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北川保さん

 

 

 

 

 

 

 

 

 
展望ロビーなどの 
一般開放を休止します 

管財営繕課　 382-9009　 382-8188
kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　7月28日㈯、29日㈰は市民ギャラリ

ーを参議院議員選挙投票所として準

備・使用しますので、市役所本館15

階展望ロビーと1階市民ギャラリーの

一般開放を休止します。当日はご利

用できませんのでご了承ください。 

 
7月29日は市立体育館が 
利用できません 

市立体育館　 387-6006　 387-6008

　参議院議員選挙のため、7月29日㈰

は市立体育館の館内(トレーニング

を含む)の利用ができません。なお、

テニスコートは、通常どおり利用でき

ますが、クラブハウスでの受付となり

ますのでご了承ください。 

 
白江土地区画整理事業の 
変更事業計画案を縦覧します 

市街地整備課　 382-9025　 382-7615
shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月20日㈮～8月8日㈬(土・
日曜日は除く)  8時30分～17時15分 

ところ　市街地整備課(市役所
本館10階) 

※利害関係者は、8月22日(水)までの間、

三重県知事に対し意見書を提出できます。 

 
三重県自治会連合会長 
北川保さんが防災担当国務
大臣表彰を受賞しました 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　6月21日㈭、高知県高知市で開催

された全国自治会連合会理事会で、

三重県自治会連合会長北川保さん(鈴

鹿市)が、県内の自主防災組織の設

立に取り組むなど、積極的に防災対

策に取り組むとともに、4月に起きた

県中部を震源とする地震での住民組

織による活動の成果が認められ、防

災担当国務大臣表

彰を受賞されました。 

　なお、当日の理事

会で、北川さんが全

国自治会連合会の副

会長に就任されました。 

 
人権啓発・人権教育研修会に

参加しませんか 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住・在勤の方で、後
日レポートを提出していただける方 

とき・ところ
○部落解放研究全国集会(長野市)
　11月6日㈫～8日㈭

○全国人権・同和教育研究大会
(金沢市) 

　11月23日(金・祝)、24日㈯ 

○人権啓発研究集会(名古屋市)
　平成20年2月13日㈬、14日㈭ 

定　員　若干名 
申込み　各研修会などの開催日の1
カ月前までに、所定の用紙に必要

事項を記入の上、人権政策課へ 

※研修会などの参加経費を市の規定

に基づき助成します。 

 
乳幼児医療費助成を拡大します 

保険年金課　 382-7627　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在は、入院・通院は4歳未満、

入院のみ義務教育就学前までが対

象ですが、平成19年9月診療分から、

通院分の助成も義務教育就学前ま

で拡大します(ただし、所得制限が

あります)。 

　平成13年4月2日から平成15年9

月1日までに生まれた方には、7月

下旬に登録申請書を送付しますので、

早めに手続きしてください。詳しくは、

保険年金課へお問い合わせください。 

 
第36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.lg.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

信綱記念館内顕彰歌会係へ 

応募料　1,000円(定額小為替を同
封するか、現金書留で申し込

んでください) 

※小・中・高校生は無料 

選　者
○一般の部　佐佐木幸綱さん、
田中拓也さん 

○小･中･高校生の部　田中拓也さん 
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 

※入選者には、賞状と記念品を贈呈し、12

月1日(土)開催の顕彰歌会で表彰します。  

※一般の部応募者には詠草集を贈呈 

主　催　佐佐木信綱顕彰会 
問合せ　佐佐木信綱記念館内顕
彰歌会係　 374-3140 

 
建設業退職金共済制度の 

ご利用を 

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

　この制度は、建設現場で働く方々

のために、国によって作られた退職金

制度です。事業主の皆さんは、現場

で働く労働者の共済手帳に、働いた

日数に応じて掛金となる共済証紙を

はり、その労働者が建設業界で働く

ことをやめたときに建退共から退職金

を支払うこととなります。 

○加入できる事業主　建設業を
営む方 

○対象となる労働者　建設業の
現場で働く人 

○掛金　日額310円 
※詳しくは、建退共ホームページ(　http:// 

　www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/)、また

は建退共三重支部へ(　059-224-4116) 

 
Honda鈴鹿チームの第78回
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に

おいて、Honda鈴鹿チームが見事に

勝利をおさめ、8月24日㈮から、東

京ドームで開催される、第78回都市

お 知 ら せ  
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対象・受験資格　昭和24年4月2日以降生まれの
方で、公民館における生涯学習事業の運営に

