
6 2008・5・20

くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
納税の休日窓口を開設します 

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

と　き　5月25日㈰　9時～16時

30分 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
施設入所のために 

転出される方は国民健康保険
住所地特例のご相談を 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険は、住所地(住民登

録地)の市町村でご加入いただくこと

が原則です。しかし、被保険者が福

祉施設、養護老人ホーム・特別養護

老人ホーム、介護保険施設などへの

入所や長期入院などの事情により住

所を他の市町村へ移す場合、今まで

の国民健康保険を継続していただく

ことになります。この制度を住所地特

例といいます。これは、福祉施設など

が集中する市町村の国保財政を圧

迫させないための取り扱いです。転

出手続きをされるときに、国民健康保

険担当窓口にご相談ください。 

 
「国民健康保険のための 
平成20年度所得申告書」を

提出してください 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険に加入中で、確定申

告書、市県民税申告書を提出されてい

ない方、または年末調整が未済である

などの理由で前年中の所得金額が不

明な方に、「国民健康保険のための平

成20年度所得申告書」を送付しますの

で、6月13日㈮までに保険年金課、また

は地区市民センターに提出してください。 

 
国民健康保険税 2割軽減申請書 
の提出が不要になります 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度までは国民健康保険に

加入している世帯の前年中の所得が

一定金額以下のときは、国民健康保

険税の均等割額と平等割額の合算額

の2割相当額を減額できる場合があり、

2割軽減に該当すると見込まれる世帯

には申請書を送付していましたが、平

成20年度からこの申請が不要になりま

した。本年度以降、該当する世帯に

ついては、申告いただいた平成19年

中の世帯所得に基づいて減額します。 

※平成19年中における世帯の所得申告

がないと軽減判定ができないため、「国

民健康保険のための平成20年度所得

申告書」が届いた場合は、必ず、申請書

に記載してある提出期限までに提出し

てください。提出期限を過ぎると軽減

が受けられませんので、ご注意ください。 

 
国民健康保険税の 
口座名義人のご確認を 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険税を口座振替でお支

払いいただいている世帯の口座名義

人の方が、国民健康保険からその他

の社会保険に変更になった場合など、

口座名義人の変更または廃止の手続

きがないと、引き続き契約いただいて

いる口座から振り替えさせていただく

ことになりますので、ご確認ください。 

※口座振替を契約している口座名義

人の方が長寿医療制度(後期高齢

者医療制度)に移行したが、世帯

に国民健康保険に加入している家

族がいる場合などが該当します。 

※口座振替変更手続きについて詳し

くは、納税課(　 382-7831)へ 

 
市議会をテレビ中継します 

議事課　 382-7600　 382-4876
giji@city.suzuka.lg.jp

　6月定例会での一般質問をケー

ブルネット鈴鹿で生放送します。 

と　き　6月9日㈪～12日㈭
　10時から当日の会議終了まで 

※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。 

 
鈴鹿市行財政改革推進委員会

を開きます 

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

と　き　5月27日㈫、6月19日㈭

19時～21時 

ところ　市役所本館12階1201会議室 
内　容　鈴鹿市行財政改革計画について 
※会議開始30分前から傍聴を受け付けます。 

 
ガソリンの取り扱いにはご注意を 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　ガソリンは何らかの小さな火源が

あれば、爆発的に燃焼する極めて火

災危険性が高い物質です。ガソリン

の取り扱いには十分ご注意ください。 

◆ガソリン保管時の注意点
○法令で定められた金属製容器

で保管する。 

○ポリ容器での保管は絶対やめる。 

○家庭で保管する場合は、確実に

密栓をし、風通しの良い涼しく火

気のない場所で保管する。 

○セルフスタンドで客が容器に詰め

替えることは禁止されています。 

 
5月31日までに住宅用火災
警報器を設置しましょう 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　消防法および鈴鹿市火災予防条例

の改正によって、5月31日㈯までにすべ

ての住宅に住宅用火災警報器(煙式)の

設置が義務付けられました。住宅用火

災警報器は寝室や寝室が2階にある場

合は階段にも設置する必要があります。 

◆悪質な訪問販売にご注意を
　消防職員のふりをした訪問販売が

報告されています。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起こった場合は鈴

鹿亀山消費生活センター(　375-

7611)にご相談ください。 

※業者による点検の必要はありません。

お 知 ら せ  
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■資産等補充報告書
　平成19年5月2日から12月31日までに増加した資産で、同年12月31日において有する資産を記載したものです。 

