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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 

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10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。 

 
市税の口座振替手続きは 

お早めに 

納税課　 382-7831　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始するため

には、手続きに約１カ月要します。

申し込み手続きは金融機関、地区

市民センター、納税課の窓口で行

っていますので、口座振替を希望さ

れる方は、お早めにお手続きください。

手続きをする際には、通帳、通帳

の届出印、納税通知書が必要です。 

 
国保人間ドック受診者を 

募集します 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

対　象　下記のいずれにも該当する方 
○平成21年4月1日現在で、30歳以

上74歳未満(昭和10年4月3日か

ら昭和54年4月2日生まれ)の方 

○平成20年度の1年間を通じて鈴

鹿市国民健康保険に加入し、

その期間の国民健康保険税の

滞納がない方 

○受診時において、国民健康保

険の加入を継続している方 

と　き　7月1日㈬～11月30日㈪ 
ところ　検診を受託した市内の
医療機関 

内　容　問診、聴打診、直腸診、
血圧、心電図、検尿、検便、血液、

胸部レントゲン、胃検査(胃部レ

ントゲンまたは胃カメラ) 

定　員　2,500人(応募者多数の場
合は抽選) 

負担金　8,000円 
申込み　4月24日㈮から5月22日

㈮17時(必着)までに、｢人間ドッ

ク受診希望｣、保険証の記号番号、

郵便番号、住所、氏名、ふりがな、

電話番号を記入の上、官製はが

き(一人につき1枚)、または封筒で、

〒513-8701　保険年金課へ 

※電話、ファクス、電子メールでは

受付を行いません。 

※平成20年4月から始まった特定健

康診査については、検査項目が人

間ドックの検査項目にすべて含ま

れていますので、改めて特定健診

を受けていただく必要はありません。

詳しくは、受診券などの発送時に

ご案内します。 

 
訪問理美容サービスの 
出張経費を一部支援します 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　居宅で介護を受けている重度の要

介護者・身体障害者の家庭を訪問す

る理美容サービスの出張経費を支援

します。年度ごとに申請が必要です。 

対　象　市内に住所があり、市
内の居宅で介護を受けている

40歳以上の方のうち、要介護3

から5と認定されている方、ま

たは身体障害者手帳1・2級を

お持ちの方のうち障がい名が、

下肢または体幹機能障害の方 

支援額　上限2,000円 
申込み　申請書に必要事項を記入
の上、長寿社会課、地区市民センタ

ーまたは地域包括支援センターへ 

 
鈴鹿市水道ビジョン素案への

意見を募集します 

水道総務課　 368-1673　 368-1688
suidosomu@city.suzuka.lg.jp

　将来にわたり安全でおいしい水

の安定供給を確保するため、現状

の課題を明らかにするとともに、

今後のめざすべき方向を定めた｢水

道ビジョン｣の素案を公表し、広

く皆さんの意見を募集します。 

募集期間　5月20日㈬まで 
閲覧場所　水道総務課(水道局2階 
　(寺家町1170)) 

意見の提出　住所、氏名、件名｢鈴
鹿市水道ビジョン素案に関す

る意見｣を記入の上、郵便、フ

ァクス、電子メールのいずれか、

または直接水道総務課へ 

※水道局ホームページ(　http : //  

　www.city .suzuka . lg . jp/suido/ 

　index .h tm l )のトピックスでも閲

覧できます。 

※提出いただいたご意見は、個人が特定

できないように類型化し、回答ととも

に水道局ホームページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿市次世代育成支援対策
地域協議会が傍聴できます 

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

と　き　5月22日㈮　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　前年度評価についてなど 
定　員　10人(定員を超えた場合
は抽選) 

申込み　当日9時30分から9時55分
まで、会場で受付を行います。 

※託児あり(1歳以上から就学前まで) 

