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納税の夜間窓口を開設します 

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

と　き　10月30日㈭、31日㈮　

17時15分～20時 

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。 

 
11月から日曜窓口サービスを開始します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

と　き　毎週日曜日9時～17時(年末
年始、市長が認めた日を除く) 

ところ　白子地区市民センター 
内　容　住民票の写し、住民票記
載事項証明書、印鑑登録証明書、

登録原票記載事項証明書(交付

できない場合あり)、住民票コード

通知票の交付 

※戸籍謄・抄本、税証明、印鑑登録、

戸籍届、住民異動届、外国人登録

の受付および平日の地区市民セン

ターの業務は取り扱いません。 

 
方書を記載した住民票の 
写しを発行します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　希望される方は、マンション・ア

パート名、部屋番号など方書が記

載された住民票の写しを発行しま

すので、窓口でお申し出ください。 
 

第5次鈴鹿市総合計画行財政経営
計画素案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。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、皆さん

のご意見を求めます。 

意見募集期間　10月7日㈫～11月6日㈭
素案閲覧場所　企画課、市政情報課、
図書館、地区市民センター、公民館、

市ホームページ 

意見提出方法　企画課、図書館、地区市
民センター、公民館のいずれかの窓

口へ直接提出、または企画課へ郵便、

ファクス、電子メールで提出してください。 

※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、12月ごろに公表し

ます(個別には回答いたしません)。 

 

 

 

 

 

 

かた  がき 

20082008北京パラリンピック競技大会陸上競技男子北京パラリンピック競技大会陸上競技男子400m400m・800m800mで 

伊藤智也さんが金メダルを獲得しました伊藤智也さんが金メダルを獲得しました 

2008北京パラリンピック競技大会陸上競技男子400m・800mで 

伊藤智也さんが金メダルを獲得しました 

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

　9月6日㈯に開幕した北京パラリンピックに出場した市内在住の伊藤智也さんが、

陸上競技男子400mと男子800mで見事金メダルを獲得しました。 

　11日㈭に行われた400m予選は、全体の2番目のタイムで決勝進出。12日㈮の決

勝では、2位に3秒以上の大差をつけるパラリンピック新記録で圧勝し、1個目の金

メダルを獲得しました。 

　800mでは、14日㈰の予選で世界新記録を樹立し、トップタイムで決勝進出。16日㈫の決勝

では、終始先頭を引っ張り、最後は同じ日本選手との競り合いを制し、400mに続き、2個目の

金メダルを獲得しました。 

　メダルに手が届かなかった4年前のアテネパラリンピックの悔しさを晴らす快走に、伊藤さんはレース後、

｢いろいろな方々に支えていただいたおかげ｣と満面の笑みでこたえました。 

　なお、市では、今回の伊藤智也さんの快挙に対して、｢鈴鹿市スポーツ栄誉賞｣を贈ることを決定しました。 

九州チャレンジカップ(3月)スタート前の様子金メダル獲得速報ポスター

お 知 ら せ  

自由ヶ丘二丁目

自由ヶ丘三丁目

自由ヶ丘四丁目

自由ヶ丘一丁目
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市民会館が使用できません 

市民会館　 382-0654　 382-3109

　11月1日㈯から12月28日㈰まで、

手動吊物装置などの改修工事のため、

ホールと展示室の使用ができません。

ご協力をお願いします。 

 
第2回鈴鹿F1日本グランプリ
地域活性化協議会を開きます 

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

と　き　10月27日㈪　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　平成21年から隔年開催す
ることが決定した鈴鹿F1日本グラ