■関連会社等報告書

○ 給与所得　　　　　　　　       1,610万834円(鈴鹿市ほか) ○ 雑所得　　　　　　　　      603万2,663円(公的年金ほか)

会社その他の法人の名称 
三 重 用 水 土 地 改 良 区  
三 重 県 農 業 共 済 組 合 連 合 会  
三 重 地 方 税 管 理 回 収 機 構  

住　　　　所 
四 日 市 市 平 尾 町 大 池 2 7 6 5 - 3  
津 市 桜 橋 一 丁 目 6 4 9  
津 市 桜 橋 三 丁 目 4 4 6 - 3 4

役員、顧問その他の職名 
理　　　　事 
理　　　　事 
議　　　　員 

　平成20年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、その名称、
住所、職名を記載したものです。 

○ 土　地 
○ 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権 

○ 建　物 

○ 預金・貯金 

○ 有価証券 

取得なし 
取得なし 

取得なし 

取得なし 

1,120万2,777円 

○ 自動車・船舶・航空機・美術工芸品 
○ ゴルフ場の利用に関する権利 

○ 貸付金 

○ 借入金 

※参考として、減少した金額をマイナス表示(―)してあります。 

取得なし(―83万8,300円)

　取得なし 

取得なし 
取得なし 

■所得等報告書
　平成19年中の所得を記載したものです。 

　｢鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例｣第5条の規定に基づき、市長の｢資産等補充報告書｣、｢所得等報告書｣

および｢関連会社等報告書｣の内容の概要を公表します。なお、報告書の原本はどなたでも市政情報課で閲覧す

ることができます。また、報告書の概要を市のホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/)で公表しています。 

市長の資産を公開します  市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka.lg.jp

仕様書をよく確認し、自ら点検を行う

習慣を付けましょう。 

 
「人権擁護委員の日」に 
特設相談所を開きます 

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

　人権擁護委員法が施行された6月

1日を「人権擁護委員の日」と定め、

人権思想の普及・高揚に努めています。

市内には、市長が推薦し、法務大臣

が委嘱した人権擁護委員の方が活躍

されています。隣近所のもめごと、家

庭内の問題、いじめや体罰、職場で

のセクハラなどでお悩みの方は、人権

擁護委員または相談所へご相談くださ

い。相談は無料で、秘密は守られます。 

◆特設人権相談
と　き　6月2日㈪　10時～15時 
ところ　社会福祉センター 
※広報すずか毎月20日号に相談日を

掲載しています。 

○人権擁護委員(敬称略)
杉　正美(須賀二丁目)、樋口慶　(稲

生塩屋一丁目)、一見靖子(岸岡町)、

金信照子(神戸三丁目)、田中弘子(北

堀江一丁目)、伊藤篤子(東磯山二丁目)、

岸勝驥(八野町)、林正樹(高岡町)、谷

口きみ(伊船町)、　谷弘子(白子本町)、

益川博光(五祝町)、中尾征郎(小田町) 

問合せ　津地方法務局人権擁護課
　 059-228-4193 

第17回鈴鹿市少年相撲大会
参加者を募集します 

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

対　象　小学生4年生～中学生
(男女は問いません) 

※中学生は個人戦のみ 

と　き　6月15日㈰
※雨天時は、22日(日)に順延します。 

ところ　武道館相撲場 
内　容
○個人戦(学年別) 

○団体戦3人(原則として4年・5年・

6年生の各1人とし、低学年が高

学年の枠に出場できます) 

※個人戦・団体戦を兼ねて出場できます。 

表　彰　個人・団体戦の1～3位 
参加料　無料 
申込み　6月10日㈫までにスポーツ課へ 
 
「みえのエコポイント」 
参加者を募集します 

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

 　家庭でできる地球温暖化防止活

動(みえのエコポイント)に、あなたも

参加しませんか。前年よりも使用量

を減らした電気の検針票をスーパ

ーマーケットなどに提出すると、そ

の店のポイント加算や商品の割引

などの特典が受けられます。 

受付対象　電気の検針票(平成20年

6月～平成21年2月分) 

問合せ　三重県環境森林部地球
温暖化対策室　 059-224-2368

　 earth@pref.mie.jp 

 
要約筆記奉仕員養成講座の
受講生を募集します 

障害福祉課　 382-7626　 382-7329
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp　

　「要約筆記」とは、聞こえない、

聞こえにくい人のために、要点を書

いて伝える筆記通訳です。聴覚障

害者への情報保障はもちろん、聞

こえる人にとっても内容を再確認で

きる利点があります。 

対　象　県や市町の登録要約筆
記奉仕員として活動する意思

のある方 

と　き　7月5日㈯から12月20日㈯
の延べ13回 

ところ　社会福祉センター 
受講料　無料、ただしテキスト代
などは自己負担(3,000円程度) 

