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申込み　1月22日㈪から31日㈬(必着)(土・日曜日を除く8時30分～17時15分)
までに、｢試験申込書｣に3カ月以内に撮影した無背景、脱帽、上半身の写真

(縦4.5㎝×横3.5㎝)をはり、必要事項を記入の上、直接、または郵送で

〒513-8701　人事課へ 

※申込書を受付後、受験票を送付しますので、試験日当日にご持参ください。

2月7日(水)までに受験票が届かない場合は、人事課へお問い合わせください。 

※試験案内と申込用紙の請求は、直接または郵送で人事課へ請求してください。

郵送で請求する場合は、封筒の表に朱書きで希望する職種と｢試験申込書希望｣

と記入の上、返信用封筒(あて先を記入の上、90円切手をはった12㎝×23㎝

程度のもの)を必ず同封してください。 

鈴鹿市嘱託職員を募集します　　　　　　　人事課　 382-9037　 382-2219　 jinji@city.suzuka.lg.jp

【1次試験】
と　き　2月10日㈯　9時から 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　実務能力検査 
【2次試験】
　1次試験合格者に対して面接

試験を行います。試験日や会

場など詳しくは、1次試験合格

者通知の際に指定します。 

税の申告相談を行います

○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.lg.jp

と　き　1月30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 

 
就学資金貸付制度を

ご利用ください
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　高校・大学・専修学校
などに在学または進学しよう

とする子をもつ母子家庭の方 

貸付限度額(月額)
◆高等学校
　国公立：1万8,000円 

　私立：3万円 

◆高等専門学校
　国公立：2万1,000円 

　私立：3万2,000円 

◆短期大学
　国公立：4万5,000円 

　私立：5万3,000円 

◆大学
　国公立：4万5,000円 

　私立：5万4,000円 

◆専修学校
○高等課程
　国公立：1万8,000円 

　私立：3万円 

○専門課程
　国公立：4万5,000円 

　私立：5万3,000円 

○一般課程
　国公立：2万9,000円 

　私立：2万9,000円 

貸付利率　無利子 
貸付期間　在学期間中 
償還期限　卒業後6カ月を据え置
き、その後10年以内(専修学校

一般課程は5年以内) 

【貸付説明会】
と　き　2月18日㈰　11時から 
ところ　ジェフリーすずか研修室1 

鈴鹿都市計画の案が縦覧できます
都市計画課　 382-9063　 384-3938

toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

【県決定案件】
○鈴鹿都市計画区域区分の変更
　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

(市内5箇所) 

○鈴鹿都市計画道路の変更
　白子駅前広場の区域面積拡張

に伴う都市計画道路白子駅旭が

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が決定しました

お知らせお知らせ お知らせ 

事務1

事務2

スポーツ指導員 

司　書 

学芸員 

子育て 
コーディネーター 

労務(用務)

労務(調理)

7人程度 

1人程度 

1人程度 

1人程度 

3人程度 

1人程度 

6人程度 

4人程度 

地区市民センター・公民館・
学校などの事務 

勤労青少年ホームでの施設管理、事務
(週に1回程度午後9時30分までの勤務あり)

体育館での施設管理、事務、
スポーツ教室の計画指導 

図書館での司書、事務補助業務 

埋蔵文化財発掘調査、 
報告書の作成 

子育て支援業務 

地区市民センター・学校・ 
保育所などの用務、事務補助 

学校給食の調理 

簡単なパソコンの入力業務ができる方 

保育士資格のある方で、簡単なパソコンの入力業務ができる方 

教員免許(保健体育)のある方、または19年度中に取得見込み
の方。もしくは日本体育協会公認の指導者資格を有する方  

図書館司書資格のある方  

学芸員資格のある方で、3年以上の埋蔵発掘経験のある方 
※受験申込時に、所定の発掘調査経歴書と業績目録の提出が必要です。 

保育士資格のある方で、簡単なパソコンの入力業務ができる方 

普通自動車免許のある方 

調理師免許もしくは栄養士免許のある方、または
学校給食調理職場で1年以上勤務経験を有する方 
※受験申込時に所定の勤務経歴書の提出が必要です。 

○地方公務員法第16条の
欠格条項に該当しない方 
 
○外国籍の方は、永住者又
は特別永住者の在留資格
のある方 
 
○昭和24年4月2日以降
生まれの方(学芸員のみ
昭和46年4月2日以降生
まれの方)

