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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24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。 

 
市議会をテレビ中継します 

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

　6月定例会での一般質問をケ

ーブルネット鈴鹿(アナログ20ch・

デジタル122ch)で生放送します。 

と　き　6月9日㈫～12日㈮

10時から(当日の会議終了まで) 

※本会議や常任委員会、議会運営

委員会、特別委員会および全員

協議会は傍聴することができます。 

※日程は、市役所の掲示板と市議

会ホームページに掲載しますが、

日時が変更になる場合がありま

すので、傍聴する場合は事前に

議会事務局へご確認ください。 

 
交通死亡事故が 
連続発生しています 

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

　春の全国交通安全運動期間

中の4月7日㈫、8日㈬に、市内

で連続して交通死亡事故が発

生しました。これらの事故で、4

月15日現在の今年の交通死亡

事故は6件となり、昨年の同時期

と比較して、4件の大幅な増加と

なっています。 

○交通事故防止のために
　交通死亡事故を防ぐため、鈴

鹿警察署による交通死亡事故抑

止緊急対策や、鈴鹿市交通安全

都市推進協議会による｢飲酒運

転根絶キャンペーン｣、｢まちかど

ワンポイントアドバイス｣など、交

通安全啓発活動を通じて、市民

の皆さんに交通事故防止意識の

高揚を図っています。交通ルー

ルや交通マナーの重要性を改め

て認識し、交通事故防止に努め

ていただくようお願いします。 
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くらしの情の情報 くらしの情報 

■資産等補充報告書

■関連会社等報告書

○ 給与所得　　　　　　　　       1,610万834円(鈴鹿市ほか) ○ 雑所得　　　　　　　　     575万4,270円(公的年金ほか)

会 社 そ の 他 の 法 人 の 名 称  
三 重 用 水 土 地 改 良 区  
三 重 県 農 業 共 済 組 合 連 合 会  

住　　　　所 
四 日 市 市 平 尾 町 大 池 2 7 6 5 - 3  
津 市 桜 橋 一 丁 目 6 4 9

役員、顧問その他の職名 
理　　　　事 
理　　　　事 

　平成21年4月1日において、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場合に、

その名称、住所、職名を記載したものです。 

○ 土　地 
○ 建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権 

○ 建　物 

○ 預金・貯金 

○ 有価証券 

取得なし 
取得なし 

取得なし 

取得なし 

取得なし 

○ 自動車・船舶・航空機・美術工芸品 
○ ゴルフ場の利用に関する権利 

○ 貸付金 

○ 借入金 
※参考として、減少した金額をマイナス表示(―)してあります。 

取得なし(―129万344円)

　取得なし 

取得なし 
取得なし 

■所得等報告書
　平成20年中の所得を記載したものです。 

　市長の｢資産等補充報告書｣、｢所得等報告書｣、｢関連会社等報告書｣の内容の概要を公表します。

報告書の原本はだれでも市政情報課で閲覧できます。また、報告書の概要は市ホームページ

(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html)で公表しています。 

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

　平成20年1月1日から12月31日までに増加した資産で、同年12月31日において有する資産を記載したものです。 
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｢国民健康保険のための平成
21年度所得申告書｣の提出を 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険に加入中で、

確定申告書、市県民税申告書

を提出されていない方、または

年末調整が未済であるなどの

理由で前年中の所得金額が不

明な方に、｢国民健康保険の

ための平成21年度所得申告書｣

を送付します。6月12日㈮まで

に保険年金課、または地区市

民センターに提出してください。 

 
国民健康保険税の 
口座名義人のご確認を 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険税を口座振替

でお支払いいただいている世

帯の口座名義人が、国民健康

保険からそのほかの社会保険

に変更になった場合などは、

口座名義人の変更または廃止

の手続きがないと、引き続きご

契約いただいている口座から

振り替えさせていただくことに

なりますので、ご確認ください。 

(例)口座振替を契約している口

座名義人が長寿医療制度(後

期高齢者医療制度)に移行

したが、世帯に国民健康保

険に加入している家族がい

る場合など 

※口座振替変更手続きについて詳

しくは、納税課(　382-7831)へ 

 
施設入所のために転出 
される方は国民健康保険 
住所地特例のご相談を 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険は、住所地(住