関心があり、次の条件をすべて満たす方 

○簡単なパソコン操作ができる方 

○市内外を問わず通勤可能な方 

○地方公務員法第16条に該当しない方 

○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 

募集人員　2人程度 
事務内容　公民館・地区市民センターでの窓口
業務、事務、生涯学習事業の運営など 

雇用条件 
○給料月額　14万8,000円 

○その他各種手当(期末手当、通勤手当など)あり 

○雇用期間　9月1日～平成20年3月31日(更新あり) 

○勤務時間　8時30分～17時15分 

※社会保険加入、鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に準じます。 

申込み　7月23日㈪から8月1日㈬(必着)(土・日曜日を除く
8時30分から17時15分)までに、所定の｢嘱託職員採用申

込書｣に最近3カ月以内に撮影した写真をはり、必要事項

を記入の上、直接、または郵送で、〒513-8701　生涯学

習課へ 

※受付後、受験票を送付しますので、試験日当日ご持参ください。8月8日(水)

までに受験票が届かない場合は、生涯学習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、生涯学習課へ

ご請求ください。郵送で請求する場合は封筒の表に朱書きで｢採用

試験申込書希望｣と記入し、返信用封筒(あて先を記入し80円切手を

はった12cm×23cm程度のもの)を同封してください。 

※提出された書類は、返却しません。 

【採用試験】
と　き　8月12日㈰　9時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　小論文、面接(小論文の課題は試験当日発表) 
※試験の結果は、8月中に文書で通知します。 

公民館・地区市民センターの嘱託職員を募集します 
生涯学習課　 382-7619　 382-9071　 shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対抗野球大会への、3年連続18回

目の出場が決定しました。 

　今後、市では壮行会や市民応

援団を結成し、東京ドームでの

応援などを計画していく予定です。 

　なお、7月21日㈯に本大会の組

み合わ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。 

　皆さんの応援をよろしくお願いします。 

 
子どもの生活習慣向上 
｢早寝早起き朝ごはん運動｣
にご理解とご協力を 

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

　鈴鹿市青少年対策推進本部では、

本年度の重点事業として｢子どもの

生活習慣向上プロジェクト事業｣を

実施します。この事業では、市民と

学校、家庭、地域、関係機関・団

体などが一体となり、｢早寝早起き

朝ごはん運動｣に取り組みます。7

月12日㈭には、鈴鹿市ふれあいホ

ールで、市長が｢早寝早起き朝ごは

ん運動キックオフメッセージ｣を発信

しました。このメッセージには、子ど

もたちの生活習慣を向上させることで、

健全な心と体をはぐくむことや、地

域が一体となって子どもを守りはぐ

くむまちづくりを進めていこうとする

願いが込められています。 

　子どもたちの明るい笑顔・元気な

姿は、わたしたち鈴鹿市民の活力と

なります。｢早寝早起き朝ごはん運動｣

へのご理解をいただき、子どもの生活

習慣向上に向けた活動を推進してい

ただきますようお願いします。 

 
早寝早起き朝ごはん運動 
キックオフメッセージ 

鈴鹿市青少年対策推進本部

本部長　川岸光男

　さわやかな朝の目覚め。元気な

｢おはよう｣の声。 

　気持ちよく一日が始まり、活力

あふれる一日を過ごすためには、

｢早寝早起き朝ごはん｣といった基

本的な生活習慣の向上が大切です。 

　子どもの生活習慣の向上は、各

家庭だけでなく、地域社会全体で

取り組んでいかなければなりません。 

　｢早寝早起き朝ごはん運動｣の実

践を契機として、学校、家庭、地域、

関係機関が連携し、未来を拓く心

豊かでたくましい鈴鹿の子どもを、

守り育む社会を築いていきましょう。 

 
平成19年度就学義務猶予 
免除者等の中学校卒業程度 
認定試験を実施します 

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

◆受験資格　次のいずれかの条

件を満たす方 

①就学義務猶予免除者である方、

または就学義務猶予免除者で

あった方で、平成20年3月31日

までに満15歳以上になる方 

②保護者が就学させる義務の猶

予または免除を受けず、かつ

平成20年3月31日までに満15歳

に達する方で、その年度の終

わりまでに中学校を卒業でき

ないと見込まれることについて、

やむを得ない事由があると文

部科学大臣が認めた方 

③平成20年3月31日までに満16歳

以上になる方(①④を除く) 

