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軽自動車などの廃車・名義変更をお忘れなく

 

 

○お知らせ

 
市議会を

テレビ中継します
議会事務局　 382-7600　 382-4876

giji@city.suzuka.lg.jp

　3月定例会での一般質問をケー

ブルネット鈴鹿(アナログ20cｈ・

デジタル702cｈ)で生放送します。 

と　き　3月7日㈬～9日㈮　10時
から当日の会議終了まで 

※本会議、常任委員会、議会運営委

員会および特別委員会は傍聴でき

ます。日程は、市役所、地区市民

センターの掲示板と市議会のホー

ムページに掲載します。ただし、

日時が変更になる場合があります

ので、傍聴する場合は事前に議会

事務局へご確認ください。 

 
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　 382-7608

shimin@city.suzuka.lg.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

写しの交付、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や他市区

町村との連携が必要なため、また、

住民基本台帳カードの交付は県と

の連携が必要なため行いませんの

でご注意ください。 

○保険年金課　国民健康保険・
国民年金の手続き・老人保健・

福祉医療費助成の手続き 

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

スペイン語・英語対応
嘱託職員採用試験を行います
㈶鈴鹿国際交流協会　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　スペイン語と英語対応の嘱託

職員を募集します。 

と　き　3月18日㈰　9時から 
ところ　㈶鈴鹿国際交流協会事務局 
申込み　3月9日㈮までに、電話

または電子メールで㈶鈴際国

際交流協会へ 

 
考古博物館嘱託職員を

募集します
考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

業務内容　埋蔵文化財の発掘 
受験資格　昭和24年4月2日以降
生まれの方で、大学を卒業し、

学芸員資格を取得している、発

掘調査の知識・経験がある方 

申込み　3月2日㈮まで 
試験日　3月4日㈰ 
試験内容　書類選考、面接 
※詳しくは、考古博物館へ 

 
｢ふれあい農園｣の利用者を

募集します
農林水産課　 382-9017　 382-7610

norin@city.suzuka.lg.jp

　｢ふれあい農園｣は小区画の農

園で、ガーデニング感覚で四季の

花や野菜を育てて土に親しむこと

ができます。下記の農園で利用者

を募集していますので、利用希望

者は開園者へお問い合わせください。 

○亀井農園
　ところ　伊船町3050-1ほか 
　面　積　約80㎡(約4m×約20m) 
　区画数　10区画(先着順） 
　利用料金　1区画1年間で3,000円 
　開園者　亀井邦秋(伊船町1026-1 
　　　371-0114) 

○川北農園
　ところ　石薬師町3775 
　面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
　区画数　15区画(先着順） 
　利用料金　1区画1年間で3,000円 
　開園者　川北清司(石薬師町 
　　2980-1　　374-1529) 

○杉野農園
　ところ　秋永町965-6ほか 
　面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
　区画数　5区画(先着順） 
　利用料金　1区画1年間で3,000円 
　開園者　杉野隆文(東磯山二丁目
　25-25　　090-1375-7320) 

○美濃部農園
　ところ　庄野共進一丁目3517-5 
　面　積　約20㎡(約5m×約4m) 
　区画数　11区画(先着順） 
　利用料金　1区画1年間で2,000円 
　開園者　美濃部信子(庄野町20-20 
　　　378-3001) 

 
第3回鈴鹿市国民保護協議会

を傍聴できます
防災安全課　 382-9968　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　本市では、台風や地震などの自

然災害だけでなく、武力攻撃や大

規模テロなどの有事にも的確に対

応し、市民の皆さんの生命や身体、

財産を保護するため、鈴鹿市国民

保護協議会に諮って｢鈴鹿市国民

保護計画｣を作成しています。次の

とおり、第3回鈴鹿市国民保護協

議会を開催しますので、傍聴を希

望する方はご来場ください。 

と　き　2月27日㈫　10時～11時
30分（終了時間は予定） 

ところ　市役所本館5階災害対策
本部室 

内　容　鈴鹿市国民保護計画(案)
について、審議ほか 

定　員　10人 
申込み　会議開始30分前から10
分前まで、会場で受け付けます。

定員を超えた場合は抽選で決

定します。 

 
ごみ収集カレンダー、家庭ごみ
の分け方・出し方、有害ごみ
の専用収集袋を配布します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度版ごみ収集カレンダー、

