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納税の夜間・休日窓口を開設します 

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

夜間窓口　9月27日㈭、28日㈮ 
　20時まで 

休日窓口　9月30日㈰　9時～16時
30分 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

※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 

 
鈴鹿市次世代育成支援対策 
地域協議会委員を募集します 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に在住する小学校ま
での児童を養育している方で、平

日昼間の会議(初年度2回程度、2

年目以降1回程度)に出席できる方 

任　期　3年 
内　容　鈴鹿市次世代育成支援

行動計画の評価・推進 

定　員　1人(応募者多数は抽選) 
申込み　10月10日㈬までに、応募の動
機(400字程度)、住所、氏名、年齢、性別、

職業、電話番号を記入の上、郵送、フ

ァクス、電子メールで子育て支援課へ 

 
ふとん丸洗いサービスのご利用を 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

対　象　在宅で約3カ月以上｢ねた
きり｣などの症状により、寝具の衛

生管理が困難な40歳以上の方 

内　容　中わたが、綿・合成繊維・
羊毛・羽毛のいずれかのふとんで、

サイズは問いません。丸洗い・

消毒・乾燥をしてお返しします。

一人あたり2枚までで、11月中に

1週間から10日間お預かりします。 

費　用　無料 
申込み　10月31日㈬までに、電話

またはファクスで長寿社会課へ 

※後日、自宅へ在宅介護支援センタ

ーの職員が申請書を届けます。 

 
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

　ガーデニング感覚で四季の花や

野菜を育て、土に親しむことができ

る｢ふれあい農園｣の利用者を募集

しています。利用希望者は開園者

へお問い合わせください。 

○浦川農園
ところ　庄野共進三丁目3489 
面　積　約45㎡(約9m×約5m) 
区画数　18区画(先着順) 
利用料　1区画1年間で3,000円 
開園者　浦川和子(汲川原町193 
　　 379-2743) 

○川北農園
ところ　石薬師町3775 
面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
区画数　2区画(先着順) 
利用料　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 
面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
区画数　3区画(先着順) 
利用料　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　 387-5815) 

 
ものづくり研究開発事業 
補助金の交付先が決定しました 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本年度の交付先が決まりました。 

○株式会社エース設備
　クロムフリー・ディップスピ

ンコーターの研究開発 

○有限会社オオニシ・ヒートマジック
　二輪車における走行音の安全

最低必要音の研究開発 

【緊急地震速報とは・・・】
　震源に近い観測点で地震

を検知し、直ちに震源や地震

の規模(マグニチュード)、各地

の震度などを推定し、大きな

揺れが迫っていることをテレビ・

ラジオなどによる放送を含め、

広く国民の方にお知らせする

ことをめざす情報です。 

【緊急地震速報の有効性】
　緊急地震速報を聞いて、

大きな揺れが始まる前に防

災行動をとることにより、地

震被害の軽減が期待されます。 

※震源に近い地域では、大き

な揺れに間に合わないこと

があります。 

【緊急地震速報を受信したら・・・】
　周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保することが重要です。

そのために、次のような行動ができるように日ごろから心がけておきましょう。 

◆家庭では・・・
○頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。 

○あわてて外へ飛び出さない。　○その場で火を消せる場合は火を消す。 

◆人が大勢いる施設では・・・
○施設の従業員などの指示に従う。　○あわてて出口や階段などに殺到しない。 

○その場で頭を保護し、揺れに備えて身構える。 

◆屋外では・・・
○ブロック塀の倒壊、自動販売機の転倒、ビルからの壁・看板・割れたガラス

の落下に注意する。 

◆乗り物で移動中には・・・
○運転中は、急ブレーキをかけず、ハザードランプを点灯し、ゆっくり停止する。 

○電車やバスに乗車中は、つり革、手すりなどにしっかりつかまる。 

○エレベーター利用中は、最寄りの階で停止させ、速やかに降りる。 

問合せ　津地方気象台総務課　 059-228-4745、気象庁　http://www.jma.go.jp

10月1日から緊急地震速報が始まります　防災安全課　 382-9968　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

