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市税の前納報奨金制度を 

廃止します 

納税課　 382-7831　 382-7660
nouzei@city.suzuka.lg.jp

○平成20年度から市税の前納報
奨金制度を廃止します
　固定資産税(都市計画税含む)

と市・県民税(普通徴収分)につ

いて、それぞれの第1期の納期

限までに全期分を一括して納め

ていただいた際、前納報奨金を

交付していましたが、廃止する

こととなりました。ご理解をお

願いします。 

○全期前納はこれまでどおり行えます
　前納報奨金制度は廃止されま

すが、これまでどおり、納付書

または口座振替により、全期分

を一括して納めていただくこと

はできますのでご利用ください。 

 
市民活動団体支援補助金を 

交付します 

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

　地域を問わず、広く社会の公

益に寄与することが期待できる

自主的・自発的な非営利の市民

活動を行う団体に対し、団体の

立ち上がり期における事業費の

一部を補助します。 

対　象　市内を中心に活動する
活動期間3年未満の市民活動団

体が行う団体の自立に効果的

な事業 

補助金額　補助対象事業に必要
な経費の4分の3に相当する額(最

高10万円) 

申込み　10月22日㈪から配布す

る補助金交付申請書に必要書

類を添えて、11月9日㈮までに、

直接、地域課へ 

※補助金交付申請書は、市ホームページ、

または鈴鹿市民活動情報サイト

(　http://genki365.net/gnks02/ 

　pub/ i n d ex . p hp )からも入手で

きます。 

 
中学校ランチサービス業者の
募集説明会を行います 

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

対　象　鈴鹿市入札指名願いに
登録している業者 

内　容　平成20年度の中学校ラ
ンチサービス(弁当の調理・配

送など)実施業者を募集します(配

送経費を負担します)。 

申込み　10月31日㈬までに、学

校教育課へ 

 
学校給食用乾物納入業者を 

募集します 

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

　学校給食協会では、学校給食物

資を共同購入するため、平成20・

21年度の納入業者を募集します。 

対　象　市内業者と現在の納入業者 
内　容　1日1万4,800食分の乾物 
　(常温保存できるもの)、調味料

(みそ・しょうゆ・酒類・塩な

どを除く)を、指定した期間に

25カ所へ納入 

申込み　10月30日㈫から11月8日
㈭までに、学校教育課に備え

付けの申込用紙に必要事項を

記入の上、直接同課へ 

【説明会】
と　き　10月29日㈪　11時から 
ところ　市役所本館11階1101 
　ミーティングルーム 

 
全国物価統計調査に 

ご協力を 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　総務省では、本年11月に「平

成19年全国物価統計調査」を実

施します。この調査は、主な商

品の販売価格やサービスの料金

などを調査するもので、対象と

なった小売店舗、飲食店、サー

ビス事業所などについて、11月

上旬から下旬にかけて調査員と

市区町村が調査を行います。調

査の結果は、物価政策をはじめ、

各種の行政施策を立案する際の

重要な資料として利用されます。

ご協力をお願いします。 

 
西部体育館の集落排水 
繋ぎ込み工事を行います 

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

　西部体育館の集落排水繋ぎ込

み工事を、11月下旬から平成20

年1月下旬にかけて行います。また、

工事期間中、館内のトイレが使

用できない期間がありますが、

仮設トイレを設置します。工事

　「ごみ減量とリサイクルを考えるポスター」には、市内

の小・中学生から1,739点が寄せられました。最優秀賞

には林未理亜さん(玉垣小学校2年)、櫻井敬修さん(神

戸小学校5年)、中谷捺美さん(白鳥中学校2年)の3人の

作品が選ばれたほか、計70点の入賞作品が決まりました。 

　また、6月3日に行われた第22回クリーンシティSUZUKA

の参加作文には、464点の応募がありました。最優

秀賞には鬼頭くるみさん(高田中学校1年)が選ばれた

ほか、計18点の入賞作品が決まりました。 

　なお、「ごみ減量とリサイクルを考えるポスター」の最優秀賞

の作品は、来年度発行の「美しいまち鈴鹿」に掲載されます。 

｢ごみ減量とリサイクルを考えるポスター｣と｢クリーンシティSUZUKA参加作文｣の入賞者が決定しました 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