家庭ごみの分け方・出し方、有害

ごみの専用収集袋を広報すずか3

月5日号に合わせて配布します。 

鈴鹿市嘱託職員(養護)を募集します

臨時職員の登録者を募集します

就学援助制度のご利用を

｢食の安全・安心アドバイザー
養成講座｣の参加者を募集します

市税の口座振替手続はお早めに

納税の夜間窓口を開設します

市立体育館のトレーニング室
の利用を中止します

お知らせお知らせ お知らせ 
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軽自動車などの廃車・名義変更をお忘れなく　市民税課　 382-9006　 382-7604　 shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　オートバイや軽自動車などの軽自動車税は、

毎年4月1日現在の所有者か使用者に課税されます。 

　今年も課税の時期が近づいてきました。車両

を処分したときは廃車の手続きが、また、譲渡した

ときは名義変更の手続きが必要です。手続きをし

ないと、いつまでも課税されます。 

　3月になると、窓口が大変混み合います。まだ手続

きをしていない方はお早めに済ませてください。 

　また、車両によって手続きに必要なものや機関

が異なりますので、電話でご確認の上、次の

窓口にお越しください。 

①125cc以下の原付自転車・小型特殊自動車(農耕車を含む）
⇒市民税課（　 382-9006） 

②125ccを超え250cc以下の軽二輪車
⇒三重県軽自動車協会(津市雲出長常町　　 059-234-8611） 

③軽四輪車
⇒軽自動車検査協会三重事務所(津市雲出長常町　　 059-234-8431） 

④250ccを超える小型二輪車
⇒中部運輸局三重運輸支局(津市雲出長常町　　 050-5540-2055） 

※②③④については、鈴鹿市自家用自動車協会(矢橋一丁目21-23 

　　382-1075)で手続きを代行しています。 

市議会を
テレビ中継します

3月と4月の木曜日は
一部窓口を19時まで

延長します

スペイン語・英語対応
嘱託職員採用試験を行います

考古博物館嘱託職員を
募集します

｢ふれあい農園｣の利用者を
募集します

第3回鈴鹿市国民保護協議会
を傍聴できます

ごみ収集カレンダー、家庭ごみ
の分け方・出し方、有害ごみ
の専用収集袋を配布します

　ごみ収集カレンダー、家庭ごみ

の分け方･出し方を紛失された場

合は、3月5日㈪以降に、廃棄物対

策課または地区市民センターでお

渡しできます。また、有害ごみの専

用収集袋については、廃棄物対策

課へお問い合わせください。 

 
鈴鹿市嘱託職員(養護)を募集します
学校教育課　 382-7618　 382-9054

gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

職　種　養護 
募集人員　1人程度 
業務内容　学校教育課での学校保
健に関する事務 

受験資格　 
○養護教諭免許があり、簡単なパ

ソコンの入力業務ができる方 

○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、永住者または特

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 

試験日時　平成19年3月10日㈯　9時から 
ところ　市総合保健センター 
試験内容　面接試験、作文 
※申込手続きなど、詳しくは、学校教育課へ 

 
臨時職員の登録者を募集します

人事課　 382-9037　 382-2219
jinji@city.suzuka.lg.jp

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　一般的な事務補助を行う臨時職員

として登録していただける方を随時募

集しています。ご希望の方は、写真添付

の履歴書を持参して、人事課(市役所

本館5階)へお越しください。登録者の

中から、必要に応じて勤務条件、経験

などを考慮して雇用させていただきます。 

　また、学校給食調理員および介

助員の臨時職員、公立幼稚園の臨

時講師も随時募集しています。詳

しくは学校教育課へ 

 
就学援助制度のご利用を

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　お子さんを小・中学校へ通学さ

せる上で、経済的にお困りの保護

者の方に対し、学用品費・学校給

食費などを援助しています。 

　援助を希望される方は、各小・

中学校に備え付けの申請用紙に必

要事項を記入し、所得が分かる証

明書(源泉徴収票など)を添付の上、

小・中学校へ提出してください。 

※援助を受けていただくにあたり、

一定額の所得基準を設けています。 

 
｢食の安全・安心アドバイザー

養成講座｣の参加者を募集します
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

対　象　食の安全・安心に関心の高
い方、食生活改善や消費生活など

に関する活動をする団体の方など 

と　き　3月7日㈬　10時～15時30分 
ところ　県鈴鹿庁舎4階46会議室
(西条五丁目117) 

内　容　食品の表示についての
講義、意見交換 

定　員　60人 
参加料　無料 

申込み　2月28日㈬までに、電話
で鈴鹿保健福祉事務所健康増

進課(　 382-8672)へ 

※各自、昼食をご準備ください。 

 
市税の口座振替手続はお早めに

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

　市税の口座振替開始までに約1カ

月かかります。口座振替を希望される

場合はお早めに手続きをしてください。 

持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書 

申込み　納税課、金融機関など
の窓口へ 

 
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　2月27日㈫、28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、
口座振替の手続きなど 