お 知 ら せ  
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くらしの情報 
※この制度は、産学官の連携による研

究開発の強化と市内製造業の活性

化を図るため、事業者などが行う新技

術の研究開発に対する補助制度です。 

 
秋の全国交通安全運動を行います 

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

　9月21日㈮から30日㈰までの10

日間、秋の全国交通安全運動が実

施されます。 

◆運動の基本
○高齢者の交通事故防止
◆運動の重点
○飲酒運転の根絶
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自

転車乗用中の交通事故防止
○後部座席を含むシートベルト

とチャイルドシートの正しい
着用の徹底
　本市では、8月20日現在、9件9

人の交通死亡事故が発生し、その

うち4人が65歳以上の高齢者となっ

ています。また、8月15日、16日には、

3件3人の交通死亡事故が連続して

発生しています。 

　だれもが交通事故を起こし、また交

通被害に遭う可能性があります。道路

は危険な場所であることを認識して

｢止まる・見る・待つ｣の習慣化を図り、

交通事故を起こさないよう細心の注意

を払って運転するようにしてください。 

 
鈴鹿市美術展公募作品の 
搬入と審査を行います 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
http//www.s-bunka.net/

◆公募作品の搬入
と　き　10月7日㈰～8日(月・祝)　
10時～16時30分まで 

ところ　文化会館 
※搬入の際には、作品貼付証を事前に

事務局へ提出していることが必要です。 

◆公開審査
と　き　10月10日㈬　10時30分から 
ところ　文化会館(日本画：美術工
芸室、洋画：第1研修室、彫刻：第2

研修室、美術工芸：第3研修室、写真：

さつきプラザ、書道：さつきプラザ) 

※作品規定については広報すずか平成

19年6月20日号をご覧ください。 

一筆地調査(地籍調査)が 
始まります 

土木総務課　 382-9072　 382-7612
dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　市では9月25日㈫から約3カ月間、

白子駅東において、一筆地調査を

行います。この調査は、地籍調査

の中心的な作業で、地籍の明確化

を図るため、一筆ごとの土地の所有

者、地番、地目とともに境界(筆界)

の位置を確認する調査です。調査

へのご理解とご協力をお願いします。 

　本事業は、子育て中の親が子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備し、地域の子育

て支援機能の充実を図ることを目的とし、主に乳幼児(0歳～3歳)を持つ親が、打ち解けた雰囲気の施設の中で気軽

に集い、同じ状況の親子と交流するとともに、専任のアドバイザーが相談に応じるための場を提供する事業です。 

　市では、本事業の受託を希望する団体を募集します。委託団体の選考は、プロポーザル方式で行います。 

応募資格
　公益法人または特定非営利活動法人であり、

次の要件をいずれも満たすこと 

○労働福祉の増進または児童福祉の向上を目的

としていること 

○育児に関する知識が豊富であること 

○保育士、看護師、幼稚園教諭の資格保有者

が常時1人以上配置され、資格保有者と専任

の者が2人以上で業務に当たること 

○専任の従事者が常時配置されており、事務

局体制が整備されていること 

○市内に事務所(個人の自宅でないこと)を有し、

本市全域での活動が可能なこと(事務所は市長

が定める期日までに確保できればよい) 