林未理亜さん(玉垣小学校2年)

櫻井　敬修さん(神戸小学校5年)

中谷捺美さん(白鳥中学校2年)

はやし み り あ さくらいけいしゅう  

なかたに　なつ み  

き　とう  

お 知 ら せ  
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期間中は車の出入りなど体育館

利用に際し不便をお掛けしますが、

ご協力をお願いします。 

 
指定管理者を募集します 

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

　市では、平成20年4月からの指

定管理者制度導入に向けて、江島

総合スポーツ公園(市立体育館、市

立テニスコート、市武道館、芝生広

場・多目的広場、松池公園)の指

定管理者を募集します。なお、指

定管理者は、提出された書類など

を審査した上で、候補者を選定し、

議会の議決を経て指定します。 

申込み　11月8日㈭までに、申請

書類に必要事項を記入の上、一

般書留、簡易書留、配達記録郵

便のいずれかで郵送するか、直接、

スポーツ課へ 

※市ホームページからも、申請用紙

などを入手できます。 

【説明会】
と　き　10月25日㈭　13時から 
ところ　市立体育館大会議室 
定　員　1団体につき2人まで 
申込み　事前にスポーツ課へ 
 
鈴鹿都市計画の案(鈴鹿都市計
画道路の変更)が縦覧できます 

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

　地方による柔軟、迅速な都市計

画の決定、変更を行うために、車

線の数が定められていないすべて

の県決定および市決定の都市計画

道路について、車線の数を定め、

併せて町丁目変更などにより、住

所表示変更が必要なものについては、

その名称の変更を行うものです。 

県決定案件　第二名神自動車道他
33線 

縦覧場所　都市計画課(市役所本館
9階)、三重県県土整備部都市政

策室(県庁4階) 

市決定案件　旭が丘愛宕線他3線 
縦覧場所　都市計画課(市役所本館
9階) 

縦覧期間　いずれも、10月26日㈮

～11月9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、意見書を提出できます。 

問合せ　都市計画課、県都市政策室
　059-224-2718

平成19年度全国大会以上出場者と顕著な成績　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」制定にともない、全国規模以上の大会に出場した団体・個人を、半年単

位でお知らせします(平成19年4月～9月スポーツ課把握分・敬称略)。 

※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。 

第55回全日本都道府県対抗剣道優勝大会 

JOCジュニアオリンピックカップ2007年度全日本ジュニアレスリング選手権大会 

第36回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 

第12回全日本レディースソフトボール大会 

第17回若獅子旗争奪中学選抜剣道白山大会 

第54回全日本勤労者弓道選手権大会 

第20回記念都道府県対抗全日本マスターズ駅伝滋賀大会 

第33回全日本実業団産業別ボウリング選手権大会 

内閣総理大臣杯第50回全国空手道選手権大会 

第一三共ヘルスケアレディース2007第30回記念全国レディース卓球大会 

第15回全日本選手権大会 

第24回全国家庭婦人剣道大会 

第40回全日本シニアボウリング選手権大会 

第27回全国クラブハンドボール選手権大会 

第25回全日本レディースバドミントン選手権大会 

第42回全日本少年剣道錬成大会 
 

第24回全国少年少女レスリング選手権大会 

全日本9人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会 

平成19年度全日本6人制バレーボールクラブカップ男子選手権大会 

第29回全日本レディースソフトテニス決勝大会 

第78回都市対抗野球大会 

 

第7回全日本少年少女空手道選手権大会 

 