定　員　手書き要約筆記25人・
パソコン要約筆記15人 

申込み　6月10日㈫(当日消印有効)
までに、(社)三重県聴覚障害者協会

〒514-0003　津市桜橋2-131　

三重県社会福祉会館4階(社)三重

県聴覚障害者協会へ 

問合せ　(社)三重県聴覚障害者協会

　059-229-8540　 059-223-4330
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下水道排水設備工事責任 
技術者試験を行います 

下水管理課　 382-7636　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

対　象　次のいずれかに該当する方 
○高等学校等の土木工学科または

これに相当する課程を修了して

卒業した者 

○高等学校等を卒業した者で排水

設備工事等の設計または施工に

1年以上の実務経験を有する者 

○排水設備工事の設計または施工

に2年以上の実務経験を有する者 

※詳しくは、県内各浄化センターに

お問い合わせください。 

と　き　11月13日㈭　13時から 
ところ　メッセウイング・みえ(津
市北河路町19-1) 

受験料　7,000円 
申込み　6月23日㈪から7月4日㈮
までに、県内市町下水道担当課

または県内各浄化センターに備

え付けの申込書に必要事項を記

入の上、㈶三重県下水道公社雲

出川左岸浄化センター排水設備

担当(〒514-0301津市雲出鋼管

町52-5　 059-235-2030)へ 

 

 
明日のまちづくりを 
考えるシンポジウム 

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

　堀尾正明さん(元NHKアナウン

サー)の講演会とパネルディスカ

ッションを開催します。 

　ずっと住んでいたい魅力と個

性があふれるまち「すずか」を

つくっていくためのまちづくり

のルール(住民自治のあり方や進

め方などを明らかにしたもの)を、

これから市民の皆さんとつくっ

ていきます。今、何が必要で何

をしていけばいいのか、一緒に

考えましょう。 

と　き　6月15日㈰　13時30分～
16時30分(開場13時) 

ところ　文化会館けやきホール 
内　容

◆堀尾正明さん講演会
　「みんなが主役のまちづくり

～あなたのまちから「すずか」

を変えよう～」 

　　さまざまな地域の課題に取り

組んでいる全国各地の地域づ

くり活動をつぶさに見てきた

堀尾さんが、

自分たちの手

で魅力あるま

ちに変えてい

く楽しさを事

例とともに講

演します。 

◆パネルディスカッション
　「市民参加で鈴鹿が変わる！！

～みんなで考えよう　つくろう

「すずか」の条例」～ 

コーディネーター　小林慶太郎
さん(四日市大学総合政策学部

准教授) 

パネリスト　堀尾正明さん(基調
講演講師)、岩崎恭典さん(四日

市大学総合政策学部教授)、南

部美智代さん(NPO法人災害ボ

ランティアネットワーク理事長)、

森田幹男さん((株)鈴鹿ハンタ

ー社長)、川岸光男(鈴鹿市長) 

定　員　500人(先着順) 
入場料　無料 
※託児、手話通訳あり 

 
自然調査観察会(植物) 

「初夏の小岐須渓谷を訪ねて」 

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

と　き　6月22日㈰　9時～12時 
　(雨天中止) 

ところ　小岐須渓谷(小岐須山の
家の駐車場に現地集合予定) 

内　容　林道を歩きながら、初
夏の小岐須渓谷の植物を観察

し学習します。 

参加料　無料 
定　員　20人(応募者多数の場合
は抽選となります) 

申込み　6月10日㈫までに、郵便、
電話、ファクス、電子メールのい

ずれかで、住所、氏名、電話番号、

参加人数を環境政策課に連絡し

てください。後日、申込みいただ

いた方に詳細を連絡します。 

天体観望会 
～望遠鏡で星を見ませんか～ 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方(中学生
以下は保護者同伴) 

と　き　6月7日㈯　19時30分～

20時30分(19時から文化会館

2階プラネタリウムギャラリー

で受付) 

ところ　文化会館屋上天体観測
場・プラネタリウム 

テーマ　月・火星・土星・木星
の観望と初夏の星座解説 

定　員　150人(当日先着順) 
参加費　無料 
※雨天などにより中止することがあ

ります。16時30分に判断します

ので文化会館までお問い合わせく

ださい。 

 
鈴鹿市 

サイクリング交流会 

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

と　き　6月8日㈰　9時から(雨

天時は、6月15日㈰に順延) 