職 種 区 分 募集人員 業 務 内 容 受 験 資 格 な ど
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鈴鹿市嘱託職員を募集します　　　　　　

対　象　市・県民税の申告は、平成19年1月1日現在で市内に住所があった方 
※平成18年度の申告状況により、申告が必要と思われる方には、1月下旬に

申告書を送付します。申告書が送付されない方でも申告が必要な場合には、

市民税課へご連絡いただくか、直接申告にお越しください。 

※申告が必要ないと思われるのに申告書が送付された方は、市民税課へご連絡

ください。 

と　き　2月16日㈮～3月15日㈭　8時30分～17時(土・日曜日を除く) 
※8時10分から番号札を配付します。 

ところ　市役所本館12階大会議室 
持ち物
◆申告書、印鑑
◆平成18年分の所得が分かるもの
○営業・農業・不動産所得がある方：収支内訳書(収入と経費の内訳が
記載されたもの。不動産所得などで固定資産税、都市計画税を必要

経費とする方は、納税通知書に同封されている課税明細をご利用く

ださい) 

○給与所得、年金所得のある方：源泉徴収票 
◆所得控除を受けるのに必要なもの
○社会保険料控除：平成18年中に支払った分の領収書・証明書、
｢国民健康保険税納付済額のお知らせ｣(国民健康保険に加入の方)、

｢国民年金控除証明書｣(国民年金保険料をお支払いの方)｢介護保険

料納付済通知書｣(介護保険1号被保険者のうち普通徴収の方) 

○生命保険料控除・損害保険料控除：平成18年中の控除証明書 
○配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除：配偶者や扶養親族の所得
が分かるもの(給与や年金の源泉徴収票など) 

○障害者控除：身体障害者手帳、療育手帳、市の認定書で平成18年12
月31日現在の障害の程度が分かるもの 

○医療費控除：平成18年中に支払った分の領収書と、保険組合などか
らの補てん金や入院給付の金額が分かるもの(医療費控除について

は、事前に金額の集計をしておいてください)

【巡回相談】
　各地区の巡回相談を次の日

程で行います。必ずご自身の

居住する地区の会場へお越し

ください。 

受付時間　9時30分～15時30分 

税の申告相談を行います　市民税課　 382-9446　 382-7604　 shiminzei@city.suzuka. lg. jp

　間もなく平成19年度市・県民税と平成18年分所得税の申告の時期

です。これらの申告は、平成19年度に納めていただく市・県民税の

額を算定するための資料となるものです。期限がせまると大変混雑

しますので、申告はできるだけ早く済ませてください。 

納税の夜間窓口を開設します

就学資金貸付制度を
ご利用ください

鈴鹿都市計画の案が縦覧できます

丘線および白子柳線の変更 

縦覧場所　都市計画課(市役所
本館9階)、県土整備部都市政

策室(県庁4階) 

【市決定案件】
○鈴鹿都市計画用途地域の変更
　区域区分の変更に伴う用途地

域の変更(市内5箇所) 

縦覧場所　都市計画課(市役所
本館9階) 

縦覧期間　いずれも、1月23日㈫
～2月6日㈫(土・日曜日を除く

8時30分～17時15分) 

※縦覧期間内に、県決定案件につい

ては県に、市決定案件については市に、

意見書を提出することができます。 

※詳しくは、都市計画課、または

県都市政策室(　 059-224-2718)へ 

 

