
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　3月29日㈰　8時30分〜

17時15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。 

土地・家屋価格等縦覧帳簿を
縦覧します 

資産税課　 382-9007　 382-7604
　 shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　平成21年度の自分の土地や家

屋の価格を他の土地や家屋の価格

と比較できる土地・家屋価格等縦

覧帳簿を縦覧します。また、縦覧期

間内に限り、納税義務者の閲覧(固

定資産課税台帳兼名寄帳の写しの

交付)を無料で行っています。 

※納税通知書に添付されている課税明

細書でも、課税内容が確認できます。 

と　き　4月1日㈬〜30日㈭(土・

日曜日、祝日を除く8時30分〜

17時15分)

ところ　資産税課(市役所本館2階)

手数料　無料

持ち物　本人確認ができるもの(運

転免許証、パスポート、顔写

真入りの住基カードなど)

※代理人の場合は委任状が必要です。 

※詳しくは、資産税課へお問い合わ

せください。 

 
3月・4月の木曜日は市民課・
保険年金課・子育て支援課の
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、進学、転勤などで、住民異

動届や証明書が必要となることが多

くなります。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。

◆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および他

市区町村との連携が必要なため行

いません。また、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19日(木)以降は行ってい

ませんのでご注意ください。 

○保険年金課　国民健康保険・

国民年金・後期高齢者医療・

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、

従来どおり8時30分から17時15分

までです。 

第2回美し国三重市町対抗
駅伝で鈴鹿市チームが 
総合優勝しました 

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

　2月22日㈰に開催された｢第2回美

し国三重市町対抗駅伝｣で、鈴鹿市

チームが、2時間18分52秒のタイムで

総合優勝を果たしました。

また、4区で千代崎中学校

の加藤祐樹選手、5区で本

田技研工業㈱鈴鹿製作所

の愛敬高弘選手がそれぞ

れ区間賞を獲得しました。

市民の皆さんの熱いご声援、

ありがとうございました。 

 

福祉タクシー乗車券の交付申請を 

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

　重度障がい者がタクシーを利用

する場合に、その料金の一部を助成

する福祉タクシー事業を行ってい

ますが、現在交付している乗車券の

有効期限は3月31日までとなって

います。4月1日以降に利用する場

合は、新たに交付申請が必要です。

対　象　身体障害者手帳の下肢

または体幹機能障がいの1・2級、

視覚障がいの1・2級、内部障が

いの1級、療育手帳のA1(最重度)・

A2(重度)、精神障害者保健福祉

手帳の1級に該当する方

※内部障がいとは、心臓、じん臓、

呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸、

免疫の各機能障がいの総称です。 

助成額　乗車1回につき630円ま

たは1,000円(年間で630円券15

枚、1,000円券5枚の計20枚つ

づりの乗車券を交付します)

申込み　3月25日㈬から障害福祉

課で受け付けします(使用でき

るのは4月1日以降です)。身体

障害者手帳などの該当する手

帳をご持参ください。地区市民

センターでも申込み、受け取り

ができますが、一定の日数がか

かります。

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

  広報すずかの表紙写真を募集し

ています。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(80字程度)を記入の上、

直接または郵送で〒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

譲渡をお願いします。 

※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。 

お 知 ら せ  
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【家電４品目への追加機器】
　家電リサイクル法の改正に伴い、家電4品目へ新

