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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 

と　　　　き 

10月７日(火)　18時30分～20時30分 

10月12日(日)　14時～16時 

10月14日(火)　18時30分～20時30分 

10月15日(水)　18時30分～20時30分 

10月16日(木)　18時30分～20時30分 

10月20日(月)　18時30分～20時30分 

内　　　　　容 

人と文化を育むまちづくり(生涯学習・スポーツ、子育て、教育、青少年、文化など) 

環境と共生するまちづくり(循環型社会、自然環境、生活環境など) 

誰もが暮らしやすいまちづくり(福祉サービス、労働環境、健康づくり、医療体制、共生社会など) 

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり(交通網整備、産業、観光、景観など) 

安全で安心できるまちづくり(防災、防犯、消防、交通安全、救急・救命、上水道、相談機能など) 

構想の推進のために(市民参加、情報共有、行財政運営など) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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　9月28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。 

 
平成20年住宅・土地統計調査に

ご協力を 

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

見えてくる 日本の暮らし 住まいから

　10月1日㈬、全国で住宅・土地統

計調査が行われます。豊かな住生活

を実現するための大切な調査です。

調査の対象になったお宅には、調査

員が調査票を持ってお伺いしますので、

ご協力をお願いします。 

 
第6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　10月15日㈬　15時～17時 

ところ　市役所本館12階1202会議室 

定　員　10人(学校教育課で会議開

始15分前までに傍聴人受付簿に

記入し、定員を超えた場合は抽選) 

申込み　会議開始の30分前から

15分前までに学校教育課へ 

※託児あり(3歳～5歳) 

 
第3回鈴鹿市次世代育成支援 
対策地域協議会を行います 

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

　傍聴希望者は、申込みが必要です。 

と　き　10月8日㈬　9時30分から 

ところ　市役所本館12階1205会議室 

内　容　ニーズ調査について(予定) 

定　員　3人(応募多数の場合は抽選) 

申込み　当日、9時から9時25分ま

でに会場へ 

 
図書館を休館します 

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

　9月25日㈭から10月1日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間に

より休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
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

　市の委託業者が自宅を訪問し、

ふとんを預かり、丸洗い・消毒・

乾燥をしてお返しします。 

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(毛布は対象外)。

対象者一人あたり2枚までで、1週間

から10日間預かります(11月中に実施)。 

費　用　無料 

申込み　10月31日㈮までに、在

宅介護支援センターなどを通

じて申請書を長寿社会課へ 

※各地区の在宅介護支援センターの連

絡先など、詳しくは長寿社会課へ 

 
市民救急の家・救急ステーション
登録者一斉研修会を行います 

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

対　象　平成15年から平成20年

までの｢市民救急の家｣｢救急ス

テーション｣登録者 

と　き　10月18日㈯～21日㈫

　9時～12時 

※4日間の内、都合の良い日を選択

の上、下記まで申し込んでください。 

ところ　消防本部併設コミュニ

ティ消防センター 

内　容　｢市民救急の家｣事業に

ついて、消防署長の講話、AED、

救急法、応急処置全般 

※研修会への参加は、任意とします。 

申込み　中央消防署救急救助グ

ループ　382-9165 

 
｢税務職員｣を装った不審な

電話にご注意を 

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

　税務職員を装い、現金自動預け払

い機(ATM)を操作させ、振込みを行わ

せるなどの｢振り込め詐欺｣による被害

が発生しています。税務職員が市民

　本市では、平成21年4月から平成24年3月までに取り組む施策の計画(行財政経営計画)

の策定作業を進めています。計画策定にあたり、より多くの方のご意見をいただくため、意

見交換会を行います。 

ところ　市役所本館12階1203会議室 

※テーマは、第5次鈴鹿市総合計画｢みんなで築く鈴鹿夢プラン｣の｢政策の柱｣ごとに分かれています。 

※興味のあるテーマの日にご参加ください(申込みは不要)。 

総合計画のまちづくり意見交換会を行います　企画課　 382-9038　 382-9040　 kikaku@city.suzuka.lg.jp

お 知 ら せ  



　本市では、EM活性液を無料で配布しています。EM活性液は、

有用な微生物を集めたもので、各家庭のトイレや台所、風呂な

どの臭いや汚れを防止し、河川などの水質浄化に役立つとさ

れています。 

予約電話番号　　・　384-6655 

予約受付方法　予約受付日時は、毎週水・木・金曜日(祝日

を除く)の8時30分から12時30分まで(時間厳守)で、翌

週の火・金曜日配布分を受付します。 

 