下水道事業受益者負担金の
単位負担金額が決定しました
下水管理課　 382-9026　 384-3938

gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度単位負担金額は405

円です。 

　平成19年度に公共下水道が利

用できる区域内に土地を所有し

ている方は、受益者負担金を納

めていただくことになります。 

　負担金は、宅地・農地・駐車

場など利用状況に関係なく、す

べての土地が対象になります。

負担金の額は、1㎡当たりの額(単

位負担金額)に土地の面積を乗じ

た額(【例】200㎡の土地が対象

となる場合、405円×200㎡＝8万

1,000円)になります。対象者には、

4月上旬に受益者負担金賦課対象

土地通知書を送付します。 

月  日  

2月５日(月) 

2月７日(水) 

2月９日(金) 

2月13日(火) 

2月16日(金) 

2月19日(月) 

2月20日(火) 

2月21日(水) 

2月22日(木) 

2月23日(金) 

2月26日(月) 

2月27日(火) 

2月28日(水) 

3月１日(木) 

3月２日(金) 

3月６日(火) 

3月７日(水) 

3月８日(木) 

3月９日(金) 

3月12日(月) 

3月13日(火) 

3月14日(水)

会 　 　 場

椿 公 民 館  

天 名 公 民 館  

箕 田 公 民 館  

庄 野 公 民 館  

深 伊 沢 公 民 館  

井 田 川 公 民 館  

飯 野 公 民 館  

庄 内 公 民 館  

加 佐 登 公 民 館  

石 薬 師 公 民 館  

玉 垣 公 民 館  

栄 公 民 館  

若 松 公 民 館  

久 間 田 公 民 館  

白子地区市民センター 

一ノ宮地区市民センター 

合 川 公 民 館  

稲 生 公 民 館  

鈴 峰 公 民 館  

国 府 公 民 館  

牧田コミュニティセンター 

河 曲 公 民 館  

お知らせ 
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放課後児童クラブの指導員を急募します　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　放課後児童クラブは、

小学校に就学しているお

おむね10歳までの保護者

が仕事などにより昼間家

庭にいない児童を対象に、

授業の終了後から18時

ごろまで、保護者に代わ

って児童をお預かりする

場です。 

　現在、次の児童クラブ

では指導員不足のため、

子ども好きの指導員を急

募しています。ご希望の

方は、直接施設へお問い

合わせください。 

名　　　　　　 称 

神戸小学校区かんたろう学童保育所 

桜島学童保育　ももたろう 

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 

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 

高岡法輪児童館 

長沢保育会　元気っ子クラブ 

法輪児童館 

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 

竹野の森放課後児童クラブ　竹野の森こども園 

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒっ子 

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 

河曲小学校区放課後児童クラブ　かわたろう 

住　　　所 

神戸八丁目9-15 

桜島町三丁目10-1 

北江島町43-8 

阿古曽町25-6 

住吉一丁目4-29 

高岡町字塚原1843-7 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

山本町768 

庄野東三丁目13-3 

竹野町305-2 

白子町字ハサマ2006-1 

高岡町2665-2 

十宮町719-2

電話番号 

383－1519 

387－0371 

368－1223 

367－3367 

367－1711 

349－1100 

371－0151 

385－0190 

371－2300 

379－0811 

384－3215 

386－2338 

380－5519 

383－1519

 

 

○お知らせ

都市計画の提案で
住みよいまちづくりを

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

　平成14年度の都市計画法の改

正により、都市計画の提案制度

ができました。この制度は、今

までは行政が主体的に行ってき

たまちづくりを、土地の所有者

やまちづくりNPO法人などが市

に提案することができるものです。 

　皆さんの住みやすいまちづく

りを進めるためにご活用ください。 

　制度の概要や提案方法につい

て詳しくは、都市計画課へお問

い合わせください。 

※市ホームページ(トップ→生活ガイド

→生活便利帳→その他→都市計画

提案制度)でもご覧いただけます。 

 
中小企業者向け融資制度
利子の一部と保証料を

補給します
商業観光課　 382-9016　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　市では市内に営業所、または

