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鈴鹿市総合計画審議会 
(第1回)を開きます 

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)に関する審議

会を開催します。また、審議会

は傍聴することができます。 

と　き　11月6日㈭　14時から 

ところ　市役所本館6階庁議室 

内　容　次期行財政経営計画に

ついて 

定　員　20人(定員を超えた場合は抽選) 

申込み　会議開始30分前から10分

前まで、会場で受け付けします。 

 
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

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@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、公立保育所の臨時保育士・

給食調理員(子育て支援課)、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(学

校教育課)も随時募集しています。

詳しくは、子育て支援課または学校

教育課へお問い合わせください。 

 
平成21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　昭和28年4月2日以降に

生まれた方で、保育士資格を取

得している、または平成21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　10月27日㈪から11月20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12㎝×23㎝程度

のもの)を同封してください。 

※試験内容、面接日時、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。 

 
第3回中学校給食 

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31日㈮　15時～17時 

ところ　市役所本館12階1204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名簿に

記入し、定員を超えた場合は抽選) 

申込み　会議開始30分前から15

分前までに学校教育課へ 

 
鈴が谷運動広場の使用に 
ついてのお知らせです 

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

　鈴が谷運動広場での野球、ソフ

トボールの使用について、周囲を

通行される方の安全を最優先とす

るため、10月1日から中止をしてい

ました。しかし、一部練習方法によ

り認められないものもありますが、

守備練習、走塁練習、トスバッティ

ング練習、ティーバッティング練習

のみの使用に制限させていただき、

11月1日(土)から使用を再開すること

になりました。 

　ただし、試合や試合形式での練

習は禁止させていただきます。ご不

便をお掛けしますが、安全対策上

の措置ですので、ご理解をお願い

します。 

※11月1日からの使用については、10月

25日(土)18時から、鈴鹿市事業管理

公社(石垣池公園内)で臨時抽選会を

行います。 

 
山の手入れに関する 
補助制度のご利用を 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　植林、間伐、枝打ちなどの森林整

備を行う面積が0.1ha以上の場合に、

国や県から補助金を受けられる制度

があります。森林整備を行う予定のあ

る方、補助金制度を利用して森林整

備を行いたいと考えている方は、事前

に農林水産課へお問い合わせください。 

※条件により交付できない場合があります。 

◆補助金を受けられる作業
　間伐・除伐・枝打ち・下刈・植栽など 

◆受けることのできる補助金額
の例

　1haほどを間伐した場合:5万円程度

1haほどを下刈した場合:4万円程度 

申請方法　事前相談→関係書類

提出→完了検査→補助金交付 

※補助金を受けるためには、作業箇所

がわかる測量図などの関係書類の提

出が必要です。また、県の完了検査

の立ち会いをしていただきます。 

 
ハンドメイド横丁 

(手作り作品展示・販売) 
出展者を募集します 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　｢ジェフリーふぇすた｣では、手作りの

手工芸品の展示販売ブースを設け、

将来、起業を考えている人や手作り作

品を通したネットワークづくりを支援し

ます｡パッチワーク、編物、アクセサリー、

小物、人形、絵など自分の作品を展示・

販売してみたい方を募集します｡ 

と　き　平成21年2月8日㈰

　10時～16時 

ところ　ジェフリーすずか 

定　員　20人程度(応募者多数の

場合は抽選) 

申込み　11月20日㈭までに、作品見

本を持ってジェフリーすずかへ 

※フリーマーケットではありませんので、

販売品は自作品に限ります｡ 

※飲食物は販売できません｡ 

※営業の方はお断りします｡ 

お 知 ら せ  
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中学校ランチサービス業者の 
募集説明会 

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

内　容　平成21年度の中学校ラン

チサービス（弁当の調理・配達等）

業者を募集します。 

と　き　11月5日㈬　14時 

ところ　市役所本館12階　1204

会議室 

申込み　11月4日㈫までに学校教

育課へ 

 
三重県植木まつり 
植木植栽体験の募集 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
　norin@city.suzuka.lg.jp　

