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市役所窓口を 
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。そこで、次のとお

り市役所窓口を延長して開設します。

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。 

開設日時　3月・4月の祝日を除く 
　毎週木曜日　19時まで 
開設窓口と業務の範囲
○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行いません。 

※住民基本台帳カードの交付は、県

との連携が必要なため3月6日(木)、

13日(木)のみ行います。 

○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 

※木曜日以外の平日の窓口時間は、

8時30分から17時15分までです。 

 
鈴鹿市戦略計画書素案への 
意見を募集します 

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

　市では、平成21年度から23年度

までに各部局が重点的に取り組む

施策を示した鈴鹿市戦略計画書の

作成を進めています。これは、鈴鹿

市が持つ資源の強みと弱みに基づき、

今後の社会経済情勢を予測し、重

点的に取り組む施策の考え方につ

いて論理性を持って示したものです。 

　これまでに市役所内で議論を重ね

たものを、素案としてまとめましたので、

公表し、広く皆さんの意見を求めます。 

募集期間　2月25日㈪～3月7日㈮
閲覧場所　企画課、市政情報課、
地区市民センター、公民館、

図書館、市ホームページ 

意見の提出　直接、窓口(企画課、
地区市民センター、公民館、図書館)

へ持参するか、郵便、ファクス、電子

メールで、〒513-8701　企画課へ 

意見の取扱い　素案に寄せられた
意見は、個人が特定できないよう

に類型化してまとめ、それに対する

回答とともに市ホームページなどを

通じ4月下旬ごろに公表します(個

別に回答はいたしません)。 

 
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
　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。 

 
江島総合スポーツ公園に 
指定管理者制度を導入します 

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

　4月1日から、江島総合スポーツ公

園(市立体育館、武道館、市立テニス

鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

◆申請できる方　個人および自治会に限ります｡ 
◆対象となる合併処理浄化槽および建築物等
　(賃貸を目的とする建築物等は補助対象から除きます)

◆対象区域(変更なし)　下水道事
業の認可区域、農業集落排水事業

採択地域、大型合併処理浄化槽の

処理区域を除いた区域 

◆工期など　平成20年度中に工事
を着工し、完了するもの(建売住宅

の場合は平成20年度中に所有権

移転登記が完了するもの) 

◆補助金額　補助金額は人槽によっ
て異なりますが、現在のところ未定です。

【参考：平成19年度補助金額】
○5人槽　33万円 
○7人槽　41万4,000円 
○10人槽　54万6,000円 
○11〜50人槽　54万6,000円 
◆申請先　環境政策課 
※この事業は予算の範囲内で実施し、

予算額に達した時点で打ち切ります。

平成20年度から合併処理浄化槽設置費の補助対象基準を変更します 
環境政策課　 382-9014　 382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

種　別

合併処理
浄化槽

高度処理型
合併処理
浄化槽

人　槽

5〜
10人槽

11〜
50人槽

機能等
(いずれかを満たすもの)

生物化学的酸素要求量(以下
「BOD」という)の除去率が90％
以上、かつ、放流水のBODが20
㎎/ℓ(日間平均値)以下のもので、
平成4年10月30日付け衛浄第
34号厚生省生活衛生局水道環
境部環境整備課浄化槽対策室
長通知に定める合併処理浄化
槽設置整備事業における国庫
補助指針に適合するもの 

○放流水の総窒素濃度が20㎎
/ℓ以下のもの、または総
燐濃度が1㎎/ℓ以下のもの 

○BOD除去率が97%以上であっ
て、放流水のBODが5㎎/ℓ(日
間平均値)以下のもの 

補助対象となる建築物等
(いずれかを満たすもの)

○専ら居住の用に供
する住宅 
○延べ床面積の2分の
1以上を居住の用に
供する建築物 
○鈴鹿市集会所建築等
補助金交付要綱(平
成7年鈴鹿市告示第
102号)第2条第1号
の集会所 

