談を行います

お知らせお知らせ お知らせ 

市美術展作品を募集します

交通安全スローガンを募集します　防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.mie.jp
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■出品資格　市内在住・在勤・在学(高校生以上)の方 
■作品規定(共通)
○出品作品は、自己が制作した未発表のものに限ります。 

○出品点数は、部門別に1人2点以内とします。 

○出品作品には、所定の作品貼付証を貼付してください。 

○出品作品の部門については、出品者の意向を尊重します。 

○いずれの作品も、ガラス付き額縁は禁止します。 

■部門別作品規定
○日本画　10号以上60号以内で額縁付 
※アクリル付額縁不可 

○洋　画　20号以上80号以内で額縁付 
※ポスターなどはパネル張り 

※水彩画、版画はアクリル付額縁可 

○彫　刻　手動可能なもので2㎥以内 
※著しく破損しやすい作品は不可 

○美術工芸　立体は50cm四方立方以内(1辺1m以内)、
壁面型はF50号以内で額縁付 

※アクリル付額縁可 

○写　真　黒白・カラー、半切以上全紙まで、パネル
の規格は木製73cm×53cm以内、組写真はパネルの

規格と同じ 

※額縁不可、パネルにつり金具を一切付けないこと 

○書　道　額装または枠張り：仕上がり寸法は12平方
尺以内、縦210cm(7尺)×横182cm(6尺)以内、軸装：

縦197cm以内×横91cm以内 

※作品は全て表装し、楷書以外は所定の様式(はがき大)

の釈文(コピー可)を添付 

※アクリル付額縁不可。ただし、篆刻は可 

　日本画・洋画・美術工芸の額装作品の額装とつり

金具がしっかり付いていない場合、作品を展示しない

こともありますので、ご注意ください。 

■作品搬入
と　き　10月8日㈰～9日㈪　10時～16時30分 
ところ　文化会館 
出品料　無料 
※作品受付後、預り証を受領してください。 

■出品者の個人情報について
　出品者の個人情報は、本展開催の目的以外に使用し

ません。ただし、入賞者および入選者の作品名・氏名な

どは、原則として報道機関などに公表します。これについ

ては、作品の出品をもって同意されたものとみなします。 

※詳しくは、鈴鹿市美術展運営審議会事務局(〒513-

0802　飯野寺家町810　文化会館内(財)鈴鹿市文化

振興事業団　059-384-7000　 059-384-7755 

　　http ://www.s-bunka .net/)へ 

【第39回市美術展の会期と会場】
と　き　11月1日㈬～5日㈰　10時～17時(5日は

16時まで) 

ところ　文化会館 

納税の夜間窓口を
開設します

講師登録を受け付けています

農業収支計算の準備は進んでいますか

｢限度額適用・標準負担額
減額認定証｣の更新申請

手続きをお忘れなく

交通死亡事故が増加しています

防火標語を募集します

応募方法　8月31日㈭(当日消印

有効)までに、はがきに標語(未

発表の作品1点)、住所、氏名(ふ

りがな)、年齢、電話番号、職業

または学校名(学年)を記入して、

〒513-0802　飯野寺家町217-1

消防本部予防課へ 

※最優秀作品(市長賞)は、鈴鹿市防

火標語となります。 

※応募作品の著作権は、消防本部に

帰属していただきます。 

 

危険箇所点検および
子どもの安全安心に係る
緊急行動を行いました

青少年課　 382-9055　 382-9053
seshonen@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市青少年対策推進本部では、

自治会や商店会、発展会の協力を得

て点検を実施した結果、子どもが自由

に出入りでき、問題行動や犯罪被害

の誘発が予想される場所として、空家

22件、空き店舗2件を確認しました。 

　今後とも、子どもたちの安全安心の

確保に向けパトロール活動を行ってい

きますが、危険箇所を見つけられた場

合は、お近くの学校までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
多言語相談を行います

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　㈶三重県国際交流財団では、外国

人の生活相談を多言語で行っています。 

　来訪による相談　
○ポルトガル語、スペイン語、

英語、中国語　月～金曜日 
　9時～17時(祝日を除く) 