　三重県植木まつりでは、全国で作

付け面積第3位の花木産地である三

重県の花木生産者が、鈴鹿サーキッ

トの花壇へ県産花木の植栽を行い、

本県植木生産のＰＲを行います。そ

のときに一緒に植木の植栽体験をし

ていただける方を募集します。 

募集期間　10月20日㈪～11月14

日㈮ 

募集人数　30人（応募者多数の場

合は抽選） 

申込先　三重県花植木振興会事務局 

　　059-224-2808　 059-224-2553 

◆三重県植木まつり
と　き　11月22日㈯　10時～12時 

ところ　鈴鹿サーキット 

 
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。 

 
平成20年度 

行政評価実施結果を公表します 

財政課　 382-9041　 382-9040
zaisei@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度に実施しました行政

評価の結果などを、10月30日㈭に公

表します。市ホームページの行政

評価(トップ⇒計画・財政・施策⇒

行政評価)、または市役所本館4階・

市政情報課の情報コーナーでご覧

いただくことができます。 

不動産を公売します 

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

　公売に参加できる資格に制限

がありますので、詳しくは、下

記へお問い合わせください。 

と　き　11月19日㈬　10時30分

～11時 

ところ　県津庁舎6階第61会議室 

問合せ　三重地方税管理回収機

構徴収課(津市桜橋3丁目446-34

三重県津庁舎内　059-213-7355

　http://www.zei-kikou.jp/) 

 
民事介入暴力巡回法律相談

を行います 

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp 

と　き　11月5日㈬　13時～16時 

ところ　四日市市総合会館8階 

　第1会議室(四日市市諏訪町2-2) 

内　容　鈴鹿警察署が、(財)暴力

追放三重県民センターと三重弁護

士会民事介入暴力対策委員会の

協力を得て、暴力団との民事トラ

ブルや暴力団の不法行為について、

市民から相談を受ける｢民事介入

暴力巡回法律相談｣を行います。 

※三重県警察本部や鈴鹿警察署、(財)

暴力追放三重県民センターでは、

常時、専門の担当者が相談を受け

付けています。 

 
建設業退職金共済制度の 

ご利用を 

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

　これは、建設現場で働く方のた

めに、国によって作られた制度です。

事業主の方は、現場で働く労働者

の共済手帳に働いた日数に応じて

掛け金となる共済証紙をはり、その

労働者が建設業界で働くことをや

めたときに建退共から退職金を支

払うこととなります。 

加入できる事業主　建設業を営む方 

対象となる労働者　建設業の現場

で働く方 

掛　金　日額310円 

特　徴
○経営事項審査で加点評価の対

象となります。 

○掛金の一部を国が助成します。 

○掛金は事業主負担となりますが、

法人の場合は損金、個人では必

要経費として扱われ、税法上全

額非課税となります。 

○事業主が変わっても退職金は

企業間を通算して計算されます。 

※詳しくは、建退共ホームページ(　http:// 

　www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/)、

または建退共三重支部(　059-224-

4116)へ 

 

○催し物 

 
平成20年度 

佐佐木信綱記念館特別展 

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

と　き　11月6日㈭～12月14日㈰

　9時～16時30分(月曜日(祝日は

開館)、11月25日㈫は休館) 

※展示替えのため、11月5日(水)は臨

時休館します。 

ところ　佐佐木信綱記念館1階展

示室(石薬師町1707-3) 

内　容　｢信綱秘書　村田邦夫-

師を敬慕し、“鈴鹿もうで”に捧げ

た半生-｣をテーマに、信綱晩年の

秘書で、信綱没後は本市の文化

振興、特に佐佐木信綱記念館の

企画・運営にご尽力された村田

邦夫先生を取り上げ、信綱との

かかわりを中心に展示します。 

入館料　無料 

問合せ　佐佐木信綱記念館 

　　・　374-3140 

 
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　11月8日㈯　8時～10時 

ところ　徳本御堂(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(代表者：

長谷川彦英

　 385-7055) 