 

 

※ファクスによる予約は、5人以内に限ります。 

※当日受付は行いません。 

※予約の際、希望の曜日(火曜日か金曜日)をお伝えください。 

◆火曜日配布方法(祝日の場合は水曜日配布)
○配布対象者　個人およびボランティア(ボランティアは、

環境政策課で事前に登録が必要で、公共用水域の

環境浄化に取り組む団体を対象としています) 

○配布時間　13時～15時 

○配布場所　シルバー人材センター(市役所別館第3ロビー) 

◆金曜日配布方法(祝日の場合は配布中止)
○配布対象者　個人のみ(上限70人) 

○配布時間　13時～15時 

○配布場所　鈴鹿ハンター弁天山公園側テントアーケード 

持ち物　空きペットボトル 

配布量　個人は一世帯につき1カ月2ℓ以内、ボランテ

ィアは1カ月10ℓ以内(配布量に限りがありますので、

ご了承ください)
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県道　四日市楠鈴鹿線

江島若宮八幡宮
近鉄名古屋線

調査区域

江島雨水ポンプ場

の皆さんに電話で問い合わせをする

場合は、提出していただいた申告書

などをもとに、その内容を本人に確認

することを原則としています。 

○税金の還付を行う際には、事前

に還付の通知書を送付しています。 

○納税者の皆さんが申告書に記載し

た受取場所に還付金を振り込みます。 

○電話で｢医療費の還付金があ

る｣｢○年分の税金が納めすぎで

す｣などと持ちかけ、皆さんを金

融機関などのATMに誘導するこ

とはありません。 

○｢0120｣で始まるフリーダイヤ

ルの電話は設置していません。 

※上記の内容のような不審な電話が

あった場合は、指示された電話番号

に連絡せずに、鈴鹿税務署総務課

(　382-0351)へお問い合わせください。

電話は自動音声案内のため、税務署

を選択する場合は｢2｣を押してください。 

 
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
○全ての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底 

○夕暮れ時と夜間の歩行中・自

転車乗車中の交通事故防止 

○飲酒運転の根絶 

◆外出時には反射材の活用を
　秋になると日没時間が急速に

早まります。歩行中、自転車乗

車中の高齢者に対する保護意識

と高齢者自身の交通安全意識の

高揚を図り、夕暮れ時と夜間の

交通事故防止に努めましょう。 

 
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。 

○鈴木農園
ところ　竹野二丁目723 

面　積　約30㎡(約5ｍ×約6m) 

区画数　25区画(先着順) 

利用料　1区画3,000円(1年間) 

開園者　鈴木則夫(竹野一丁目21-6

　382-3071) 

 
長寿医療制度(後期高齢者医
療制度)の保険料についての

お知らせです 

保険年金課　 382-7627　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　保険料の年金天引き(特別徴収)

の方の内、申し出により、本人また

は世帯主、配偶者の口座からの振

替に変更できる場合があります。変

更には収入など一定の基準があり、

手続きが必要ですので、詳しくは保

険年金課へご相談ください。 

　平成20年12月支給の年金からの

変更をご希望の場合は、10月３日㈮

までにお申し出ください。申し出が

遅れると、年金天引きの中止手続

きに間に合わない場合があります

のでご了承ください。 

 
一筆地調査が始まります 

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

　9月22日㈪から約4カ月間、江

島地域において一筆地調査(地籍

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。 

 

 

（シルバー） 

月　火　水　木　金　土　日　月　火　水　木　金　土　日 

予約受付 配布 配布 
(ハンター)

EM活性液の予約と無料配布についてのお知らせです　環境政策課　 382-9014　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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お 知 ら せ  
 
 