※中国語は金曜日のみ9時～11時30分 

○タガログ語　毎月第2火曜日　
9時～12時 

○タイ語　毎月第2木曜日 
　9時～12時 

○インドネシア語　毎月第2月曜日 
　13時～16時 

ところ　いずれも㈶三重県国際

交流財団(MIEF)(津市羽所町

700　アスト津3階　みえ県民

交流センター内) 

　電話相談　　059-223-5006
○ポルトガル語、スペイン語、

英語、中国語　月～金曜日 
　 9時～17時(祝日を除く) 

※中国語は金曜日のみ9時～11時30分 

○タガログ語、タイ語、インド
ネシア語　日本語で受け付け後、
各言語の分かる人が電話をか

け直します。 

※詳しくは、㈶三重県国際交流財団

(　 059-223-5006　 http :// 

　www.mief .or . jp/)へ。 

てんこく 

中学校区 
平田野 
創　徳 
白　鳥 
神　戸 
大　木 
千代崎 
白　子 
鼓ヶ浦 
天　栄 
鈴　峰 
合　計 

空家 
1 
5 
1 
7 
0 
２ 
１ 
２ 
0 
3 
22

空店舗 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
１ 
１ 
0 
0 
2

計 
1 
5 
1 
7 
0 
２ 
２ 
３ 
0 
3 
24

お知らせ 

市美術展作品を募集します　㈶鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 http://www.s-bunka.net/

交通安全スローガンを募集します　
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○お知らせ

 
第35回消防救助技術

東海地区指導会が開かれます
消防総務課　 382-9162　 383-1447

shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　東海3県の消防本部から選抜され

た消防隊員が、日々鍛えた救助技術

を披露します。当日会場内において

三重県物産展、防災展も行われます。

ぜひ皆さんお越しください。 

と　き　8月4日㈮　9時15分～15時
(荒天順延) 

ところ　三重県消防学校 
内　容
○陸上の部　障害突破、引揚救助
など8種目 

○水上の部　水中検索救助、溺
者救助など7種目 

※詳しくは(財)全国消防協会東海地区

支部事務局(　 052-972-3504)へ 

 
第35回佐佐木信綱顕彰歌会

短歌を募集します
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

応募方法　一般の部は8月31日㈭
までに、小・中・高校生の部は9月

12日㈫までに、未発表自作短歌

1人1首と、住所、氏名、電話番号

を記入(用紙は自由)の上、〒513-

0012　石薬師町1707-3　佐佐木

信綱記念館顕彰歌会係へ 

応募料　1,000円分の定額小為替
を同封(現金書留でも可) 