ンプリに向けて、今まで以上の受

け入れ体制を構築するため、国、県、

周辺市町、関係機関など、30団

体で設立した｢鈴鹿F1日本グラン

プリ地域活性化協議会｣の第2回

目の会議を開催します。渋滞緩

和や観光資源を活用したもてなし

の向上などについて協議します。 

◆傍聴もできます
定　員　10人(先着順) 
申込み　会議開始30分前から10
分前までに会場へ 

 
F1に関するアンケート調査を

実施しています 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　平成21年に鈴鹿F1日本グランプリ

が再開するにあたり、市民やレース

観戦にお越しの皆さんにとって満足

度の高いイベントにするための調査

事業を実施しています。現在、2006

年F1日本グランプリの観戦経験があ

る方を中心としたアンケートを行って

いますので、ぜひご協力ください。 

※市ホームページ＞トピックスから

アクセスができます。 

 
鈴鹿市美術展公募作品の搬入と
審査についてのお知らせです 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

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

◆搬入
と　き　10月18日㈯、19日㈰　

10時～16時30分 

ところ　文化会館 
※搬入の際は、事前に出品票を事務局

((財)鈴鹿市文化振興事業団(文化会

館内))に提出していることが必要です。 

◆公開審査
と　き　10月22日㈬　10時30分

から 

ところ　文化会館 
◆入選以上の作品を一般公開します
と　き　10月29日㈬～11月2日㈰ 
ところ　文化会館 
※作品規定については、広報すずか6月

20日号をご覧ください。 

 
一日合同行政相談所を 

開設します 

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

　10月20日㈪から26日㈰までの｢秋

の行政相談週間｣にちなみ、市で

は｢行政相談所｣を開きます。 

と　き　10月31日㈮　10時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 

内　容　年金、国政、県政、相続、
登記、境界など 

相談担当者　行政相談委員 
※鈴鹿県民センター、弁護士(事前予約

制)、公証人(事前予約制)、司法書士(事

前予約制)、税理士(事前予約制)、行

政書士、土地家屋調査士、不動産鑑

定士、社会保険労務士、行政評価事

務所の相談員と合同で行います。 

※事前予約は市民対話課へ 

 
広報すずかの表紙写真を 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp 

　行事や風景など、生活感・季

節感あふれる作品をお待ちして

います。 

規　定  市内で撮影されたカラー
写真(横判)で、未発表のもの(サ

イズは問いません) 

申込み　随時受付をしています。
写真(一人1点)の裏面に、郵便

番号、住所、氏名、電話番号、

作品のタイトル、撮影場所、

撮影日時、撮影に関するエピ

ソードを記入の上、直接また

は郵便で〒513-8701　秘書広

報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願します。 

※同じ年度内で、同一応募者からの

表紙写真への採用は1回です。 

　本市では、｢住居表示に関する法律｣に基づき、

11月1日㈯から石薬師町と下大久保町の一部地域

で住居表示を実施します。住居表示制度は、町の

単位を分かりやすい規模に変更するとともに、複雑

な町界などを整理します。また、それに併せて、住

所の表し方が｢○町○番地(○町○○番地の○)｣か

ら｢○丁目○番○号｣に変わります。11月1日からは、

郵便物のあて名には新しい住所をお使いください。 

新町名　自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、自
由ヶ丘三丁目、自由ヶ丘四丁目 

新郵便番号　〒513-1124

11月1日から石薬師町と下大久保町の一部区域で住所が変わります 
地域課　 382-9136　 382-2214　 chiiki@city.suzuka.lg.jp

2008北京パラリンピック競技大会陸上競技男子400m・800mで 

伊藤智也さんが金メダルを獲得しました 

自由ヶ丘二丁目

自由ヶ丘三丁目

自由ヶ丘四丁目

自由ヶ丘一丁目

自由ヶ丘二丁目

自由ヶ丘三丁目

自由ヶ丘四丁目

自由ヶ丘一丁目
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第37回全国消防救助技術大会の

結果を報告します 

中央消防署西分署　 ・　 370-2119
nishibunsho@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