○団体の活動実績が3年以上あり、子どもを主

体とする事業が実施されていること 

○財政基盤がしっかりしていること 

○平成20年4月1日から広場の運営が開始できること 

応募カ所数　4カ所 
委託期間　平成20年4月1日から平成21年3月31日 

業務内容
○子育て中の親子(おおむね3歳未満の乳幼児と親)が気軽に

集える常設の場(週3日以上、かつ1日5時間以上の開設、

おおむね10組以上の親子が一度に利用できる程度のスペー

スを有する)を開設すること 

○上記場所において、子育てに不安や疑問を持っている子

育て親子に対する相談、援助を実施すること 

○上記場所において、子育て親子が必要とする身近な地域

のさまざまな子育て支援に関する情報を提供すること 

○子育ておよび子育て支援に関する講習を実施すること 

必要書類
○鈴鹿市つどいの広場事業受託申請書 

○定款、寄附行為または規約などの写し 

○事業実績の分かるもの(平成16～18年度事業実績表および

収支計算書) 

○団体の役員名簿 

○事務局の組織が分かるもの 

申込み　9月25日㈫から10月9日㈫(土・日曜日、祝日を除く

8時30分～17時15分)までに、直接、子育て支援課へ 

※郵送での受付は行いません。 

鈴鹿市つどいの広場事業の受託者を募集します　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

近鉄
白子駅

県道
白子停車場線
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第78回都市対抗野球大会の 
応援ありがとうございました 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
spotsu@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市代表の｢Honda鈴鹿チーム｣

は、初戦群馬県太田市代表の富士

重工業と対戦し、8回裏に逆転され、

惜しくも3対4で敗れました。Honda鈴

鹿チームの健闘に拍手を送るとともに、

市民の皆さんの応援に感謝します。 
 

図書館を休館します 

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

　9月27日㈭から10月3日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間と

して休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
鈴鹿市民会館が使用できません 

市民会館　 382-0654　 382-3109

　平成20年11月１日㈯から12月28日

㈰まで、市民会館手動吊物装置など

の改修工事のため、ホールおよび展

示室の使用ができません。ご迷惑を

おかけしますが、よろしくお願いします。 

 
デジタル地図の作成に伴う 
現地調査にご協力ください 

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

　県では、今年から平成21年にかけて、

県内各市町共同でデジタル地図を作

成しています。その過程で｢空中写真

に写らない箇所の確認｣｢詳細な地形

形状の把握」のために、現地調査を

実施する必要があります。この際、原

則公道から調査しますが、場合によ

っては、民地内に立ち入る可能性が

ありますので、ご協力をお願いします。 

と　き　平成20年7月下旬まで 
 
浄化槽の法定検査を受けましょう 

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

　浄化槽は、微生物の働きを利用して

汚水を処理する施設です。浄化槽法

では｢保守点検｣｢清掃｣｢法定検査｣の

実施が義務付けられています。このうち、

法定検査は、県知事の指定を受けた(社)

三重県水質保全協会が行っています。 

◆新検査方式を導入
　4月1日から11条検査(2年目以降

の定期検査)にBOD検査(生物化学

的酸素要求量：水中の有機物によ

る汚濁の程度を示す指標)を追加し、

新検査料金システムにしました。 

◆法定検査(11条検査)を受けましょう
と　き　9月～11月(予定) 
※検査実施日など詳しくは、同協会

から案内があります。 

問合せ　(社)三重県水質保全協会
　059-226-0010　 059-226-8026 

※下水道や集落排水などの供用を開始していて、

廃止した浄化槽への法定検査の案内が届い

た場合は、同協会へご連絡をお願いします。 

※浄化槽を廃止する場合は、三重県(鈴

鹿環境課　 382-8675)へ浄化槽廃

止届の提出が必要です。 

 
三重県若者自立支援センター
がオープンしました 

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

ところ　津市羽所町700アスト
津3階(　059-246-1212　waka 

　mono@pref .mie. jp)  

相談時間　13時～19時(土・日曜日、
祝日と年末年始を除く) 