 
無料総合相談所を開設します 

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

　5月1日㈮からの1週間は｢憲法

週間｣です。これにちなんで無料

総合相談所を開設します。 

○無料総合相談(津)
と　き　5月1日㈮　10時30分～

15時30分(10時30分から先着順

で受付) 

ところ　津センターパレス2階(津
市大門7-15) 

内容・定員　法律相談(先着36人)、
人権・登記相談(先着24人)、犯

罪被害者支援(先着12人) 

問合せ　津家庭裁判所総務課庶
務係(　 059-226-4171) 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 
○無料法律相談(四日市)
と　き　5月1日㈮　10時30分～

15時30分(10時30分から先着順

で受付) 

ところ　四日市市総合会館8階第2
会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　先着36人 
問合せ　津地方裁判所四日市支部
庶務係(　352-7151) 

※相談時間は一人20分程度で、秘密

は厳守されます。 

◆裁判所・検察庁が見学できます
　裁判所と検察庁では見学会を

行っています。詳しくは、津地方

裁判所総務課庶務係(　059-226-

4172)、津地方検察庁企画調査課

(　 059-228-4123)へ 

 
鈴鹿市応急診療所の夜間受付
についてのお知らせです 

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

　昨年10月1日から、鈴鹿市応急

診療所の夜間受付時間は22時ま

でとなっています。 

　医療機関の診療時間外など、

急な病気のときは、｢かかりつけ

医｣または｢救急医療情報システム｣ 

(　 382-1199)へ連絡してください。

連絡を受けた時点での受診可能

な医療機関が案内されますので、

案内を受けたら、必ず医療機関に

症状を連絡し、健康保険証、福祉

医療費受給者証、診察費用を持参

の上、お出掛けください。鈴鹿市

応急診療所を案内された場合も

同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
長崎へ平和の取材 

｢親子記者｣の参加者を募集します 

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

　8月9日の長崎原爆の日に、親

子での取材を通じて、原爆や平

和について考えてみませんか。 

対　象　市内在住の小学生とそ
の保護者 

と　き　8月8日㈯から11日㈫ま

での3泊4日 

ところ　長崎市 
内　容　長崎市に滞在中、平和
祈念式典参加や原爆遺構巡り

などを行い、原爆、平和に関

する取材、記事の作成、編集

をします。なお、取材記録は

最終日に事務局へ報告し、｢お

やこ記者新聞｣の発行がされる

とともに、活動状況を右記ホ

ームページで一部紹介します。 

定　員　全国の自治体から18人
(9組)(応募者多数の場合は抽選) 

参加料　長崎市への交通費、宿
泊代、滞在中の取材補助経費

を支給 

申込み　5月13日㈬(当日消印有効)
までに、住所、参加者の氏名(ふ

りがな)、性別、小学校名・学年、

電話番号、保護者氏名(ふりがな)、

性別、平和を願う一言メッセ

ージを記入、押印の上、往復

はがきで日本非核宣言自治体

協議会事務局(〒852-8117　長

崎市平野町7-8　長崎市平和推

進課内　 095-844-9923)へ。応

募結果をお知らせします。 

※日本非核宣言自治体協議会ホーム

ページ(　http ://www.nucfree 

　japan . com)からも応募できます。

詳しくは、ホームページをご覧く

ださい。 

 

 

※各欄の(　)内の数字は納期限です。 

※納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。 

※口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに残高の確認をお願いします。 

※12月は25日が納期限となりますので、ご注意ください。 

平成21年度市税納期をお知らせします 
納税課　 382-7831　 382-7660 　nozei@city.suzuka.lg.jp

　平成21年度の市税の納期は下記のとおりです。納期内納付にご協力を

お願いします。 

税　目 市・県民税 
（普通徴収） 

固定資産税 
都市計画税 

軽自動車税 
 

国民健康保険税 
（普通徴収） 

４月 
 

全期 
１期 

５月 全期(6/1) 
 

６月 
 

全期 
１期 

７月 
 

２期(7/31) １期(7/31)

８月 
 

２期(8/31) 
 

２期(8/31) 
 

