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鈴 鹿 ナ ン バ ー へ の 交 換

 

○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　11月29日㈬、30日㈭　

20時まで 

ところ　納税課 
※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 

 
ネズミ駆除剤を無料でお渡しします
環境政策課　 382-9014　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月21日㈫～12月22日㈮
(土・日曜日、祝日を除く) 

ところ　環境政策課、地区市民センター 
 

人権擁護委員にご相談を
人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku @city.suzuka.mie.jp

　12月4日㈪からは人権週間です。

近所や家庭内のもめごと、いじめや

体罰、セクハラなどでお悩みの方は、

人権擁護委員、相談所へご相談く

ださい。相談無料で秘密は守られます。 

【特設人権相談】
と　き　12月4日㈪　10時～15時 
ところ　鈴鹿ハンター 
 
鈴鹿市国民保護フォーラムを行います
防災安全課　 382-9968　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka..mie..jp

　市では、武力攻撃や大規模テロなど

の有事から市民の生命・身体・財産を

保護するために｢鈴鹿市国民保護計画｣

を作成しています。このフォーラムは、

国民保護のしくみや計画の内容について、

市民の皆さんにお伝えし、ご意見をいた

だく場です。ぜひご参加ください。 

と　き　12月3日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　市役所本館12階大会議室 
※南玄関からお越しください。 

内　容 
○講演｢国民保護のしくみと地域住民｣
　(三重中京大学　現代法経学部 

　教授　浜谷英博さん) 

○三重県国民保護計画の説明
　(県危機管理総務室) 

○鈴鹿市国民保護計画素案の説明
　(市防災安全課) 

 
三重県交通災害共済へのご加入を

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　11月21日㈫から平成19年の三重県

交通災害共済への加入手続きが始ま

ります。昨年同様、自治会を通じての

加入はできません。加入希望の方は、

折り込みの加入申込書に必要事項を

ご自分で記入の上、市内の金融機関、

防災安全課、地区市民センターへ共

済掛金と共にご提出ください。 

※加入申込書は、防災安全課、地区市民セ

ンター、市内金融機関にも備えてあります。 

※詳しくは、加入申込書の説明・記入

例をご覧ください。 

 
ナショナル製FF式石油暖房機

を探しています
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　ナショナル製FF式石油暖房機

(1985～1992年製)は、死亡事故を

含め重大な事故が報告され、消費

生活用製品安全法第82条の規定に

より、回収と点検修理などの措置が

とられています。暖房器具を使う機

会が増えるシーズンを迎えますので、

暖房器具の確認をお願いします。 

※対象製品や品番など詳しくは、松下

電器産業株式会社FF市場対策本部 

　(　 0120-872-773 (土・日曜日、祝日

を含む24時間)　 0120-870-779)へ 

 
個人情報保護法に関する

説明会と講演会を行います
市政情報課　 382-8659　 382-2214

shisejoho@city.suzuka.mie.jp

　平成17年4月、個人情報保護法

などの全面施行により、個人情報

保護に関する社会の意識が高まる

とともに、事業者の方々の取り組み

も進んでいますが、依然として個人

情報漏えい事案が発生しています。 

　また、法律に対する誤解などにより、

必要な個人情報の提供がされなか

ったり、各種名簿の作成が中止され

たりするなど、過剰反応ともいえる

状況も一部に見られますので、この

機会に、個人情報保護への理解を

深めていただきたいと思います。 

と　き　12月19日㈫ 
一般向け説明会　10時30分～12時30分 
事業者向け講演会　14時～16時 
ところ　県総合文化センター内男女
共同参画センター多目的ホール 

内　容　 
○一般向け説明会(国民生活センター

担当者ほか)
　法制度及び法律に関する最近

の状況、個人情報に関する苦情

相談を踏まえたアドバイス 

○事業者向け講演会(名古屋銀行担当者ほか)
　個人情報保護に関する取組のポイ

ント、個人情報保護に関する取組事例 

申込み　12月13日㈬までに、所定の
申込票で、県生活部情報公開室

(　059-224-2071　059-224-

3039　 seijoho@pref.mie.jp)へ 

※申込票は、県ホームページ(　http :  

　//www.pref .mie . jp/KOUKAI/ 

　index.htm)から入手いただけます。 

※詳しくは、県生活部情報公開室へ 

 

○催し物

 
講演会｢石でできた

縄文人のマツリの道具｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

　特別展関連の講演会を行います。 

と　き　12月3日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　雲雀丘学園教諭　大下明さん 
 

○講座・教室

 
パソコン講座

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

主催・申込み・問合せ　11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 

パソコン講座2006

市民公開講座
摂食・嚥下リハビリテーション

後期ヨガ教室

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 
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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

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.mie.jp

　10時15分、13時15分（土曜日は
12時30分）、17時15分、20時15分、
23時15分からの各15分 
○11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 