○専ら居住の用に供
する住宅 
○延べ床面積の2分の
1以上を居住の用に
供する建築物 

お 知 ら せ  
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コート、芝生広場・多目的広場、松

池公園)の管理・運営が、三幸・スポ

ーツマックス共同事業体(指定管理者)

に変わります。指定管理者制度の導

入にあたり、市立体育館と武道館の

休館日が次のとおり変更になります。 

◆変更前：毎週月曜日と第3火曜
日(祝日の場合はその翌日) 

◆変更後：第2・第4月曜日(祝日
の場合はその翌日) 

※年末年始の休館日(12月28日～1月

4日)は変更ありません。 

 
図書館の嘱託職員を募集します 

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

受験資格　昭和25年4月2日以降生
まれの方で、司書資格をお持ちの方 

業務内容　図書館での司書、事務
補助業務 

募集人員　1人程度 
申込み　3月4日㈫(必着)までに、
図書館へ 

【採用試験】
と　き　3月8日㈯　9時から 
※募集要項など詳しくは、図書館へ

お問い合わせください。 

 
考古博物館の 

嘱託職員を募集します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

受験資格　次のすべての条件を
満たす方 

○学芸員資格を所有している方、

または平成20年3月31日までに

取得見込みの方 

○昭和25年4月2日以降生まれの方 

○埋蔵文化財の調査についての

知識・経験のある方 

業務内容　埋蔵文化財発掘調査
報告書作成 

募集人員　1人程度 
申込み　3月4日㈫(必着)までに、
考古博物館へ 

【採用試験】
と　き　3月15日㈯　9時30分から 
※募集要項など詳しくは、考古博物

館へお問い合わせください。 

 
一ノ宮市民館の嘱託用務員を

募集します 

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

対　象　昭和25年4月2日以降生
まれの方 

雇用期間　平成20年4月1日～平
成21年3月31日 

※1年更新や勤務施設が変わることがあります。 

業務内容　一ノ宮市民館での施
設内清掃などの用務全般 

募集人員　1人 
申込み　2月21日㈭から29日㈮(必

着)までに、申込書に必要事項を記

入の上、〒513-8701人権政策課へ 

※申込書は人権政策課のほか、一ノ宮市民

館、一ノ宮団地児童センターにもあります。 

【選考】
と　き　3月9日㈰　9時から 
ところ　市役所本館4階会議室 
内　容　面接、作文 

 
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。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。 

　また、小学校の給食調理員、小・

中学校の介助員、公立幼稚園の臨

時講師も随時募集しています。詳しく

は学校教育課へお問い合わせください。 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  
　　三重県警察の就職説明会を開催します

　三重県警察では、警察官や警察事務官を志す方を対象とした就職

説明会を下記のとおり開催します。参加を希望される方は、三重県

警察本部警務課採用係へお申し込みください。 
○２月22日㈮　三重県警察本部(津市栄町一丁目100) 
○２月29日㈮　三重県警察本部(津市栄町一丁目100) 
○３月７日㈮　三重県四日市庁舎(四日市市新正四丁目21-5) 
○３月12日㈬　三重県伊勢庁舎(伊勢市勢田町622) 
○３月28日㈮　三重県警察本部(津市栄町一丁目100) 
※時間は、いずれも13時30分～15時30分 

※ご来場は公共交通機関をご利用ください。 

申込み・問合せ　警務課採用係　 0120-333-247　 059-222-0110

　オートバイや軽自動車などに課税される軽自動車税は、毎年

4月1日現在の所有者か使用者に課税されます。 

　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。 

　また、普通車とは異なり月割制度がないため、4月2日以降に手

続きされても、全額課税されますのでご注意ください。 

　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

い方は早めに済ませてください。 

　なお、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、

電話で確認の上、次の窓口にお越しください。 

①125㏄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) 

②125㏄を超え250㏄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) 

④250㏄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。 

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
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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 
○代表質問　3月7日㈮ 
○一般質問(予定)　3月10日㈪～

