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鈴鹿市応急診療所の従事者
を募集します 

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

職　種　医療事務員 
受験資格　昭和24年4月2日以降生
まれの方で次の要件を満たす方 

○医療事務員　医療事務資格取
得者または医療事務の経験の

ある方 

業務内容　応急診療所での業務 
募集人員　若干名 
申込み　2月8日㈮までに採用試験
申込書に必要事項を記入の上、

直接、または郵便で〒513-0809西

条五丁目118-3　健康づくり課へ 

※採用試験申込書は、直接、または郵

便で健康づくり課へ請求してください。

郵便の場合は、封筒の表に朱書きで

｢応急診療所従事者採用試験申込書希

望｣と記入の上、返信用封筒(あて先を

記入し、90円切手をはった12cm×

23cm程度のもの)を同封してください。 

【採用試験】
と　き　2月15日㈮　18時30分から 
ところ　総合保健センター 
内　容　面接 
 
平成20年度嘱託保育士を 

募集します 

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

対　象　次の要件を満たす方 
○昭和27年4月2日以降に生まれた方 

○保育士資格を取得している、

または平成20年3月末日までに

取得見込みの方 

募集人員　10人程度 
申込み　1月28日㈪～2月15日㈮

(土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時15分)までに、直接、

または郵便で〒513-8701　子

育て支援課へ 

※採用試験申込書の請求は、直接また

は郵便で子育て支援課へ請求してく

ださい。郵便の場合は、封筒の表に

朱書きで｢嘱託職員採用試験申込書

希望｣と記入の上、返信用封筒(あて

先を記入し、90円切手をはった12cm

×23㎝程度のもの)を同封してください。 

※試験内容、面接の日程、場所など

詳しくは、子育て支援課へお問い

合わせください。 

※臨時保育士登録も受付中です。 

 
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20年度単位負担金額は402

円です。平成20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、402円×200

㎡＝8万400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。 

 
障害者控除対象者を認定します 

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

　身体障害者手帳などを持って

いない場合でも、市内に住所を

有する65歳以上で寝たきりや認

知症の状態によって、｢身体障害

者または知的障害者に準ずる｣と

認められる方に、認定書の交付

を行っています。所得税や市・

県民税の申告をするときに、こ

の認定書を提示すると、本人ま

たはその扶養者が、障害者控除

または特別障害者控除を受ける

ことができます。 

　対象となる方には、1月下旬ごろ、

申請書類を郵送しますので、認

定を受けようとする方は、長寿

社会課へ申請してください。 

※地区市民センターでも取り次ぎでき

ますが、若干の日数を要します。 

※申告方法などについては、直接、所得

税(鈴鹿税務署：　 382-0351(代表))、

市・県民税(市民税課：　382-9446)

の担当窓口にお尋ねください。 

 
住宅用火災警報器が大切な
｢命｣｢財産｣を火災から守ります 

予防課　 382-9157　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　全国で火災により亡くなった方の

57％は｢住宅火災｣で、そのうちの8

割は｢居室｣から発生した火災です。

また、亡くなった原因の64％は｢火

災に気付くのが遅れた｣ためです。 

　このような、火災からの逃げ遅

れを防ぐために、すべての住宅へ

住宅用火災警報器(煙式)の設置

が義務付けられ、既設住宅につ

いても、平成20年5月31日までに

設置するよう義務付けられています。 

設置場所　寝室(2階に寝室があ
る場合は階段にも設置が必要) 

◆悪質な訪問販売にご注意ください
　｢消防職員のふりをした訪問販

売｣や｢点検と称した訪問販売｣など、

悪質な訪問販売の被害が報告さ

れています。消防職員がご家庭

に火災警報器を販売することは

ありませんし、業者による点検

の必要もありませんので、十分

に注意してください。 

※仕様書をよく確認し、自ら点検を

行う習慣をつけましょう。 

※住宅用火災警報器は、クーリング

オフの対象です。契約などのトラ

ブルが生じた場合は、鈴鹿亀山消

費生活センター(　375-7611)にご

相談ください。 
 

消防防災ヘリコプターが 
山岳救助訓練を行います 

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

　三重県防災航空隊および他県消

防防災航空隊と消防署合同で、鈴

鹿富士ゼロックス(株)グラウンドへ

の集結訓練と、椿キャンプ場付近

で山岳救助訓練を実施します。 

　当日は、ヘリコプターの離発着や

訓練会場の騒音を、最小限にする

飛行コースで訓練を実施しますので、

ご理解とご協力をお願いします。 

お 知 ら せ  
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参加機関　三重県・愛知県・岐
阜県・静岡県と名古屋市の各