※軍手、ごみ袋、

保険、飲み物

は、同委員会

が準備します。 

催 し 物  
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第41回 
鈴鹿市美術展 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

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

　昭和43年から続いている市美

術展を今年も開催します。今回

も市民の皆さんから多くの作品

が寄せられました。その中から

厳正な審査を通過した優秀作品

など、約350点を展示します。文

化の秋、家族、友人などとご来

場いただき、力作の数々をご鑑

賞ください。なお、展覧会最終

日には市長賞などの表彰式と審

査員による作品講評も行います。 

と　き
○展覧会　10月29日㈬～11月2日㈰

10時～17時(最終日は16時まで)  

○表彰式・作品講評　11月2日㈰

14時から 

ところ　文化会館 

展示部門　日本画・洋画・彫刻・

美術工芸・写真・書道 

展示作品　市民公募による市長

賞から入選までの優秀作品、

審査員や招待作家の作品 

入場料　無料 

 
自然調査観察会 

｢秋の木の実、草の実｣ 

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

　市内の自然を市民の方に親し

んでいただくため、植物の調査

観察会を行います。 

と　き　11月2日㈰　9時～12時 

ところ　考古博物館 

内　容　いろいろなドングリな

どの秋の木の実や草の実を採集、

観察し学習します。 

定　員　30人(応募多数の場合は抽選) 

参加料　無料 

申込み　10月27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、後日申込みいただいた方に連

絡します。 

エンパワーゼミ公開講座(講演会) 
｢メディアのなかの女と男｣ 

男女共同参画課　381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　わたしたちにとって、テレビ、新聞、

ラジオ、雑誌などのメディアは、必要

不可欠な存在です。しかし、この情

報の中には、現実の世の中に存在す

る多様な男性像、女性像ではないも

のもあります。メディアの性質を理解し、

情報を読み解く力を付けましょう。 

と　き　11月19日㈬　19時～20時

30分 

ところ　ジェフリーすずか 

講　師　諸橋泰樹さん(フェリス

女学院大学教授) 

定　員　90人(整理券が必要です) 

整理券配布場所　男女共同参画課

(ジェフリーすずか内) 

※男女共同参画課へ連絡いただれけば

郵送もします。 

託　児　無料(11月11日㈫までに

男女共同参画課へお申し込み

ください(先着10人で、0歳か

ら小学校低学年くらいまで)) 

※手話通訳もあります。 

 
ジェフリーセミナー(講演会) 
｢輝いた篤姫　輝いた女性たち｣ 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　今年の大河ドラマの主人公｢篤姫｣

は、自身の個性と能力を発揮し、と

てもいきいきとしています。当時より

は男女平等が進んだ現代社会に生

きるわたしたちですが、篤姫など歴

史上の人物から学べることも多いです。

わたしたち男女がいきいきと生きる

ためのヒントをお話ししていただきます。 

と　き　11月22日㈯　13時30分

～15時 

ところ　ジェフリーすずか 

講　師　度会さち子さん(女性史研究

家・前大垣市男女共同参画推進室長) 

定　員　90人(整理券が必要です。

男女は問いません) 

整理券配布場所　男女共同参画課

(ジェフリーすずか内) 

※男女共同参画課へ連絡いただければ

郵送もします。 

託　児　無料(11月14日㈮までに、

男女共同参画課へ(先着10人で、

0歳から小学校低学年くらいまで)) 

※手話通訳もあります。 

 
市民講座2008(講演会) 

｢子育て中のお父さんがさらに
人生を楽しむ方法｣ 

男女共同参画課　 381-3113　  381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

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

　仕事が忙しくて子どもとふれあう

時間が取りにくいお父さんのために、

子育てと仕事の両立についてお話

ししていただきます。 

と　き　11月29日㈯　13時30分

～15時30分 

ところ　ジェフリーすずか 

講　師　小崎恭弘さん(神戸常盤

大学准教授) 