　8月29日㈮に福岡県北九州市で

開催された第37回全国消防救助

技術大会に、消防本部から引揚救

助チームが東海地区代表として出

場しました。大会では、全国各地

区支部大会を勝ち抜いた消防救

助のチームが、救助技術を披露し、

点数と設定タイムにより審査されま

した。その結果、満点をとり、設定

タイムを突破し、入賞しました。こ

の成果を災害現場で生かし、地域

の皆さんの期待にこたえられるよう

に訓練に励みます。 

 
ホームページの 

市民情報掲示板に掲載する
情報を募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　市民情報掲示板は、市ホームペ

ージからイベントのお知らせやサー

クルのメンバー募集などの情報を、

市民の皆さんが自ら発信する掲示

板です。 

　掲示板には、イベントなどの開催

1カ月前から掲示できます。市民情

報掲示板の利用規定をご了承の上、

ご利用ください。 

◆市民情報掲示板
　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　bbs/form.html 

 
｢個人情報保護法｣説明会を

開催します 

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

　三重県などが共催し、法の趣旨、

個人情報の具体的な取り扱い方

法などについて説明します。 

と　き　11月13日㈭　14時～16時 
ところ　四日市市文化会館第2ホール 
参加料　無料 
申込み・問合せ　11月6日㈭までに、
三重の情報公開(　http://www. 

　pref.mie.jp/KOUKAI/index.htm)

に掲載の所定の申込票を県情報

公開室(　059-224-2071　059-

224-3039　 sei joho@pref .mie.  

　jp)へ 

 
2011年に地上デジタルテレビ

放送へ移行します 

東海総合通信局放送課

052-971-8292　  052-971-9394
tokai-hoso@rbt.soumu.go.jp

　現行の地上アナログテレビ放

送は、地上デジタルテレビ放送

への移行に伴い、2011年7月24日

までに終了します。お早めに地

上デジタルテレビ放送を視聴す

るための準備をお願いします。

地上デジタルテレビ放送の視聴

方法など受信に関する相談、お

問い合わせは、次のとおりです。 

◆受信相談
　総務省地上デジタルテレビジョン

●イヌの飼い主には、イヌの登録と毎年の狂犬病予防

注射が義務付けられています。狂犬病予防法により

イヌを取得した日(生後90日を経過したイヌ)から30

日以内に登録しなければなりません。室内・室外の

飼育にかかわらず必ず登録・予防注射を受けましょう。 

●放し飼いは危険ですので、必ずくさりなどでつな

ぎましょう。放し飼いは県条例で禁止されています。 

●散歩中のフンの後始末をしないことは、そこが他人

の家の敷地や庭であれば、その人に対して損害賠償

責任を負うことになります。公共の場であっても軽犯

罪法によって罰せられることがあります。必ずフンの

後始末をしましょう。 

●イヌを飼う場合、無駄吠えで近隣の迷惑になら

ないようにしましょう。 

●ネコは、飼い主の知らないところで近隣に迷惑

を及ぼしていることがあります。ネコ自身を交

通事故や病気・けがから守るためにも屋内飼育

に努めましょう。 

●飼い主の分からないネコに安易にエサを与えないよう

にしましょう。ネコは繁殖力の強い動物ですので、住

み着いたネコがさらに小ネコを生み、より多くの不幸

なネコを増やすことにもつながります。また、フン尿や

鳴き声などが近隣の迷惑になります。 

●近隣に迷惑を掛けているマナーの悪い飼い主に対

しては県が直接、指導を行っています。飼い主が

特定できる場合は、県鈴鹿保健福祉事務所(　 382-

8674)へご相談ください。 

●繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を受けまし

ょう(手術費の助成金を受けることもできます。詳

しくは、環境政策課へ)。 

●愛情を持って最後までペットの面倒を見るのが飼

い主の義務です。やむを得ない事情により飼えな

くなったら、新しい飼い主を探すか、県鈴鹿保健

福祉事務所へご相談ください。ペットを捨てるこ

とは法律で禁止されており、50万円以下の罰金に

処せられる規定があります。 

ペットのしつけと飼い主のマナーを守りましょう 
環境政策課 　382-9014　 382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　イヌやネコなどのペットによる鳴き声・フン害などの苦情が多く寄せられています。