13日㈭ 

※時間はいずれも、10時から当日の会議

終了までです。 

※本会議や常任委員会、議会運営委員会、

特別委員会、全員協議会は傍聴できます。

日程は、市役所の掲示板と市議会ホーム

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。 

 
平成20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20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。 

　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。 

 
｢BABY in ME｣活動の 
缶バッジ回収にご協力を 

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

　平成18年度から｢母子健康手帳｣

に添付している｢BABY in ME｣活動

の缶バッジをリユースすることになり

ました。地区市民センター、保健セ

ンター、子育て支援課の窓口に｢缶

バッジリユースボックス｣を設置しまし

たので、回収にご協力ください。 

※｢BABY in ME｣活動の缶バッジは、妊娠

していることをさりげなく周囲に伝えてい

ただくためのバッジです。バッジを付けて

いる方を見掛けたら、職場や混雑時の交

通機関、喫煙時にちょっとした心づかいを

してもらおうという活動です。 

 
カーブミラーなどの支柱の
腐食事例が増えています 

道路保全課　 382-8421　 382-7612
dorohozen@city.suzuka.lg.jp

　ペットのオシッコによ

り、カーブミラーや標

識の支柱が腐食する

事例が増えています。

地域の方が日常使用

する施設ですので散

歩の際は、支柱へオ

シッコをさせないよう、

ご協力をお願いします。 

　また、支柱など、危険

な状態を発見されたと

きは、道路保全課へご

連絡をお願いします。 

 
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、全国一斉に展開さ

れます。この運動は、市民の皆さんに

防火防災に関する意識や行動力を高

めていただき、火災の発生を防止し、

万一発生した火災にも被害を最小限に

止めることにより、尊い生命と貴重な財

産の損失を防ぐことを目的としています。 

　昨年、本市では、79件の火災

が発生し、1億1,479万7,000円の

損害がでています。 

※鈴鹿市では、今お住まいの住宅に

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。 

 
伊勢型紙(染色型紙)彫刻技術
の受講生を募集します 

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

　伊勢型紙技術保存会では、伊勢

型紙(染色型紙)彫刻技術を伝承し、

後継者の育成を図るための受講生

を募集します。 

対　象　45歳くらいまでで、年
間50回程度、伊勢型紙資料館

で研修可能な方 

内　容　伊勢型紙の3部門(錐彫り、
道具彫り、縞彫り)の中から1部門

選び、年間計画に沿って基礎的

な染色型紙の技術を習得 

指導者　国指定重要無形文化財保
持団体伊勢型紙技術保存会会員 

定　員　各部門若干名 
受講料　無料 
提出書類　履歴書 
申込み　3月13日㈭(必着)までに、
履歴書を〒513-8701　神戸一丁

目18-18　伊勢型紙技術保存会事

務局(文化課内)へ提出してください。 

※後日、選考会を実施し、受講生を決定します。 
 

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)

の平成19年度確定保険料と平成20

年度概算保険料の申告と納付は、

平成20年4月1日から5月20日まで

です。事業主の皆さんは、忘れずに、

早めに申告・納付をしてください。 

問合せ　三重労働局労働保険徴収室
(津市島崎町327-2)　 059-226-2100 

 
献血にご協力ください 

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

対象献血　400ml全血献血のみ 
と　き　3月9日㈰、16日㈰、23日㈰、
28日㈮ 

※いずれも、10時～11時30分、12時30分～16時 

ところ　ベルシティ 
◆献血時本人確認にご協力を
　輸血される方へ安全な血液を供

給するため、献血受付時に運転免

許証などによる本人確認を行ってい

ます。ご理解とご協力をお願いします。 

 
ホストファミリーを募集します 

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

　IATSSフォーラムは、東南アジアの将来

を担う若者の人材育成を行う研修機

関です。春の研修期間中、研修生(会話

は英語)を受け入れ、日本の生活を体

験させていただけるご家庭を募集します。 

と　き　4月19日㈯、20日㈰(1泊2日) 
申込み　3月21日㈮までに、㈶国際

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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ジャンル 