９月 ３期(9/30) 
 

10月 ３期(11/ 2) 
 

４期(11/2) 
 

11月 ５期(11/30) 
 

12月 ３期(12/25) 
 

６期(12/25) 
 

１月 ４期(2/1) 
 

７期(2/1) 
 

２月 ４期( 3 / 1 ) ８期(3/1) 
 

３月 
 

９期(3/31) 
      

納付月 

(6/30)

(4/30)
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市民活動団体支援補助金を
交付します 

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

　地域を問わず広く社会の公益

に寄与することが期待できる自

主的・自発的な非営利の市民活

動を行う団体に対し、事業費の

一部を補助します。 

対　象　市内を中心に活動する
市民活動団体が行う団体の自

立に効果的な事業で、平成21

年7月から平成22年2月28日ま

でに実施できる事業 

補助金額　補助対象事業に必要
な経費の4分の3に相当する額(最

高8万円) 

申込み　4月27日㈪から配布する
補助金交付申請書に必要書類

を添えて、4月27日㈪から5月

26日㈫までに地域課へ 

※申請書類などは、市ホームページ

(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

  gyosei/plan/machi/index.html)から

も入手できます。 

【審査会】 
と　き　6月6日㈯　13時から 
審査方法　申請書類とプレゼン
テーション審査により補助対

象事業を決定します。 

※詳しくは、地域課へ 

 
図書館ボランティアの新規募集
と更新手続きを行います 

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

　図書館に関心を持ち、年間を

通した継続的な活動、または特

定の期間に限定して活動が可能

な方を募集します。

対　象　15歳以上で貸出カードの
交付を受けた方、または受けよう

とする方 

活動期間　平成22年3月末まで 
内　容　書架整理、配架、破損資
料の補修、絵本の読み聞かせ、

樹木管理などの環境美化など 

申込み　新規、更新手続きともに、
5月3日(日・祝)までの図書館開館

日に、貸出カード(交付済の方)

と身分証明書(運転免許証・学

生証・保険証など)を持参の上、

図書館へ 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
｢子どもの健全育成推進 
基本計画(仮称)｣の素案 
への意見を募集します 

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

　平成21年度から平成23年度ま

での3年間で、鈴鹿市青少年対策

推進本部が取り組む基本的な方

向性、めざすべき姿などを明ら

かにする｢子どもの健全育成推進

基本計画(仮称)｣の素案を取りま

とめましたので、この素案につ

いてご意見を募集しています。 

対　象　本市に住所を有する方 
期　間　5月15日㈮まで(郵送の

場合は、当日消印有効) 

素案の閲覧場所　青少年課(市ホーム
ページ、市教育委員会ホーム

ページからも閲覧できます) 

意見の提出　住所、氏名、件名｢子
どもの健全育成推進基本計画(仮

称)素案に関する意見｣、意見を

記入の上、郵便、ファクス、電

子メールのいずれか、または直

接青少年課へ(様式は問いません) 

※提出いただいたご意見は、個人が

特定できないように類型化し、回

答とともに市ホームページ、市教

育委員会ホームページで公表します。

なお、個別には回答しません。 

 
5月の連休明けの市民課 
窓口は大変混雑します 

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

　5月の連休明けの市民課各窓口は

例年混み合い、皆さんにご迷惑を

おかけしています。この時期は処

理件数が多いこともあり、お待ち

いただく時間が長くなる場合があ

りますので、時間に余裕をもって

お越しください。なお、証明書の

交付や届出の受付は、地区市民セ

ンターでも行っています。 

　また、5月3日(日・祝)は、白子地区

市民センターで日曜窓口を開設

しています。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の各業務

を行いますので、ご利用ください。 

 
地元産小麦を使って 
手打ちうどんなどを 
作りませんか 

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

内　容　地元で生産した農産物を
地元で消費する｢地産地消｣を推

進するため、地元産小麦を使っ

た手打ちうどん、蒸しまんじゅう

作りの出前講座を行います。少

人数でもお受けしますので、希

望するグループの方はご連絡く

ださい。費用など詳しくは、ご相

談ください。 

問合せ　地産地消ネットワーク
みえ(北勢)鈴鹿支部　豊田

(　 379-1048) 