ペットを飼っている方はマナーをよく守り、周りの人の迷惑にならないよう十分心

掛けましょう。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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放送受信相談センター　 0570-07-

0101(IP電話などナビダイヤルがつ

ながらない方は　03-4334-1111) 

 

 

 

 

※視聴エリアについて詳しくは、(社)デジ

タル放送推進協会のホームページ

(　 ht tp : //www.dpa .o r . jp/ )を

ご覧ください。 

 
国有地売却の申し込みを 
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　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　175万円 
受付期間　11月7日㈮　17時まで

(土・日曜日、祝日、平日の12時

から13時を除く) 

※原則、郵送による申込みはできません。 

 

○催し物

 
特別展関連講演会 
｢弥生人の暮らしぶり｣ 

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

と　き　10月12日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　佐古和枝さん(関西外国

語大学教授) 

※聴講無料 

 
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

　障がいのある方が、スポーツの

楽しさを体験するとともに、親ぼく

や交流を深め、自立と社会参加の

推進を図るために開催します。 

と　き　10月26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 

運動のメインスローガン　みんなでつくろう安心の街 

運動の重点
●子どもの犯罪被害防止
●住宅を対象とする侵入犯罪
　の防止

平成20年全国地域安全運動を実施します 

◆会員の声
○中山　孝さん
　定年後、会員になり今日に至りました。大勢の会員の

皆さんと一緒にせん定技能向上に頑張っています。

お客様の｢ありがとう｣の一言が、明日への勇気につ

ながります。今後は健康に気を付けて、良い仕事を

心掛けていきます。 

○与後小夜子さん
　会員になり6年、皆さんに支えられ家事援助や除

草などに日々精進してきました。お客様から｢きれ

いにしてもらった｣と喜んでいただける気持ちに感

謝し、毎日大変楽しい日々を送り、幸せに思ってい

ます。これからもお客様に好かれる人に、シルバー

人材センターを大切に、また自分の健康を守り、皆

さんと仲良く過ごしていきたいと思います。 

問合せ　鈴鹿市シルバー人材センター(〒513-0801
神戸一丁目17-5　　  3 8 2 - 6 0 9 2　  3 8 2 - 6 0 9 3  

　 　suzuka-sjc@gaea.ocn.ne. jp)

10月はシルバー事業普及啓発促進月間です 
産業政策課　 382-8698　 382-0304　sangyoseisaku@city.suzuka. lg. jp

◆このような仕事をしています
　せん定、草刈り、清掃、ふすま・障子のはり替え、

家事援助(掃除・洗濯・話し相手)、あて名書き、毛

筆筆耕、パソコン教室、遺跡の発掘など 

◆仕事の発注は⋯
　シルバー人材センターの会員が持つ技術、技能、

知識を生かして仕事を引き受けます。電話、ファク

スで手軽に申し込みできます。また｢シルバー仕事

ネット｣システム(　 http//shigoto.sjc.ne.jp/)からでも仕

事の発注ができます。 

◆センターの会員になるには⋯
　市内に居住し、おおむね60歳以上で、働く意欲の

ある健康な方ならどなたでも会員になれます。特に

せん定、除草、家事援助をしていただける方を募集

しています。 

※会費は年間1,200円と会員互助会1,000円です。 

※会員になると、安心して働けるように団体傷害保険、

賠償責任保険に加入します。 

　市では、高齢者が多彩な技能・知識・経験を生かしながら、働く喜びや生きがいを見つけていただくこと

を目的として、昭和58年にシルバー人材センターを設立しました。現在会員は790人を超え、さまざまな分野

で活躍しています。 

●振り込め詐欺の被害防止
●駐車（輪）場における乗り物に
　係る犯罪の防止

　10月11日は、｢安全・安心なまちづくりの日｣です。 

と　き　10月11日㈯～20日㈪  
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リサイクルフェア2008 