児童文学 

小 説  

小 説  

エッセイ 
 

エッセイ 

小 説  

小 説  

 

最優秀賞 

優 秀 賞  
 

 

 

奨 励 賞  

 

　氏　名　  

都築　なおみ 

立川　順吉  

秋野　信子  

フィリップ・まろ 
 

大芝　みよ子 

中原　愛実  

今唯 ケンタロウ 

作　　品　　名 

オレとトモの夏休み 

ブルーライト 

ハライ 

スーパー極私的書評 

本は僕のために僕は本のために 

草ひき　遥拝　おのぼりさん 

赤い番傘翻し 

機械天使 

ジャンル 

散 文  

　 詩 　  

短 歌  
 

俳句・川柳 
 

散 文  

　 詩 　  

短 歌  
 

俳句・川柳 
 

作 文  

童 話  

童 話  

　 詩 　  

短 歌  

 

短 歌  

 

短 歌  

 

短 歌  
 

俳句・川柳 

俳句・川柳 
 

俳句・川柳 

 

 

 

 

 

最優秀賞 

 

 

 

 

 

優 秀 賞  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨 励 賞  

 

 

 

 

　氏　名　  

後藤　瑞帆  

鬼頭　くるみ 

児玉　亮子  

 

宮 崎 　 舞  
 

富 江　清香  

東 　 優 花  

玉　　優人  
 

中 西 　 律  
 

ラズリ レオナルド 

竹 　 夏 生  

川居　静花  

児玉　明彦  

片岡　千尋  
 

来 住　姫咲  

 

川北　百合佳 
 

豊 田　祥子  
 

弓 矢　千鶴  

山田　知輝  
 

桜 井　亮輔  

作　　品　　名 

くまのリル 

背のび 

透きとおり凍てつく空気切り

裂いて冬木は白く天へと燃える 

池の面に枯葉の小船浮

かんでる 

相手の気持ち 

生きている証拠 

友情の味はうましと夏の夜に 

言ひて見る月友うつりけり 

せんぷうきマイクみたいに 

わわわわわ 

日本語をマスターしたい 

飛鳥とアリスの国 

ゆめのかがみ 

光 

夏休み家族そろってバスの旅 

憧れの宿至福ひととき 

目の前に続く細道もみぢ色 

秋を想うはそのあたたかさに 

マラソンをいつもしている時計の針 

たまには逆走いかがですか 

小豆島懐かしき日を思い出し

勿忘草に思い馳せいる 

川岸をひとりじめする彼岸花 

わたり鳥夢をいっぱい

つれてくる 

稲妻が走り輝く雨の夜 

 

ジャンル 

　 詩 　  

短 歌  

俳 句  

川 柳  

　 詩 　  

短 歌  

俳 句  

川 柳  

　 詩 　  

漢 詩  

短 歌  

短 歌  

短 歌  

俳 句  

俳 句  

川 柳  

川 柳  

 

 

最優秀賞 

 

 

 

優 秀 賞  
 

 

 

 

 

 

奨 励 賞  

　氏　名　  

堀川　孝子  

堀 　 喬  

上村　和子  

小嶋　征次  

村山　砂由美 

木村　よし子 

川北　真美子 

寺前　みつる 

佐藤　詩菜  

小 幡 　 永  

川村　紀子  

川北　千津子 

田中　春子  

鶴巻　幸子  

仲見　たかし 

北田　のりこ 

吉本　君枝  

作　　品　　名 

藍色のマグカップ 

妻の介護 

花篝 

凪の海 

詩を作ること 

雪ふる二月 

枝垂れ桜 

腐れ縁 

或る駅にて～午後七時四十分～ 

秋日吟行 

ありがとう 

パワーといふ名 

生きる 

春の雨 

出勤 

私の扉 

処世術 

◆散文の部 

◆短詩型文学の部 

◆ジュニアの部 

応募の中から次の方が各賞を受賞しましたのでご紹介します。 

交通安全学会IATSSフォーラム

(　 370-0511　 http://www.iatss 

　forum.jp/)へ 

※応募者多数の場合は抽選します。 

 
平成20年度三重県私費留学生
奨学金の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。 

◆給付区分と人数・給付額
　(在籍する大学の授業料相当額)
○私費海外留学生　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3日㈪から4月23日㈬まで
に、所定の申請用紙に必要事項を