平成19年度第15回全国中学生空手道選手権大会 

第47回空手道糸東会全国選手権大会 

第25回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会 

第12回全日本エルダーソフトボール大会 

第28回全日本社会人フィールドアーチェリー選手権大会 

第25回全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会 

４
月 

５
月 

６
月 
７
月 

８
月 

９
月 

上田麻由 

津村健太 

　野弘美 

佐野仁美、山副有紀 

神戸中学校 

田中陽子、東嘉樹 

篠原利彦、黒宮章 

ホンダ技研鈴鹿、田口製作所 

山口航平 

ベルハインド 

鈴鹿ブルズ 

井上美奈子 

中村謙、中村喜代孝、栗林隆行、栗林摩知子、島富士子、浜口朋子 

茅場清、関根和彦、斎藤泰貴、大森優介、笹波重俊 

西村孝子、森川和代、乾恵子、小野ちづ子 

丹羽悠介、井上諒、太田篤、大村春奈、北川清太、井上夏子、田中麻友、

芳村咲那、大村美星、長田航大、与那嶺好香、松本直人 

森野湧也(準優勝) 

淳鹿クラブ 

長谷川真司 

山川英美、川合清美、実崎登志枝、坂実那子 

ホンダ鈴鹿 

田川涼夏、鈴木優香、山本大智、金井泰亮、清水英梨香、永井琴葉、

上條真輝、大橋里央、内藤美月、奥山愛理、村出新、田原武豊、

粉川征子、奥山大輝、清水武駿、大泉泰磨、後藤幸希 

澤村ゆき乃 

酒井考一朗 

濱　勝司、井上史朗、北川清太、大村美星 

鈴鹿ミックスパイ 

　野弘美 

大村美星、大村春奈 
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鈴鹿市マスコットキャラクター
「ベルディ」をご活用ください 

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

　鈴鹿市マスコットキャラクター

「ベルディ」の着ぐるみを、地域や学校、

企業などの行事に利用してもらうため、

貸し出しています。ぜひご利用ください。

また、事前に市の承認を受けることで

「ベルディ」を印刷物などに使用する

ことができます。 

※「ベルディ」は著作権

や商標登録により、使

用目的や使用方法が

決められています。 

 
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

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@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。希望者は写真添

付の履歴書をお持ちの上、人事課へ

お越しください。登録者の中から必

要の都度、勤務条件・経験などを考

慮して雇用させていただきます。 

　公立保育所の臨時保育士・給食

調理員(子育て支援課)と公立幼稚

園の臨時講師、小･中学校の給食

調理員、介助員(学校教育課)など

の臨時職員も随時募集しています。 

 
第62回｢児童福祉週間｣標語を

募集します 

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

　｢次世代を担う子どもたちからの

発信｣をテーマに、元気でがんばる

子どもたちを応援する標語や、未来

に向けての子どもたちからのメッセ

ージとなる標語を募集しています。 

応募方法　10月31日㈬ (必着)まで
に、はがき、封書、ファクス、イ

ンターネットで、㈶こども未来

財団(〒105-0003　東京都港区

西新橋3-3-1西新橋ビル8階　

㈶こども未来財団「標語募集」係

　03-6402-4830　 http://www. 

　kodomomiraizaidan.or.jp/)へ 

 
｢障害者の集い(就職面接会)｣を

行います 

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

　障がいのある方の雇用を一層推

進するために開催します。今年度

は障がい者雇用に積極的な23社の

企業の参加を予定しています。 

と　き　10月31日㈬　13時～ 

　15時45分 

ところ　ジェフリーすずか 
問合せ　ハローワーク鈴鹿専門
援助部門障害者担当　矢田　 

　382-8609　 383-5619 

 
11月は過重労働・賃金不払
残業解消キャンペーン月間です 

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

　「過重労働・賃金不払残業解消

キャンペーン月間」にちなみ、三重

労働局では「全国一斉無料相談ダ

イヤル」を設置し、相談に応じます。 

全国一斉無料相談ダイヤル
フリーダイヤル　 0120-897-283
と　き　11月23日(金・祝)　9時～
17時 

問合せ　三重労働局監督課　 059-
226-2106 

 
インターネットによる 
所得税の確定申告(e-Tax) 
説明会を開催します 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　国税庁ホームページ「確定申告書