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

と　き　10月26日㈰　9時30分～
12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　市内で回収された使用可
能な不要品(家具、衣類など)、

三重県電器商業組合鈴鹿支部よ

り提供された電化製品を無料で

提供します(品物によっては抽選)。 

◆衣類を募集しています
　家庭で不要となった再利用可能

な衣類(新品または洗濯したもの)を

提供してください(汚れているもの、

下着、くつ下は不可)。 

申込み　10月15日㈬までに、電話

で廃棄物対策課へ 

引取り　10月16日㈭～24日㈮　

9時～16時 

※申込みの際に引取り日をお知らせし、職

員が申込者宅へ伺います。また、直接廃

棄物対策課へ持ち込みもできます(持ち

込みの場合は、10月24日(金)16時まで)。 

※ハンガーは、外してください。 

※衣類の状態によってはお断りする

場合もあります。 

 
石垣池公園陸上競技場 
改修記念イベント 

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

◆新しくなった陸上競技場の全天候型
トラック(100m)を走ってみませんか

と　き　11月3日㈪　9時～10時

30分 

内　容　鈴鹿市陸上競技協会に登
録をしていない市民の方が参加

できます(オープン参加で、記録

は公認となりません)。また、北京

パラリンピック金メダリストの伊藤

智也さんも参加します。 

申込み・問合せ　10月27日㈪　

17時までに、スポーツ課へ 

※市民の方なら、どなたでも応募可

能です(応募者多数の場合は抽選)。 

◆｢第19回鈴鹿カーニバル｣(11時から)
内　容　鈴鹿市陸上競技協会登録
者の大会(申込み時に、登録も可能)

主　催　鈴鹿市陸上競技協会 
申込み・問合せ　白鳥中学校　
佐藤　麗　　378-0046 

 
いけばな・作品展｢爽秋の舞｣ 

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

　鈴鹿市芸術文化協会華道部会所

属の7流派(8団体)が｢爽秋の舞｣と題

して｢いけばな・作品展｣を開催し、

さわやかなひとときをお届けします。 

と　き　10月17日㈮、18日㈯　

10時～16時 

ところ　江島カルチャーセンター2階 
観覧料　無料 
 
万引き防止および健全育成・
非行防止啓発ポスター作品展 

青少年課　 382-9055　 382-9053
seshonen@city.suzuka.lg.jp

　子どもの健全育成・非行防止に

ミニ知識 ミニ知識 

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㈪
◆イベント一覧　※詳しくは、県営鈴鹿スポーツガーデンへお問い合わせください。 

サブ・メインプール 

飛込プール 

サブプール 

メイン2コース 

サブ１コース 

第1・2会議室 

第3会議室 

前広場 

エントランス 

選手控室１ 

前広場 

前広場 

屋外・屋内・センター 

シェルターコート2面 

シェルターコート2面 

第1・2グラウンド 

メイングラウンド第1会議室 

第1グラウンド奥 

第1・2グラウンド 

第1グラウンド西側テント 

第4グラウンド 

アリーナ 

アリーナ 

トレーニングルーム 

アリーナ 

アリーナ 

アリーナ 

メインスタンド南東面外壁部 

多目的広場 

 

 

 

 

 

 
水泳場 

 

 

 

 

 

 

庭球場 

 

 

 

サッカー・ 

ラグビー場 

 

 

 

 

 
体育館 

 

 