定　員　90人(整理券が必要です) 

※お父さん以外も歓迎します。 

整理券配布場所　男女共同参画課

(ジェフリーすずか内)、子育て

支援課、子育て支援センター 

※男女共同参画課へ連絡いただければ

郵送もします。 

託　児　無料(11月20日㈭までに、

男女共同参画課へお申し込みく

ださい(先着30人で、1歳から

就学前まで)) 

※手話通訳もあります。 

 
ふぁす子育てふぇすた2008 

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

　テーマは｢ふれあい｣と｢ささえあい｣。

子どもとのふれあいが大切な理由

を考え、身近で楽しんで親子がか

かわる方法を紹介します。三重県

ささえあいくらぶ事業として、三

重県と本市が協働で実施します｡ 

と　き　11月4日㈫　10時～14時 

ところ　鈴鹿ベルシティイオンホール 

内　容　特別ゼミ｢心を育てるママ

の講座｣-これって虐待?-(10時30

分～11時30分)、活動団体紹介、

子育て交流広場など 

主　催　家庭教育研究センター

FACE(ふぁす) 

定　員　50人(先着順 

参加料　無料 

※講座は申込みが必要です。 

くらしの情報 

催 し 物  
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問合せ　家庭教育研究センター

FACE　 facemail@hotmail.co.jp 

　　385-1010 

 
子育て交流広場in鈴鹿2008 

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

　11月20日は国連が定めた｢世界子

どもの日｣です。また、11月は児童

虐待防止推進月間です。これらの啓

発をかねて、地域社会全体で子育て

を応援するイベントを開催します。

三重県ささえあいくらぶ事業として、

三重県と本市と協働で実施します｡ 

と　き　11月2日㈰　13時～16時 

ところ　鈴鹿ハンター1階センタ

ーコート 

内　容　本市・県の子育て情報、

助産師・栄養士による子育て相

談会、おもちゃ病院、親子で楽し

めるイベントなど 

主　催　NPO法人21世紀の子育て

を考える会.鈴鹿(空飛ぶスイミー)

　090-1415-3749　 http://www. 

　munieru.com/swimmy/ 

 
子育て支援団体 

｢アンケート調査報告会｣ 

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

　今年9月に、NPO法人21世紀の

子育てを考える会.鈴鹿では、市内

で活動する子育て支援団体の皆さ

んに対して、次世代育成支援(子ど

もの健全育成)に関するアンケート

調査を実施しました。今回、このア

ンケート調査の報告会と｢これから

の子育て支援のあり方｣をテーマと

した意見交換会を開催します。 

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体支

援事業として実施します｡ 

と　き　10月25日㈯　10時～12時 

ところ　ジェフリーすずか研修室 

コーディネーター　松井真理子

(四日市大学教授・NPO法人市民

社会研究所代表) 

主　催　NPO法人21世紀の子育て

を考える会.鈴鹿(空飛ぶスイミー)

　090-1415-3749　 http://www. 

　munie ru . com/swimmy/  

参加料　無料 

※託児希望の方はお問い合わせください。 

すずか教育フォーラム2008
～つなぎ・つながる鈴鹿の教育～ 

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

と　き　11月8日(土)　11時～17時 

ところ　文化会館 

内　容
◆けやきホール(13時〜16時30分)
○シンポジウム
テーマ　｢いま、教育に求められ

ているもの｣(予定) 