④日本国籍を有しない方で、平成

20年3月31日までに満15歳以上

になる方 

◆試験科目・程度　国語・社会・
数学・理科・英語の5教科で、

中学校で履修する程度の内容 

◆申込み　8月24日㈮から9月11

日㈫(消印有効)までに、願書を

文部科学省へ 

【認定試験】
と　き　11月5日㈪　10時～15時
40分 

ところ　三重県講堂棟3階第131・
132会議室(津市広明町13) 

問合せ　指導課、県教育委員会
事務局高校教育室進路指導・

入試グループ　059-224-2913
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臨時保育士を募集します 

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　市立保育所で臨時保育士として

働いていただける方を募集します。 

対　象　保育士資格をお持ちの方 
※詳しくは、子育て支援課へ 

 
三重県最低賃金は 
時間額675円です 

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

　三重県最低賃金は、最低賃金法

に基づき、三重労働局長が三重地

方最低賃金審議会の答申を受けて

決定したものです。三重県最低賃

金は、年齢・雇用形態(パート、ア

ルバイトなど)を問わず、県内で働

く全ての労働者に適用されます。 

　なお、特定の産業に該当する

事業場で働く労働者には、産業

別最低賃金が定められています。 

問合せ　三重労働局賃金室　059-
226-2108、労働基準監督署 

○催し物

 
第15回伊勢形紙まつり 

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

と　き　7月28㈯、29㈰　9時～
16時 

ところ　鈴鹿市伝統産業会館 
内　容 
○古代小紋形紙の展示 

○伝統工芸ふるさと体験交流事業、

形紙彫刻体験コーナー(無料) 

○伊勢形紙小紋Tシャツ染め実演・

販売 

○伝統工芸士による彫刻実演 

○伊勢形紙、関連商品、新商品

の展示・販売 

主　催　伊勢形紙協同組合 
入場料　無料 
問合せ　伊勢形紙まつり実行委員長
藤谷　 059-245-2481 

消防救助技術東海地区指導会 

消防署本署　 382-9165　 382-9166
honsho@city.suzuka.lg.jp

　東海三県から消防救助隊員が集

い、救助技術を競い合います。鈴

鹿市から2チーム(障害突破、引揚

救助)が出場します。技術の高さ、

力強さ、優しさをぜひご覧ください。

また、同時に物産展も開催されます。 

と　き　7月25日㈬　9時～15時

(荒天時は26日㈭に順延) 

ところ　三重県消防学校 
 
防災子どもサミット 

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学3年生以上 
と　き　8月4日㈯、5日㈰
ところ　河川防災センター、三重
県消防学校 

参加費　学生1,000円、大人3,000円 
申込み　7月26日㈭までに、災害
ボランティアネットワーク鈴鹿　

船入(　090-7677-3961)へ 

※全国中学校体育大会、全国高等学校体育大会、全国高専体育大会、国民体育大会は除きます。 

※平成19年1月以降開催分については、広報すずか8月5日号以降でお知らせします。 

平成18年度全国大会以上出場者および顕著な成績 
スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka. lg. jp

　｢鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言｣制定に伴い、全国規模以上の大会に出場した団体・個人を、お知らせします

(平成18年10月～19年3月スポーツ課把握分、平成18年10月～12月開催分)。 

第11回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会 
第15回全国実年ソフトボール大会 
第24回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 
第５回全国社会人9人制バレーボール男子優勝大会 
第12回日本トライアスロン選手権東京港大会 
第23回全日本シニアバドミントン選手権大会 
第１回全日本ハイシニアソフトボール大会 
第68回テイジン全日本ベテランテニス選手権大会'06 
第19回ねんりんピック静岡2006なぎなた交流大会 
第19回ねんりんピック静岡2006硬式テニス競技 
第24回全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会 
第27回JSCAブロック対抗水泳競技大会 
第37回ジュニアオリンピック陸上競技大会 

10 
月 

11 
月 

12 
月 

鈴花 
峰茂和・鈴木明 
井上隼・佐久間惇治・秋田陽平・井上史朗 
山本卓・筒井廣美 
中井啓太 
西村孝子・乾恵子・濱口輝美・松田大吉郎・秋山一弥 
河野功・水谷輝彦・豊中一 
岡田進・北川俊秀・梅原頼子 
堀部博子・荒木和子 
山村正和・川北隆明 
爪橋梨華 
山中香澄(13-14歳の部50m･100m自由形･400mメドレーリレー優勝) 
三村幸輝 