航空隊、鈴鹿市消防本部

と　き　1月29日㈫　8時45分～

12時30分(予備日：31日㈭　8時

45分～12時30分) 

※訓練中止決定は7時30分 

ところ　鈴鹿富士ゼロックス㈱

グラウンド(ヘリコプター集結・

離着陸)、椿キャンプ場付近の

山岳(山岳救助訓練) 

内　容　ヘリコプターを活用し
た山岳救助訓練 

問合せ　三重県防災航空隊 

　　059-235-2555　 059-235-2557、

消防署本署 

 
確定申告会場はベルシティ
2階イオンホールです 

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

と　き　2月12日㈫～3月31日㈪
　9時～17時(土・日曜日、祝日は除く) 

※税務署には申告会場が設けられていません。 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
※会場では、パソコンを利用して申

告書などを作成していただきます。

パソコンの操作などは、税務署の

スタッフが補助します。 

※席数に限りがあるため、早めに受

付を終了する場合がありますので

ご了承ください。 

※申告会場開設前は、税務署では平

成19年分の申告書作成の相談は行

っていませんので、会場開設期間

中に会場へお越しください。 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税部門
　 382-0351(代表) 

※電話は自動音声案内です。確定申

告に関する一般的な質問は｢1｣を、

確定申告会場に関するお尋ねは

｢2｣を選択してください。 

　まもなく平成20年度市民税・県民税と平成19年分所得税の申告の時期です。

これらの申告は、平成20年度に納めていただく市民税・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。 

対　象　市民税・県民税の申告は、平成20年1月1日現在に、市内に住所があった方 
※平成19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。 

※申告が必要ないのに申告書が送付された方は、市民税課までご連絡ください。 

と　き　2月18日㈪～3月17日㈪(土・日曜日を除く8時30分～17時) 
※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19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19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)、｢国民年金保

険料控除証明書｣、｢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、地震保険料控除：平成19年中の控除証明書 
※これまでの損害保険料控除は廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。

ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険料には、従来の控除を適用する

経過措置が設けられます。 

○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、市の認定書などで平成19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19年中に支払った分の領収書と、保険組合などから
の補填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。なお、各

会場とも、大変混雑が予想さ

れますのでご了承ください。 

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　 s h i m i n z e i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

と　　き

2月1日㈮

2月5日㈫

2月6日㈬

2月7日㈭

2月12日㈫

2月13日㈬

2月19日㈫

2月21日㈭

2月22日㈮

2月25日㈪

2月26日㈫

2月27日㈬

2月28日㈭

2月29日㈮

3月4日㈫

3月5日㈬

3月6日㈭

3月7日㈮

3月10日㈪

3月11日㈫

3月13日㈭

3月14日㈮

と 　 こ 　 ろ

箕 田 公 民 館  

栄 公 民 館  

庄 野 公 民 館  

加 佐 登 公 民 館  

井 田 川 公 民 館  

天 名 公 民 館  

椿 公 民 館  

玉 垣 公 民 館  

庄 内 公 民 館  

河 曲 公 民 館  

一ノ宮地区市民センター 

深 伊 沢 公 民 館  

稲 生 公 民 館  

鈴 峰 公 民 館  

白子地区市民センター 

合 川 公 民 館  

石 薬 師 公 民 館  

久 間 田 公 民 館  

国 府 公 民 館  

飯 野 公 民 館  

若 松 公 民 館  

牧田コミュニティセンター 
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貸出用の自動体外式除細動器
(AED)を増台しました 

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.lg.jp

　消防署では、これまで貸出用

自動体外式除細動器(AED)2台を

運用していましたが、平成19年

12月18日から、5台増台し7台の

貸し出しができるようになりま

した。多くの方が集まる行事、

スポーツ大会、イベントなどに、

ぜひご利用ください。 

貸出場所・設置数
○消防署本署(2台)　 382-9165 

○東分署(1台)　 384-0119 

○西分署(1台)　 370-2119 

○南分署(1台)　 386-0630 

○北分署(1台)　 378-0330 

○鈴峰分署(1台)　 371-0119 

※申請方法や貸出用件などはお問い

合わせいただくか、市ホームペ

ージ(トップ⇒安全・安心ガイド

⇒救急・消防⇒自動体外式除細動

器(AED)の貸し出し)をご覧ください。 

 
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54年目を迎えます。 

　文化財を火災、震災、その他

の災害から守るため、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。 

 
鈴鹿都市計画の案が 
縦覧できます 

都市計画課　 382-9024　 382-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

案　件
○鈴鹿都市計画用途地域の変更

(鈴鹿市決定) 