民登録地)の市町村でご加入

いただくことが原則です。しかし、

被保険者が福祉施設、養護老

人ホーム・特別養護老人ホーム、

介護保険施設などへの入所や

長期入院などの事情により住

所をほかの市町村へ移す場合、

今までの国民健康保険を継

続していただくことになり

ます。この制度を｢住所地特

例｣といい、福祉施設などが

集中する市町村の国保財政

を圧迫させないための取り

扱いです。転出手続きを行

う際に、国民健康保険担当

窓口にご相談ください。 

 
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。 

○森農園
ところ　石薬師町2320 
面　積　約30㎡(約5m×約6m) 
区画数　7区画 
利用料　1区画3,000円(1年間) 
開園者　森　豊八郎(石薬師
町2320　 374-0451) 

市長の資産を公開します 

お 知 ら せ  
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○山中農園
ところ　三宅町607 
面　積　約48㎡(約6m×約8m) 
区画数　18区画 
利用料　1区画2,500円(1年間) 
開園者　山中　駿(三宅町613-2
　 372-0723) 

 
児童扶養手当の適正な 
受給をお願いします 

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

　児童扶養手当(以下｢手当｣)は、

児童扶養手当法(以下｢法｣)に基

づき、父と生計を同じにしていな

い児童などが育成される家庭の、

生活の安定と自立を促すことを目

的に、当該児童について手当を

支給するものです。受給資格者

の皆さんにはこの趣旨を十分理

解していただき、受給・各種手続

きは｢法｣の定めるところにより、適

正に行っていただく必要があります。 

○調査を実施させていただく
ことがあります
　各種届出をしていただくと、

その書類をもとに後日、審査を

させていただきます。その際、

支給要件などの必要な事項に

ついて確認がとれない場合は、

法第29条に基づき、質問や調

査をさせていただく場合があり

ます。場合によっては、受給資

格者の皆さんのプライバシー

に立ち入らざるを得ない場合も

ありますので、ご理解ください。 

※調査の有無にかかわらず、個

人情報は保護されます。 

○手当を支給しないことがあ
ります
　調査などに応じていただけ

ない場合には、法第14条に基

づき、手当の全部または一部

を支給しないことがあります。 

○手当の支払いを差止める
ことがあります

　法第28条第1項に定める必

要な届出を提出していただけ

ない場合は、法第15条に基づき、

手当の支払いを差止めること

があります。 

○不正な手当の受給には罰
則があります
　偽りの申告など、不正な手段

で手当を受給したときは、法第

23条に基づき、支払った手当を

返還していただく場合があります。

また、法第35条に基づき、3年以

下の懲役または30万円以下の罰

金に処せられることがあります。 

※婚姻と同じく、事実婚の状態にな

った場合は受給資格の対象では

ありません。受給中の方は早急に

資格喪失の手続きをしてください。 

※事実婚とは、社会通念上当事者

間に共同生活と認められる事実

関係(頻繁な訪問や生活費の補

助など、同居の有無を問わない)

が存在することをいいます。 

 
｢人権擁護委員の日｣に 
特設相談所を開きます 

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

　人権擁護委員法が施行され

た6月1日を｢人権擁護委員の日｣

と定め、人権思想の普及・高

揚に努めています。市内には、

市長が推薦し、法務大臣が委

嘱した人権擁護委員が活躍し

ています。隣近所のもめごと、

家庭内・職場・いじめの問題

などでお悩みの方は、人権擁

護委員または相談所へご相談

ください。相談は無料で、秘密

は守られます。 

【特設人権相談】
と　き　6月1日㈪　10時～15時 
ところ　社会福祉センター 
※詳しくは、津地方法務局人権

擁護課(　059-228-4193)へお

問い合わせください。 

※広報すずか毎月20日号に相談

日を掲載しています。 

○人権擁護委員(敬称略)
　杉　正美(須賀二丁目)、　谷

弘子(白子本町)、一見靖子(岸岡

町)、松永紀美子(稲生西三丁目)、

伊藤篤子(東磯山二丁目)、岸勝驥

(八野町)、林正樹(高岡町)、谷

口きみ(伊船町)、益川博光(五祝町)、

中尾征郎(小田町)、　野栄子

(小岐須町)、山尾教雄(江島町) 