内　容　仕事に就くことへの不安
やコミュニケーションが苦手など

の理由で社会に踏み出せない方

や、その保護者の方を対象にし

た相談や情報提供などの支援 

 
鈴鹿国際大学の社会人入試
と長期履修制度のご利用を 

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

◆社会人入試
受験資格　2年以上の社会経験を
有し、平成20年4月1日現在に

おいて満21歳以上の方 

※高等学校を卒業していない方、中

途退学の方も同大学の入学資格審

査に合格した方は、受験できます。 

※主婦や退職された方も含みます。 

募集学科　国際学科、観光学科 
願書受付期間　平成20年3月21日㈮まで 
【入学試験】 
と　き　随時(受験生と本学で調整) 
ところ　鈴鹿国際大学 

内　容　面接 
問合せ　同大学入試課　　372-2915 
※社会人入試を経て入学される方には、入学

金相当額(30万円)を奨学金として支給します。 

※働きながら学ぶため長期履修制度を利

用される方は、4年間の授業料で6年間

在籍できるため、1年間の授業料も少な

くなり、年間の経済的負担を軽減できます。 

　 
無料総合相談と裁判所・検察庁

見学会を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

◆無料総合相談所(津)
と　き　10月2日㈫　10時30分～
15時30分 

ところ　津センターパレス2階　
第1・2・3会議室(津市大門7-15) 

内　容　法律相談(先着36人)、人
権・登記・戸籍相談(先着36人)、

犯罪被害者支援相談(先着12人) 

相談時間　1人20分程度 
問合せ 
○法律相談　津家庭裁判所総務
課庶務係 　 059-226-4171 

○人権・登記・戸籍相談　津地方法務局
総務課庶務係 　 059-228-4191 

○犯罪被害者支援相談　津地方検察庁
企画調査課 　 059-228-4123 

◆無料法律相談所(四日市)
と　き　10月2日㈫　10時30分～
15時30分 

ところ　四日市市総合会館8階
第5会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　先着36人 
相談時間　1人20分程度 
問合せ　津地方裁判所四日市支
部庶務係　 059-352-7151 

◆裁判所・検察庁の見学会
問合せ　津地方裁判所総務課庶務係
　059-226-4172、津地方検察庁企

画調査課　 059-228-4123 

 
公証人無料相談会を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月6日㈯、7日㈰　10時
～16時(受付：15時30分まで、

電話予約可) 

ところ
○津合同公証役場(津市丸之内養正町

7-3山田ビル1階　 059-228-9373) 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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○四日市公証人合同役場(四日市市朝

日町1-9千賀ビル2階　 059-353-3394) 

内　容　遺言、相続、離婚、契約など 
 
司法書士無料相談会を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月6日㈯　10時～15時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　登記、簡易裁判所の訴訟・
民事調停手続、金銭貸借、成年

後見など(予約不要) 

問合せ　三重県司法書士会 
　　 059-221-5553 

◆10月1日㈪から7日㈰まで、各

司法書士事務所でも無料で相

談に応じています。 

◆三重県司法書士会館(津市丸之

内養正町17-17)でも相談所を開

設しています(要予約)。 

と　き　毎月第1・第2・第3水曜日
13時30分～16時30分、毎月第4

土曜日　17時30分～20時30分 

相談料　一律5,250円(1時間以内) 
申込み　相談専用　059-221-5553へ 
 
外国人雇用状況の届出が 
義務化されます 

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

　10月1日㈪から、外国人労働者(特

別永住者を除く)を雇用するすべて

の事業主の方には、雇用・離職の

際に、その氏名、在留資格などをハ

ローワーク(公共職業安定所)へ届け

出ていただくことが義務付けられます。 

　また、すでに雇用されている外国人

労働者については、10月1日以降1年

の間に提出していただく必要があります。 

　ハローワークでは、これに基づき、

外国人労働者の雇用環境の改善

に向けて、事業主の方への助言・

指導や、離職した外国人への再就

職支援を効果的に行います。 

問合せ　三重労働局職業対策課
　 059-226-2306 

 
郵便局が新たな会社として 

スタートします 

総務課　 382-9005　 382-2219
somu@city.suzuka.lg.jp

　10月1日㈪から、郵便局は、民営化

により、次の2つの会社としてスタート

します。これまでと同じ店舗で、引続

き郵便・貯金・保険のサービスをご提

供するとともに、地域のみなさまのお

役に立てるよう、一層努力していきます。 

◆郵便局株式会社
○鈴鹿郵便局(　 382-1809) 