 
5月は赤十字社員増強運動月間です 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　災害救援、国際活動、医療活動、

血液事業など、人道に基づく赤十

字の各種事業は、主に毎年皆さん

からご協力いただく事業資金で実

施しています。5月の赤十字運動月

間は、こうした赤十字活動をご理

解いただき、事業資金をご協力い

ただく推進月間となっています。皆

さんの温かいご支援とご協力をお

待ちしています。 

 
市政メールモニターを 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
 http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/

merumoni@city.suzuka.lg.jp

　本市では、インターネットや

携帯メールを活用したアンケー

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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トシステム｢メールモニターシス

テム｣を運用し、市民の皆さんの

ご意見を市政に生かす取り組み

に活用しています。3月30日現在、

5,481人の方が登録しています。 

 

 

 

 

 

 

◆だれでもメールモニターにな
れるの？
　市内に住所がある中学生また

は13歳以上の方が対象で、どな

たでも無料で登録できます 

※登録できるのは一人1IDとなって

います。 

※パソコンと携帯との二重登録はで

きません。 

○パソコンから登録
　http: / /www.merumoni .c i ty .  

　suzuka . lg . jp /  

○携帯電話から登録
　http: / /www.merumoni .c i ty .  

　suzuka. lg . jp/ i /  

○市に登録用紙を提出
　秘書広報課や地区市民センタ

ーに備え付けのメルモニ登録用

紙に必要事項を記入の上、秘書

広報課へ 

◆登録手続きを済ませるとどう
なるの？
　市で認証後、登録いただいた

メールアドレスに登録内容・ID・

パスワードをお知らせします。

登録後はアンケートやさまざま

なメールを送信します。 

◆結果を見ることはできるの？
　アンケート結果などは、集計後、

インターネット上に掲載します。 

◆メールモニターの特典は？
○子ども安全・安心メールを配信
　子どもの安全確保のために、

市民の多くの方に見守っていた

だく防犯ネットワークの一環と

して、登録者全員に、子どもた

ちが危険に見舞われるおそれの

ある情報を携帯電話やパソコン

にメール配信します。 

○災害情報を配信
　登録時に希望される方には、

市・災害対策本部から発信され

る市内の雨量や避難所開設状況

などの災害情報を送信します。 

○週末お出かけ情報を配信
　市内や近隣で開催されるイベ

ント情報などを配信します。 

 

 

 
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

　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　5月23日㈯　9時～12時(雨
天の場合中止あり) 

ところ　小岐須渓谷(小岐須山の
家の駐車場に現地集合) 

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。 

定　員　20人(応募者多数の場合
は抽選) 

参加料　無料 
申込み　5月11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

策課へご連絡ください。 

※詳しくは、後日申込みいただいた

方に連絡します。 

 
みえ看護フェスタ2009 

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

【  いっしょに   のりこえ   ちからになろう  】
　あなたと一緒に看護がしたい

～探しにいこう!自分の夢!～ 

と　き　5月10日㈰　12時～16時

(おわらいライブは12時30分～

13時) 

ところ　三重県文化会館2階第1・
第2ギャラリー 

内　容
○看護の仕事紹介と体験・就職

相談
　看護師など体験ゾーン、老年

期体験ゾーン、地域の先輩と話

そうゾーン 

○看護系学校への進学相談

○キャンドルサービス
　白衣の試着とキャッピングセ

レモニーの写真撮影 

○DVD上映：｢いいナース｣
○おわらいライブ
　｢オレンジ｣、｢サムタイムズ｣

の2組による漫才とクイズ 

主　催　三重県、社団法人三重
県看護協会 

問合せ　三重県ナースセンター
( 　059-222-0466) 