○12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 

○12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 11月 納 税 
国民健康保険税・・・・・・・5期

【納期限は11月30日㈭です】
※納税は、便利な口座振替で 

鈴 鹿 ナ ン バ ー へ の 交 換
　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。

納税の夜間窓口を開設します

ネズミ駆除剤を無料でお渡しします

人権擁護委員にご相談を

鈴鹿市国民保護フォーラムを行います

三重県交通災害共済へのご加入を

ナショナル製FF式石油暖房機
を探しています

個人情報保護法に関する
説明会と講演会を行います

講演会｢石でできた
縄文人のマツリの道具｣

パソコン講座

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　12月5日㈫と6日㈬、

12月16日㈯と17日㈰ 

○基礎2　12月7日㈭と8日㈮、

12月14日㈭と15日㈮ 

○ワード基礎　12月2日㈯と3日㈰ 
○ワード応用　12月9日㈯と10日㈰
○エクセル基礎　12月12日㈫と13日㈬ 

午後の部：13時30分から
○基礎1　12月14日㈭と15日㈮ 
○ワード基礎　12月12日㈫と13日㈬ 
○ワード応用　12月16日㈯と17日㈰ 
○ワードで年賀状　12月2日㈯と3日㈰、
12月7日㈭と8日㈮ 

○エクセル基礎　12月5日㈫と6日㈬ 
○エクセル応用　12月9日㈯と10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、ワード

で年賀状は500円が別途必要) 

 
パソコン講座2006

鈴鹿青少年センター　 378-9811　 378-9809

と　き　12月11日㈪から 
ところ　鈴鹿青少年センター 

内　容　入門、ワード・エクセル基礎、
年賀状作成、電子メール、名刺

作成、ブログ(中国語・英会話)など

の12コースから好きな講座を受講 

定　員　各10人(応募多数は抽選) 
参加料　有料(詳細はお問い合わ
せください) 

申込み　12月2日㈯までに、センタ
ー所定の用紙に必要事項を記

入の上、鈴鹿青少年センターへ 

※詳しくは、鈴鹿青少年センターへ 

 

市民公開講座
摂食・嚥下リハビリテーション
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月2日㈯　15時30分～
16時30分 

ところ　文化会館けやきホール 
講　師　藤田保健衛生大学医学
部リハビリテーション医学講座　

教授　才藤栄一先生 

受講料　無料 
※詳しくは、鈴鹿中央総合病院栄養

管理科　田島(　 384-1029)へ 

 

後期ヨガ教室
市立体育館　 387-6006　 387-6008

と　き　12月5日㈫から3月13日㈫
までの火曜日10時～11時30分

(月2回、全8回) 

ところ　市立体育館大2会議室 
定　員　25人(先着順) 
参加料　3,000円(スポーツ保険含む) 
申込み　11月22日㈬～12月1日㈮
までに、参加料を添えて、直接、

市立体育館へ 

※定員に満たない場合は、継続して

受け付けを行います。 

 
おわびと訂正 

　11月5日号7ページ、日本語教室の鈴鹿

日本語会AIUEOの電話番号に誤りが

ありましたので、おわびして訂正します。 

(誤)　 383-5266　(正)　 388-5266

 

　10月10日から鈴鹿ナンバーが導入され、とても

喜んでいます。現在使用中の自動車を鈴鹿ナン

バーに交換するには、どうしたらよいのですか。 

 

　鈴鹿ナンバー導入は、｢鈴鹿｣の知名度向上につな

がり、観光振興や地域振興などの効果が期待できます。 

　鈴鹿ナンバーは、鈴鹿市・亀山市内で、新規に登録される

自動車や移転登録・変更登録によりナンバー変更される自動

車すべてに、順次、交付されます。また、現在使用中の自動車

も希望する場合は鈴鹿ナンバーへの交換が可能です。普通

車(大型除く)・軽自動車のナンバー交換手続きを自分で行う

場合の費用は1,480円、希望番号を申し込んだ場合は4,140円

です。希望番号はインターネットでも申し込みが可能です。

(　 https://www.kibou-number.jp/kibou/index.html) 

　申請先は、普通車などは三重運輸支局、軽自動車

は軽自動車検査協会三重事務所です。また、鈴鹿市

自家用自動車協会では相談・代行業務を行っています。  

え ん 　 げ

○三重運輸支局登録部門
　(津市雲出長常町字六ノ割1190-9　 050-5540-2055) 

○軽自動車検査協会三重事務所
　(津市雲出長常町字六ノ割1190-10　 059-238-2025) 

○(社)三重県自動車整備振興会希望番号予約センター
　(津市雲出長常町字六ノ割1190-1　 059-234-7519) 

○鈴鹿市自家用自動車協会
　(矢橋一丁目21-23　 382-1075)

問

合

せ
講座・教室 

催し物 

お知らせ 