○白子郵便局(　 386-0420) 

業務内容　郵便窓口サービス、
貯金サービス、保険サービス 

◆郵便事業株式会社
○鈴鹿支店　郵便・集配業務全般

(　382-0820) 

○白子支店　郵便・集配業務全般

(　386-0800) 

※詳しくは、上記各郵便局へお問合

せください。 

 

○催し物

 
鈴鹿川クリーン大作戦 

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.jp

　わたしたちの鈴鹿川を守るため、

鈴鹿川の堤防を清掃します。 

対　象　ボランティア団体、自治会、
一般団体、個人の方 

と　き　10月28日㈰
　8時から1時間程度(小雨決行) 

ところ　庄野橋付近(鈴鹿川河川
緑地)、高岡橋付近 

申込み　10月15日㈪までに、電話

で河川課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 
プラネタリウム秋番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・秋番組】
と　き　9月29日㈯～12月16日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時からの1日3回 

内　容 
○秋の星座紹介(ぺガスス座・アンド

ロメダ座・うお座・みずがめ座ほか) 

○｢OOPARTS｣(オーパーツ) 

　宇宙飛行士ルリが体験した、不思

議な少年パレルとのミステリーワー

ルドの旅。キーワードは｢OOPARTS｣。

はるか昔の文明の技術でつくられた

謎のオーパーツが語る人間と宇宙の

もうひとつの歴史とは。 

定　員　各回180人 

【学習番組】
と　き　10月2日㈫～12月14日㈮ 
内　容　太陽・月・星の動き 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申込み限定です。 

※番組入れ替えのため、9月24日(月)

から28日(金)は、投映を休みます。 

 
第31回鈴鹿市民サイクリング大会 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月14日㈰　8時20分から 
　(雨天決行) 

ところ　市役所分館第2前駐車場 
主　催　鈴鹿市サイクリング協会 
内　容
◆Aコース(45km)
　分館第2→佐佐木信綱記念館(石

薬師)→大久保、椿一宮、山本→

椿大神社(参拝)→椿一宮→井田川

→回生病院(昼食後イモ掘り) 

◆Bコース(20km)
　分館第2→木田橋サイクリング

ロード→鈴鹿川河川緑地→回生

病院(昼食後イモ掘り) 

※イモ掘りは回生病院近くで行い、

分館第2まで帰られる方は、皆さ

んが一緒に行動します。イモは駐

車場まで車で運びます。 

参 加 料　1,800円(小学生以下
1,000円) 

※昼食代、イモ代、傷害保険料含む。 

申込み　10月9日㈫までに、申込先
に備え付けの申込用紙に必要事

項を記入の上、参加料を添えて、

国際交流協会(神戸一丁目1-1

　383-0724)、森サイクル(国府町

2271-1　 378-9211)、辻岡サイクル

(中旭が丘二丁目7-40　 386-6035)、

リンリン健さん(三日市南一丁目5-

22　367-3191)、またはスポーツ課へ 

 
錦秋花火大会 

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

と　き　10月7日㈰　18時30分から 
ところ　大鹿三宅神社境内(池田町) 
内　容　80発の花火打ち上げ 
協　賛　NHK、三重テレビ、ケー
ブルネット鈴鹿 

※詳しくは、池田町自治会長　北川保

(　 382-1884)へ 

 

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 

催 し 物  



10 2007・9・20

街 路 樹 の せ ん 定

写真撮影　三浦興一

○催し物

 
特別展｢文字を記す-硯と墨書-｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　9月29日㈯～12月2日㈰ 
ところ　考古博物館 
内　容　日本最古の墨書土器、古
代・中世の硯や木簡などを展示 