ところ　市役所本館東側来客用
駐車場 

主　催　鈴鹿市サイクリング協会 
内　容
○Aコース(40km)　 
　本館東側来客用駐車場→河田

町→高岡町→長太ノ浦→鈴鹿

漁港→海岸道路→白子漁港(休憩)

→磯山→八野深谷公園(昼食)→

国府公民館(イモ掘り) 

○Bコース(25km)
　本館東側来客用駐車場→高岡町

→長太ノ浦→鈴鹿漁協→海岸

道路→大黒屋光太夫記念館(見学)

→石垣池公園→八野深谷公園

(昼食)→国府公民館(イモ掘り) 

○Cコース
　イモ掘りのみ。国府公民館に

13時集合・受付し、イモ掘り

場までA・Bコースの人と一緒

に行きます。 

※全コースとも国府公民館で閉会式

を行いますが、本館東側来客用駐

車場まで帰られる方は、皆さんが

一緒に行動します。イモは主催者

が駐車場まで車で運びます。 

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

くらしの情報 

お 知 ら せ  

堀尾正明さん
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講座・教室 

参加料　A・Bコース1,800円(小
学生以下1,000円)、Cコース

1,000円(小学生以下700円) 

※イモ、昼食(A・Bコースのみ)、傷

害保険料を含みます。 

申込み　6月2日㈪までに、申込

書に必要事項を記入の上、参

加料を添えて、モリサイクル

ショップ(国府町227-1　 378-9211)、

辻岡サイクル(中旭が丘二丁目

7-40　 386-6035)、矢田リンリ

ン健さん(三日市南一丁目5-22 

　 367-3191)またはスポーツ課へ 

※申込書は、上記申込先に備え付けてあります。 

 
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　6月7日㈯　8時～10時 

ところ　浜田公園(メイン会場)前、
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：長

谷川彦英さん　 385-7055) 

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、

同委員会が準備します。 

 
第23回 

クリーンシティSUZUKA 

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

主催・問合せ　クリーンシティSUZUKA
実行委員会　 382-6288 

 「みんなできれいなまちづくり、拾

う心、捨てない心を育てよう」をス

ローガンに、環境美化への意識向

上をめざし、親子で学校区の通学

路を中心に、清掃活動を行い、子

どもたちが物を大切にし、やさしい

心のある大人になってほしいという

願いをこめて行います。 

と　き　6月1日㈰　9時～10時(雨
天 時は、8日㈰に順延) 

ところ　市内全域 
内　容　どなたでも参加できます。
それぞれの地域、道路、通学

路に落ちているごみを集めて

各小学校へ。集めたごみは各

小学校で分別回収します。 

※ごみを回収するごみ袋は各自で用

意してください。 

第16回おいん鈴鹿 
観光と物産展 

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

と　き　5月30日㈮～6月1日㈰  

ところ　白子ショッピングタウ
ンサンズ 

内　容　鈴鹿市内の物産販売、
観光情報の紹介、伊勢形紙の

作品展示と体験彫り、鈴鹿墨

と書の展示、御浜町の物産展、

交通安全教室や消防はしご車

の体験搭乗など 

※詳しくは、折込チラシをご覧ください。 

問合せ　おいん鈴鹿観光と物産
展実行委員会事務局 

　　 388-2101 

 

 
スズカ市民文化セミナー 
「鈴鹿発信！創造文化の 
先達からのメッセージ」 

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

　鈴鹿市ゆかりの中村晋也さん、

清水信さんをお迎えして、鈴鹿

をテーマとした講演会、対談を

行います。併せて、市民バンド

「かるがもブラスアンサンブル」

のブラスバンドコンサートが華

を添えます。 

と　き　5月31日㈯　14時～16時
30分(開場13時30分) 

ところ　市民会館 
入場料　無料 
◆中村　晋也さん(鹿児島市在住)
○平成19年度 

　文化勲章受章者 

○旧制神戸中学 

　(現神戸高校)OB 

○鹿児島大学 

　名誉教授 

○彫刻家 

◆清水　信さん(鈴鹿市在住)
○平成19年度 

　中日文化賞受賞者 

○旧制神戸中学 

　(現神戸高校)OB 

○三重文学協会 

　会長 

○文芸評論家 

鈴鹿地域 
職業訓練センター講座 

(6月・7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

(　3871900　 http://www.mecha. 

　ne.jp/̃suzukatc)へ 

※講座によっては申込時に必要な書

類などがありますので、事前に同

センターへお問い合わせください。 

◆JW_Cad入門
と　き　6月24日㈫～26日㈭
　9時～16時 

受 講 料　6,000円(別途教材費
3,300円) 