 
市民活動団体支援補助金
公開審査会を開催します 

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

と　き　6月6日㈯　13時から
(開始時間は申請団体数に

より変動する場合があります) 

と こ ろ　市役所本館12階
1203会議室 

申込み　当日会場で受け付
けを行います。 

※プレゼンテーションによる審

査の様子がご覧いただけます。 

 

ガーデニングコンテストの
作品を募集します 

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

対　象　市内在住の方 
申込み　6月30日㈫ (当日消

印有効)までに、鈴鹿商工

会議所に備え付けの応募

用紙に必要事項を記入の上、

写真を裏面にはり、〒513-

0802　飯野寺家町816　

鈴鹿商工会議所内ガーデ

ニングコンテスト事務局

(　 382-3222)へ 

表　彰　7月下旬に入賞者に
直接通知をし、8月2日㈰に、

鈴鹿ハンター1階催事場で

表彰式を行います。同会場で

7月31日㈮から8月4日㈫

まで作品展示を行います。 



くらしの情の情報 くらしの情報 

2009・5・204

鈴鹿市行財政改革 
推進委員会を開催します 

総務課　 382-9005　 382-2219
somu@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月27日㈬、6月23日㈫
19時～21時 

と こ ろ　市役所本館12階
1201会議室 

内　容　鈴鹿市行財政改革
計画について 

※会議開始30分前から傍聴の受

け付けを行います。 

 
住民基本台帳カードが 
新しくなりました 

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

　4月20日から、住民基本台

帳カードが新しくなりました。

主な変更点は下記のとおりです。 

○共通ロゴマークや読み取
りバーコードを追加

○偽変造防止の機能強化
　なお、以前に取得した住民

基本台帳カードは引き続き使用

することができます。ご希望の

方には共通ロゴマークのシール

をお渡しします。また、住民基

本台帳カードを作り直す場合には、

手数料が500円必要です。 

 

 

 

 
｢鈴鹿ブランド｣を募集します 

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

　本市の知名度やイメージ

を高め、観光誘客と地域活

性化をめざすため、鈴鹿地

域の｢食｣の産品を｢鈴鹿ブラ

ンド｣として認定し、積極的

な情報発信活動を展開します。 

対　象　市内の事業者が製造
した、本市にゆかりのある飲

食料品(加工品など) 

申込み　6月20日㈯までに、申

請書に必要事項を記入の上、

関係書類を添えて、直接また

は郵送で、鈴鹿商工会議所(〒

513-0802　飯野寺家町816)へ 

問合せ　鈴鹿商工会議所地
域振興課(　382-3222) 

【審査会】 
と　き　7月7日㈫ 
審査方法　鈴鹿ブランド認定
審査会が認定基準に基づき、

書類審査、プレゼンテーショ

ン審査、サンプル審査を行

います(必要に応じて事業所

の視察あり)。 

 
狩猟免許試験を行います 

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

○第1回試験(7月8日㈬)
ところ　三重県総合文化センター 
申込み　7月1日㈬まで 
○第2回試験(7月12日㈰)
ところ　三重県熊野庁舎(熊
野市井戸町371) 

申込み　7月6日㈪まで 
○第3回試験(8月2日㈰)
ところ　三重県吉田山会館 
申込み　7月27日㈪まで 
※時間はいずれも9時30分から17時 

免許の種類　網猟免許、わ
な猟免許、第1種銃猟免許、

お 知 ら せ  

第18回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します (財)鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 http://www.s-bunka.net/

対　象　市内に在住、在勤、在学または市内の文化団体などに所属している方 
出品料　一般の部：1作品につき1,000円、ジュニアの部：無料  
申込み　11月13日㈮まで　※詳しくは、文化振興事業団ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。 

【一般の部】
ジ ャ ン ル  応 募 規 格  賞 

散　　文 

短　　　歌 
俳　　　句 
川　　　柳 

【ジュニア（小・中学生）の部】
ジ ャ ン ル  応 募 規 格  賞 

作文・童話など 
詩 １編 
短歌 ３首まで 
俳句・川柳 ３句まで 

最優秀賞・・・・・・・・・・・４人以内(賞状と図書券) 
優秀賞・・・・・・・・・・・・・４人以内(賞状と図書券) 
奨励賞・・・・・・・・・・・・・若干名(賞状と図書券)