【講演会｢古代東アジアの硯｣】
と　き　9月29日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　川越俊一さん(奈良文化
財研究所前副所長) 

聴講料　無料 
 
MIEF- IATSSフォーラム 

文化交流会 

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

　アセアン諸国からの研修生およ

び三重県国際交流財団で勤務する

国際交流員と県民が交流し、文化

や習慣などについて理解を深めます。 

対　象　一般 
と　き　10月21日㈰　13時30分

～17時 

ところ　青山ホール・多目的ホール
(伊賀市阿保1411-1) 

内　容　世界のティータイムの紹介、
各国ブース展示、チャリティーオ

ークション、ダンスなど 

主　催　㈶国際交通安全学会IATSS

フォーラム、㈶三重県国際交流財団 

参加料　無料 
問合せ　㈶三重県国際交流財団

　059-223-5006 

 

○講座・教室

 
男女共同参画市民企画支援事業 

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

　市民の皆さんが企画した男女

共同参画社会づくりにつながる

事業を協働で開催します。 

◆子育て支援講座　本音で語ろう
〜お産のこと・子育てのこと〜
　助産師と先輩パパママを交えて

お産や子育てについて本音で語り

合い、ティータイムで交流も深めます。 

対　象　妊娠・出産・子育てに
関わる方、関心のある方 

と　き　10月21日㈰　13時～16時
(12時30分受付) 

ところ　ジェフリーすずか 
主　催　マタニティーライフを
考える会 

定　員　先着50人(0歳児同伴可) 
参加料　1人1,200円、ペアー参加
2,000円 

申込み　電話、ファクスで足立
(　 ・　 387-0892)へ 

　　　　　　 
ジェフリー男性セミナー 
｢定年後の羅針盤｣ 

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

対　象　定年前後の男性 
と　き　10月13日㈯　13時30分

～15時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　定年後の自分らしい生き
方について考えます。 

講　師　中村彰さん(オフィスな
かむら代表) 

定　員　30人(応募多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　10月2日㈫12時までに、講座名、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

号を記入の上、男女共同参画課へ 

※10月3日(水)に抽選結果を発送予定 

 
エンパワーゼミ 

｢自己尊重トレーニング｣ 

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

対　象　市内在住または在勤・
在学の5回とも出席できる女性 

と　き　10月12日㈮、19日㈮、

26日㈮、11月2日㈮、9日㈮　

いずれも19時～21時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　自分らしさや自分の大
切さについて見つめ、考えます。 

講　師　梅村政子さん(フェミニスト
カウンセリングなごやスタッフ) 

定　員　20人(応募多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　10月2日㈫12時までに、講座名、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

号を記入の上、男女共同参画課へ 

※10月3日(水)に抽選結果を発送予定 

託　児　応相談。10月2日㈫12時
までにご連絡ください。 

 
ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に在住の方で、受講
可能な方(資格・年齢は問いません) 

とき・内容
○10月2日㈫

　9時30分～12時30分　救急法 

　13時15分～15時　子どもの遊び 

○10月18日㈭　 

　10時～12時　子どもの病気　 

○10月24日㈬ 

　10時～12時30分　子どもの発達

と心 

ところ　ジェフリーすずか(ホール) 
講　師　医師・臨床心理士など 
定　員　30人 
受講料　無料 
申込み　鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター(　 ・　 381-1171)へ 

託　児　2歳以上(要予約) 
◆ファミリー･サポート・センター
　子育てを助けてほしい人(依頼会員)

の要望に応じ、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、一時的に子どもを

預かる会員組織(有償ボランティア) 

 
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　9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　10月10日㈬と11日㈭、
10月18日㈭と19日㈮ 