名阪国道の通行障害情報を 
ホームページで提供します 

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

　国土交通省北勢国道事務所では、

名阪国道(県内の国道25号)の通行

障害情報を、ホームページで提供

しています。事故や工事などの

通行規制情報は、

名阪国道通行障害

情報ページをご確認

ください。 

◆パソコン用
　 http: / /www.cbr .mli t .go. jp/  

　 hokusei /koutuu/ index.htm 

◆携帯電話用
　 http://www.hokuseikokudo.go.jp/ 

　 osirase/koutuu.htm 

問合せ　北勢国道事務所管理課

　 0595-82-1312 

 
JICAボランティアを募集します 

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

　10月1日㈬から11月10日㈪まで、

平成20年度秋JICAボランティア(青

年海外協力隊、日系社会青年ボラン

ティア、シニア海外ボランティア、日系

社会シニア・ボランティア)を募集します。

これらは、国際協力機構(JICA)が

実施する政府事業で、世界の開発途

上国で現地の方々と同じ生活をしな

がら、共に働き、人づくり国づくりに

貢献するボランティア活動です。 

◆体験談・説明会
　帰国した隊員の体験談や、募集に

関する説明会を行います(予約不要)。 

○青年海外協力隊、日系社会青年
ボランティア

とき・ところ　10月11日㈯　14時から:

アスト津3階(津市)、25日㈯　14時

から:じばさんみえ4階(四日市市) 

○シニア海外ボランティア、日系
社会シニア・ボランティア

とき・ところ　10月11日㈯　10時

30分から:アスト津3階、25日㈯　

10時30分から:じばさんみえ4階 

問合せ　JICA中部センター　052-

702-1391(平日9時30分～17時30分)

　 http：//www.jica.go.jp 

 
労働保険の加入手続は 
お済みですか 

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

　労働保険(労災保険と雇用保険)は、

政府が管理・運営している強制的な

保険であり、農林水産業の一部を除き、

労働者を一人でも雇用している場合は、

事業主または労働者の意思の有無に

かかわりなく必ず加入することが労働

保険徴収法で定められています。 

　厚生労働省三重労働局では、10月

を｢労働保険適用促進月間｣と定め、｢労

働保険の未手続事業場の一掃｣を重

点項目に掲げ、三重県労働保険事

務組合連合会と連携し、未手続事業

場を個別訪問するなど加入促進を図

っています。労働保険の加入手続き

をとられていない事業主の方は、速

やかに加入手続きをお願いします。 

　万が一、労災保険事故が未手続

事業場で発生した場合には、さかの

ぼって保険料を徴収するほかに、労

災保険から給付を受けた金額の100％、

または40％を事業主から徴収すること

になっています(費用徴収制度)。 

問合せ　三重労働局総務部労働

保険徴収室　 059-226-2100、

津労働基準監督署　 059-227-1281、

ハローワーク鈴鹿　 382-8609 

 
日本語字幕つき映画を 
上映しています 

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

　聞こえない、聞こえにくい人を含め、

より多くの人に映画を楽しんでいた

だくため、邦画作品の日本語字幕

つき映画が、ワーナー・マイカル・

シネマズ鈴鹿ベルシティで上映し

ています。セリフや音の説明も日本

語の字幕でガイダンスされます。 

と　き　9月27日㈯、28日㈰ 

上映映画　｢パコと魔法の絵本｣ 

※上映時間など詳しくは、ワーナー・

マイカル・シネマズ鈴鹿ベルシティ 

　(　370-8787　 370-8711 　http: // 

　www.wa rne rmyca l . com)へ 

 

○催し物

自然調査観察会(キノコ) 

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

と　き　10月19日㈰　10時～15時 

(携帯電話用)

くらしの情報 

催 し 物  

　平成20年4月1日から改正パートタイム労働法が施行

されています。これに伴いパートタイム労働者を雇ってい

る事業主の方は、次のことに留意してください。 

○雇い入れの際、昇給・賞与・退職金の有無について

文書で明示する義務があります。労働基準法で定めら

れた事項に加えて、これらについても明示してください。 

○雇い入れ後、パートタイム労働者から求められた場合、

待遇の決定について考慮した事項を説明する義務

があります。 

○パートタイム労働者について、通常の労働者との均

衡のとれた待遇(賃金・教育訓練・福利厚生)が確

保されるように取り組む必要があります。 

○パートタイム労働者から通常の労働者への転換を

推進するための措置を講じる義務があります。 

○通常の労働者と職務の内容・人材活用の仕組みや運

用などが同じで、期間の定めのない働き方をしている

パートタイム労働者については、すべての待遇につい

て差別的な取り扱いをしてはいけません。 

※パートタイム労働法の対象となる｢パートタイム労働者｣は、

｢一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される

通常の労働者の一週間の所定労働時間と比べて短い労

働者｣とされています。 

※パートタイム労働者の雇用改善に取り組む事業主を支援

するための助成金制度｢パートタイマー均等待遇推進助

成金｣もあります。問合せ｢改正パートタイム労働法｣につ

いては、三重労働局雇用均等室(　059-226-2318)へ、

｢パートタイマー均等待遇推進助成金｣については、(財)21

世紀職業財団三重事務所(　059-228-2300)へ 

パートタイム労働法が改正されました　産業政策課　 382-8698　 382-0304　　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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振り込め詐欺が急増しています