○演奏と合唱　三重大学吹奏楽団、

鈴鹿混声合唱団 

◆さつきプラザ(11時から)
　｢鈴鹿の教育の紹介｣と｢学校を

支える地域活動の紹介｣ 

主　催　すずか教育フォーラム 

2008実行委員会 

共　催　鈴鹿市教育委員会 

参加料　無料 

申込み　シンポジウムは整理券が

必要です。10月27日㈪までに、

実行委員会事務局(指導課内　

　382-9028)へ 

 
第32回 

鈴鹿エコ・サイクリング大会 

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

と　き　11月9日㈰　8時40分　

開会式 

※雨天時は11月16日に延期 

ところ　鈴鹿市役所東側駐車場 

主　催　鈴鹿市サイクリング協会 

内　容　 

・Aコース（45ｋｍ）
　東側駐車場→神戸中学校→

東三畑→だるま寺→306号線

→亀山栄→亀山駅→１号線→

勧進橋→農免道路→鈴国橋→

回生病院（昼食） 

・Bコース（20ｋｍ）
　東側駐車場→西条保育所→

甲斐交差点→前川定五郎資

料館→河川防災センター→

平野町→回生病院（昼食） 

・環境エコイベント
　回生病院駐車場で愛輪点検講座・

自転車発電・手回し発電など 

・ふれあい芋ほり体験
　回生病院近隣の農場にて（13時

30分～） 

参加料　1,800円、中学生以下は

1,000円（昼食代・芋ほり代・

傷害保険料含む） 

申込み　下記の申込先で備え付け

の申込用紙に必要事項を記入の

上、参加料を添えて11月4日㈫

までに申込んで下さい。 

・森サイクル 

（国府町2271-1　378-9211） 

・辻岡サイクル 

（中旭が丘ニ丁目7-40　386-6035） 

・リンリン健さん
（三日市南一丁目5-22　 367-3191） 

・スポーツ課
（市役所本館11階　382-9029） 

 
税を考える週間イベント 

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

　11月11日から17日までの｢税を

考える週間｣に合わせて行います。 

と　き　11月9日㈰　10時～15時 

ところ　鈴鹿ベルシティ1階セン

ターコート 

内　容　｢税の作文･習字｣表彰式、

絵葉書コンクール表彰式、親子

税金教室(アニメを見ながら税金

を勉強、参加者には粗品を贈呈)、

税金よろず無料相談会(税理士

が税金の相談にお答えします)、

電子申告相談コーナー、商工会

議所ＰＲコーナー 

主　催　鈴鹿税務連絡協議会 

後　援　鈴鹿税務推進協議会 

問合せ　東海税理士会鈴鹿支部

事務局　 382-7715 

 
ウィンターアドベンチャー 

県立鈴鹿青少年センター
　 378-9811　 378-9809

　冬の森の観察やクラフト、野

外炊飯、キャンドルサービスな

どを楽しむキャンプです。 

対　象　小学5年生～中学2年生 

と　き　11月22日㈯、23日㈰(1泊2日) 

ところ　鈴鹿青少年センターと

その周辺 

参加費　4,000円 

定　員　36人程度(応募多数の場

合は抽選) 

申込み　11日7日㈮(必着)までに所定

の用紙を県立鈴鹿青少年センターへ 
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｢鈴鹿のお茶｣について

 
 

特別展連続講座第2回 
｢石器がある生活｣ 

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

と　き　10月26日㈰　14時から 

ところ　考古博物館講堂 

講　師　原田　幹さん(愛知県教

育委員会) 

※聴講無料 

 
体験講座 

｢とんぼ玉を作ろう｣ 

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

と　き　12月13日㈯(予備日14日㈰) 

　9時30分から、13時から、15時

から(3回開催) 

ところ　考古博物館 

講　師　寺田真人さん、安藤邦

江さん(藁屋) 

定　員　各時間10人 

材料費　2,500円程度 

申込み　10月29日㈬から11月29日

㈯(必着)までに、往復はがきに講

座名、希望時間、受講希望者全

員の住所、氏名、年齢、電話番号、

電子メールアドレス(お持ちの方)