メインスタンド 

多目的広場 

9時～16時30分 

10時30分～12時、14時～15時30分

13時15分～13時45分 

11時～12時　　　　　　　 

9時30分～10時30分、14時～15時

10時～12時、13時～15時 

10時～12時、13時～16時 

10時～12時 

10時～16時 

14時30分～16時 

10時～12時 

10時～12時 

9時～17時　　　　     

10時～11時 

14時15分～15時35分 

10時～12時、13時～16時 

13時30分～15時 

10時～16時 

12時～13時 

10時30分～11時20分、14時30分～15時20分 

10時～13時 

9時～17時 
 

9時～17時 

9時～17時 

9時～17時 

10時～12時、14時～16時 

10時～12時、13時～16時       

9時30分～11時30分、13時～16時 

無料開放 

飛込体験教室 

ウォーターボーイズ 

50mワンポイントレッスン 

25mワンポイントレッスン 

体力測定・血管年齢測定など 

美容セミナー 

地震体験車 

似顔絵 

救急救命法体験 

消防自動車展示 

チビッコ消防車 

無料開放 

キッズスポンジテニス体験 

ジュニア初心者テニス体験 

サッカー交流ゲーム 

審判部講習会 

キッズブース（フリーエリア） 

オープン検定 

AED講習会 

タグラグビー講習会 

卓球 

バドミントン 

トレーニングルーム 

ニュースポーツ 

キッズスペース 

ビームライフル 

クライミングウォール 

アーチェリー体験教室 

サブ・メインプールの無料開放 

飛込基本技術の習得および底辺拡大（25m以上泳力のある方） 

鈴鹿高専による水中演技 

通常のワンポイントと同じ 

通常のワンポイントと同じ 

体力測定および健康アドバイス（18歳以上） 

午前：肌タイプ診断、午後：メイクセミナー 

震度強の地震体験 

15分～20分で似顔絵を描いてくれる 

心臓マッサージの仕方とAEDの使い方を実体験 

消防自動車に触れることができる　チビッコ消防服を着て写真を撮ろう 

チビッコ消防車に乗れる 

屋外全面無料開放・シェルター2面・センターコート 

柔らかいスポンジボールを使用しテニスの楽しさを体験する 

テニスが初めての人に楽しさと面白さを体感してもらいます 

8対8によるゲーム、4箇所のコートでゲーム 

JFA審判委員会からの講師による講演会 

専属指導員が付いてボールで遊ぶ 

JFAチャレンジゲーム・めざせファンタジスタの第7ステージを実施 

AEDの講習会を実施 

危険度も少なくプレーを楽しめる（小中学生） 

無料開放 
 

無料開放（高校生以上） 

小中学生に楽しんでいただきます 

幼児に楽しんでいただきます 

小学生以上が対象 

午前：体験会、午後：フリー練習　　 

身長が140㎝以上の方であれば技術習得が可能 

当日自由参加 
 

当日自由見学 

当日自由参加 
 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

申込み必要（当日参加も可能） 

申込み必要（当日参加も可能） 

申込み必要 

申込み必要 

当日自由参加 

当日参加可能 

当日参加可能 

当日自由参加 

 

当日自由参加 

 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

会　　　場 　時　　　　間 プ ロ グ ラ ム  内　　　　　　容 参 加 方 法  

あきら 

くらしの情報 

催 し 物  
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向けて、小中学生が｢愛の一声｣の

大切さを呼び掛けたポスターの入

賞作品を展示します。児童、生徒

の力作をご覧いただくとともに、学

校・家庭・地域が一体となった地

域ぐるみの青少年健全育成活動の

推進にご協力ください。 

と　き　10月7日㈫まで 

ところ　白子サンズ2階(立体駐
車場北入口横) 

と　き　10月24日㈮～28日㈫
ところ　鈴鹿ベルシティ1階北コート 
 
MIEF- IATSSフォーラム 

文化交流会 

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

　アセアン諸国からの研修生およ

び三重県国際交流財団で勤務する

国際交流員と県民が交流すること

により、各国の文化、習慣などにつ

いて理解を深めます。 

と　き　10月18日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　アスト津3階 
内　容　各国のお正月の紹介、
各国ブース展示、チャリティ