※小・中・高校生は無料です。 

選　者
○一般の部　佐佐木幸綱さん、
久松洋一さん 

○小･中･高校生の部　久松洋一さん 
主　催　佐佐木信綱顕彰会 
表　彰　信綱大賞、三重県知事賞、同教
育長賞、鈴鹿市長賞、同教育長賞、佳作 

※入選者は、12月2日(土)開催の顕彰歌

会で表彰し、賞状と記念品を贈呈 

※一般の部応募者には詠草集を贈呈 

※詳しくは、佐佐木信綱記念館顕彰

歌会係(　 059-374-3140)へ 

ホンダ鈴鹿チームの
都市対抗野球本大会出場が

決定しました
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　東海地区代表決定トーナメン

トでホンダ鈴鹿チームが見事勝

利をおさめ、8月25日㈮から東京

ドームで開催される第77回都市

対抗野球大会への2年連続17度目

の出場が決定しました。 

　市では今後、市民応援団を結成

し、壮行会や東京ドーム応援など

を計画していく予定です。なお、7

月23日㈰に本大会の組合せ抽選

会が行われます。日程などが決ま

り次第、市ホームページなどでお知

らせします。 

 
地上アナログテレビ放送が

終了します
市政情報課　 382-9003　 382-2214

shisejoho@city.suzuka.mie.jp

　地上アナログテレビ放送は、

地上デジタル放送へ移行するため、

約5年後の2011年(平成23年)7月

24日までに終了します。地上デ

ジタル放送は、次の方法で視聴

することができます。 

○地上デジタル放送対応のテレビ

に買い換える 

○地上デジタルチューナーを買い足す 

○ケーブルテレビで視聴する 

※受信の相談、お問い合わせなど

詳しくは、総務省地上デジタルテ

レビジョン放送受信相談センター

(　 0570-07-0101)へ。また、ケーブ

ルテレビで視聴する場合のお問い合

わせは、(株)ケーブルネット鈴鹿営業部

(　 388-3311　 388-3293)へ 

 

 

○催し物

 
夏休み子ども体験博物館

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　楽しい体験講座やガイドつきの

見学などを行います。小学生だけ

でなく、中学生、高校生、大人の

参加も大歓迎です。 

と　き　7月21日㈮～8月31日㈭ 
※月曜日・第3火曜日は休館です。 

参加料　各体験講座ごとに材料
費などが必要です。 

※期間中の日曜日は企画展・常設展

の観覧料が無料です(展示ガイド

ツアーもあります)。 

※詳しくは、チラシ(各小学校配布、

博物館・地区市民センター設置)、

または博物館ホームページをご覧

いただくか、直接、考古博物館へ 

 
知っておどろき!大黒屋光太夫!!

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

　大黒屋光太夫の生涯を小・中

学生にも分かりやすく展示します。

夏休みの自由研究や郷土学習な

どにもご利用ください。 

と　き　7月1日㈯～10月5日㈭
　10時～16時 

※月・金曜日と第３火曜日は休館です。 

ところ　大黒屋光太夫記念館
(若松中一丁目1-8) 

入館料　無料 
 

天体観望会
文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方 
※小・中学生は保護者同伴　 

と　き　8月1日㈫　19時～20時

30分(受付：18時45分から) 

※雨天・曇天時は中止します。確認は、

16時30分以降に、電話で文化会館へ 

ところ　文化会館2階プラネタリ
ウム前ロビー 

内　容　プラネタリウムでの星
座解説、望遠鏡での観望(木星、

月、二重星などを見ます) 

定　員　150人 
参加料　無料 
 

防火マンガ上映会
消防署本署　 382-9165　 382-9166 

honsho@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ
○7月28日㈮､ 8月4日㈮ 

　鈴峰分署(　 371-0119) 

第3回
金魚すくい選手権大会

市民大学講座

夏休み伊勢形紙
(ミニ色紙)作り教室

ワークショップ講座
｢新・貿易ゲーム｣

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物催し物 催し物 
講座・教室 
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第35回消防救助技術
東海地区指導会が開かれます

第35回佐佐木信綱顕彰歌会
短歌を募集します

ホンダ鈴鹿チームの
都市対抗野球本大会出場が

決定しました

地上アナログテレビ放送が
終了します

夏休み子ども体験博物館

知っておどろき!大黒屋光太夫!!

天体観望会

防火マンガ上映会

○8月6日㈰、7日㈪ 

　西分署(　 370-2119) 

○8月11日㈮、12日㈯ 

　南分署(　 386-0630) 

○8月13日㈰、18日㈮ 

　東分署(　 384-0119)    

○8月19日㈯、20日㈰ 

　加佐登公民館(北分署　378-0330) 

○8月25日㈮、26日㈯ 

　本署(　 382-9165) 

※時間はいずれも10時～11時30分 

内　容　子どもたちに火遊びや
火災のおそろしさを学んでい

ただくために、防火マンガを

上映します。 

定　員　本署100人程度､各分署
50人程度 

参加料　無料 
申込み　開催日前日までに、電
話で各消防署へ 

 
第3回

金魚すくい選手権大会
商業観光課　 382-9016　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住の小学生以上
の方 