たに｢液晶テレビ｣、｢プラズマテレビ｣、｢衣類乾燥機｣

の機器を追加します。処理方法は下記のとおりです。 

○不燃物リサイクルセンターへ直接搬入
　3月31日㈫までに搬入いただいた分については、粗

大ごみとして処理します。それ以降は搬入できません。

※粗大ごみ受付センターでは受け付けできません。 

○4月1日以降
　買い換えの場合や過去に買ったお店が分かる場

合は、その小売店などに引き取りの依頼をしてくだ

さい。それ以外の場合は、市の許可を得た家電4

品目収集運搬業者(㈱鈴友(　382-1155))に引き取

りの依頼をしてください。どちらの場合もリサ

イクル料金と収集運搬料金が必要となります。 

【あきびん(資源ごみB)の分別変更】
　現在、あきびんについては、｢飲食料品が入っていたものだけ｣

がリサイクルの対象となっていましたが、あきびんリサイクル技

術の向上により、新たに｢化粧品のびん｣もリサイクル可能とな

りました。4月1日からは、｢飲食料品または化粧品が入ってい

たびん｣を対象に資源ごみの収集を行いますので、分別にご

協力ください。なお、下記のあきびんについては資源ごみの対

象外ですので、もやせないごみで出してください。 

○農薬、劇薬が入っていたあきびん
　リサイクル過程において有毒なガスが発生する恐れが

あるため。 

○消毒液など、飲み薬でない薬品が入っていたあきびん
　劇薬との見分けが困難なため。

○ほ乳びんなど、耐熱ガラスが使われているあきびん
　リサイクル過程において溶けにくいため。

4月1日からごみの分別が一部変更になります　廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

◆追加機器対象一覧
対 象 と な ら な い も の

携帯可能な液晶テレビ(乾電池式・充電式電池式)、液晶ディスプレイモニター
(チューナーなし)、パソコン用液晶ディスプレイ(チューナー付きも含む)など 

プラズマディスプレイモニター(チューナーなし)、パソコン用プラズマディスプレイ
(チューナー付きも含む)など 

衣類乾燥機能付き布団乾燥機、衣類乾燥機能付き除湿機など 

対 象 と な る も の
液晶テレビ、HDD･DVD等内臓液晶テレビ、
液晶ディスプレイモニター(チューナー付き)など 

プラズマテレビ、HDD･DVD等内臓プラズマテレビ、
プラズマディスプレイモニター(チューナー付き)など 

ガス衣類乾燥機、電気衣類乾燥機など 

追加機器

液晶テレビ 
 

プラズマテレビ 
 

衣類乾燥機 

次世代育成支援に関するアン
ケート調査の結果を公表します 

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

　平成20年11月14日㈮から25日㈫の

期間に実施した｢次世代育成支援

に関するアンケート調査｣の結果を

公表します。結果については、4月

1日㈬から30日㈭まで、地区市民

センター、保健センター、ジェフリー

すずか、勤労青少年ホーム、子育

て支援センターで、結果報告書の

簡易版をご希望の方にお渡しします。

ただし、数に限りがありますので、

ご注意ください。また、市ホームページ

(　http://www.city.suzuka.lg.

jp/gyosei/open/shiryou/

shingi/gijiroku/files/123.

html)でもご覧いただけます。

あぜ草焼きにご注意を 

中央消防署　 382-9164　 382-9166
　chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　昨年、林野や枯草などの火災は24

件発生しました。その内、春先にか

けての火災が8件で、全体の3分の1

を占め、田のあぜ草焼きにより、付近

の林野などに燃え広がった火災が多

く見られました。あぜ草焼きを行う場

合は、下記の点にご注意ください。 

○風の強い日、乾燥している日

は避ける。

○燃えやすいものの近くは避ける。

○バケツなどに水を汲み、消火

の準備をする。

○その場を離れない。

○後始末を完全にする。

※あぜ草焼きなどのたき火をすると

きは、消防署へ届出が必要です。 

平成21年度 
スポーツ安全保険にご加入を 

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

対　象　5人以上のアマチュアス

ポーツ、文化、ボランティア、

地域活動などの団体 

保険期間
○平成21年4月1日から平成22年

3月31日まで

○3カ月以内の短期スポーツ教室

(新規)

申込み　スポーツ課、市内運動施設、

地区市民センターなどに備え

付けの申込書に必要事項を記

入の上、指定金融機関へ。または、

スポーツ安全協会ホームページ

　(　 http://www.sportsanzen.org)

でも申し込めます。

問合せ　スポーツ安全協会三重県支部

(県体育協会内　　372-8100)

白子東町所有の勝速日神社
祭礼用山車が修復されました 

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

　市指定有形民俗文化財に指定さ

れている祭礼用山車の一台(東町

所有)が、㈶自治総合センターの宝

くじの助成金により修復されました。

山車の後部に配される見送り幕に

ついては、現在開催中の大黒屋光

太夫記念館第4回特別展｢光太夫

船出の湊－白子大絵図でめぐる－｣

で展示しています。なお、修復

された山車は4月12日㈰に開かれ

る勝速日神社の春季例大祭で、

他の3台の山車とともに町内を曳

き回されます。 
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4月から指定金融機関が 
代わります 

会計課　 382-9002　 382-8222
　 kaikei@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈬から、(株)百五銀行が