記入の上、〒514-0009　津市羽所町

700アスト津3階　㈶三重県国際交

流財団(　059-223-5006　 059-223-

5007　 http://www.mief.or.jp)へ 

 
国有地先着順売却の 

申し込みを受け付けています 

東海財務局津財務事務所統括部門

059-225-7225　 059-225-7234
http://www.mof-tokai.go.jp/tu.htm

　次の物件を先着順で受け付けて

います。買受を希望される方はお

問い合わせください。 

◆売却物件
所 在 地　鈴鹿市岸田町字六名
1539番32 

地　目　宅地(現況：雑種地) 
地　積　363.38㎡ 
用途地域　調整区域 
売却価格　219万円 
受付期間　3月17日㈪(土・日曜

日を除く9時～17時)まで 

※原則、郵送による申し込みはできません。 

 
日本語で在住外国人に 
日本語を教えてみませんか 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

と　き　3月20日(木・祝)　10時～15時30分 

※昼食は各自でご用意ください。 

ところ　神戸コミュニティセンター 
内　容　教材作成と模擬授業 
講　師　船見和秀さん(伊賀日本
語の会テクニカルアドバイザー) 

定　員　30人(先着順) 
※資料代として、一般300円(賛助会員

は無料)が必要です。 

申込み　3月10日㈪までに、はがき、
ファクス、電子メールで、郵便番号、

住所、氏名、電話番号を記入の上、

〒513-0801　神戸一丁目1-1　

近鉄鈴鹿市駅ビル3階㈶鈴鹿国

際交流協会へ 

第16回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました　㈶鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755 　http//www.s-bunka.net/

◆第16回鈴鹿市文芸賞贈呈式
と　き　3月8日㈯　10時から 
ところ　文化会館さつきプラザ 

◆作品の閲覧　最優秀賞と優秀賞の受賞作品および選評を、文芸誌｢市民
文化｣に掲載します。3月8日㈯から希望者に無料配布しますので、直接、

㈶鈴鹿市文化振興事業団事務局(文化会館内)へお越しください。 

※部数には限りがあります。3月中旬から図書館と公民館で閲覧もできます。 

電
　
話 

電
子
メ
ー
ル 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ァ
ク
ス 



10 2008・2・20

団塊世代のUターン

 
鈴鹿国際大学では社会人入試と
長期履修制度を開設しています 

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

○社会人入試を受験し合格して入

学される方には、入学金相当額

(30万円)を学習奨励費として支給。 

○社会人入試を受験し、長期履修

制度を利用される方は、4年間の

授業料で6年間在籍して卒業す

ることができます。このため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。 

○一般入試と同様に奨学金制度も

あります。 

○社会人とは、家事、育児、介護

などをされている方や退職された

方などをいいます。 

○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、だれでも受験することがで

きます。また、高等学校を卒業し

ていない方や中途退学の方も、

鈴鹿国際大学の入学資格審査

を受けて合格した方は、社会人

入試を受験することができます。 

【社会人入試】
募集学科　国際学科、観光学科 
試験日　受験生と調整して行います。 
試験会場　鈴鹿国際大学 
試験方法　面接 
募集期間　3月21日㈮まで 
問合せ　鈴鹿国際大学入試課　 
　372-2915 

 