 
市立体育館のトレーニング室

の利用を中止します
市立体育館　 387-6006　 387-6008

　Ｖリーグ女子バレーボール大会

のため、3月18日㈰のトレーニング

室の利用を終日(午前～夜間)中止

します。また、テニスコートを利用

される方は、クラブハウスで受

け付けをさせていただきますの

でご了承ください。 

お知らせ 
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○お知らせ

 
玄関灯や門灯の夜間点灯に

ご協力を
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　昨年の全国の刑法犯は約226万件

(1日あたり6,217件)で、三重県では

1日に94件、本市では1日12件の割

合で犯罪が発生しています。犯

罪件数は平成14年までは7年連続

で増加していましたが、平成15

年以降は減少傾向にあります。 

　現在、市内では公衆街路灯や

ミニスーパー防犯灯が約2万

3,000灯設置されています。また、

市内で約60団体が自主防犯活動

を実施しており、その中でも10

団体については、青色回転灯を

装備した車両による自主防犯活

動を展開しています。 

　自分の安全は、自分で守るとい

う自主防犯意識を持っていただくと

同時に、一人ひとりが地域の安全

活動の主人公として、犯罪の起こ

りにくい環境づくりを行うことが求

められています。 

　その一つとして、夜間に玄関灯

や門灯を点灯することは、まちを

明るくすることで、歩行者への安

心感を与えるとともに、ひったくり、

性犯罪、住宅などへの侵入などの

事件、事故防止に効果があります。

犯罪者は、人目を避けた場所や

薄暗い場所を選んで犯罪行為を

行います。また、泥棒の多くは、夜

間に盗みやすいまちとして、明か

りがなくて暗いことを挙げています。 

　皆さんも

犯 罪 に 強

いまちづく

りのため、

ご自宅の玄

関 灯 や 門

灯 の 夜 間

点灯にご協

力をお願い

します。 

鈴鹿国際大学の｢社会人入試｣
｢長期履修制度｣のご利用を

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

　鈴鹿国際大学では、社会人入試、

長期履修制度を開設しています。 

※社会人入試を受験し、入学された

方には、入学金相当額(30万円)を

奨学金として支給します。 

※社会人入試で入学された方で、働き

ながら学ぶため長期履修制度を利

用される方は、1年間の授業料も少

なくなり、年間の経済的負担を軽減

するよう、4年間の授業料で6年間

在籍して卒業することもできます。 

※社会人とは、主婦や退職された方も

含みます。 

※社会人入試は、2年以上の社会経

験を有し、21歳以上の方であれば、

どなたでも受験することができます

(高等学校を卒業していない方、中

途退学の方も鈴鹿国際大学の入学

資格審査を受け合格した方は、社会

人入試を受験することができます)。 

○社 会 人 入 試Ⅱ期 募 集 学 科 　
国際学科・観光学科 

○願書受付期間　2月21日㈬～

3月5日㈪ 

試験日　3月9日㈮ 
ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　面接 
※募集要項など、詳しくは、鈴鹿国際

大学入試課(　 372-2915)へ 

 
春季火災予防運動を

行います
予防課　 382-9158　 383-1447

yobo@city.suzuka.lg.jp

　春季火災予防運動が3月1日㈭

から7日㈬までの1週間、全国で展

開されます。 

　この運動は、火災が発生しや

すい時季を迎え、火災の予防を

推進することで、火災の発生を

防止するとともに、火災による

被害を防ぐことを目的に実施し

ます。 

　昨年、本市では、75件の火災

が発生し、1億6,037万6,000円の

損害がでています。 

【住宅防火　いのちを守る　7つのポイント】
■3つの習慣　
○寝たばこは、絶対やめる。 

○ストーブは、燃えやすいもの

から離れた位置で使う。 

○ガスコンロなどのそばを離れ

るときは、必ず火を消す。 

■4つの対策
○逃げ遅れを防ぐために、住宅

用火災警報器を設置する。 

○寝具や衣類からの火災を防ぐ

ために、防炎製品を使う。 

○火災を小さいうちに消すために、

住宅用消火器などを設置する。 

○お年寄りや身体の不自由な人

を守るために、隣近所の協力

体制をつくる。 

※本市では、現在お住まいの住宅に住宅用火

災警報器を平成20年5月31日までに取り付

けるよう、火災予防条例で定められています。 

　 
平成19年度三重県私費留学生
奨学金受給者を募集します
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　県では、成績、人物ともに優