○鈴鹿都市計画地区計画の決定

(鈴鹿市決定) 

※庄野羽山四丁目周辺の用途地域変

更と地区計画決定を行います。 

縦覧期間　1月23日㈬～2月6日㈬
(土・日曜日を除く8時30分～

17時15分) 

縦覧場所　都市計画課(市役所本
館9階) 

※縦覧期間内であれば、市へ意見書

を提出することができます。 

 
三重県景観計画に関する 
説明会を開催します 

都市計画課　 382-9024　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月25日㈮　13時30分～
15時 

ところ　県四日市庁舎本館６階
大会議室 

定　員　180人 
と　き　2月1日㈮　10時30分～

12時 

ところ　県津庁舎本館6階大会議室 
定　員　180人 
※事前申込みは不要です。 

問合せ　三重県景観まちづくり室
　059-224-2748 

 
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。該当の方は、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4日㈪から3月3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 

清掃センターへの破砕の必要な
ごみの搬入を停止します 

清掃センター　 372-1646　 372-1406
seso@city.suzuka.lg.jp

　破砕機整備工事のため、破砕の

必要なごみ(長さ50㎝以上の庭木・

家具・木材・畳など)の清掃センタ

ーへの持ち込みが次のとおりできな

くなりますのでご注意ください。 

と　き　2月4日㈪～9日㈯ 
　また、2月4日㈪から8日㈮まで、

木製家具や畳など、破砕が必要

な可燃性粗大ごみの戸別収集は

行いませんのでご了承ください。 

 
第１回幼稚園再編整備 

検討委員会を傍聴できます 

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

と　き　1月29日㈫　15時30分～
17時 

ところ　市役所本館12階会議室 
定　員　10人(先着順) 
申込み　開始15分前までに、学
校教育課へお申込みください。 

※託児あり(２歳～5歳児) 

 
御座池公園多目的広場の 
予約受付日を変更します 

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

　4月1日から、御座池公園多目的

広場の予約申込みの受付日を次の

とおり変更します。これからも、気

持ち良く公園を利用できるよう、市

民の皆さんのご協力をお願いします。 

【変更前】 
○平日の使用
　使用日の10日前から受付 

○土・日曜日、祝日の使用
　使用日の3カ月前から受付 

【変更後】
○すべての日
　使用日の3カ月前から受付 

受付場所　白子地区市民センター
(　386-0001：変更なし) 

 
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。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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と　き　2月2日㈯　10時～15時 
　(予約不要) 

ところ　労働福祉会館(神戸地子
町388) 

内　容　相続・贈与・売買など
の登記、会社設立、法人など

の登記、簡易裁判所の訴訟、

自己破産、成年後見手続など 

※三重県司法書士会館(津市養正町)

では、毎月第1・第2・第3水曜日

と第4土曜日に常設相談所も開設

しています(有料・要予約)。 

問合せ　三重県司法書士会　　
　059-221-5553 

 
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

食費などの援助をしています。 

　援助を希望される方は、各学

校に備え付けの申請用紙に必要

事項を記入し、所得がわかる証

明書(源泉徴収票など)を添付の上、

学校へ提出してください。 

　なお、援助を受けていただく

にあたっては、一定額の所得基

準を設けています。 

 

 

第37回鈴鹿市レディース 
バレーボール大会 

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

対　象　市内在住、在勤、在学
の女性で編成するチーム 

※ソフトバレーボールは在学者は対象外です。 

と　き　9人制バレーボール：2月
24日㈰、ソフトバレーボール：

3月9日㈰ 

ところ　市立体育館 
参加料　無料 
申込み　9人制バレーボールは2月
15日㈮まで、ソフトバレーボールは

2月29日㈮までに、スポーツ課へ

第27回 
小・中学校書写展 

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

　市立小・中学校児童生徒の書

写作品を展示します｡ 

と　き　1月26日㈯、27日㈰　10時
～17時、28日㈪　10時～14時 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
入場料　無料 
 
鈴鹿市内特別支援学級連合

作品展 

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

　絵画、書道、工作など、特別支援

学級に在籍する児童・生徒が毎日

授業で取り組んだ作品を出品します。

ぜひご覧ください。 

と　き　2月1日㈮　9時～17時、
2日㈯　9時～15時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
問合せ　鈴鹿市特別支援教育振興会 
　(担当：愛宕小学校伊東)　386-0334