等作成コーナー」を利用した所得税の

確定申告書の作成からe-Taxへの送

信までの手続について説明会を開催

します。e-Taxを利用すると、自宅で

確定申告書の作成や提出ができます。 

対　象　平成19年分の所得税の確
定申告が必要な方(還付申告の

提出予定者を含む)の内、インタ

ーネットなどの利用環境がある方 

と　き　10月31日㈬、11月7日㈬
9時30分から、11時から、13時15分

から、14時45分からの1日4回 

※開始10分前までにお越しください。 

ところ　鈴鹿市ふれあいセンター
ふれあいホール(南玉垣町6600) 

※公共交通機関をご利用ください。 

内　容　確定申告書等作成コーナー、
e-Tax、電子証明書を有する個人の

電子申告に係る所得税額の特別

控除(最高5,000円)、利用環境など 

※予約不要。直接、会場にお越しくださ

い。ただし、満席の場合は、次の回と

なる場合があります。 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税
第一部門　 382-0351 

 
鈴鹿税務署の代表電話が 
自動音声案内に変わります 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　11月1日㈭から、鈴鹿税務署の

代表電話(　 382-0351)が自動音声

案内に変わります。自動音声案内

に従い、ご希望の番号を押すか、

ダイヤルしてください。 

○国税に関する質問・相談は｢1｣を
　⇒「電話相談センター」へつ

ながります。 

○税務署からの照会やお尋ね、
または職員にご用の方は｢2｣を
　⇒税務署へつながります。 

※国税に関する電話相談は、最寄り

の税務署の代表電話へ 

※税務相談室(分室)での相談業務は、

「電話相談センター」へ移行し、

面接による相談は行いません。 

 
災害時通訳ボランティアを 

募集します 

㈶三重県国際交流財団
059-223-5006　 059-223-5007

mief@mief.or.jp

　新潟県中越沖地震では、多くの

方が被災され、100人を超える外国

人住民も避難生活を余儀なくされ

ました。災害時に外国人住民に対

して情報提供や問題解決のサポー

トをしていただく「災害時通訳ボラ

ンティア」を募集します。 

募集期間　11月1日㈭～30日㈮ 
応募条件　外国語(言語は問いま
せん)で日常会話ができ、研修

会に参加できる方 

※12月5日(水)に「災害対策事例説明会」、

1月末～2月にかけて研修会を開催します。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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申込み　所定の用紙に必要事項を
記入の上、郵送、ファクス、電子

メールで㈶三重県国際交流財団

(〒514-0009　津市羽所町700　

アスト津3階)へ 

※申込書は、(財)三重県国際交流財団の

ホームページ(　http://www.mief. 

　or . jp)からも入手できます。 

 
60歳以降も国民年金保険料
を納めることができます 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金は20歳以上60歳未満

の方が加入対象ですが、国民年金

保険料を支払っていない期間があ

る方で、厚生年金などに加入して

いない方は、65歳まで任意加入し、

年金額を満額に近づけることがで

きます。ただし、満額になればそれ

以上納めることができません。任意

加入は原則65歳までですが、年金

を受給する資格を満たさない方は、

65歳以降も資格を満たすまで(最高

70歳まで)特別に加入することがで

きます。 

問合せ　津社会保険事務所国民年
金課　 059-228-9188 

 
民事介入暴力巡回法律相談

を開催します 

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

　鈴鹿警察署では、㈶暴力追放三

重県民センターと三重弁護士会民事

介入暴力対策委員会の協力を得て、

暴力団との民事トラブルや暴力団の

不法行為について相談を受け付けます。 

と　き　11月9日㈮　13時～16時 
ところ　四日市市総合会館8階第1
会議室(四日市市諏訪町2-2) 