と　き　8月6日㈰
※10時から整理券を配ります。 

ところ　鈴鹿ハンター屋外弁天
山公園 

内　容　小・中学生の部と一般
の部で、3分間に何匹すくえる

かを競います。各部上位2人は

奈良県大和郡山市で行われる

予定の、｢全国金魚すくい選手

権大会｣の出場資格が与えられ

ます。 

参加料　無料 
※詳しくは、算所町発展会・平田商

店会　吉田(　 378-2363)へ 

 

 

○講座・教室

 
市民大学講座

人権教育センター　 384-7411　 384-7412

対　象　市内在住の方 
と　き　9月30日㈯、10月28日㈯、
11月4日㈯　14時～15時30分 

※11月4日(土)は、大阪へのフィール

ド・ワーク(バスによる現地見学

学習)のため7時30分～18時30分 

ところ　文化会館2階第2研修室 
定　員　40人 
受講料　無料 
※フィールド・ワーク時の博物館入

場料と昼食代は実費負担 

申込み　8月18日㈮までに、郵便、
電話、ファクスで人権教育セ

ンター(〒513-0014　一ノ宮町

500-46)へ 

※詳しくは、折込チラシをご覧ください。 

 
夏休み伊勢形紙

(ミニ色紙)作り教室
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　夏休みに、市の伝統的工芸品｢鈴

鹿墨、伊勢形紙｣を一人でも多く

の方に知っていただくため、伊

勢形紙の体験彫り教室を行います。 

対　象　小学4～6年生(保護者同伴) 
と　き　7月29日㈯～8月27日㈰

の土・日曜日　9時～15時 

ところ　伝統産業会館 
内　容　伊勢形紙のミニ色紙作り 

参加料　200円(材料費) 
申込み　電話、ファクスで伝統
産業会館(　 ・　 386-7511)へ 

※しおりの体験彫りは毎日無料で実

施(10人以上の団体は有料) 

※毎月第2日曜日の10時～12時、

13時～15時に鈴鹿墨、伊勢形紙

の実演が見学できます。 

 

ワークショップ講座
｢新・貿易ゲーム｣

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

対　象　小学生以上(小学4年生
以下の方は保護者同伴) 

と　き　8月27日㈰　13時30分から 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　貿易が世界の人々の暮ら
しにどんな影響を与えているのか、

擬似体験を通して理解していた

だける参加型ワークショップです。 

定　員　40人 
参加料　無料 
申込み　8月18日㈮までに、電話、
ファクス、電子メールで協会

事務局へ 

お知らせ 

催し物 
講座講座・教室教室 講座・教室 

鈴鹿市の自然調査で新種のコガネムシが発見されました

ミ レ ス ス  ヨリコアエ  オ チ 　 カ ワ ハ ラ 　エット　 イ ナ ガ キ  

ミ　レ　ス　ス 

ミ　レ　ス　ス サ　ム　ラ　イ バ ル タ ザ ー ル  

　市が平成16年度から18年度まで行っている鈴鹿市の自然調査で、

平成16年5月に新種のコガネムシが発見されました。また、平成17

年5月にも追加個体が採集されました。 

 
　名　称　Myrhessus  yor ikoae  O ch i ,Kawaha r a  e t  I n a g ak i  

　　　　　(和名仮称：ハバビロコケシマグソコガネ) 

　発見者　稲垣政志さん(鈴鹿市の自然調査昆虫類調査員、四日市市在住) 
　 発見場所　庄野町地内の鈴鹿川河川敷の砂地の草原 

　このコガネムシは新種の可能性が高い

とのことで、専門家により研究が進めら

れた結果、｢日本昆虫分類学会会報Vol.12, 

No.1｣(平成18年5月31日付発行)に、鈴鹿

市庄野町鈴鹿川を基準産地として、正式

に新種として記載発表されました。 

　体長は3.2mm～3.7mm、光沢のない黒色

をしています。Myrhessus属の種は、日本

では、Myrhessus samurai (Ba l thasa r ) 

コケシマグソコガネが、1941年に新種記載

されて以来で、65年ぶりの新種発見となります。 

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

1mm
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ジ ェ ッ ト ス キ ー の 規 制

 