　最近、高齢の方を狙った｢オレオレ詐欺｣｢還付金等詐欺｣が目立ち、一人で

数千万円の被害に遭った方もいます。このような犯罪の被害に遭わないために、

あらかじめ具体的な犯行手口を知っておき、万が一のときに備えてください。 

◆これが振り込め詐欺犯人の声だ！
　三重県警察では、振り込め詐欺の実際の犯人の声をホームページなど

で公開しています。 

○三重県警察本部
　　http://www.police.pref.mie.jp(トップページ⇒安全・安心情報⇒お知らせコーナー) 

○三重県警察モバイルサイト(携帯電話用) 
　　http://www.police.pref.mie.jp/i/m.cgi(トップページ⇒0.動画配信)

　(雨天の場合、中止あり) 

ところ　加佐登神社 

内　容　秋の里山で、キノコを採

集して、観察し学習します。 

定　員　30人(応募者多数の場合

は抽選) 

参加料　無料 

申込み　10月6日㈪までに、はがき、

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ご連絡ください。 

※詳しくは、申込み後に連絡します。 

 
鈴鹿バルーンフェスティバル2008 

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

と　き　10月11日㈯～13日㈪ 

ところ　鈴鹿川河川敷(庄野橋付近) 

内　容　競技飛行(6時20分、15時

(13日は6時20分のみ))、イベント(熱

気球体験搭乗、熱気球教室、バ

ルーンイリュージョン、ミュージック

フェスティバル、チャレンジ教室など) 

※詳しくは、広報すずか10月5日号

の折り込みチラシをご覧ください。 

 
ごみ減量とリサイクルを考える
ポスター展・クリーンシティSUZUKA

参加作文展 

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

と　き　10月3日㈮～5日㈰

　10時～20時(5日は17時まで) 

※表彰式は、5日(日)16時から 

ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート 

内　容　小・中学生を対象に募集

した｢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｣で受賞され

た方の作品を展示します。 

 
鈴鹿川クリーン大作戦 

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

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26日㈰　8時から

(1時間程度(小雨決行)) 

集合場所　河川防災センター 

内　容　庄野橋付近から定五郎橋

付近までの河川敷の清掃 

申込み　10月15日㈬までに、電話

で同課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 
寺院・官衙シリーズ講演会｢国分寺と
国分尼寺-｢法華滅罪｣を中心に-｣ 

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

と　き　9月28日㈰　 14時から 

ところ　考古博物館講堂 

講　師　吉田一彦さん(名古屋市 

立大学大学院人間文化研究科

長・人文社会学部長) 

内　容　毎年恒例の寺院・官衙

シリーズ(聴講無料) 

 
考古博物館10周年記念特別展
第27回三重県埋蔵文化財展 

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

◆弥生人のスローライフ〜おコメ
生活始めました〜

と　き　10月4日㈯～12月7日㈰

ところ　考古博物館特別展示室 

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円 

内　容　わたしたちの食文化の原点

であるコメ作りにいそしんだ弥生人の

ライフスタイルを、県内各地から出土

した考古資料を中心に紹介します。 

◆連続講座　第1回｢祈り 神戸中
学校遺跡の遺物を中心に｣

と　き　10月5日㈰　14時から 

ところ　考古博物館講堂 

講　師　伊藤　洋(考古博物館職員) 

内　容　特別展に関連して、全4回

の連続講座を行います。ご希望の

回だけでも、4回すべてでも参加で

きます(聴講無料)。 

◆体験講座　｢弥生の服をデザインしてみよう｣
と　き　11月16日㈰　10時から、

14時から(各約2時間) 

ところ　考古博物館講堂 

内　容　弥生人が着ていた貫頭衣を

不織布で作り、自由に模様を描きます。 

定　員　各10組(小学生以下は保護

者同伴(子ども一人につき保護者

一人)、応募多数の場合は抽選) 