 
スライド説明会 
｢伊勢国分寺跡｣ 

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

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

と　き　4月25日㈯　14時から 

ところ　考古博物館講堂 
内　容　開催中の速報展｢発掘さ
れた鈴鹿2008｣に関連して、

2008年の調査成果をスライド

を用いて説明します。 

講　師　発掘担当者(考古博物館
職員) 

聴講料　無料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
銃砲刀剣類 
登録審査会 

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

と　き　5月19日㈫、8月18日㈫、

11月24日㈫、平成22年1月12日㈫ 

※受付時間は、10時～11時30分、

13時～14時までです。 

ところ　三重県津庁舎 
手数料　新規登録:1件6,300円、
登録証再交付:1件3,500円 

※三重県収入証紙でお願いします。 

問合せ　三重県教育委員会事務
局社会教育・文化財保護室

(　059-224-2999) 

※尾鷲庁舎での別日程もあります。 
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マスコットキャラクター「ヤッホ〜」
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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や

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、それらの国々の文化

や習慣などについて理解を深め

ます。 

対　象　一般の方 
と　き　5月10日㈰　13時30分～
16時 

ところ　鈴鹿メディアパークイ
ベントホール(住吉町8974　フ

レスポ鈴鹿内) 

内　容　世界の子どもたちに関
する習慣、遊びなどの紹介、

各国ブース展示、チャリティ

ーオークション、ダンスなど  

参加料　無料 
主 　催　(財)国際交通安全学会
(IATSS)、(財)三重県国際交流財団

(MIEF) 

問合せ　(財)三重県国際交流財団
(　 059-223-5006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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　4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　5月12日㈫と13日㈬、

5月21日㈭と22日㈮ 

○基礎2　5月14日㈭と15日㈮、

5月26日㈫と27日㈬ 

○ワード基礎　5月 9日㈯と10日㈰ 
○エクセル基礎　5月23日㈯と24日㈰ 
○エクセル応用　5月16日㈯と17日㈰ 
◆午後の部：13時30分から
○基礎1　5月26日㈫と27日㈬ 
○基礎2　5月21日㈭と22日㈮ 
○ワード基礎　5月16日㈯と17日㈰、
5月23日㈯と24日㈰ 

○ワード応用　5月12日㈫と13日㈬ 
○エクセル基礎　5月9日㈯と10日㈰、

5月14日㈭と15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) 

 
野外活動実践研修 

県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　教職員、大学生、高校
生で野外活動の指導に興味の

ある方 

とき・コース・参加料
◆5月30日㈯
○13時30分～17時30分：野外炊飯Ⅰ

1,000円(食費込) 

○18時～21時：キャンプファイヤー

500円 

◆5月31日㈰
○9時30分～13時30分：野外炊飯Ⅱ

1,000円(食費込) 

○13時30分～16時30分：オリエ

ンテーリング　500円 

※参加は全コースでも、どれか1コ

ースでも可能です。 

※5月30日は宿泊も可能です(別途

2,165円(宿泊費、リネン代、朝食代)