市の指定金融機関として今後2年

間、市の税金など公金の収納と支

払いの事務を行います。なお、税

金などを市に納めていただくと

きは、これまでどおり下記の金融

機関でも取り扱います。

㈱三重銀行、㈱第三銀行、北伊勢上
野信用金庫、東海労働金庫、㈱中京
銀行、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、鈴鹿
農業協同組合、三重県信用漁業協
同組合連合会
 
税務職員を募集します 

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

職　種　国税専門官 
受験資格　昭和55年4月2日から昭

和63年4月1日までに生まれた方、

または昭和63年4月2日以降に生

まれた方で下記に該当する方 

○大学を卒業した方、または平

成22年3月までに卒業する見込

みの方 

○人事院が上記に掲げる方と同

等の資格があると認める方 

申込み　4月1日㈬〜14日㈫

問合せ　名古屋国税局人事第二課

(　052-951-3511(内線3450)、

国税庁　 http://www.nta.

　go.jp)
 

4月1日から長期使用製品 
安全点検制度が始まります 

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

　製品が古くなると、部品など

が劣化し、火災や死亡事故を起

こす恐れがあります。｢長期使用

製品安全点検制度｣は、メーカー

に登録された所有者へ点検時期

をお知らせし、点検を促すこと

で事故を防止するための制度です。

今後、次の特定保守製品9品目を

購入した場合は、付属の所有者

票に必須事項を記入の上、メー

カーに返送し、所有者登録を行い、

点検時期が来たら点検を自費で

受けてください。

対象製品　ビルトイン式電気食

器洗器、浴室用電気乾燥機、石

油給湯器、石油ふろがま、FF式

石油温風暖房機、屋内式ガス瞬

間湯沸器(都市ガス用、プロパ

ンガス用)、屋内式ガスふろが

ま(都市ガス用、プロパンガス用)

問合せ　制度については、中部

経済産業局産業部消費経済課

製品安全室(　052-951-0576)

へ、個別の製品については各

メーカーへ

 
日本語ボランティアを 

募集します 

㈶鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　最近の不況の影響で、在住外

国人の間では日本語を身に付け

ることが日本で仕事や生活を続

けることの条件だという認識が

広がっており、学習希望者が急

増しています。市内には3つのボ

ランティア主催による日本語教

室がありますが、いずれの教室

もスタッフが不足していますので、

日本語を教えるボランティアを

募集します。

○鈴鹿日本語会A I U E O
と　き　毎週土曜日18時〜19時

30分

ところ　河曲公民館

○桜島日本語教室
と　き　毎週水曜日19時30分〜

21時

ところ　県営桜島団地集会所

○牧田いろは教室(新設)
と　き　第2・4土曜日10時30分

〜12時

ところ　牧田会館

問合せ　電話か電子メールで㈶鈴

鹿国際交流協会へ

旧NTT西日本鈴鹿研修センタ
跡地桜並木を一般開放します 

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

　昨年も開放した旧鈴鹿研修セ

ンタ敷地内の桜並木について、

鈴鹿医療科学大学、西日本電信

電話(株)のご協力により、今年も

一部区域を開放します。

と　き　4月4日㈯、5日㈰

　10時〜16時

ところ　鈴鹿医療科学大学白子キ

ャンパス、NTT西日本鈴鹿研修

センタ跡地北側部分の桜並木

※駐車場は、鈴鹿医療科学大学白子

キャンパス内(約200台)をご利用く

ださい。また、大学敷地内、その

他の敷地内は火気厳禁、禁煙とし、

ごみは必ずお持ち帰りください。 

※枯れ木などの危険な箇所がありま

すので、ご注意ください。 

 
定額給付金について 
お知らせします 

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

　市では、4月中旬から下旬に申

請書を送付します。 
 

平成21年 
｢春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

　4月6日㈪から15日㈬までの10

日間、春の交通安全県民運動が行

われます。本市では、2月28日現在

3件3人の交通死亡事故が発生して

います。昨年は上半期で2件2人の

発生であり、大変厳しい状況にあり

ますので、下記の運動の重点を順

守して、細心の注意を払って運転

するようにしてください。 

◆運動の基本
○子どもと高齢者の交通事故防止
◆運動の重点
○すべ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
　法律に規定されたから着用する