小説・評論など 400字詰め原稿用紙で本文50枚以内 

エッセイ 400字詰め原稿用紙で本文5枚以内 

最優秀賞・・・・・・・・・1人以内(賞状と賞金5万円) 
優秀賞・・・・・・・・・・・1人以内(賞状と賞金2万円) 
奨励賞・・・・・・・・・・・若干名(賞状と図書券) 
最優秀賞・・・・・・・・・1人以内(賞状と賞金3万円) 
優秀賞・・・・・・・・・・・1人以内(賞状と賞金1万円) 
奨励賞・・・・・・・・・・・若干名(賞状と図書券)

最優秀賞・・・・・・・・・4人以内(賞状と賞金3万円) 
優秀賞・・・・・・・・・・・4人以内(賞状と賞金1万円) 
奨励賞・・・・・・・・・・・若干名(賞状と図書券)

詩(漢詩を含む) １編 
１作品10首 
１作品10句 
１作品10句 

短詩型文学 

400字詰め原稿用紙で本文30枚以内 

新しい住民基本台帳カード

※一般・ジュニア各賞とも、該当なしの場合があります。 



くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 

52009・5・20

第2種銃猟免許 

試験科目　知識試験、適性
試験、技能試験 

提出書類　狩猟免許申請書、
受験票、医師の診断書など、

住民票抄本 

受験手数料　初心者5,200円、
一部免除者3,900円 

問合せ　三重県四日市農林
商工環境事務所森林・林業室

(　352-0656)、三重県環境

森林部自然環境室(　059-

224-2578) 

 
下水道排水設備工事責任
技術者試験を行います 

下水管理課　 382-7636　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月11日㈬　13時から 
ところ　メッセウイング・
みえ(津市北河路町19-1) 

受験料　7,000円 
申込み　6月22日㈪から7月3日
㈮までに、県内市町下水道担

当課または県内各浄化センタ

ーに備え付けの申込書に必

要事項を記入の上、〒514-

0301　津市雲出鋼管町52-5 

　(財)三重県下水道公社雲出川

左岸浄化センター排水設備

担当(　059-235-2030)へ 

※対象など詳しくは、県内各浄化

センタ－へお問い合わせください。 

 

 
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　6月6日㈯　19時～

20時30分(18時30分から文

化会館2階プラネタリウム

ギャラリーで受け付け) 

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム  

テーマ  初夏の星座と惑星の解説 
定　員　150人(先着順) 
参加費　無料 
※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、

文化会館へお問い合わせください。 

 

大黒屋光太夫記念館企画展
｢光太夫の肖像｣ 

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

と　き　7月20日㈪までの10時
から16時 

※月曜日(7月20日は開館)・火曜

日・第3水曜日は休館 

ところ　大黒屋光太夫記念館 
内　容　大黒屋光太夫、磯吉
が描かれた新発見の掛け軸

を初公開します。 

入館料　無料 
問合せ　大黒屋光太夫記念館
(若松中一丁目1-8　・　

385-3797　http://www.edu. 

　city.suzuka.mie.jp/kodayu) 

 
第18回 

鈴鹿市少年相撲大会 

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

対　象　小学4年生以上の男女 
と　き　6月21日㈰(雨天時は
6月28日㈰に延期) 

ところ　武道館相撲場 
内　容　個人戦(学年別)と団
体戦3人(原則として4・5・6

年生の各1人とし、低学年が

高学年の枠に出場できます) 

※個人戦、団体戦を兼ねて出場できます。 

※個人戦・団体戦の1位から3位までを

表彰します。 

参加料　無料 
申込み　6月16日㈫までにス

ポーツ課へ 

※開会式後、相撲教室を開催し

ます(まわしは貸し出します。

初心者も参加できます)。 

鈴鹿市 
エコサイクリング交流会 

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

と　き　6月7日㈰　9時から(雨
天時は6月14日㈰に延期) 