申込み　1月31日㈭(土・日曜日を除く8時30分～17時15分)までに、

｢職員採用試験申込書｣を人事課へ提出してください。 

※申込書の請求は、直接または郵便で人事課へ請求してください。郵便で

請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢希望職種｣と｢嘱託職員採用試

験申込書希望｣と記入し、返信用封筒(あて先を記入し、90円切手をはった

12cm×23cm程度のもの)を同封してください。 

※市ホームページ｢人事・職員採用コーナー｣からも申込書を入手できます。 

【第一次試験】
と　き　2月9日㈯　9時から 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 

【第二次試験】 
　第一次試験合格者に対して、面接試

験を行います。試験日、会場など詳しくは、

一次試験合格者通知の際に指定します。 

平成20年度採用市嘱託職員を募集します　人事課　 382-9037　 382-2219　  jinji@city.suzuka.lg.jp

◆募集職種、採用予定人数、受験資格

電
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ム
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ー
ジ 

フ
ァ
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催 し 物  

主 な 業 務 内 容  

窓口、事務補助業務 

本館1階総合案内での 
受付案内、事務補助 

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 

母子自立支援相談、 
事務補助業務 

婦人相談・家庭児童相談、 
事務補助業務 

子育て支援に関する業務 

地区市民センター・ 
保育所等の用務、事務補助 

学校給食の調理 

受　　　　験　　　　資　　　　格 

簡単なパソコンの入力業務ができる方 

社会福祉主事任用資格のある方で、 
かつ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、 
かつ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 
学校給食調理現場で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を要提出） 

○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25年4月2日以降
の生まれの方 

募集職種 
採用予定人数 

事務Ａ 
2人程度 

総合案内受付員 
1人程度 

事務Ｂ 
2人程度 

母子自立支援員 
1人程度 

婦人・家庭児童相談員 
2人程度 

子育てコーディネーター 
1人程度 

保育所での看護用務 看護師資格のある方 看護師 
1人程度 

用務員 
3人程度 

調理員 
3人程度 
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市長あて文書の敬称

 
第5回にしひの展 

県立特別支援学校西日野にじ学園
322-2558　 322-2559

　日ごろの授業で制作した作品を

通して、本校の児童・生徒の様子

を知っていただくとともに、地域の

方へ障がいについての理解を図る

啓発活動として開催します。 

　また、児童・生徒が自らの作品

を発表することで、日々の活動を振

り返り、自信にもつながります。多

くのご来場をお待ちしています。 

と　き　2月13日㈬～3月2日㈰　
10時～21時 

ところ　ララスクエア四日市(アピタ
四日市)4階休憩スペース(四日市

市安島一丁目3-31　 355-6121) 

内　容　絵画・立体などの造形
作品と作業学習で制作した作

品などの展示 

 

○講座・教室

 
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、

次のとおり、防火管理者資格取

得講習会を行います。 

と　き
○甲種新規　2月21日㈭、22日㈮
9時～16時30分 

○乙種　2月21日㈭　9時～16時

30分 

ところ　鈴鹿国際大学 
定　員　甲種新規、乙種合わせ
て250人(先着順) 

受講料　テキスト代として実費
4,000円が必要です。 

申込み　1月28日㈪から2月8日㈮

(土・日曜日を除く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の上、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

ちらも可1枚)をはって、消防本部

予防課へ 

 
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　1月28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9日㈯と10日㈰、2月
21日㈭と22日㈮ 

○基礎2　2月13日㈬と14日㈭ 
○ワード基礎　2月7日㈭と8日㈮ 
○ワード応用　2月27日㈬と28日㈭ 
○エクセル基礎　2月23日㈯と24日㈰ 
○エクセル応用　2月16日㈯と17日㈰ 
◆午後の部：13時30分から
○基礎2　2月21日㈭と22日㈮ 
○ワード基礎　2月16日㈯と17日㈰、
2月23日㈯と24日㈰ 

○ワード応用　2月9日㈯と10日㈰ 
○エクセル基礎　2月7日㈭と8日㈮、

2月13日㈬と14日㈭ 

○エクセル応用　2月27日㈬と28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) 

 
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　2月9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　食生活の基礎基本～か
らだと食事の関係～ 

講　師　五十嵐桂葉さん(鈴鹿医
療科学大学講師) 