※三重県警察本部や鈴鹿警察署、(財)暴力

追放三重県民センターでは、常時、専門

の担当者が相談を受け付けています。 

 
三泗鈴亀農業共済事務組合
の事務所が移転します 

三泗鈴亀農業共済事務組合

391-2838　 391-2841
info.san@nosai24.com

　11月26日㈪から、三泗鈴亀農業

共済事務組合の事務所が移転します。 

現住所　菰野町大字大強原3247番地
三重四日市農協鵜川原支店2階 

新住所　鈴鹿山麓リサーチパーク内
㈱三重ソフトウェアセンター2階 

【新事務所の所在地・連絡先】
〒512-1211　四日市市桜町3690-4 

　 329-8780　 329-8783 

　 info.san@nosai24.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

○催し物

 
第11回 

鈴鹿シティマラソン 

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

と　き　12月16日㈰(雨天決行) 
ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコースと周辺道路 

内　容　21.0975㎞(ハーフ)、5.7㎞、
2 . 1㎞、競技用車いす5 . 7㎞、

生活用車いす2.1㎞ 

申込み　11月16日㈮(当日消印有効)
までに、スポーツ課、市内スポ

ーツ施設、地区市民センター、

公民館に備え付けの所定の参

加申込用紙に必要事項を記入し、

郵便振込みで申し込むか、ラン

ネットホームページ(　 http:// 

　runnet . jp/runtes/)から申し込

んでください。 

※市ホームページトピックスにも掲

載しています。 

◆ボランティアスタッフを募集し
ています

と　き　12月16日㈰　7時30分から
12時30分まで(雨天決行) 

ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコースと周辺道路　 

内　容　シティマラソン進行業務 
申込み　11月9日㈮までにスポー
ツ課へ 

※お礼として、参加記念Tシャツと

弁当代をお渡しします。 
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○第29回鈴鹿市レディースソフトボール大会(4月)
　優　勝　マーメイド 

　準優勝　鼓ヶ浦中学校 

　三　位　稲生ラブリーズ、河曲クラブ 

○第23回鈴鹿市少年野球選手権大会(5月)
　優　勝　稲生クラブ 

　準優勝　旭が丘クラブ 

　三　位　栄クラブ、愛宕クラブ 

○第6回ジュニアティーボール大会(6月)
　Aコート　優勝　石薬師 

　Bコート　優勝　河曲っ子A 

　Cコート　優勝　旭が丘 

　Dコート　優勝　神戸クラブB 

　Eコート　優勝　神戸クラブA 

　Fコート　優勝　キッコロ 

○第16回鈴鹿市少年相撲大会(6月)
　団　体　優　勝　津相撲クラブA 

　　　　　準優勝　津相撲クラブB 

　　　　　三　位　鈴鹿相撲クラブA 

　個人４年生の部　優勝　福島淳平 

　個人５年生の部　優勝　鈴木勝也 

　個人６年生の部　優勝　山口正太郎 

　個人中学生の部　優勝　角田知也 

○第13回鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会(8月)
　優　勝　長太少年ソフトボール団 

　準優勝　天名スポーツ少年団 

　三　位　明生ソフトボールクラブ 

○第34回鈴鹿市民軟式野球大会(9月)
　Aブロック　優勝　国府、準優勝　飯野、三位　河曲、稲生 

　Bブロック　優勝　庄野、準優勝　桜島、三位　牧田、箕田 

市内各種スポーツ大会結果　　スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotsu@city.suzuka.lg.jp

　市内各種スポーツ大会(市主催分・4月～9月)の結果をお知らせします(敬称略)。 
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写真撮影　三浦興一

○催し物

 
第40回鈴鹿市美術展 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

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

　公募作品の入選以上の作品と、

本美術展の審査員、無鑑査・招待・

名誉会員の作品を展示公開します。 

と　き
○展覧会　10月31日㈬～11月4日㈰
10時～17時(11月4日は16時まで) 

○表彰式　11月4日㈰　14時から 
○講　評　11月4日㈰　表彰式終
了後、各会場で行います。 

ところ　文化会館 
入場料　無料 
 
障がい者ふれあい運動会 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　障がいのある方の体力づくりと友