○基礎2　10月13日㈯と14日㈰ 
○ワード基礎　10月6日㈯と7日㈰ 
○ワード応用　10月27日㈯と28日㈰ 
○エクセル基礎　10月24日㈬と

25日㈭ 

○エクセル応用　10月20日㈯と

21日㈰ 

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 

○9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 

○10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 

○10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

道路保全課　 382-8421　　 382-7660
dorohozen@city.suzuka.lg.jp

街 路 樹 の せ ん 定
　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。 

　わたしは、街路樹のせん定によって、盛夏に

木陰を奪うという状況には賛成しかねています。

せん定の理由には、落ち葉対策が取られていないとい

うことや電線に接触するということ、また交通標識の邪

魔になることなどが考えられると思いますが、鈴鹿市の

街路樹のせん定についての考え方を教えてください。 

 

　街路樹には、まちの景観をアップさせるとともに、

市民に四季の訪れを知らせることができ、また日

陰をつくり、道路や歩道の温度上昇を抑え、防風・大

気浄化の作用があるなどさまざまな効果があります。 

　本市においても、幹線道路の街路緑化については、

道路交通の安全と快適性の向上を図りつつ、沿道の

自然環境の保全あるいは生活環境の改善につなが

るよう、限られた財源の範囲内で推進しております。 

　こうした中で、現在、市では、主に春から秋にか

けては低木せん定を、冬季には高木のせん定を必

要に応じて行うとともに、下枝などによる歩行者・自

動車の通行障害などを考慮し、部分的には夏季に

もせん定を行っています。そして今後も、せん定の

時期・方法につきましては、街路樹のさまざまな効

果を配慮しながら行っていきたいと考えています。 

 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　10月20日㈯と21日㈰ 
○ワード基礎　10月18日㈭と19

日㈮、10月24日㈬と25日㈭ 

○ワード応用　10月10日㈬と11

日㈭ 

○エクセル基礎　10月6日㈯と7

日㈰、10月13日㈯と14日㈰ 

○エクセル応用　10月27日㈯と

28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) 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座10・11月 

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

申込み・問合せ　高所作業車技能
講習と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

ら受付します。直接、鈴鹿地域

職業訓練センター(　387-1900

　 http://www.mecha.ne.jp/̃suzu 

　katc)へ 

◆エクセル中級(表計算中級)
と　き　10月22日から29日までの
月・水・金曜日　18時～21時(全4回) 

受講料　4,000円 

◆陶芸
と　き　10月23日㈫　9時～16時 
受講料　4,000円(教材費含む) 
◆データベース初級(Access初級)
と　き　11月5日から16日までの月・
水・金曜日　18時～21時(全6回) 

受講料　6,000円 
◆ガス溶接技能講習
と　き　11月19日㈪、20日㈫
　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費700円) 
◆エクセル初級(表計算講習)
と　き　11月20日㈫、21日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆高所作業車技能講習
学科講習　11月23日(金・祝)　8時20分

～17時50分 

実技講習　11月24日㈯または25

日㈰　8時20分～16時30分 

受講料　3万4,500円(小型移動式
クレーン技能講習修了者は

2,000円減額) 

申込み　9月25日㈫から 
◆フォークリフト運転技能講習
学科講習(全コース共通)
　11月2日㈮ 

実技講習 
Ⅰコース　11月4日㈰、10日㈯、

11日㈰　30人 

Ⅱコース　11月6日㈫～8日㈭　

30人 

Ⅲコース　11月13日㈫～15日㈭

30人 

受講料　2万1,400円 
申込み　10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。 

 
公開講座｢子育て支援｣ 

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

と　き　10月13日㈯　14時～ 
　16時(開場13時30分) 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
テーマ　幸せになる力－発達障
がいの息子と共に－ 

講　師　堀田あけみさん(作家) 
定　員　270人 
参加料　無料 
申込み　10月2日㈫までに、電話、
ファクスで教育研究所へ 

※手話通訳有り 
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