材料費　300円 

申込み　10月31日㈮(必着)までに、

往復はがきか電子メールで、参加者

全員の住所、氏名、年齢、電話番号、

希望時間を記入の上、考古博物館

｢弥生の服をデザインしてみよう｣係

(〒513-0013　国分町224)へ 

※一回の応募につき、一着の貫頭衣

とさせていただきます。 

 
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　10月4日㈯　18時30分～

20時30分(18時から文化会館2階

プラネタリウムギャラリーで受付) 

※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。 

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・木星の観望と秋の

星座解説 

定　員　150人(当日先着順) 

参加料　無料 
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フラワーパークの夜間照明について

 
 

司法書士無料相談会 

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

と　き　10月4日㈯　10時～15時 

ところ　ジェフリーすずか 

内　容　相続登記、法人登記、

簡易裁判所の訴訟、自己破産、

成年後見手続など(予約不要) 

※三重県司法書士会館(津市丸之内

養正町17-17)でも、毎月第1～3水

曜日、第4土曜日に常設相談所を

開設しています(要予約)。 

問合せ　三重県司法書士会 　059-

221-5553 

 
公証人無料相談会 

市民対話課　 382-9004　 382-766
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月1日㈬から7日㈫までは、｢公

証週間｣です。 

と　き　10月4日㈯、5日㈰　10時～12

時、13時～16時(受付は15時30分まで) 

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(要電話予約))、

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　 353-

3394(電話予約も可能)) 

内　容　遺言、相続、離婚、各種

契約などについての無料相談 

 
ガーデンフェスタ’08 

県営鈴鹿スポーツガーデン
372-2250　 372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　10月13日㈪　9時～17時 

ところ　県営鈴鹿スポーツガー

デン全施設 

内　容　水泳場、テニスコート、体

育館を無料開放します。鈴鹿工

業高等専門学校生のシンクロ演技、

クライミングウォールなどのスポ

ーツ体験コーナー、子どもテニス

教室、地震体験や美容セミナー

などのイベントを開催します。 

 
いきいき健康づくり教室 

県立鈴鹿青少年センター
378-9811　 378-9809

対　象　成人 

と　き　10月から12月の第2～4

月曜日　14時～16時(全9回) 

ところ　鈴鹿青少年センター 

内　容　ストレッチ体操や軽スポー

ツ、栄養士による食生活相談 

定　員　50人(先着順) 

参加料　3,000円(全9回分、保険

料含む) 

申込み　9月20日㈯から、郵送か

ファクスで、住所、氏名、性別、年

齢、電話番号を記入の上、県立

鈴鹿青少年センター(〒513-0825

鈴鹿市住吉町南谷口)へ(様式は

問いません) 

 

○講座・教室

女性マイカー点検教室 

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

対　象　女性の方 

と　き　10月18日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン

ター 

内　容　女性ドライバーにとって、

必ず役立つ点検教室(学科講習

と実技講習(日常点検、トラブル

対処法)) 

※気軽な服装でお越しください。 

※受講者にはエプロン、作業手袋、

記念品などを進呈します。 

受講料　無料 

申込み　10月14日㈫までに、電話

で鈴鹿自動車整備組合(　382-

1075)か、お近くの自動車整備

工場へ 

問合せ　鈴鹿自動車整備組合 

 
独立開業のためのセミナー

(創業塾) 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　独立開業をめざす方、

創業に関心のある方 

と　き　10月19日㈰、25日㈯、

11月1日㈯、9日㈰、22日㈯

　9時30分～16時30分 

ところ　鈴鹿商工会議所　 

内　容　創業に向けての心構え、

財務の基礎知識、ビジネスプラ

ン策定など 

主　催　鈴鹿商工会議所、日本

商工会議所 

定　員　40人(先着順) 

受講料　5,000円 

申込み・問合せ　鈴鹿商工会議所

山下(〒513-0802　鈴鹿市飯野

寺家町816　 382-3222) 

 
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26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。 

※講習はマイクロソフト・オフィス

2003を使用します。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1　10月9日㈭と10日㈮、

10月15日㈬と16日㈭ 

○基礎2　10月11日㈯と12日㈰ 

○ワード基礎　10月4日㈯と5日㈰ 

○ワード応用　10月25日㈯と26日㈰ 

○エクセル基礎　10月23日㈭と24日㈮ 

○エクセル応用　10月18日㈯と19日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　10月18日㈯と19日㈰ 