のではなく、万が一事故に遭ったと

きに被害を軽減させるものとして、

車に乗ったときは、すべての席でシ

ートベルトを着用し、乳幼児を乗せ

るときは、チャイルドシートを必ず

着用させましょう。 

○自転車の安全利用の推進
　自転車は、道路交通法上の車

くらしの情報 
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両であることを認識し、交通ル

ールを順守して利用しましょう。

○飲酒運転の根絶
　一人ひとりが｢飲酒運転は絶対

に許さない｣という強い意識を持

って、飲酒運転を根絶しましょう。

平成21年度 
電気通信サービスモニターを

募集します 

東海総合通信局電気通信事業課
 052-971-9402

http://www.tokai-bt.soumu.go.jp/

対　象　電話、インターネット

などの電気通信サービスに関

心をお持ちの方で、岐阜、静岡、

愛知、三重の各県にお住まい

の満20歳以上の方 

※総務省や電気通信事業者に勤務経験

のある方とその家族の方は除きます。 

内　容　郵送アンケートへの回答

(全員)、モニター会議への出席

(一部の方)

申込み　4月3日㈮まで(当日消印

有効)

※詳しくは、東海総合通信局電気通

信事業課へお問い合わせいただく

か、東海総合通信局ホームページ

をご覧ください。 

深谷公園が全園開園します 

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

【開園式】　
と　き　3月29日㈰　10時から

ところ　深谷公園中央広場

※「新サツキ」の苗木を先着300人に

配布します。

　｢深谷公園｣は、里山の風景が展開

する市の南西部に位置し、周辺の

豊かな自然環境との調和に配慮し

ながら、散策やスポーツなどの市

民レクリエーションの拠点として、

平成6年度から整備を進めてきま

した。平成18年4月から、自然と触

れ合える｢自然観察園｣、ソフトボー

ルができる｢多目的広場｣などの施

設の利用を開始していますが、こ

のたび、軽スポーツができる｢みん

なの広場｣、大型複合遊具や健康遊

具を設置した｢遊具広場｣の整備を

終えました。「桜ロード｣や｢お花見

広場｣では、サクラを眺めながら散

策することができますので、ぜひ

ご利用ください。

※多目的広場の使用受付は、国府地

区市民センター(　 378-0522)へ 

4月から 
鈴鹿スポーツガーデンの 
営業時間と休業日が 
変わります 

県営鈴鹿スポーツガーデン
 372-2250　 372-2260

　 adm@garden.suzuka.mie.jp

　4月から、営業時間と休業日が

下記のとおり変わります。

【営業時間】
○水泳場
　4月1日〜11月30日　9時〜22時

(最終入場21時30分)、12月1日

〜3月31日　11時〜22時(最終

入場21時30分)

○庭球場
　4月1日〜11月30日　9時〜22時

(最終受付21時)、12月1日〜3月

31日　10時〜21時(最終受付

20時)

○体育館
　4月1日〜11月30日　9時〜22時

(最終入場21時)、12月1日〜3月

31日　10時〜22時(最終入場

21時)

○サッカー・ラグビー場
　4月1日〜3月31日　9時〜22時

(メイン・第3グラウンド・第4

グラウンド)、9時〜17時(第1

グラウンド・第2グラウンド・

多目的広場)

【休業日】　全施設共通で、原則

毎月第1月曜日(月曜日が祝日

などの場合は、同一月内の月

曜日)、12月31日、1月1日

※7月と12月は、施設点検整備のため、

上記以外に施設整備日を別に設けます。 

CNS｢テレビ広報すずか｣と
｢鈴鹿市議会中継｣が地上
デジタル12chになります 

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

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

　ケーブルテレビ701chで放送中の

｢テレビ広報すずか｣と702chで放

送中の｢鈴鹿市議会中継｣が、4月

1日から地上デジタル12chに変わ

ります。このチャンネルは、地

上デジタルテレビなどでご覧い

ただけます。なお、このチャン

ネルをご覧いただくためには、

テレビのチャンネル再スキャン

操作が必要です。詳しくは、テ

レビの取り扱い説明書をご覧い

ただくか製造メーカーにお問い

合わせください。ケーブルテレ

ビのデジタルターミナルでご覧

の方は、自動的に設定されます。

※｢テレビ広報すずか｣は121ch、｢鈴

鹿市議会中継｣は122chになります。 

※アナログ10chと20chは、引き続き

2011年7月までご覧いただけます。 

◆CNS新番組
　CNSの放送も4月1日から地上

デジタル12chになります。ケー

ブルネット鈴鹿の自主制作番組

がハイビジョンのきれいな映像

になり、鈴鹿市や三重県を紹介

する新番組も登場します。 

○｢フィルム文学館｣(毎月1日から
7日放送)　三重県出身の作家

作品や、三重県を舞台にした

文学作品を、朗読と解説を交

えて紹介します。

○｢すずか まちぶら｣(毎月8日か
ら15日放送)　市内各地を歩

きながら住民とふれあい、地

域の魅力を再発見する番組です。

問合せ　(株)ケーブルネット鈴鹿

(　0120-173734)