定　員　220人 
参加料　無料 

申込み　2月4日㈪までに、電話ま

たはファクスで教育研究所へ 

※手話通訳あり 

 
ファミリー・サポート・センター 
事業提供会員養成講座 

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。なお、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　市内に在住の方で、受講
可能な方(資格・年齢は問いません) 

と　き
○2月21日㈭
　10時～12時　子どもの病気 

　13時～15時　子どもの遊び 

○2月24日㈰
　13時～16時　救急法 

○2月28日㈭
　19時～20時45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、臨床心理士ほか 
定　員　30人 
受講料　無料 
※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。 

※託児あり(要予約：対象は2歳以上) 

申込み　鈴鹿市ファミリー・サポート・
センター(　 ・　 381-1171)へ 

 
冬季スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン体育館

 372-8855　 372-3722
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆初心者卓球
と　き　2月5日から3月18日まで
の毎週火曜日(2月19日を除く) 

講座・教室 

くらしの情報 

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

市政情報課　 382-8659　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

市長あて文書の敬称

　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。

　戸籍謄本が必要になったので、市の窓口

で指定書類に必要事項を書こうとしたときに

驚きました。申請書には「鈴鹿市長様」に提出す

ることになっていました。このような敬語を重ねた

表現はおかしいと思いますし、そんな申請書を使

っているのもおかしいと思います。念のためにホー

ムページで他の申請書を調べましたが、すべて敬

語を重ねた表現でした。一度、他の自治体の状況

を確認するなどして改めてほしいと思います。 

 

　今回ご指摘いただきました敬称の取り扱い

については、もともと鈴鹿市長と敬称の「様」

の間に個人名（市長の氏名）を入れて運用していま

したが、個人名を省略して用いられることが増え、

結果として「鈴鹿市長様」という表記が市民の皆さ

んに誤解を招く表現になってしまいました。 

　そこで、市としましては、市民の皆さんにとって

親しみやすい表現にすることをめざして、市が定め

る申請書などの様式のあて名を「（あて先）鈴鹿市長」

に改めます。すでに、見直し作業を始めており、一

部の書類ではあて名を改めましたが、規則などで定

められている様式は、改正手続きが必要ですので、

平成20年4月1日以降の施行となります。 

　また、現在印刷済みの申請書などについては、この

規則改正に合わせて、切り替え作業を行う予定です。 

　10時～11時45分(全6回) 

定　員　20人 
受講料　5,000円 
◆バレーボール
と　き　2月6日から3月19日まで
の毎週水曜日　10時～12時 

　(全7回) 

定　員　20人 
受講料　5,000円 
◆リフレッシュ体操
と　き　2月7日から3月27日まで
の毎週木曜日(3月20日を除く) 

　13時～13時45分(全7回) 

定　員　15人 
受講料　3,500円 
申込み　いずれも、1月23日㈬ま
でに、直接ご来場いただくか、

ファクスで、県営鈴鹿スポー

ツガーデンへ 

※ホームページからも申し込みできます。 

 
鈴鹿地域 

職業訓練センター講座 
(2月・3月) 

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

申込み・問合せ 
　フォークリフト運転技能講習、

高所作業車技能講習以外は、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 

◆ワープロ中級(Word中級)
と　き　2月19日㈫、20日㈬の

2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆Excel中級(マクロ・VBA)
と　き　2月26日㈫～28日㈭の

3日間　9時～16時 

受講料　6,000円 
◆JW_Cad入門
と　き　3月3日㈪から14日㈮ま

での月・水・金曜日　18時～

21時(全6日間) 

受講料　6,000円(別途教材費とし
て3,300円が必要) 

◆ワープロ初級(Word初級)
と　き　3月18日㈫、19日㈬の2

日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆3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)　3月8日㈯ 
実技講習 
○Ⅰコース　3月9日㈰、15日㈯、

16日㈰　30人 

○Ⅱコース　3月11日㈫～13日㈭
30人 

○Ⅲコース　3月18日㈫～20日㈭
30人 

受講料　2万1,400円 
申込み　2月1日㈮から、上記3コ

ースを同時に、先着順で受付

します。 

◆高所作業車技能講習
学科講習　3月14日㈮　8時20分

～17時50分 

実技講習　3月15日㈯、16日㈰の
いずれか　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　1月15日㈫から 
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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 

○1月21日㈪〜31日㈭
『ベルディ便り』⋯各課からの
お知らせ、イベント情報、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、イベント情報、清

掃・文化情報など 

○2月11日(月・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

で放送しています。ご家族そ

ろってお楽しみください。 