愛の輪を広げるために行います。 

と　き　10月28日㈰　10時～15時 
ところ　市立体育館 
主　催　鈴鹿市障害者団体連合会 
 
若松海岸の清掃ボランティア 

若松地区市民センター
385-0200　 385-4752

と　き　11月10日㈯　8時～10時 
ところ　山中公園前(メイン会場)、千代
崎観光案内所前、原永第二集会所前 

主　催　若松海岸通り美化ボランテ
ィア推進委員会(代表：神保克弘

　385-1396)  

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、

同委員会が準備します。 

 
税を考える週間イベント 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　11月11日～17日の「税を考え

る週間」にあわせて行います。 

と　き　11月11日㈰　10時～15時 
ところ　ベルシティ1階センターコート 
内　容　税の作文･習字表彰式、
絵葉書コンクール表彰式、税金ク

イズ大会、税金よろず無料相談会、

電子申告相談コーナーなど 

主　催　鈴鹿税務連絡協議会 
後　援　鈴鹿税務推進協議会 

問合せ　東海税理士会鈴鹿支部
事務局　382-7715 

 
第4回ぬくたいフェスタ 

人権教育センター　 384-7411　 384-7412

　障がい者差別をなくし、障がい

者の自立と社会参加を実現し、｢と

もに生きる社会｣をめざします。 

と　き　11月10日㈯　10時～15時 
ところ　一ノ宮団地解放センター、
人権教育センター 

内　容　コンサート、子どもの遊び
コーナー、飲食コーナーなど 

 
第8回みえ人権フォーラム 

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

　世界人権宣言の普及啓発とあら

ゆる差別をなくしていくために、人権

問題に取り組む県内の企業・団体・

福祉関係団体と協働で開催します。 

と　き　11月17日㈯　12時～16時、
18日㈰　9時30分～15時 

ところ　三重県総合文化センター文
化会館中ホール、エントランスなど 

内　容　記念講演(ピーコ(服装評論
家・シャンソン歌手)・先着950人)、

韓国農学、伊勢万歳、人権コンサ

ート｢池田卓ライブ｣、食文化コー

ナー、市町人権啓発コーナーなど 

入場料　無料 
問合せ　三重県人権フォーラム実行
委員会事務局　 059-233-5525 

 

○講座・教室

 
ジェフリーセミナー 
「教養講座家族法」 

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

と　き　11月11日㈰　13時30分

～15時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　結婚、相続など、家族
と法律について学びます。 

講　師　佐脇敦子さん(弁護士) 
定　員　30人(応募多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　11月1日㈭12時までに、講座名、
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

号と託児が必要な場合はお子さんの氏名、

年齢を記入の上、男女共同参画課へ 

※11月2日(金)に抽選結果を発送予定 

託　児　1歳から就学前まで、10人、
無料(希望者多数の場合は抽選) 

 
市民講座2007 

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

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

と　き　12月2日㈰　13時30分～
15時30分(13時開場) 

ところ　鈴鹿市ふれあいホール 
内　容　｢『子育てにとても大切な27
のヒント　クレヨンしんちゃん親子学』

の著者が語る夫婦と子育て｣と題し

て講演会を行います。 

講　師　汐見稔幸さん(白梅学園
大学教授・副学長) 

定　員　200人 
入場料　無料(要整理券。席に余裕
がある場合は、整理券なしでも可) 

託　児　1歳～就学前児、先着30人、
無料 

※託児希望者は、事前申込みが必要です。

10月23日(火)から男女共同参画課へ 

※手話通訳あり。 

【整理券配布】
と　き　10月23日㈫から 
ところ　男女共同参画課(ジェフリー
すずか内)、子育て支援課(市役所本

館1階)、子育て支援センターりんりん 

 
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　10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　11月10日㈯と11日㈰、
11月21日㈬と22日㈭ 