FM放送で市からの 
お知らせを放送します 

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

　3月20日㈮に住吉町に開局する

コミュニティFM放送局｢Suzuka  

Voice FM｣で、市政情報番組を4月

から放送します。ぜひお聴きください。

放送時間　日本語による放送は

毎週月曜日から金曜日までの

10時30分から10時35分、ポル

トガル語による放送は毎週土

曜日17時55分から18時 

周波数　78.3MHz 
内　容　お知らせ、防災情報など 
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写真展 
｢第2回未来に残したい鈴鹿模様｣ 

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

　鈴鹿の風景やここに生きる人々

の姿の｢今｣を記録し、未来に伝

えていくことを目的に企画、募

集した写真作品の内、入賞、入

選に選ばれた83作品を展示します。

と　き　3月22日㈰〜30日㈪　

8時30分〜17時15分(土・日曜日

は10時から17時)

ところ　市役所本館1階市民ギャラリー

※3月22日(日)は、表彰式終了後に

審査員による講評(ギャラリート

ーク)を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

速報展 
｢発掘された鈴鹿2008｣ 

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

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　2008年に市内で行われた発掘

調査の成果をいち早く紹介します。 

と 　 き　3月20日(金・祝)〜6月

28日㈰

ところ　考古博物館

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円

危険物取扱者試験と予備講習会 

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

◆危険物取扱者試験

と　き
○乙種第4類　6月14日㈰、21日㈰

○丙種　6月21日㈰

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター

申込み　消防本部(中央消防署、

南消防署、各分署)に備え付け

の受験願書に必要事項を記入

の上、4月16日㈭から28日㈫(当

日消印有効)までに、〒514-

0002　津市島崎町314(財)消防

試験研究センター三重県支部

へ郵送してください。

◆予備講習会
対　象　乙種第4類受験の方

と　き　5月14日㈭　9時30分〜

16時

ところ　労働福祉会館大会議室

定　員　150人

受講料　1,000円(防火協会員、

学生は免除)

申込み　3月30日㈪から消防本部へ

館長講話 
｢文化に育てられて 
－不易流行－｣ 

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

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　3月29日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂

講　師　中森成行(考古博物館館長)

聴講料　無料

第9回 
鈴鹿市脳卒中市民講座 
｢脳卒中なんか怖くない｣ 

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

と　き　4月19日㈰　13時から

ところ　文化会館けやきホール

内　容
○｢新しい脳卒中治療｣(鈴鹿中央

総合病院脳神経外科部長　

川口健司さん）

○｢当院における機能的疾患に対

する治療｣(鈴鹿回生病院神経

内科医長　松浦慶太さん)

○｢手術で予防できる脳卒中｣

　(鈴鹿回生病院脳神経外科医長

　 荒木朋浩さん)

○｢脳卒中でもよくなるよ｣(鈴鹿

回生病院副院長　金丸憲司さん)

後　援　日本脳卒中協会、鈴鹿市

共　催　鈴鹿市医師会、鈴鹿中

央総合病院、鈴鹿回生病院

問合せ　鈴鹿回生病院(　375-

1212)

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　3月27日㈮

(平日の10時〜18時)から、電

話で｢すずかのぶどう｣(　・　

387-0767)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　4月14日㈫と15日㈬、

4月22日㈬と23日㈭

○基礎2　4月16日㈭と17日㈮

○エクセル基礎　4月25日㈯と

26日㈰

○エクセル応用　4月18日㈯と

19日㈰

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　4月22日㈬と23日㈭

○ ワ ー ド 基 礎 　4月14日㈫と

15日㈬、4月25日㈯と26日㈰

○ ワ ー ド 応 用 　4月18日㈯と

19日㈰

○エクセル基礎　4月16日㈭と

17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 

(4・5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

八重垣神社遺跡土器棺

最優秀作品｢浜祈　｣　万代昌克さん

八重垣神社遺跡土器棺

最優秀作品｢浜祈　｣　万代昌克さん

講座・教室 

くらしの情報 

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

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

地産地消の取り組みについて

　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。

　地産地消ということで、何か鈴鹿市のア

ピールになるようなものがあればと思います。

今は、農業の担い手も少なくなってきていますので、

市として何か具体的な対策を考えているのですか。 

 