○ワード基礎　10月15日㈬と16日㈭、

10月23日㈭と24日㈮ 

○ワード応用　10月9日㈭と10日㈮ 

○エクセル基礎　10月4日㈯と5日㈰、

10月11日㈯と12日㈰ 

○エクセル応用　10月25日㈯と26日㈰ 

ところ　図書館2階 

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、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

くらしの情報 

講座・教室 

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

市街地整備課　 382-9025　 382-9047　 382-7615
shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

フラワーパークの夜間照明について

　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。

　先日、雨天の日にフラワーパークを通りかかった

ところ、公園を訪れる人がいないような状況でしたが、

夜間照明が点灯されていました。昨今、省エネが言われ

ているときですので、照明の点灯はその都度状況をみて、

点灯の有無の判断をしてはいかがでしょうか。職員の勤

務時間外の自動点灯だと思いますが、極端な天候状況な

どは事前判断ができるのではないでしょうか。 

 

　現在、鈴鹿フラワーパークは24時間開放していて、

市民の皆さんの利用方法も多岐にわたっています。

雨天時でもペットの散歩などにご利用していただいて

いますので、判断基準が大変難しいのが現状です。

また、省エネ対策としては、公園の照明を夏場などの

日照時間が長い時期には、点灯開始時刻を遅らせる

などの対応をしています。ただし、公園内の照明は、

周辺地域への影響や公園利用者の利便性なども配

慮しながら点灯していますのでご理解ください。 

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 

※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。 

◆Excel中級
と　き　10月20日㈪、22日㈬、24日㈮、

27日㈪の4日間　18時～21時 

受講料　4,000円 

◆アーク溶接特別教育
と　き　10月21日㈫～23日㈭の

3日間　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費900円) 

◆陶芸教室
と　き　10月28日㈫　9時～16時 

受講料　4,000円(教材費含む) 

◆ホームページの作成
　(ホームページ・ビルダーV9)
と　き　11月4日㈫～6日㈭の3日間 

　9時～16時 

受講料　6,000円 

◆データベース初級(Access初級)
と　き　11月10日㈪、12日㈬、14日㈮、

17日㈪、19日㈬、21日㈮の6日間　

18時～21時 

受講料　6,000円 

◆日商PC検定(3級)Word&Excel
対　象　Word、Excelの知識のある方 

と　き　11月16日㈰　10時～11時 

受講料　5,000円 

※11月15日(土)の午前中は、一般開

放で練習できます。 

◆高所作業車技能講習
○学科講習
と　き　11月28日㈮　8時20分～

17時50分 

○実技講習
と　き　11月29日㈯または30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29日㈪から受付 

◆フォークリフト運転技能講習
(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許証

をお持ちの方 

○学科講習
と　き　11月7日㈮(全コース共通) 

○実技講習  

Ⅰコース
と　き　11月9日㈰、15日㈯、16日㈰

Ⅱコース
と　き　11月11日㈫～13日㈭ 

Ⅲコース
と　き　11月18日㈫～20日㈭ 

定　員　各30人 

受講料　2万1,400円 

◆フォークリフト運転技能講習
(11時間講習)

対　象　大型特殊(条件なし)運転

免許証お持ちの方 

○学科講習
と　き　11月7日㈮(全コース共通) 

○実技講習
と　き　11月10日㈪ 

定　員　10人 

受講料　7,400円 

申込み　フォークリフト運転技

能講習は、10月1日㈬ 8時30分

から受付(先着順) 

秋季スポーツ教室 

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
○ステップアップ水泳 

○アクアビクス(朝) 

○アクアビクス(夜) 

○フィットネスヨガ(夜) 

◆体育館
○バレーボール(夜) 

○青竹エクササイズ 

申込み　9月21日㈰から10月13日㈪

(必着)までに、直接ご来場いただく

か、ファクスに住所、氏名、年齢、

性別、電話番号、コース名を記入

の上、県営スポーツガーデンへ 

※ホームページからも申込みできます。 

※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。 

　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 

○９月21日㈰〜30日㈫
『ベルディ便り』⋯保健センター・応急

診療所の紹介、保健情報、くらしの情報 

○10月１日㈬〜10日㈮
『ベルディ便り』…文化・スポーツ

イベント、清掃情報、くらしの情報 

○10月11日㈯〜20日㈪
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』…

取り組んでいますか?ごみの減量化 
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