集　合　市役所本館東側来
客用駐車場 

内　容　A(健脚)コース(55㎞)、
B(チャレンジ)コース(30㎞)、

C(ファミリー)コース(18㎞) 

※いずれも国府公民館がゴールとなり、

閉会式、昼食、イモ掘りを行います。

イモは主催者が駐車場まで運びます。 

参加料　A・B・Cコースとも
2,000円(中学生以下1,200円) 

※イモ、昼食、保険料込み 

主　催　鈴鹿市サイクリン
グ協会 

申込み　6月1日㈪までに、下記
に備え付けの申込書に必要

事項を記入の上、参加料を添

えて、森サイクル(国府町2271-

1　378-9211)、辻岡サイクル(中

旭が丘二丁目7-40　386-6035)、

リンリン健さん矢田(三日市南

一丁目5-22　367-3191)または

スポーツ課へ 

 
伊勢湾台風50年事業 
｢鈴鹿市水防演習｣ 

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

　今年は、伊勢湾台風から50

年の節目の年であることから、

台風や大雨に備えるため、地

域と防災関係機関が連携して、

実践的な水防訓練を行います。 

と　き　5月31日㈰　8時30分
～12時 

ところ　河川防災センター
と周辺河川敷 

内　容　水防工法訓練、三重
県航空隊や消防による救助

訓練、避難訓練、防災啓発

コーナー、体験コーナーなど 
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三重県内 
男女共同参画センター3館
&5市連携映画祭2009 

男女共同参画課
　  381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市男女共同参画セン

ター｢ジェフリーすずか｣、

三重県男女共同参画センタ

ー｢フレンテみえ｣、四日市

市男女共同参画センター｢は

もりあ四日市｣の3館と、伊

勢市、伊賀市、名張市、志

摩市、亀山市の5市が連携し

て映画祭を開催します。 

◆鈴鹿市内の会場
と　き　6月20日㈯　13時

30分～15時35分(13時開場) 

ところ　鈴鹿市ふれあいセ
ンター｢ふれあいホール｣ 

内　容　映画｢ちゃんこ｣(相
撲部に入部していきいき

と輝いた女子大学生を描く、

実話をもとにした青春映画) 

入場料　1人300円 
申込み　事前に、ジェフリ
ーすずかまたはフレンテ

みえでチケットを購入し

てください。 

託　児　0歳から9歳までを
対象に、10人程度を無料

で受け付けます。6月12日

㈮までにお申し込みくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

鈴鹿地域職業訓練 
センター講座(6・7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
技能講習以外は、受講開始

日の1カ月前から受け付けを

行います。直接、鈴鹿地域

職業訓練センター(　387-

1900　 　http://www.mecha. 

　ne.jp/̃suzukatc)へ 

開講講座　JW_Cad入門、ガ
ス溶接技能講習、デジカメ

の活用、Excel中級(マクロ・

VBA)、玉掛技能講習、高

所作業車技能講習 

※日程や受講料など詳しくは、同

センターへお問い合わせください。 

 
鈴鹿市ファミリー・ 
サポート・センター事業の
提供会員養成講座 

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

　ファミリー・サポート・

センターは、子育てを助け

てほしい人(依頼会員)の要望

に応じて、子育てのお手伝

いができる人(提供会員)を紹

介し、相互の信頼と了解の上、

一時的にお子さんを預かる

会員組織(有償ボランティア)

です。今回、臨時的にお子

さんを預かったり、学校・

保育所・幼稚園などの送り

迎えをする提供会員になっ

ていただくための養成講座

を行います。受講していた

だいた方は、提供会員とし

て登録していただきます。 

対　象　市内在住の方(資格・
年齢は問いません) 

とき・内容 
○6月18日㈭　10時～11時

30分　子どもの病気、12

時30分～14時　保育サポ

ーターの役割、14時～15

時30分　子どもの栄養 

○6月23日㈫　10時～10時
30分　子育て支援事業の

必要性、10時30分～12時　

親を支える気持ち、13時

～14時30分　子どもの遊び 

○6月26日㈮　10時～11時
30分　子どもの発達と心、

12時30分～13時20分　

登録について、13時30分

～15時30分　救急法 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　医師、臨床心理士ほか 
定　員　30人(2才以上の託児
あり(要予約)) 