秀な人に奨学金を給付し、21世

紀を担う国際感覚と視野に富ん

だ人材を育成します。 

■給付区分・給付額(在籍する大学
の授業料1年目)・人数

○私費留学生　年間120万円上限
(10人以内) 

○大学間交換留学生　年間84万
円上限(10人以内) 

○外国人留学生　年間60万円上
限(10人以内) 

申込み　3月5日㈪から4月25日㈬
までに、所定の申請用紙に必

要事項を記入の上、㈶三重県

国際交流財団(〒514-0009　

津市羽所町700アスト津3階　

　059-223-5006　 059-223-5007

　http: / /www.mief .or . jp  )へ 

 
労働保険の

年度更新を行います
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　労働保険(労災保険・雇用保険)

日曜日確定申告書作成会

ジェフリー男性セミナー

パソコン講座

鈴鹿国際大学
授業公開

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物 

講座・教室 
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玄関灯や門灯の夜間点灯に
ご協力を

鈴鹿国際大学の｢社会人入試｣
｢長期履修制度｣のご利用を

春季火災予防運動を
行います

平成19年度三重県私費留学生
奨学金受給者を募集します

労働保険の
年度更新を行います

の平成18年度確定保険料と平成

19年度概算保険料の納付と申告は、

4月1日㈰から5月21日㈪までです。

忘れずにお早めに納付・申告を

してください。なお、平成19年

度の年度更新から石綿(アスベスト)

健康被害救済のための｢一般拠出

金｣の申告・納付が始まります。 

※詳しくは、三重労働局総務部労

働保険徴収室(津市島崎町327-2

　 059-226-2100)へ 

 

 

○催し物

 
日曜日確定申告書作成会
市民税課　 382-9446　 382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　税理士が、無料で医療費控除

と住宅借入金等特別控除の申告

書作成のお手伝いをします。 

対　象　給与所得者 
と　き　2月25日㈰ 
○住宅借入金等特別控除を受けられる方
　10時～11時40分、13時40分～

15時10分 

○医療費控除を受けられる方
　11時50分～12時50分、15時20分

～16時20分 

ところ　ベルシティ２階イオン
ホ－ル 

※詳しくは、東海税理士会鈴鹿支部

(　 059-382-7715)へ 

※人数に制限があります。 

 
ジェフリー男性セミナー

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　パパかっこいい！子どもと一

緒に体験講座として、そば打ち

を行います(お土産付き)。一緒

に作って一緒に食べて、お父さ

んのホンネも語り合いましょう。 

と　き　3月24日㈯　10時～13時 
ところ　ジェフリーすずか 
講　師　国松昭次さん(調理師) 
定　員　お父さんと子ども(5歳
以上小学生まで)10組(先着順) 

参加費　1組 500円(当日徴収します) 
持ち物　エプロン、三角きん 

申込み　3月17日㈯までに、住所、
名前、電話番号を記入の上、

電話、ファクス、電子メール

で男女共同参画課へ。定員に

なり次第受付終了 

 

 

○講座・教室

 
パソコン講座

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

申込み・問合せ　2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
　3月7日㈬、8日㈭ 

　3月13日㈫、14日㈬ 

○基礎2 
　3月10日㈯、11日㈰ 

　3月22日㈭、23日㈮ 

○ワード基礎 
　3月3日㈯、4日㈰ 

○エクセル基礎 
　3月17日㈯、18日㈰ 

○エクセル応用 
　3月15日㈭、16日㈮ 

■午後の部：13時30分から
○基礎1 
　3月22日㈭、23日㈮ 

○基礎2 
　3月15日㈭、16日㈮ 

○ワード基礎 
　3月13日㈫、14日㈬ 

　3月17日㈯、18日㈰ 

○ワード応用 
　3月7日㈬、8日㈭ 

○エクセル基礎 
　3月3日㈯、4日㈰ 

　3月10日㈯、11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) 

 
鈴鹿国際大学

授業公開
企画課　 382-9038　 382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿国際大学では、下記の授

業を公開し、受講生を募集して

います。18歳以上の方であれば、

どなたでも受講していただくこ

とができます。 

○世界の中の日本
　毎週火曜日4限(14時30分～16時) 

　著名人によるリレー講義 

○国際ボランティア論
　毎週月曜日2限(10時40分～12時10分)

アーナンダクマ－ラ教授 

○戦争と平和
　毎週金曜日4限(14時30分～16時)

中野潤三教授 

○比較文化社会学Ⅰ 
　毎週火曜日3限(12時50分～14時20分)