第40回全日本社会人卓球選手権大会 
第35回全国都道府県対抗ボウリング大会 
第75回全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会 
第３回全日本フットサル選手権大会 
水戸市長旗第14回東日本軟式野球選手権大会 
第28回全国レディーステニス大会 
JOCジュニアオリンピックカップ平成18年度全日本卓球選手権大会 

第18回全日本ベンチプレス選手権大会 
第5回スーパー9・オールスターズ・フェスティバル 
ヤングリーグ沖縄国際大会 

松田英人 
中村喜代孝 
小瀬古美智子・久保ゆかり 
大津恵子 
ホンダ鈴鹿 
矢田恵理子・藤田純子・渡辺祐子 
宮崎望・西川千裕・伊藤理 

伊藤禎浩 
筒井廣美・山本卓・山本智子・脇田尚美 
橋口徹也 

くらしの情報 

お 知 ら せ  

催 し 物  
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夏の鈴鹿川体験 

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

と　き　8月19日㈰　10時～15時 
ところ　鈴鹿川河川緑地公園 
主　催　夏の鈴鹿川体験実行委
員会 

※小学生は保護者同伴 

◆川歩き体験をしてみませんか
内　容　水生生物や植物の採集･
観察 

定　員　約150人(応募多数は抽選) 
申込み　7月31日㈫までに、はがき、
ファクス、電子メールで｢鈴鹿

川歩き参加希望｣、参加代表者

の住所、氏名、年齢、電話番

号と参加者全員の氏名、年齢

と希望時間(10時、11時、13時、

14時のいずれか)を記入の上、

〒510-0241　白子駅前18-15　

すずかのぶどう｢夏の鈴鹿川

体験実行委員会鈴鹿川歩き係｣ 

　(　・　387-0767　budou＠

mecha.ne. jp)へ 

※8月10日(金)ごろまでに抽選結果と

当日の詳細を連絡します。 

◆昆虫類の灯火採集(19時〜21時)
定　員　30人(応募多数は抽選) 
申込み　7月31日㈫までに環境政
策課へ 

※詳しくは、後日申込者に連絡します。 

第2回全日本学生対抗 
チーム・マイナス6％ 

エコドライビングコンテスト 

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

　市民チームの参加を募集します。

対　象　ドライバーとナビゲーター
の2人でチーム構成し、次の条件

を満たす方 

○ドライバーは普通自動車免許

取得後1年以上(性別・年齢不問) 

○ナビゲーターは満16歳以上(普通

自動車免許不要) 

と　き　8月27日㈪　7時～17時

(受付7時から) 

ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース、交通教育センター 

内　容　座学講習、競技講習、
エコドライブコンテスト 

主　催　全日本学生自動車連盟 
募集チーム数　3チーム 
※応募多数の場合は8月1日(水)10時

から、市役所本館4階会議室で公

開で抽選します。 

参加料　500円程度(傷害保険加
入料) 

申込み　7月30日㈪17時15分までに、
電話、またはファクス、電子メールの

いずれかで、チーム2人の住所、氏名、

性別、年齢、電話番号、免許取得

年月日を記入の上、環境政策課へ 

※国際レーシングコースを走行するための

装備品や傷害保険加入、車両トラブル

などに関する注意事項がありますので、

詳しくは、お問い合わせください。 

 
バイクであいたいパレード 

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

と　き　7月28日㈯　11時から 
※11時からイベントを開始し、パレ

ードは18時30分から出発します。 

ところ　鈴鹿ハンター西側広場
から鈴鹿サーキットまで 

内　容　交通安全啓発車両を配
備した約500台のバイクが鈴鹿

ハンターから鈴鹿サーキットの8

耐前夜祭会場に向けて交通安全

パレードを行います。 

※パレード中、道路の横断はできませ

んので、ご協力をお願いします。 

※沿道での応援をお願いします。 

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に入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)を使用 

○作品の表紙は本文とは別とし、作品部門、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(市外の方は、

勤務先、所属団体名、発刊誌名などを記入) 

【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、紀行で、原稿用紙に本文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9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。 

※各部門の最優秀賞と優秀賞の作品は、文芸冊子｢市民文

化｣に掲載します(該当なしの場合もあります)。 

※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。 

結果通知　平成20年2月上旬 

第16回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します 
㈶鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 http//www.s-bunka.net/
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写真撮影　三浦興一

 
 

鈴鹿国際大学 
オープンキャンパス 

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

　鈴鹿国際大学では、オープン

キャンパスを開催します。 

※白子駅西口から、無料バス運行(9時

15分発、9時30分発の2便) 