受講料　無料 
申込み　鈴鹿市ファミリー・サ
ポート・センター(委託先：

特定非営利活動法人こども

サポート鈴鹿　・　381-

1171)へ 
 

狩猟免許更新講習・ 
適性検査 

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

対　象　平成21年9月14日ま
で有効の狩猟免許を持ち(平

成18年度に狩猟免許を受

けた方または更新した方)、

狩猟免許の更新を受けよ

うとする方 

と　き　6月18日㈭　9時～

9時30分(受付時間) 

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター 

申込み　6月11日㈭まで 
※提出書類や手数料など詳しくは、

三重県四日市農林商工環境事

務所森林・林業室(　352 -

0656)または三重県環境森林部

自然環境室(　059-224-2578)

へお問い合わせください。 

催 し 物  

講座・教室 



 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

くらしの情報 
電　話 電子メール ホームページ ファクス 

72009・5・20

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

分煙と禁煙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。

　鈴鹿市は分煙、禁煙の取り組みが進

んでいないように思います。歩行喫煙を

している人をよく見ますし、大型ショッピングセ

ンターなどでも、きちんとした分煙と禁煙の対

策がなされていないように感じます。わたしは、

健康のためにもたばこを吸わない人の権利を

考えてほしいと思います。市として、どのような

対策を考えているのかお聞きかせください。 

 

　たばこは、肺がんをはじめ多くの疾患

と関連があり、喫煙による健康影響、禁

煙による効果などの知識の普及や効果的な

受動喫煙防止対策が求められています。市

では、市民に喫煙と健康問題について理解

をしてもらえるよう、喫煙の危険性や禁煙の

重要性についての普及活動を行っています。 

　また、鈴鹿保健福祉事務所では、公共の場

における喫煙対策の取り組みとして、娯楽施

設など分煙対策が行われていない事業者に対

し、受動喫煙対策への協力を呼び掛けたり、

その他飲食店の受動喫煙防止の取り組みを促

進するため、｢たばこの煙の無いお店｣の推進

をするなどの取り組みを行っています。 

　今後も、鈴鹿保健福祉事務所と情報を共有

して、引き続き事業を推進するとともに、広報

紙やイベントを利用しての啓発などを行ってい

きたいと考えています。 

公開講座 

鈴鹿国際大学　　372-2121(代表)
 global-koukai@m.suzuka-iu.ac.jp

　鈴鹿国際大学では、公開

講座を行います。開講日程

など詳しくは、鈴鹿国際大

学へお問い合わせください。 

開講講座　国際協力セミナー、
職場のメンタルヘルス～

こころの問題の理解と対応、

英会話“パワースピーチ！”、

留学生が教える韓国語日

常会話初級、留学生が教

える韓国語日常会話中級、

留学生が教える中国語日

常会話初級、ニック君の楽

しいロシア語初級、インド

ネシアを学ぼう！、ベトナム

を学ぼう！、国際交流の集い、

開発と文化研究センター

(SIUDAC)79回例会｢－バ

スケットボールにおけるル

ール変更に伴う現状と課題

について－｣ 

パソコン講座 

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み・問合せ　5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 
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、基礎 2、ワード基礎、

エクセル基礎 

◆午後の部：13時30分から
　基礎2、ワード基礎、ワード応用、

エクセル基礎、エクセル応用 

ところ　図書館２階視聴覚室 
定　員　各10人(先着順) 
※日程や受講料など詳しくは、

すずかのぶどうへお問い合わ

せください。 

県営鈴鹿スポーツガーデン 
夏休み短期教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　　 372-2260

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

開講教室　短期水泳教室、
短期水球教室、短期飛込

み教室、体験ダイビング、

大道芸教室  

申込み　6月15日㈪までに、

住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、教室名を記入の

上、ファクス、ホームページか、

直接県営鈴鹿スポーツガー

デンへ。応募者多数の場合

は抽選、大幅に定員に満た

ない場合は中止になること

があります。 

※開講日程など詳しくは、県営

鈴鹿スポーツガーデンへお問

い合わせください。また、平

成21年度第2期スポーツ教室

の受講者も募集しますので、

併せてお問い合わせください。 