 

○講座・教室

 
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　7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
　８月８日㈫、10日㈭ 

　８月29日㈫、30日㈬ 

○基礎2
　８月12日㈯、13日㈰ 

○ワード基礎
　８月５日㈯、6日㈰ 

○ワード応用
　８月23日㈬、24日㈭ 

○エクセル基礎
　８月16日㈬、17日㈭ 

○エクセル応用
　８月19日㈯、20日㈰ 

午後の部：13時30分から
○基礎1
　８月19日㈯、20日㈰ 

○基礎2
　８月23日㈬、24日㈭ 

○ワード基礎
　８月16日㈬、17日㈭ 

○ワード応用
　８月８日㈫、10日㈭ 

○エクセル基礎
　８月５日㈯、6日㈰ 

　８月29日㈫、30日㈬

○エクセル応用
　8月12日㈯、13日㈰ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各10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) 

甲種防火管理再講習
講習会

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月1日から、比較的

大規模な防火対象物の防火管理

者に対し、知識・技能を更新す

るため、5年ごとに再講習受講が

義務付けられました。このため、

対象防火管理者に対し甲種防火

管理再講習講習会を実施します。 

対　象
○収容人員が300人以上の遊技場・

飲食店・店舗・ホテルなど不

特定多数の人が出入りする防

火対象物(特定防火対象物)の

防火管理者(甲種防火管理講習

会を修了した方) 

○上記の防火対象物のうち、管

理権原者が分かれている場合

などで、特定用途で30人以上、

非特定用途で50人以上のテナ

ントなどの防火管理者 

と　き　8月24日㈭　13時～17時 
ところ　労働福祉会館(地子町
388) 

定　員　100人程度(定員になり
次第締切) 

受講料　1,500円(テキスト代を含む) 
申込み　7月31日㈪から8月9日㈬
(平日の8時30分～17時15分)ま

でに、所定の受講申込書に必

要事項を記入し、裏面に氏名

を記載した上半身写真(パスポ

ートサイズ、免許証サイズど

ちらか1枚)を貼付の上、直接、

消防本部予防課へ 

※申込み時に甲種防火管理者講習会

修了証の確認を行いますのでご持

参ください。 

 
くらしに身近な金融講座

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

　金融を巡るトラブル発生を防

止し、くらしを支える基礎的な

金融経済知識を身に付けるために、

通信講座を開講します。 

対　象　日本国内在住者 
と　き　10月～19年1月(全4回) 

内　容　初心者を対象とした通
信講座です。毎月テキストを

送付します。 

定　員　全国で5,000人(応募者多
数の場合は抽選) 

受講料　無料 
※添削課題を送付する郵送料は受講

者負担となります。 

申込み　7月31日㈪ (消印有効)

までに、はがきで、郵便番号、住

所(建物名・号室)、氏名(ふりがな)、

年齢、職業、電話番号を記入

の上、〒103-8691日本橋郵便

局私書箱111号｢くらしに身近

な金融講座｣係へ 

※インターネット(　 http://www. 

　sh i ruporuto . jp )からも申し込み

できます。 

※受講者の発表は、金融広報中央委

員会から応募者全員へ、はがきで

８月末ごろに通知します。 

※詳しくは、金融広報中央委員会

｢くらしに身近な金融講座｣係

(　 03-5203-6468)へ 

 
鈴鹿地域

職業訓練センター講座
(8・9月)

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

■ワープロ中級(Word中級)
　文章の編集・応用、図形描画

機能の活用、差し込み印刷の利用、

フォームの利用など 

と　き　8月22日㈫、23日㈬(2日間) 
　9時～16時 

受講料　4,000円 
■表計算中級(Excel中級)
　Excelの活用、グラフ機能、ワー

クシートの活用、データベースの活用、

ピボットテーブル、マクロの作成 

と　き　9月4日～11日の月・水・
金曜日(全4回)　18時～21時 

受講料　4,000円 
■ガス溶接技能講習
と　き　8月29日㈫、30日㈬(2日間) 
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費700円) 
■移動式クレーン運転講習
と　き　9月6日㈬、7日㈭　9時から 