○催し物

 
再発見鈴鹿観光バス 
｢ヤマトタケルを巡る旅｣ 

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

　鈴鹿・亀山市内のヤマトタケル

伝承地を中心に観光バスで巡ります。 

　当事業は、鈴鹿市市民活動団

体支援補助金事業で行います。 

と　き　3月23日㈰　9時白子駅

東口前出発 

参加料　1,000円(昼食代は別途必要) 
申込み　3月9日㈰までに、ファクスで、
住所、氏名、年齢、電話番号を記

入の上、NPOドリーム21　田中へ 

主催・問合せ　NPOドリーム21
田中　 386-1668　 384-0028 

 

○講座・教室

 
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　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6日㈭と7日㈮、3月
13日㈭と14日㈮ 

○基礎2　3月8日㈯と9日㈰ 
○ワード基礎　3月4日㈫と5日㈬ 
○ワード応用　3月19日㈬と20日(木・祝) 

○エクセル基礎　3月15日㈯と16日㈰ 
○エクセル応用　3月11日㈫と12日㈬ 
◆午後の部：13時30分から
○基礎2　3月13日㈭と14日㈮ 
○ワード基礎　3月11日㈫と12日㈬、
3月15日㈯と16日㈰ 

○ワード応用　3月6日㈭と7日㈮ 
○エクセル基礎　3月4日㈫と5日㈬、

3月8日㈯と9日㈰ 

○エクセル応用　3月19日㈬と20日(木・祝) 

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) 

 
平成20年度 

鈴鹿国際大学授業公開 

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

対　象　18歳以上の方 
と　き　4月～7月(前期14回) 
ところ　鈴鹿国際大学 
内　容
○ファッション文化論(富田寿代
教授：月曜日　9時～10時30分) 

○国際ボランティア論(アーナンダ 
クマーラ教授：月曜日　10時

40分～12時10分) 

○アメリカの政治と文化(橋本富
郎非常勤講師：月曜日　12時

50分～14時20分) 

○国際観光論Ⅰ(木村建教授：
火曜日　9時～10時30分) 

○社会学概論Ⅰ(一色将行教授：
火曜日　9時～10時30分) 

○英検の英語Ⅰ(松倉信幸教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○マーケティング論(田村公一教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○比較文化社会学Ⅰ(一色将行教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○世界の中の日本(著名人によるリレー
講義：火曜日　14時30分～16時) 

○東南アジアの政治と文化Ⅰ(木之内秀
彦教授：水曜日　9時～10時30分) 

○中国の社会と文化Ⅰ(細井和彦
准教授：水曜日　10時40分～

12時10分) 

○韓国の政治と文化Ⅰ(陶山信男
非常勤講師：水曜日　12時50分

～14時20分) 

○異文化コミュニケーション論Ⅰ
(齋藤千恵准教授：木曜日　9時

～10時30分) 

○哲学概論Ⅰ(氷見潔教授：木曜日
9時～10時30分) 

○日本語文法Ⅰ(赤塚恵子講師：
木曜日　10時40分～12時10分) 

○人類と地球環境Ⅰ(富田寿代教授：
木曜日　10時40分～12時10分) 

○社会心理学(仲律子講師：木曜日
12時50分～14時20分) 

○フードサービス経営論Ⅰ(松田浩一
非常勤講師：木曜日　14時30分

～16時) 

○映画の英語(梅田肇教授：木曜日
14時30分～16時) 

○青年心理学(仲律子講師：金曜日
10時40分～12時10分) 

○旅行産業論Ⅰ(高嶋重次教授：
金曜日　12時50分～14時20分) 

○自然環境と観光(堤重則非常勤
講師：金曜日　12時50分～14時

20分) 

○ホスピタリティ論(戸谷壽夫非
常勤講師：金曜日　14時30分

～16時) 

定　員　各50人程度(先着順) 
参加料　一科目1万円 

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

講座・教室 

催 し 物  

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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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