と　き　7月21日㈯　10時～15時 
内　容　ユニセフ・ボランティア活
動支援集会、中国本場餃子作り、

ミニ語学講座、コンピュータ体験、

女子ソフトボール教室など 

と　き　8月22日㈬　10時～15時 
内　容　観光学科学生企画市内観
光ツアー、模擬授業、世界の表札

作り、コンピュータ体験など 

ところ　いずれも鈴鹿国際大学 
参加料　無料 
申込み　不要(特別イベントのみ
予約制) 

問合せ　鈴鹿国際大学入試広報室
　372-3999　nyuusi@suzuka-

iu.ac.jp 

 

○講座・教室

 
熱気球オブザーバー 
(競技監視員)講習会 

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

　日本気球連盟スポーツ委員会公認

の初級競技オブザーバー講習会です。 

と　き　8月26日㈰　9時～17時 
ところ　市役所本館12階1205会議室 
受講料　3,500円(登録費・教材など) 
※今年の鈴鹿バルーンフェスティバ

ル2007(9月15日(土)～17(月・祝))の

大会に参加していただける方は、

受講料をお返しします。 

申込み　8月20日㈪までに、ファク

スまたは電子メールで、住所、氏

名、年齢、携帯電話番号を記入

の上、BALLOONスカイボーイ

CLUB　坂　正章(　 378-5103

　 090-3481-1947　 378-5104

　aab78300@grape.plala.or.jp)へ 

オブザーバー：競技監視員のことです。
熱気球競技において各参加チーム

にオブザーバー1人が同行し、

違反・不正・危険なく競技が行

われるのを監視するとともに、

チームの競技結果を保持し、競

技終了後のデブリーフィングで

協議委員会に競技結果を伝える

役割を担います。 

 
古文書講座 

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

　郷土の古文書(江戸時代中心)の

取り扱いや読み方を学び、地域

の歴史や文化に触れてみませんか。 

対　象　初めて古文書に触れら
れる方(初心者の方) 

と　き　9月12日㈬、13日㈭、19日㈬、
20日㈭、26日㈬、27日㈭　13時

30分～15時(全6回) 

ところ　西館2階2421会議室 
内　容　古文書の取り扱いと解読 
参加料　無料 
定　員　20人(先着順) 
申込み　7月25日㈬から8月3日㈮
までに、電話で文化課へ 

 
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　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㈬と9日㈭、8月
14日㈫と15日㈬ 

○基礎2　8月11日㈯と12日㈰ 
○ワード基礎　8月4日㈯と5日㈰ 
○ワード応用　8月25日㈯と26日㈰ 
○エクセル基礎　8月22日㈬と23日㈭ 
○エクセル応用　8月18日㈯と19日㈰ 

午後の部：13時30分から 
○基礎2　8月18日㈯と19日㈰ 
○ワード基礎　8月14日㈫と15日㈬、
8月22日㈬と23日㈭ 

○ワード応用　8月8日㈬と9日㈭ 
○エクセル基礎　8月4日㈯と5日㈰、
8月11日㈯と12日㈰ 

○エクセル応用　8月25日㈯と26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) 

 
教育講演会 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月3日㈮　13時30分～

16時10分(開場13時) 

ところ　市民会館 
内　容　｢幸せに生きる子を育む｣
をテーマに、詩人金子みすゞの

生き方や愛にあふれる詩を織り

交ぜながら｢子育て｣や｢幸せに

生きる力｣について考えます｡ 

講　師　防府市教育委員会教育
委員　鈴木隆子さん 

参加料　無料 
申込み　7月31日㈫までに、電話
またはファクスで教育研究所へ 

 
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.lg.jp

申込み・問合せ　フォークリフト技能
講習以外は受講開始日の1カ月

前から受付ます。直接、鈴鹿地域

職業訓練センター(　387-1900

　http: / /www.mecha.ne. jp/̃  

　suzukatc)へ 

◆ワープロ中級(Word中級)
と　き　8月20日㈪から27日㈪ま
での月・水・金曜日　18時～

21時(全4日) 

受講料　4,000円 
◆ワープロ初級(Word 初級)
と　き　8月29日㈬、30日㈭ 
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆玉掛技能講習
と　き　9月3日㈪～6日㈭、7日㈮
9時～16時50分(全4日) 

※4日目は6日か7日を選択 

受講料　1万円(別途教材費2,000円) 
◆Excel初級(表計算講習)
と　き　9月3日㈪から10日㈪まで
の月・水・金曜日　18時～21時(全4日) 