こころの
健康づくりセミナー

平成18年度
秋季スポーツ教室

講座講座・教室教室 講座・教室 

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

商業観光課　 382-9020　 382-0304 
shogyokanko@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 

○7月21日㈮〜31日㈪
『ベルディ便り』･･･各課からのお

知らせ、保健情報など 

○8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 

○8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。 

の 7 月 納 税 
固定資産税・都市計画税・・・2期
国民健康保険税・・・・・・・・・・・1期

【納期限は7月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

ジ ェ ッ ト ス キ ー の 規 制
　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。

パソコン講座

甲種防火管理再講習
講習会

くらしに身近な金融講座

鈴鹿地域
職業訓練センター講座

(8・9月)

※この他、1日実技講習を津市で行います。 

受講料　2万2,700円 
■アーク溶接特別教育講習
と　き　9月13日㈬～15日㈮

　(3日間)　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費900円) 
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/̃suzukatc)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　8月3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　｢思春期・青年期のここ
ろの健康｣～いじめ・不登校の

メンタルを中心に～今まわり

にできること 

講　師　フリージャーナリスト
北村年子さん 

定　員　70人 
申込み　7月27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　

（　382-8673　 382-7958　

　zhoken@pref .mie . jp)へ 

平成18年度
秋季スポーツ教室
県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp

　9月から始まる次の教室の参加

者を募集しています。 

○はじめてみよう水泳コース
○泳法マスターコース
○アクアビクス(朝)全6回コース
○アクアビクス(朝)全13回コース
○アクアビクス(夜)中上級コース
○アクアボクササイズ(夜)コース
○フィットネスヨガ(朝)中級コース
○ピラティス(夜)コース
申込み　7月20日㈭から8月8日㈫
までに、直接、またはファクスで、

鈴鹿スポーツガーデンへ 

※ホームページからも申込み可能です。 

※各コースの内容など詳しくは、鈴鹿スポ

ーツガーデン水泳場(　372-2250)へ 

 

　毎年夏になると海水浴場の沖で、たくさん

の方々がジェットスキーをしているのを見か

けます。中には目に余るような乗り方をしている人

や騒音をたてている人もいます。安心して海水浴が

できるように、何か規制をしてもらえないでしょうか。 

 

　ジェットスキーなどの航行については、操

縦者に対して海水浴場の区域内へ入らないよ

う四日市海上保安部から指導がされています。 

　また、「三重県モーターボート及びヨット事故防

止条例」では「遊泳中の海水浴者から二百メートル

以内の区域に入り操縦してはならない」と規定され

ていて、違反者に対して罰則も規定されていますし、

これ以外にも、陸岸に近い海域では騒音を最小

にして航行するようにとの条項などがあります

が、いずれもまだまだ周知徹底されていないの

が現状です。 

　今年の夏も、千代崎・鼓ヶ浦の両海水浴場には、

地元の方をはじめ、市内外からたくさんの海水浴

客の方がお越しになると思います。皆さんの安全

を守り、快適に過ごしていただくため、今後も関係

機関と連携しながら広報活動などを通じて、海の

事故防止と安全を呼びかけていきます。 

 

すずフェス10周年を記念して、生中継します 
ケーブルネット鈴鹿　　388-1717　 388-3939

　ケーブルネット鈴鹿では、8月5日㈯、6日㈰に開催される、踊

りの祭典｢すずフェス｣のメイン会場である弁天山公園の模様を、

生中継でお送りします。 

　今年はどんなチームが登場するか、大賞にはどのチームが輝く

のか、会場で、CNSで、鈴鹿の夏をお楽しみください。 

放 送 日 時　8月5日㈯　15時45分～21時30分、6日㈰　15時30分～21時45分 
チャンネル　CNSアナログ10ch・デジタル701ch 
※天候などの都合により、変更する場合があります。 

講座・教室 

催し物 