農業委員会　 382-9018　 382-7610
nogyoi inkai@city.suzuka. lg. jp

団塊世代のUターン

　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59歳で、今年定年を迎える団塊の世

代です。定年後は、実家がある鈴鹿市に戻るつも

りです。18歳のときに東京に出てから、40年の歳月が流

れています。実家には先祖からの田んぼがあるので、一

人息子として、農業の勉強も始めようかと思っています。 

　そこで質問ですが、鈴鹿市では団塊Uターンの受

け入れ体制は準備されているのでしょうか。第2の人

生を18歳まで過ごした故郷で楽しみたいと思ってい

ますが、40年のブランクは大きいです。つきましては、

鈴鹿市の情報網をご教示いただけませんか。 

 

　定年退職を機にふるさとである鈴鹿市に戻っ

てこられ、先祖からの土地で農業の勉強をされ

るということで、鈴鹿市として大変うれしく思います。 

　ご質問にあります団塊世代のUターンの際の農業施策

について、鈴鹿市に特別な体制はありませんが、㈶三重

県農林水産支援センター(津市久居)、県の四日市鈴鹿

地域農業改善普及センター鈴鹿普及課(鈴鹿市西条)と

連携し新規就農者の支援を行っています。 

　農業技術の習得につきましては、｢団塊の世代｣

の定年退職した方々が、これまでに蓄積した知識や

能力を農業分野で生かせるよう、農業の基本的な

知識や技術を習得していただき、農業の担い手とし

て円滑な参入を支援するため、三重県農業大学校(松

阪市嬉野)で、｢定年帰農者等支援研修(水田作コー

ス)｣が開講されています。 

　さらに、鈴鹿農業協同組合でも、毎年、50～60歳

代の方を対象に、農業生産物に対する正しい知識

の習得とともに農業技術も取得していただけるよう｢い

きいき農業大学｣を開設していますので、これらの研

修事業をご活用ください。 

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

申込み　3月24日㈪までに、はがき、
ファクス、電子メールで、希望す

る授業科目(複数可)、郵便番号、

住所、氏名、電話番号を記入の上、

鈴鹿国際大学教務課へ 

問合せ　鈴鹿国際大学教務課 
　　3 7 2 - 3 9 3 3　 3 7 2 - 3 9 3 5  

　　kyomu@suzuka-iu.ac. jp  

 
鈴鹿地域職業訓練センター講座 

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

申込み・問合せ　移動式クレーン運
転講習、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 

◆玉掛技能講習
と　き　3月24日㈪～28日㈮のうち
4日間　9時～16時50分(4日目は

27日か28日を選択) 

受講料　1万円(別途教材費として
2,000円必要) 

◆Excel中級(表計算講習)
と　き　3月25日㈫、26日㈬の2日間 
　9時～16時 

受講料　4,000円 

◆デジカメの活用
と　き　4月8日㈫、9日㈬の2日間 
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆ワープロ初級(Word初級)
と　き　4月15日㈫、16日㈬の2日間 
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月17日㈭、18日㈮の2日間 
　9時～16時 

受講料　8,000円(別途教材費として
1,500円必要) 

◆移動式クレーン運転講習
○学科　5月20日㈫、21日㈬
　9時から 

○実技　5月22日㈭、23日㈮、24日㈯
のうち1日　8時30分から 

ところ　学科は鈴鹿地域職業訓
練センター、実技は日本クレーン

協会三重支部 

受講料　2万2,700円 
申込み　3月21日㈮8時30分から、

先着順で受付します。 

◆4月のフォークリフト技能講習
学科講習(全コース共通)　4月5日㈯ 
実技講習　各コース30人 
○Ⅰコース　4月6日㈰、12日㈯、

13日㈰ 

○Ⅱコース　4月8日㈫～10日㈭ 
○Ⅲコース　4月15日㈫～17日㈭ 
受講料　2万1,400円 
申込み　3月3日㈪8時30分から、

上記3コースを同時に、先着順で

受付します。 
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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 

○2月21日㈭〜29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 

○3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 

○3月11日㈫〜20日(木・祝)『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。 