が必要)。 

ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

定　員　各コース20人 
申込み　4月20日㈪から先着順で
受付します。所定の申込書に

必要事項を記入の上、郵便、

ファクス、直接持参で県立鈴

鹿青少年センター(〒513-0825

鈴鹿市住吉町南谷口)へ。受講

者の皆さんには、5月中旬ごろ

に持ち物などの案内を郵送し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

講座(5・6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

(　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。 

◆Access初級(データベース初級)
　MS-Accessの基本的な操作および

データベースの基本講習です。 

と　き　5月19日㈫～21日㈭の3日間
9時～16時 

受講料　6,000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　5月25日㈪、26日㈫の

2日間　9時～16時 

受講料　4,000円 
◆ホームページの作成(ホームページ

ビルダーV9)
　ホームページビルダーを使用

して簡単なホームページを作成し、

サーバへの転送まで行います。 

と　き　6月1日㈪、3日㈬、5日㈮、
8日㈪、10日㈬、12日㈮の6日間

18時～21時 

※いずれも18時～21時 

受講料　6,000円 
◆固定式クレーン特別教育

10
12

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

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

地震への備えについて
　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。

　市では、昭和56年以前に建てられた木造住

宅についての耐震診断を無料でしていると思

いますが、全国的に見ても80％くらいの家が受けら

れていないと聞きました。わたしたち市民は｢大き

な地震は自分が生きているうちには来ないだろう｣

と案外のんびりと構えているように思います。 

　市からも、地震に関するいろいろな情報を広報な

どを通じて流していただいて、いざというときの備

えについてや｢自分の身は自分で守る｣ということを

知らせてほしいと思います。 

 

　市では、市民の皆さんに対して、地震対

策や災害対策についてのいろいろな情報を

伝達することは大事だと考えています。 

　3月には、｢Suzuka Voice FM｣(78.3MHz)が開局

しましたので、このラジオを通じて災害などの情

報や地域の情報を伝達する取り組みを拡大してい

きたいと思います。今までは、ケーブルテレビを

利用させていただいていましたが、それに加えて

ラジオで聞くという伝達方法を考えていますので、 

 

　工場などで使うクレーン(5トン未

満)を操作する資格です。 

と　き　6月10日㈬、11日㈭の2日間
9時～16時50分 

受講料　8,000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　6月16日㈫、17日㈬の2日間
9時～16時 

受講料　4,000円 
◆陶芸教室
　酔月窯の清水酔月、潤、潮さん

と語りながら、土に触れ、花器・茶

器およびロクロでの創作(作品2点の

焼き上げまで)と展示を行います。 

と　き　6月16日㈫　9時～16時 
受講料　4,000円 
◆6月のフォークリフト技能講習(前期)
○学科講習(全コース共通)
と　き　6月9日㈫ 
○実技講習
Ⅰコース 
と　き　6月14日㈰、20日㈯、

21日㈰ 

Ⅱコース
と　き　6月10日㈬～12日㈮ 
定　員　各コース30人 
受講料　2万6,500円 
※5月1日(金)8時30分から上記2コー

スを同時に先着順で受付します。 

◆6月のフォークリフト技能講習(後期)
○学科講習(全コース共通)
と　き　6月26日㈮ 
○実技講習
Ⅰコース
と　き　6月27日㈯、28日㈰、7月
5日㈰ 

Ⅱコース
と　き　6月30日㈫～7月2日㈭ 
定　員　各コース30人 
受講料　2万6,500円 
※5月15日(金)8時30分から上記2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。 

皆さんのご利用をお願いします。 

　また、事前の地震対策(備蓄、耐震、訓練など)は、

現在、個人と地域と行政が一体となって行っていま

すが、巨大地震発生直後は、個人と地域の連携がと

ても重要だと考えています。そのために日ごろから、

市民の皆さんにも、自助、共助、公助について、特

に自助(他の力に依存せず自分の力で行うこと)を、も

う一度原点に返ってご理解をお願いします。 

　市としましては、

今後とも、少し

でも早くいろい

ろな情報が伝達

できるような方

法を考え、取り

組んでいきたい

と思っています。 
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1212

アナログ 

地上デジタル 

ラジオ広報すずか 

○月〜金曜日　10時30分～10時35分
『鈴鹿市からのお知らせ』 

○土曜日　17時55分～18時 
　『鈴鹿市からのお知らせ(ポルトガル語版)』 

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

○4月21日㈫〜30日㈭
『ベルディ便り』…定額給付金、
保健情報、くらしの情報 

○5月1日㈮〜10日㈰
『ベルディ便り』⋯鈴鹿亀山消費生
活センター、清掃情報、くらしの情報 

○5月11日㈪〜20日㈬
『まもろう！育てよう！鈴鹿の環境』…
新エネルギー

をくらしに取

り入れよう 
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