◆固定式クレーン特別教育
と　き　6月25日㈬、26日㈭
　9時～16時50分 

受 講 料　8,000円(別途教材費
1,700円) 

◆デジカメの活用
と　き　7月1日㈫、2日㈬
　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆Excel中級(マクロ・VBA)
と　き　7月7日㈪から 
　18日㈮までの夜間 

　月・水・金曜日 

　18時～21時 

受講料　6,000円 
◆7月のフォークリフト技能講習
学科講習(全コース共通)
と　き　7月4日㈮ 
○実技講習
Ⅰコース
　7月6日㈰・ 
　12日㈯・13日㈰　30人 

Ⅱコース
　7月8日㈫～10日㈭　30人 

Ⅲコース
　7月15日㈫～17日㈭　30人 

受講料　2万1,400円 
申込み　6月2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。 

※「フォークリフト受講案内書」

および詳細については、事前に同

センターへお問い合わせください。 
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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

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

市民病院について

　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。

　鈴鹿中央総合病院は市民病院としての機能を

もつため、鈴鹿市から補助金が出されていると思

いますが、今の鈴鹿中央総合病院は、市民病院として

どのような役割を果たしているのでしょうか。かなり救急

面でも無理が出てきているように思いますが、今のまま

で鈴鹿市の市民を支えていただけるのでしょうか。 

 

　鈴鹿中央総合病院は、昭和13年に開設以来（開

設当時の名称は中勢病院）本市の医療の中心

的な役割を果たしています。さらに、平成5年に現在の

安塚町に新築移転当初からは、市民病院的な役割を

担ってもらうため、本市から財政的支援を行っています。

現在も、救急車搬送医療機関を、鈴鹿回生病院と輪

番体制で行ってもらっていることに対し、両病院へ補助

金を交付しています。 

　さて、ご指摘いただいた本市の現在の救急体制の状況

ですが、勤務医不足により、厳しい状況になっております。

そのため、本年2月1日より小児の二次救急については、

休日の17時以降と平日の22時30分以降は、傷病に

よっては、津市の三重病院に搬送することになりました。 

　市としましては、財政支援ばかりではなく、三重大

学医学部へ医師確保の要望や、市内医療機関との

救急医療体制の協力のお願いをしています。 

　また、市民の皆さんへ、適正な救急医療機関への

利用方法について啓発しています。 

　日ごろから、気軽に相談にのっていただける「かか

りつけ医」を持ち、早めに医療機関で受診していた

だくよう「広報すずか」やケーブルテレビなどを利用

して啓発に努めています。 

　今後も、市民が安心して暮らせるために、さまざまな

方法で市の救急医療の維持に努めてまいります。 

 
 

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　5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
　6月7日㈯、8日㈰

　6月12日㈭、13日㈮ 

○基礎2
　6月10日㈫、11日㈬ 

○ワード基礎
　6月5日㈭、6日㈮ 

○ワード応用
　6月21日㈯、22日㈰ 

○エクセル基礎
　6月19日㈭、20日㈮ 

○エクセル応用
　6月14日㈯、15日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2
　6月14日㈯、15日㈰ 

○ワード基礎
　6月12日㈭、13日㈮ 

　6月19日㈭、20日㈮ 

○ワード応用
　6月7日㈯、8日㈰ 

○エクセル基礎　
　6月5日㈭、6日㈮ 

　6月10日㈫、11日㈬ 

○エクセル応用
　6月21日㈯、22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) 

 
春季スポーツ教室 

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
○年間マスターズ 

○ビデオレッスン 

◆体育館
○バレーボール 

○卓球 

○スリムリフレッシュ体操 

申込み　いずれも、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。 

※各コースの日程、内容など詳しくは、

水泳場(　372 - 2250 )、体育館

(　372-8850)、またはホームペ

ージでご確認ください。 
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　10時30分、13時30分(土曜日は

12時30分)、17時30分、20時30分、

23時15分からの各15分 

○5月21日㈬〜31日㈯
『ベルディ便り』⋯子育て支援セ
ンターの紹介、保健情報、くらし

の情報 

○6月1日㈰〜10日㈫
『ベルディ便り』⋯地域づくり、清
掃情報、くらしの情報 

○6月11日㈬〜20日㈮
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』⋯
森林の働きを知ろう 

くらしの情報 

講座・教室 

10 2008・5・20

371-1476

372-2285 372-2250

387-6006 388-0622

382-0347