事業所を置き、次の融資制度を利

用している方に対して、前年までに

支払った借入金利子の一部と保

証料を補給しています。該当す

る方は、申請期間内に所定の手

続きをしてください。 

対　象　下記融資制度を利用し
ている市内の中小企業者で、

返済を滞りなく行い、市税を

滞納していない方 

補給対象資金・補給額
○三重県小規模事業資金(設備資金)
保証料全額、支払利子の一部

(7年以内) 

○三重県小規模事業資金(運転資金)
保証料全額 

○国民生活金融公庫マル経融資(設備資金)
支払利子の一部(7年以内) 

○国民生活金融公庫生活衛生改善貸付
支払利子の一部(7年以内) 

※(　)内は補給期間 

申込み　2月5日㈪から3月5日㈪

(土・日曜日、祝日を除く8時30分

～17時15分)までに商業観光課へ 

 
年度末・年度始めの

市民課窓口は混雑します
ご理解とご協力を

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　年度末、年度始めの市民課各

窓口は処理件数が多く、非常に混

み合いかなりの時間お待ちいただ

く場合があります。皆さんにご迷

惑をおかけしますが、時間に余裕

を持ってお越しください｡　 

　なお、証明書の交付、届出の

受付は、地区市民センターでも

可能ですのでご利用ください。 

 
償却資産の申告は忘れずに

資産税課　 382-9007　 382-7604
shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　償却資産申告書の提出期限が

近づいています。まだ申告を済まし

ていない方は、1月31日㈬までに、

資産税課へ提出してください。 

 
1月26日は

｢文化財防火デー｣です
予防課　 382-9160　 383-1447

yobo@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　昭和24年1月26日は、法隆寺金

堂壁画が焼失した日であり、昭

和30年にこの日を文化財防火デ

ーと定め今年で53年目を迎えます。 

　文化財を火災、震災、その他

災害から守るため、毎年消防訓

練や査察などの運動を行ってい

ます。文化財関係者はもとより

市民一人ひとりの文化財愛護心

の高揚を図りましょう。 

鈴鹿市観光振興基本計画
懇話会を開きます

観光振興基本計画に関する
意見を募集します

シートベルトの着用状況を
お知らせします

司法書士無料相談会を
行います

パパ's絵本プロジェクト伊那
絵本ライヴin鈴鹿

SUZUKA産学官交流会
新春オープン例会

市指定文化財建造物河野家住宅（旧小林家住宅）市指定文化財建造物河野家住宅（旧小林家住宅）

お知らせお知らせ お知らせ 催し物 
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放課後児童クラブの指導員を急募します　

 

本 　 市  

三 重 県  

全 　 国  

運転席  

8 6 . 3％  

9 1 . 5％  

9 3 . 8％  

助手席  

8 2 . 3％  

8 5 . 7％  

8 3 . 4％  

都市計画の提案で
住みよいまちづくりを

中小企業者向け融資制度
利子の一部と保証料を

補給します

年度末・年度始めの
市民課窓口は混雑します

ご理解とご協力を

償却資産の申告は忘れずに

1月26日は
｢文化財防火デー｣です

鈴鹿市観光振興基本計画
懇話会を開きます

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

と　き　2月2日㈮　15時～17時 
ところ　市役所本館12階1201会議室 
※会議開始30分前から傍聴を受け

付けます。 

 
観光振興基本計画に関する

意見を募集します
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　市では、現在｢鈴鹿市観光振興

基本計画｣を策定しています。この

計画の原案についてのご意見を市

民の皆さんから募集します。 

　原案は、市のホームページ、

または各地区市民センター、商

業観光課でご覧いただけます。 

募集期間　2月15日㈭～28日㈬ 
 
シートベルトの着用状況を

お知らせします
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

○平均着用率は全国平均を下回る
　昨年中に、鈴鹿市交通安全都

市推進協議会が、本市のシートベ

ルト着用状況の調査を国道・県道・

市道において、延べ6回実施しまし

たが、その平均着用率は全国平均

を下回る結果でした。 

　調査の時間・場所などで他との

比較は困難で一概には言えませんが、

人口10万人あたりの死者数がワー

スト上位にいる本市の交通事情を

考えると、シートベルトの着用を徹

底していくことが、重大交通事故の

抑止につながると言っても言い過ぎ

ではありません。 

◆シートベルト着用率(一般道)
 