を記入し、返信用はがきのあて名

欄に代表者の住所、氏名を記入

の上、考古博物館(〒513-0013　

国分町224)へ 

※はがき1枚につき、2人まで申込みで

きます。 

※定員を超えた場合、抽選を行います。

ただし、応募者が定員を大幅に上回

ったときは、翌日も講座を開きますので、

13日分の抽選にもれた場合に14日

分の再抽選を希望される方は、そち

らの希望時間も記入してください。 

 
男女共同参画 
市民企画支援事業 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんが企画した男女

共同参画社会づくりにつながる

事業を、協働で開催します。 

◆すずか年金者いきいきまつり
と　き　11月15日㈯、16日㈰　

10時～15時 

ところ　ジェフリーすずか 

内　容 

○講演会｢元気人生を自分らしく 
あれこれ楽しもう｣〜120歳を
めざし、楽しい日々を〜(15日 
10時30分から)

講　師　三上利栄さん(全日本年

金者組合副委員長・伊勢原市

市民大学実行委員長) 

○講演会｢日本女性の昨日 今日 
明日｣(16日　13時30分から)

講　師　伊藤康子さん(元中京女

子大学教授・三重県女性史編

纂委員会委員長) 

主　催　鈴鹿年金者組合女性部 

参加料　無料 

※どなたでも参加できます。 

問合せ　辻井　386-0529、 

　林　382-4003 

 
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　10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。なお、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　11月6日㈭と7日㈮、

11月15日㈯と16日㈰

○基礎2　11月11日㈫と12日㈬ 

○ワード応用　11月20日㈭と

21日㈮ 

○エクセル基礎　11月8日㈯と

9日㈰ 

○年賀状作成　11月13日㈭と

14日㈮、11月22日㈯と23日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　11月15日㈯と16日㈰ 

○ワード基礎　11月6日㈭と7日㈮、

11月13日㈭と14日㈮

○ワード応用　11月8日㈯と9日

㈰ 

○エクセル基礎　11月20日㈭と

21日㈮ 

○エクセル応用　11月11日㈫と

12日㈬、11月22日㈯と23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、

年賀状作成

テ キ ス ト

500円が別

途必要) 

 
鈴鹿地域 

職業訓練センター講座
(11・12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カ月前から受け付けします。

直接、鈴鹿地域職業訓練セン

ター(　387-1900　http://www. 

　mecha.ne. jp/̃suzukatc)へ 

※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。 

◆ガス溶接技能講習
と　き　11月26日㈬、27日㈭の 

　2日間　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費700円) 

◆Excel初級(表計算講習)
と　き　11月26日㈬、27日㈭の 

　2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 

◆玉掛技能講習
学　科　12月15日㈪、16日㈫

実　技　12月17日㈬～19日㈮の 

　内で選択受講できます。 

※いずれも8時30分～17時00分 

受講料　1万円(別途教材費2,000円) 

◆年賀状の作成
と　き　12月15日㈪、16日㈫

　2日間　9時～16時 

受 講 料　4,000円(別途教材費

1,200円) 

◆デジカメの活用
と　き　12月18日㈭、19日㈮

　9時～16時 

受講料　4,000円 

◆フォークリフト運転技能講習

Ⅰ

Ⅱ

くらしの情報 

講座・教室 
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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

農林水産課　 382-9017　　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

｢鈴鹿のお茶｣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。

　数少ない｢鈴鹿｣のブランド名が付いた｢鈴鹿

のお茶｣ですが、鈴鹿の元気印としてこのような

商品があることは大変良いことと思います。販売元が｢全

国農業共同組合連合会｣とラベルに記載されていますが、

スーパーなどでは｢鈴鹿のお茶｣を扱っていません。鈴鹿

市とは関係ないと思いますが｢鈴鹿のブランド商品｣とし

て何とか発展を促進させることも重要ではないでしょうか。

原料の茶葉はどこの産地ですか。水はどこのものですか。

どこで作っているのですか。もし、鈴鹿の茶葉を使い、

鈴鹿山麓のきれいな水を使い、鈴鹿近辺で製造されて

いるとしたら流通費も安く大きく拡販もできるのではない

かと思います。まず、鈴鹿、四日市、亀山地区に限定し

て地盤固めをして売り出せば、鈴鹿のブランド商品とし

て鈴鹿の産業発展に寄与し、大いに魅力ある商品にな

ると思いますので、検討してみてはどうでしょうか。 

 