月〜土曜日　10時15分、12時45分、

17時45分、19時45分、23時15分

からの各15分

日曜日　9時45分、11時45分、15時

45分、18時45分、21時45分から

の各15分

○3月21日㈯〜31日㈫
『ベルディ便り』⋯クリーンセンタ

ーの紹介、保健情報、くらしの情報

○4月1日㈬〜10日㈮
『ベルディ便り』⋯平成21年度施

政方針、くらしの情報

○4月11日㈯〜20日㈪
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』⋯
環境家計簿をつけてみよう 

　本市は、農業も漁業も盛んな市ですので、

本市で作ったりとれたりしたものをどんどん

アピールし、鈴鹿のブランドを作っていきたいと考

えています。今は地域でも、たくさんの直売所を作

っていただき、生産者の顔が見える新鮮で安心な

食材を提供していただいています。学校給食の中

でも、市内で収穫されたお米を使用し、野菜など

も収穫時期に合わせて献立を作成するなどして取

り組んでいます。 

(　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。 

◆アーク溶接特別教育
　労働安全衛生法｢アーク溶接特別

教育修了証｣取得講座です。この資格

がないと標題の業務に従事できません。 

と　き　4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)

◆Excel初級(表計算講習)
　表の作成や編集、関数を使っ

た計算処理、グラフ作成、印刷

などの基本操作を習得します。

と　き　4月23日㈭、24日㈮の

2日間　9時〜16時

受講料　4,000円

◆玉掛技能講習
　労働安全衛生法｢玉掛技能講習

修了証｣取得講座です。 

○学科講習
と　き　5月11日㈪、12日㈫

○実技講習
と　き　5月13日㈬〜15日㈮の

中で選択受講できます。

※いずれも8時30分～17時 

受講料　1万円(別途教材費1,500円)

◆Word初級(ワープロ初級)
　基本的な文書の作成、印刷、

表・図・写真などのはり付けを

学習します。

と　き　5月11日㈪、13日㈬、

15日㈮、18日㈪の4日間

　18時〜21時

受講料　4,000円

◆5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　5月8日㈮

○実技講習
Ⅰコース
と　き　5月9日㈯、10日㈰、

17日㈰

Ⅱコース
と　き　5月12日㈫〜14日㈭

Ⅲコース
と　き　5月18日㈪〜20日㈬

定　員　各コース30人

受講料　2万6,500円

※4月1日(水)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。 

○学科講習(全コース共通)
と　き　5月21日㈭

○実技講習
Ⅰコース
と　き　5月23日㈯、30日㈯、

31日㈰

Ⅱコース
と　き　5月26日㈫〜28日㈭

Ⅲコース
と　き　6月2日㈫〜4日㈭

定　員　各コース30人

受講料　2万6,500円

※4月15日(水)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。 

※広報すずか2月20日号折り込みの

｢平成21年度訓練・講座開催のご

案内｣の裏面、平成21年度フォーク

リフト技能講習実施予定表の7・9・

12・1月の表示に誤りがありました

のでご注意ください。

おわびと訂正 

　3月5日号12ページ｢情報館1｣に

誤りがありましたので、おわびして

訂正します。 

(誤)資産税課｢土地・家庭について

の問い合わせなど｣ 

(正)資産税課｢土地・家屋について

の問い合わせなど｣ 

　また、本市は、｢みえの安心食材表示制度｣という県の

取り組みに協賛しています。これは、農薬や化学肥料を減

らした生産方法の認定を受けた生産者が、安心食材のマ

ークを付けて農産物を販売できるという取り組みです。消

費者にも食の安全に対する意識や地産地消の取り組みが、

かなり浸透してきているように感じていますので、市としても、

引き続き、地元でとれた

ものを地元で消費するこ

とを通じて、自分の暮ら

す地域を見つめ直す地

産地消の運動を進めて

いきたいと考えています。 

八重垣神社遺跡土器棺

最優秀作品｢浜祈　｣　万代昌克さん
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