 

 

 

※全国、三重県については、平成

18年10月1日から10月10日まで、

警察庁と社団法人日本自動車連盟

(JAF)が合同による全国調査を実施。 

○シートベルト着用で生存率アップ
　平成18年1月から同年11月末ま

でに、県下で自動車乗車中に交通

事故で亡くなられた方は67人でし

たが、そのうち37人(55.2％)の方が

シートベルト非着用でした。非着用

者37人中23人は、着用していれば

助かったと考えられています。 

○自分自身を守るシートベルト
　｢うっかり忘れた｣｢面倒くさ

い｣｢近くだから｣などの理由でシ

ートベルトをしていない方が多

いようですが、自分が気を付け

ていても、相手からぶつけられ

る場合もあり、運転距離の長短

にかかわらず事故の危険性があ

ります。交通事故に遭ったときに、

自分自身を守る手段としてでき

ることはやっておくのが得策です。 

　車に乗ったら、運転する人は

もちろん、助手席や後部座席に

乗る人も、まずシートベルトを

正しく着

用するこ

とを習慣

づけまし

ょう。 

 
司法書士無料相談会を

行います
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　三重県司法書士会鈴亀支部では、

無料相談会を開きます。 

と　き　2月10日㈯　10時～15時 
ところ　労働福祉会館3階中会議
室(神戸地子町388) 

内　容　登記、法人登記、簡易
裁判所の訴訟・民事調停手続、

金銭貸借、裁判所への提出書

類作成、自己破産等、成年後見、

告訴状作成など 

※受付順で対応させていただきます。

予約制ではありません。 

※詳しくは、三重県司法書士会鈴亀

支部長　松林洋史(　059-369-

2255) へ 

※2月1日(木)～28日(水)の間は各司

法書士事務所でも、｢相続登記に

関する相談｣には無料で応じています。 

 

 

○催し物

 
パパ's絵本プロジェクト伊那

絵本ライヴin鈴鹿
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育て支援総合コーディネー

ターは、お父さんの子育て参加

を応援します。絵本を通して、

お父さんと子どもたちのホット

なコミュニケーションをもって

みませんか。お父さんもご一緒に、

ぜひご家族でお越しください。 

対　象　市内在住で１歳から
就学前までの子とその保護者 

と　き　3月4日㈰　13時30分～

14時30分 

ところ　子育て支援センター(りん
りん)プレイルーム 

内　容　パパ’sメンバーによる
絵本おはなし会と歌あそび 

定　員　80人(応募者多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　1月22日㈪～2月16日㈮

( 必着 )までに、直接、または

はがきに、郵便番号、住所、氏名

(参加される方全員)、電話番号、

お子さんの年齢を記入の上、〒513-

8701　子育て支援課　子育て

支援総合コーディネーターへ 

※抽選結果は郵送でお知らせします。 

※今回は対象が１歳からですので、

託児はありません。 

 
SUZUKA産学官交流会

新春オープン例会
産業政策課　 382-9045　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月16日㈮　14時～16時 
ところ　鈴鹿商工会議所 
テーマ　宇宙のからくりに学ぶ 
　－豊かな未来を生きるために－ 

講　師　鈴鹿短期大学学長 
　佐治晴夫さん 

定　員　200人 
参加料　無料 
※詳しくは、鈴鹿商工会議所(　 382-

3222)へ 

市指定文化財建造物河野家住宅（旧小林家住宅）

お知らせ 催し物催し物 催し物 
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カ ー ブ ミ ラ ー の 設 置

 

 