オークション、ダンスなど 

主　催　㈶国際交通安全学会、

㈶三重県国際交流財団 

参加料　無料 
問合せ　㈶三重県国際交流財団
(　059-223-5006) 

 

 
 

市民公開講座 
｢骨と関節の日｣ 

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

と　き　10月18日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール 

内　容
◆文化講演(13時30分〜14時

30分）
○テーマ　｢釈迦の教えに学ぶ生き
方｣(司会：塩川靖夫(村瀬病院)、

講師：衣斐賢譲(神戸龍光寺住職)) 

◆講演(14時30分〜16時)
○演題1　｢変形性股関節症の病

態と治療｣ 

座　長　浜口謙蔵(浜口整形外科) 
講　師　加藤秀一(村瀬病院) 
○演題2　｢変形性関節症の運動
療法｣ 

座　長　村嶋洋司(むらしま整形
外科) 

講　師　松田和道(鈴鹿回生病院
理学療法士) 

○演題3　｢変形性膝関節症って
どんな病気？｣ 

座　長　瀬戸正史(せと整形外科) 
講　師　稲田均(鈴鹿中央総合病院) 
◆療養相談(16時から)
　健康相談をご希望の方は、当

日受付にてお申し込みください。 

参加料　無料 
問合せ　ごとう整形外科　 367-0510 
 

公開情報講座・ 
公開語学講座 

鈴鹿国際大学国際交流センター

　・　372-3944
koukai@suzuka-iu.ac.jp

◆公開情報講座
○自作パソコンの組み立てかた
と　き　11月4日から12月2日ま
での毎週火曜日　18時30分～

20時(全5回) 

ところ　本学情報処理室(予定) 
内　容　各パーツについての説
明や選び方を説明しながら、

実際に自作パソコンを組み立

てる方法を見ていただきます(受

講者にパソコンを組み立てて

いただくわけではありません)。 

講　師　原　仁志(本学准教員) 
定　員　15人(先着順) 
受講料　5,000円 
申込み　10月21日㈫までに、本

学国際交流センターへ 

◆公開語学講座
○初級ポルトガル語講座
対　象　あいさつ程度から始め
る初級者 

と　き　10月21日から11月18日
までの毎週火曜日　18時30分

～20時(全5回) 

ところ　本学C203 
講　師　本学学生 
定　員　15人(先着順) 
受講料　3,000円 

申込み　10月14日㈫までに、本

学国際交流センターへ 

○ジョセフ先生のビジネス英語
対　象　TOEIC450点程度の中級者 
と　き　10月21日から12月9日ま
での毎週火曜日　18時30分～

20時(全8回) 

ところ　本学C202 
内　容　ビジネスに必要な英語
を学習します。 

講　師　ジョセフ・ドュースライト
(本学教員) 

定　員　15人(先着順) 
受講料　8,000円 
申込み　10月22日㈬までに、本

学国際交流センターへ 

○国際交流の集い
と　き　10月22日㈬　16時30分～
18時30分 

ところ　本学C棟ラウンジ 
内　容　本学の短期留学プログラ
ムで入学した欧米からの学生を

迎えての国際交流会を実施します。 

定　員　15人(先着順) 
参加費　300円程度 
申込み　10月21日㈫　17時までに、
本学国際交流センターへ 

 

 

の 10月 納 税 

○市・県民税・・・・・・・・・・・・・3期
○国民健康保険税・・・・・・・・4期

【納期限は10月31日㈮です】
※納税は便利な口座振替で 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　    F1って何？ 

　  フォーミュラ・ワン(FIA Formula 

One Wor ld Championship)

の略称で、国際自動車連盟  

(FIA) が統括する四輪のフォー

ミュラカーで行われるモータース

ポーツの最高峰です。欧州を中

心とする世界各国を10数戦し、

チャンピオンシップを争います。

また、来年10月には、F1日本

GPが鈴鹿サーキットに3年ぶり

に戻ってきます。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 
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講座・教室 