○基礎2　11月14日㈬と15日㈭ 
○ワード基礎　11月7日㈬と8日㈭ 
○エクセル基礎　11月24日㈯と25日㈰ 
○ワードで年賀状　11月17日㈯と

18日㈰、11月28日㈬と29日㈭ 

午後の部：13時30分から
○基礎2　11月21日㈬と22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 

○10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 

○11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 

○11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

環境政策課　 382-9014　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

動 物 の 緊 急 医 療 体 制
　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。 

　わたしの家では犬を飼っています。先日の夜、

急に犬の具合が悪くなり、インターネットで動物

の救急病院を探しましたが、市内にはありませんでした。

そのため津市の救急病院を検索して処置をしていた

だきましたので事なきを得ましたが、市内に動物の救

急病院がないのはなぜですか。 

　受診した動物病院の先生が、当日、鈴鹿からも何

人か診察に来ていると話していました。 

　津市のように当番制で救急対応をとってもらうのがベ

ストだと思いますが、できない場合は市のホームペー

ジなどに救急対応をしていただける病院を掲載してほし

いと思います。わたしの他にも困っている人が大勢いる

と思いますので、検討をお願いします。 

 

　動物の緊急医療体制についてですが、残念

ながら、現在、市内の動物病院では緊急医療

体制の整備はされていません。 

　年始については、鈴鹿市と亀山市の獣医師が当

番制で開業しており、その日程などは広報すずか

でお知らせさせていただいています。 

　また、ご質問にもありますように、県下では、津・

久居地区の獣医師が自主的に当番制で、平日夜

間の緊急医療体制をしいているとのことです。 

　市町に義務付けられている動物に関する法的な

ものは、狂犬病予防法に基づく犬の登録事務という

ことから、それ以上のことについては、公共の福祉、

さらに市民生活の利便性の向上といった視点から

検討をし、三重県獣医師会鈴鹿支部に対して、依

頼していきたいと考えています。 

 

○ワード基礎　11月17日㈯と18日㈰、
11月24日㈯と25日㈰ 

○ワード応用　11月10日㈯と11日㈰ 
○エクセル基礎　11月7日㈬と8日㈭、
11月14日㈬と15日㈭ 

○エクセル応用　11月28日㈬と29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、

ワードで年賀状は500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) 

 
体験講座｢自然素材でかご作り｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

対　象　中学生以上 
と　き　12月1日㈯　9時30分から、
13時30分から(2回開催) 

ところ　考古博物館 
定　員　各20人(応募多数の場合は抽選) 
参加料　2,500円程度(材料費) 
申込み　11月20日㈫(必着)までに、
往復はがきに、講座名、希望時間、

希望者全員の住所、氏名、年齢、

電話番号、電子メールアドレスを

記入し、返信用はがきに、代表者

のあて名を記入の上、考古博物館

(〒513-0013　国分町224)へ 

※はがき一枚につき、2人まで可。 

 
鈴鹿地域職業訓練センター講座

11月・12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

から受付します。直接、鈴鹿地域

職業訓練センター(　387-1900 

　　http://www.mecha.ne.jp/̃suzukatc)へ 

◆ホームページの作成
　(ホームページビルダーV9)
と　き　11月27日㈫～29日㈭
　9時～16時 

受講料　6,000円 
◆玉掛技能講習
　この資格がないと標記の業務

に従事できません。 

と　き　12月3日㈪～6日㈭・7日㈮
の4日間　9時～16時50分 

※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) 
◆年賀状の作成
と　き　12月5日㈬、6日㈭　9時～
16時 

受講料　4,000円(別途教材費1,200円) 
◆デジカメの活用

と　き　12月11日㈫、12日㈬　9時～
16時 

受講料　4,000円 
◆フォークリフト運転技能講習
○学科講習(全コース共通)
　12月6日㈭ 

○実技講習
Ⅰコース　12月9日㈰、15日㈯、16日㈰

30人 

Ⅱコース　12月11日㈫～13日㈭　30人 

Ⅲコース　12月18日㈫～20日㈭　30人 

受講料　2万1,400円 
申込み　11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。 
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