○催し物

 
すてきな年賀状展

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

と　き　1月19日㈮～25日㈭ 
※22日(月)は休館です。 

ところ　図書館1階ロビー 
内　容　市民の皆さんや著名人
からお借りしたすてきな年賀状、

公 民 館 の

講 座 で 作

ら れ た 力

作 を 展 示

しています。 

 
鈴鹿市内障害児学級連合作品展

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月2日㈮　9時～17時、
3日㈯　9時～15時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
 

第4回にしひの展
県立西日野養護学校

　 322-2558　  322-2559

　西日野養護学校での教育を広く

アピールすることで、児童生徒に

対する理解を深めていただき、自

立と社会参加に向けての共生をめ

ざす啓発活動とともに、児童生徒

が自らの作品を公に発表することで、

自信につながるきっかけにするた

めに行います。 

　特別支援教育に対する関心も

高まってきている中での開催です。

多くの方のご来場をお待ちして

います。 

と　き　2月1日㈭～18日㈰
　9時～21時 

ところ　日永カヨーショッピング
センター2階南リサイクルショップ

前(四日市市) 

内　容　県立西日野養護学校小
学部・中学部・高等部の児童

生徒が制作した絵画・立体な

どの造形作品や作業学習で制

作した作品などを展示 

 

 

○講座・教室

 
ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座

受講生を募集します
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　ファミリー・サポート・センターは、

子育てを助けてほしい人(依頼会員)

の要望に応じて、子育てのお手伝

いができる人(提供会員)を紹介し、

相互の信頼と了解の上、一時的に

お子さんを預かる会員組織(有償ボ

ランティア)です。今回、臨時的にお

子さんを預かったり、学校・保育所・

幼稚園などの送り迎えをする提供会

員になっていただくための養成講座

を行います。受講していただいた方は、

提供会員として登録していただきます。 

　ファミリー･サポート・センターの運

営業務は、特定非営利活動法人こ

どもサポート鈴鹿へ委託しています。 

対　象　市内在住の方で受講可
能な方(資格・年齢は問いません) 

とき・内容
○2月15日㈭
　9時30分～12時30分　救急法 

　13時15分～15時　子どもの遊び 

○2月25日㈰
　10時～12時　子どもによくある病気 

　13時～15時　子どもの発達 

ところ　ジェフリーすずか(ホール) 
講　師　医師・保育士・保健師など 
定　員　50人　　 
受講料　無料 
※託児あり(要予約、2歳以上) 

※申込み・問い合わせなど詳しくは、

鈴鹿市ファミリー・サポート・センター

(　・　381-1171)へ 

 

パソコン講座
市政情報課　 382-9003　 382-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

主催・申込み・問合せ　1月29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
　2月7日㈬と8日㈭  

　2月14日㈬と15日㈭  

○基礎2
　2月9日㈮と10日㈯ 

　2月24日㈯と25日㈰  

○ワード基礎
　2月3日㈯と4日㈰  

○エクセル基礎
　2月21日㈬と22日㈭ 

○エクセル応用
　2月17日(土)と18日㈰  

午後の部：13時30分から
○基礎1
　2月24日㈯と25日㈰  

○基礎2
　2月17日㈯と18日㈰  

○ワード基礎
　2月14日㈬と15日㈭  

　2月21日㈬と22日㈭  

○ワード応用
　2月7日㈬と8日㈭  

○エクセル基礎
　2月3日㈯と4日㈰  

　2月9日㈮と10日㈯ 

ところ　図書館2階会議室  
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) 

 
甲種新規・乙種防火管理者

資格取得講習会
予防課　 382-9160　 383-1447

yobo@city.suzuka.lg.jp

　劇場、集会所、店舗、旅館、

工場、その他事業所などで多く

の人が勤務し、または出入りす

る建物には、防火管理者をおか

なければなりません。 

　この資格を取得しようとする

方のために、防火管理者資格取

得講習会を行います。 

と　き

鈴鹿地域職業訓練センター講座

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.lg.jp/mail/iken/index.html

道路保全課　 382-8421　 382-7612
dorohozen@city.suzuka.lg.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 