　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 

○10月21日㈫〜31日㈮
『ベルディ便り』⋯大黒屋光太夫

記念館の紹介、保健情報、くらし

の情報 

○11月１日㈯〜10日㈪
『ベルディ便り』…道路の維持管理

について、清掃情報、くらしの情報 

○11月11日㈫〜20日㈭
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』…

エコ運転にチャレンジしよう 

｢鈴鹿ブランド｣としての確立を図るため、市や茶業関係者が、

JA全農みえに開発・製造販売を働きかけて、平成17年12月

から販売を開始しています。 

　原料の茶葉は、鈴鹿産の煎茶とかぶせ茶を100%使用し、

現在は山梨県内の民間工場で製造しており、山梨県の水を

使用しているとのことです。なお、このペットボトルは、三重

県全体のブランドである｢伊勢茶｣のペットボトルと同じJA全

農みえが販売元であり、鈴鹿茶を含めた伊勢茶の販売を優

先するため、販売先につきましては、市内に限定しています。

また、JA全農みえ北勢茶センター、JA鈴鹿の各支店や果菜

彩、公共施設などの自動販売機などで販売されています。 

　市としましても、今後も引き続き、市内における本製品

の利用を促進するため、生産者団体や関係機関などと連

携しながらPRをしていきたいと考えていますので、ご理解

をお願いします。 

○学科講習(全コース共通)
と　き　12月5日㈮ 

○実技講習
Ⅰコース
と　き　12月7日㈰、13日㈯、14日㈰ 

定　員　30人 

Ⅱコース 

と　き　12月9日㈫～11日㈭ 

定　員　30人 

受講料　2万1,400円 

申込み　11月4日㈫から先着順で

受け付けします。 

 
国際理解セミナー 
｢中国を知ろう!｣ 

㈶鈴鹿国際交流協会
　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　オリンピックやパラリンピックが開

催された中国は、今、目覚ましく発

展しています。中国の経済、文化、

社会情勢などに触れ、中国の現在

を知るセミナーです。琵琶の演奏も

あります。 

と　き　11月9日㈰　10時～11時

30分 

ところ　鈴鹿国際交流協会(鈴鹿

市駅ビル3階) 

講　師　国平氏、周威氏(三重大学院生) 

定　員　30人(先着順) 

参加料　無料 

申込み　10月31日㈮までに、電話、

ファクス、電子メールのいずれかで、

氏名、電話番号を記入の上、鈴

鹿国際交流協会へ 

 
パソコン講座 

県立鈴鹿青少年センター
378-9811　 378-9809

　パソコン入門、写真取り込み、カ

レンダー作成、年賀状作成1(イラス

ト・写真編)、年賀状作成2(住所録編)、

インターネット、ワード基礎、エクセ

ル基礎の各講座を行います。 

※インターネット、ワード基礎、エクセル基

礎の各講座は4回コースとなります。 

対　象　18歳以上の方 

と　き　11月25日㈫～12月20日㈯ 

ところ　県立鈴鹿青少年センター 

定　員　各講座10人(申込み状況

により、休講する場合があります)  

参加料　各講座1回1,000円(テキ

スト代込み)、4回コース4,000円

(テキスト代込み) 

申込み　10月20日㈪から、はがき、

ファクス、電子メールのいずれか

に氏名、住所、電話番号、年齢、

受講名、受講日時を記入の上、

鈴鹿青少年センター(〒513-0825

住吉町南谷口)へ 

※各講座の日時、内容、申込み締め

切り日など詳しくは、お問い合わ

せください(講座によって締め切

り日が異なります)。 

　鈴鹿茶ペットボトルは、鈴鹿の特産物づくり

の一環とし、県下第1位の茶の栽培面積を誇っ

ている｢鈴鹿のお茶｣の知名度、市民の認知度を上げ、 
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