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

こ　もん　じょ 

講座・教室 

くらしの情報 

催 し 物  
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  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 

○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 

 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

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

乳 幼 児 の 歯 科 検 診
　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。 

　他市から引越してきたのですが、前に住んで

いた市では、2歳児対象の「ハハ歯の日」として

毎月1回程度で、申込者に歯科検診、歯磨き指導、希

望者への歯のフッ素塗布などを行っていました。とても

良い企画だと思いますし、母親として子どもの歯の健

康は非常に関心がありますので、鈴鹿市でも、ぜひこ

のような企画をしていただきたいと思います。また、鈴

鹿市で実施している｢歯科検診｣に関する取り組みに

ついても教えてください。 

 

　鈴鹿市での、乳幼児期の歯の健康に関する取

り組みを紹介します。 

　まず、毎月実施しています1歳6カ月児健診と3歳児

健診では歯科健診、保健指導、虫歯予防のチラシの

配布を行っています。また、地区の乳幼児学級の中で、

保健師や保育士による歯の健康講話も行っています。 

　5月には、歯科医師会との共催による｢母と子のよ

い歯のコンクール｣での歯磨き指導などを実施して

います。 

　6月（今年度は7日に実施済）には、歯の衛生週

間事業として歯科医師会と共催で、歯科医師による

歯の健診・相談、歯科衛生士によるブラッシング指導、

フッ化物洗口体験などを、11月には｢健康展｣の中で

歯科医師による歯の健診・相談を実施しています。

　これらの企画は、毎年、保健センターで行ってい

ますので、お子さんの歯の健康チェックのためにも、

ぜひ、ご参加いただけたらと思います。 

 

受講料　4,000円 
◆小型移動式クレーン運転技能講習
と　き　9月4日㈫、5日㈬　9時から 
※上記日程での講習に加えて、津市での

実技講習(8時30分から)が1日あります。 

受講料　2万2,700円(教材費含む) 
◆9月のフォークリフト運転技能講習
【学科講習(全コース共通)】 
　9月8日(土) 

【実技講習】
○Ⅰコース　9月9日㈰、15日㈯、

16日㈰　30人 

○Ⅱコース　9月11日㈫～13日㈭
30人 

○Ⅲコース　9月18日㈫～20日㈭
30人 

申込み　8月1日㈬から、上記3コー
スを同時に、先着順で受付します。

申込書・案内書を事前に入手し

てから申し込んでください。 

 
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/

◆水泳場
　はじめてみよう水泳(昼)、30分クロー

ル(夜)、30分平泳ぎ(夜)、アクアビクス(朝・

6回)、アクアビクス(朝・13回)、アクアビ

クス(夜)、フィットネスヨガ(朝)中級、フィ

ットネスヨガ(昼)初級、フィットネスヨガ(夜) 

◆体育館
　親子バレーボール(昼)、子ども

レクリエーション(朝) 

※詳しくは、水泳場(　372-2250)、

または体育館(　372-8850)へ 

申込み　いずれも、7月20日㈮から
8月5日㈰までに、直接、またはフ

ァクス、ホームページの入力画面

から申し込んでください。 

 
高齢者の就職・就業のため
の介護スタッフ講習 

(シニアワークプログラム) 

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

　この講習は、厚生労働省の委託

を受けて、60歳台前半層の高齢者

の方を対象に、就業・就職を促進

するために、(社)鈴鹿市シルバー人

材センターが実施するものです。 

と　き　8月24日㈮～31日㈮の土・
日・月曜日を除く5日間 

ところ　鈴鹿市シルバー人材セ
ンター(神戸一丁目17-5) 

内　容　補助スタッフとして働
くために必要な知識と技術の

習得が図れる講習です。 

協　力　鈴鹿公共職業安定所 
定　員　20人 
受講料　無料 
申込み　(社)鈴鹿市シルバー人材

センター(　382-6092)へ 

 
アカデミアみえ学校開放講座 

｢染色を楽しもう｣ 

県立飯野高等学校　 383-3011　 383-1158

対　象　小・中学生とその保護者 
と　き　7月29日㈰、8月5日㈰　
9時～13時 

ところ　県立飯野高等学校 
持ち物　Tシャツ 
参加料　無料 
申込み　電話、またははがきに住所、
氏名、電話番号を記入の上、〒513-

0803　三日市町字東新田場1695

県立飯野高等学校　講座担当

堀美香へ 
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