○1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 

○2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 

○2月11日(日・祝)〜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 1 月 納 税 

市・県民税・・・・・・・・・・・・4期
国民健康保険税・・・・・・・・7期
【納期限は1月31日㈬です】
※納税は、便利な口座振替で 

◆4月からフォークリフト技能
講習の受付方法を変更します
　4月は平日コース2コース、

土・日曜日コース1コースの

計3コースで99人を受付します。

受付は3月1日㈭から上記3コース

を同時受付します。 

カ ー ブ ミ ラ ー の 設 置
　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。 

市内には見通しの悪い交差点がたくさんあり、

自動車を運転しているとき、出会い頭に衝突

しそうになることがあります。カーブミラーを設置

してもらうためには、どうしたらよいのですか。また、

カーブミラーの設置には何か基準があるのですか。 

 

　市では｢道路反射鏡設置指針｣に基づいて、

自動車を運転している方が、道路から道路へ

出るときの安全確認をスムーズに行うために、見通

しの悪い交差点や屈折部で交通量の多い道路を優先

して道路反射鏡(カーブミラー)を設置しています。 

　その設置については、付近に住んでいる方々に迷

惑をかけることも考えられますので、周辺地権者の

方の同意書を添付した｢交通安全施設要望書｣を

地元自治会からいただいています。その後、現

地を調査して設置の可否を判断します。 

　しかし、道路反射鏡はあくまでも目視で確認

を行うための補助的な施設ですので、見通し距

離が不足している箇所が設置の対象になります。 

　なお、個人住宅、アパート、マンション、会

社などの出入口や、行止まりの私有道路などへ

の設置は、それぞれの管理者や所有者の方に設

置していただくこととなります。 

 

すてきな年賀状展

鈴鹿市内障害児学級連合作品展

第4回にしひの展

ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座

受講生を募集します

パソコン講座

甲種新規・乙種防火管理者
資格取得講習会

○甲種　3月1日㈭、2日㈮ 
　9時～16時30分 

○乙種　3月1日㈭
　9時～16時30分 

ところ　三重県消防学校(石薬師
町452) 

定　員　甲種新規、乙種合わせて
100人(定員になり次第締め切り) 

受講料　4,000円(テキスト代) 
申込み　2月5日㈪から16日㈮

(土・日曜日、祝日を除く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でも可1枚)

をはり、消防本部予防課へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

◆プレゼンテーション初級
　(Power Point初級)
　言葉だけの説明だけでなく視

覚的に表現する資料を作成します。 

と　き　2月27日㈫、28日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆JW-Cad入門
　JW-Cadの基本的な作図操作を

習得します。 

対　象　JW-Cadをこれから始

める方 

と　き　3月5日㈪から16日㈮ま

での月・水・金曜日(全6回)　

18時～21時 

受講料　6,000円(別途教材費とし
て3,300円必要) 

◆デジカメの活用
　デジタルカメラの撮影、画像

データをパソコンに取り込み、

画像データの修正と活用 

と　き　3月19日㈪、20日㈫
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆玉掛技能講習
　労働安全衛生法｢玉掛技能講習

修了証｣取得講座。この資格のな

い方は、｢玉掛け｣の業務に従事

できません 

と　き　3月12日㈪～15日㈭
　9時～16時50分 

受講料　1万円(別途教材費として
1,700円必要) 

◆フォークリフト技能講習
　フォークリフトの運転に関する

学科と実技 

と　き　3月7日㈬～10日㈯
　8時～17時30分 

受講料　2万1,400円 
申込み　フォークリフト技能講
習は2月7日㈬ 8時30分から、

その他の講座は申込みを受け

付けています。詳しくは、鈴鹿

地域職業訓練センター(　387-

1900　 http://www.mecha.ne. 

　jp/̃suzukatc)へ 講座・教室 催し物 