一色将行教授 

○地域社会論Ⅰ 
　毎週木曜日4限(14時30分～16時)

一色将行教授 

○手話英語Ⅰ 
　毎週木曜日2限(10時40分～12時10分)

一色将行教授 

○国際観光論Ⅰ 
　毎週火曜日1限(9時～10時30分)

木村建教授 

○人類と地球環境Ⅰ 
　毎週木曜日2限(10時40分～12時10分)

富田寿代教授 

募集期間　2月26日㈪～3月26日㈪
授業期間　4月～7月(前期14回) 
受講料　一科目1万円 
申込み　希望する授業科目(複数可)、
郵便番号、住所、名前、電話番号

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで鈴鹿国際大学教務課

(郡山町663-222 　372-3933 

　　372-3935 　kyomu@suzuka-

iu.ac.jp)へ 

※申込者多数の場合は先着順50人

程度で制限させていただきます。 

※詳しくは、鈴鹿国際大学教務課へ 

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 
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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

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@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 

○2月21日㈬〜28日㈬
『ベルディ便り』･･･各課からの
お知らせ、保健情報など 

○3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 

○3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 ２ 月 納 税 
固定資産税・・・・・・・・・・・・4期
国民健康保険税・・・・・・・・8期
【納期限は2月28日㈬です】
※納税は、便利な口座振替で 

本 人 確 認 の 方 法
　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。 

　今まで、市民課の窓口や地区市民センター

で運転免許証や保険証を見せなくても、住民

票の写しや印鑑登録証明書、所得証明書などを受

け取ることができましたが、なぜ、急に本人確認

をすることになったのですか。 

 

　近年、本人になりすました第三者からの虚

偽の届出や住民票の写しなどの請求が全国で

発生しています。本市では、平成18年12月1日から、

このような虚偽の届出や請求を未然に防止し、個

人情報を保護するため、住民票の写しや所得証明

書などの請求のときや届出のときに、窓口で本人

確認をさせていただいています。 

　対象となる証明請求は、住民票の写し、住民票

記載事項証明書、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票、印

鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書などです。

　また、婚姻届、離婚届、養子縁組届、転入届、

転出届、転居届などの届出にも本人確認をさ

せていただきます。 

　本人確認のためには、住民基本台帳カード

(写真入り)、運転免許証、パスポート、外国人

登録証明書などの官公署発行の顔写真入り書類

(原本で有効なもの)であれば１点の提示を、また

健康保険証、住民基本台帳カード(写真なし)、年

金手帳、年金証書、診察券、キャッシュカード、預

貯金通帳などであれば２種類の提示をお願いします。 

　今後も、市民の皆さんには、広くPRをして

いきたいと思っています。 

 

 

 

 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

3月、4月の講座
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

○表計算中級(Excel中級)
　Excelの活用、グラフ機能、ワー

クシート・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　3月27日㈫、28日㈬の2日間
9時～16時 

受講料　4,000円 
○ワープロ初級(Word初級)
　基本的な文書の作成、印刷、

表・図・写真などのはり付け 

と　き　4月4日㈬、5日㈭の2日間
9時～16時 

受講料　4,000円 
○表計算初級(Excel初級)
　データの入力、編集・印刷・

データベースの利用 

と　き　4月17日㈫、18日㈬の2日間
9時～16時 

受講料　4,000円 
○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27日㈫～30日㈮の4日間
8時～17時30分(受付開始2月27日㈫

8時30分から) 

受講料　2万1,400円 
○4月のフォークリフト技能講習

(受付方法が変更になります)
学科講習　4月7日㈯ 
※すべてのコース共通で学科受講して

いただきます。 

実技講習　
Aコース　4月8日㈰、14日㈯、

15日㈰　33人 

Bコース　4月10日㈫～12日㈭　

33人 

Cコース　4月17日㈫～19日㈭　

33人 

※3月1日(木)8時30分から、上記3コース

を同時に先着順で受け付けします。 

○新入社員安全衛生教育
　新入社員に対する安全衛生教育

(労働安全衛生法)および自由研

削砥石特別教育 

と　き　4月19日㈭、20日㈮の2日間
9時～16時 

受講料　8,000円(教材費 1,500円) 
申込み　いずれも、鈴鹿地域職業訓練
センター(　 387-1900   　http:// 

　www.mecha.ne.jp/̃suzukatc)へ 

おわびと訂正
　2月5日号7ページ、相談(通告)

窓口一覧の北勢児童相談所の電

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)　 374-2030 

(正)　 347-2030

講座講座・教室教室 講座・教室 


