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平成22年鈴鹿市成人式の 
日程と会場が決まりました 

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成元年4月2日から
平成2年4月1日生まれで市内

在住の方、または本籍のある方 

と　き　平成22年1月10日㈰
　10時～11時(終了予定)(開場9時) 

ところ　県営鈴鹿スポーツ
ガーデン水泳場 

内　容　成人式実行委員の皆
さんが企画、立案中です。 

※新成人は観覧席に座っていただ

き、式典などはプールサイドのス

テージで行います。 

※個人への通知はしませんので、

ご自由にお越しください。 

熱気球ボランティアを 
募集します 

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

　10月10日㈯から12日㈪に、鈴

鹿川河川敷で開催される鈴鹿バ

ルーンフェスティバルにおいて、

係留フライトやイベントのサポー

トをしていただくボランティアを

募集します。熱気球に興味のあ

る高校生以上の方ならどなたで

も参加できます。また、ボランテ

ィア希望者を対象に、熱気球教

室を開催します。大会の概要に

ついては、鈴鹿バルーンフェ

スティバル公式ホームページ

(　http://www.suzukaballoon.  

com/)をご覧ください。 

【熱気球教室】
と　き　8月29日㈯　7時から 
ところ　鈴鹿川河川敷 

申込み　住所、氏名、年齢、
携帯電話番号を記入の上、

ファクスか電子メールで商業

観光課へ 

※熱気球教室終了後も、ボラン

ティアは随時募集しています。 

 

Honda鈴鹿チームの 
第80回都市対抗野球 

本大会出場が決定しました 

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

　東海地区代表決定トーナ

メントで、Honda鈴鹿チーム

が見事に勝利をおさめ、8月

21日㈮から東京ドームで開

催される第80回都市対抗野

球大会への2年ぶり19度目の

出場が決定しました。市民

の皆さんの応援をよろしく

お願いします。 
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◆市内で交通死亡事故が多発
　6月22日㈪、市内の市道で、男性が運転する軽

四貨物自動車が、道路脇の電柱に衝突するという

交通死亡事故が発生しました。この事故により、

今年に入って市内で発生した交通死亡事故件数

は10件となり、昨年1年間の交通死亡事故件数と

同数となる大変厳しい情勢となっています。 

◆市内の交通死亡事故の特徴
○発生件数　10件10人(昨年比8件、8人増） 
○発生時間帯　昼間3件、夜間7件 
○路線別　国道2件、県道5件、市道3件 
○事故類型　交差点での車両同士の出会頭事
故が多発(5件) 

○当事者(死者)　20歳代～50歳代(7人)、高齢
者(65歳以上3人)、男性10人、女性0人 

◆交通事故を防止するために 
　鈴鹿市交通安全都市推進協議会では、市

民の皆さん一人ひとりが交通事故防止の意

識を一層高めていただけるよう、四季を通

じた交通安全運動での集中的な交通安全啓

発活動の実施や、幼児から高齢者までを対

象として幅広く交通安全教室などを行って

います。一度外に出ると、ドライバーに限

らず自転車に乗っている方や歩行者のだれ

しもが交通事故にあう可能性があります。 

○すべての座席でシートベルトを着用
○｢止まる・待つ・見る｣を実践
○うっかり・ぼんやり事故の防止
　これらのことを心掛け、交通事故防止に

努めていただくようお願いします。 

交通死亡事故が多発しています　防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

水道料金のお支払いは 
便利な口座振替のご利用を 

営業課　 368-1670　 368-1688
egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道料金のお支払いは、

金融機関の本人指定の預(貯)

金口座から引き落とす口座

振替が便利です。2カ月に1

度の水道メーター検針時に、

領収書に代わり｢水道料金等

振替済通知書｣をお渡しします。

通帳、通帳届出印、お客様

番号の分かるもの(検針票など)

を持参の上、金融機関窓口

で手続きをお願いします。 

問合せ　鈴鹿市水道料金等
徴収業務受託者第一環境

㈱(水道局内窓口)(　368-

1671) 

 
8月は北方領土返還運動
全国強調月間です 

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

　8月は、北方領土問題に対

する国民の理解をさらに深め、

全国的な北方領土返還要求

運動の一層の推進を図るこ

とを目的とした全国強調月

間です。 

 
平成20年度情報公開 
実施状況をお知らせします 

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

　市では、より開かれた市

政をめざして、市が保有し

ている公文書を請求に応じ

て公開しています。 

◆主な請求内容
　平成20年度の公文書公開

請求数は444件で、このうち

取り下げが9件、残る435件

の主な内容は、市発注公共

工事の設計書に関するもの

が175件、政策幹部会議など

の庁内会議に関するものが

46件、開発行為などに関す

るものが15件でした。435件

の請求に対する決定件数は

530件で、その内訳は、公開

決定が315件、部分公開決定

が181件、公文書不存在決定

が29件、条例第7条第1項各

号または条例第42条に該当

する非公開決定件数は5件で、

公開率は99.0％(公文書不存

在分を除く)です。 

※公開率＝(公開＋部分公開)÷(公

開＋部分公開＋非公開)×100 

◆実施機関別決定件数

 

お 知 ら せ  

　実　施　機　関 

企画財務部 

総務部 

生活安全部 

文化振興部 

環境部 

保健福祉部 

産業振興部 

土木部 

都市整備部 

会計課 

消防本部 

　　小　　　計 

教育委員会 

選挙管理委員会 

公平委員会 

監査委員 

農業委員会 

固定資産評価審査委員会 

水道事業管理者 

議会 

　　小　　　計 

　　合　　　計 

 

件数 

57 

30 

24 

7 

21 

32 

34 

100 

155 

0 

4 

464 

28 

0 

0 

0 

3 

0 

28 

7 

66 

530

市 

 

 

 

長 

 

そ

の

他

 



電　話 電子メール ホームページ ファクス 

32009・7・20

くらしの情報 

鈴鹿市職員を募集します　人事課　　382-9037　 382-2219　 jinji@city.suzuka.lg.jp

クリーンエネルギー自動車
購入費補助金の補助枠を

拡大しました 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、地球温暖化防止の

推進と緊急経済対策の一環と

して、今年度に限り、クリーン

エネルギー自動車購入費補助

金の補助枠を拡大しました。 

対　象　下記のすべての条
件を満たす方 

○対象車種を自家用の新車

として、平成21年2月16日

㈪以降に鈴鹿ナンバーで

初度登録された方 

○対象車種を初度登録した

時点で、6カ月以上本市に

在住している方 

○市税を滞納していない方 

対象車種　ハイブリッド自
動車、天然ガス自動車、

メタノール自動車、電気

自動車、燃料電池自動車 

補助額　6万円(一人1台限り) 
申込み　平成22年2月26日㈮

までに、環境政策課へ 

※1カ月単位での補助金の交付と

なりますので、購入後速やか

に申請をしてください。 

※ 詳しくは、市ホームページ

(　 http://www.city.suzuka. 

　lg . jp/ l i fe/benr i/8931.html)

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

中小企業退職金共済制度
のご利用を 

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

　中小企業退職金共済制度は、

中小企業で働く従業員のた

めの外部積立型の国の退職

金制度です。管理が簡単で、

税法上の優遇など、下記の

ような有利な特典があります。 

○適格退職年金制度からの

移行が可能です。 

○掛金は全額非課税で、その

一部を国と市が助成します。 

○掛金以外の経費がかかりません。 

問合せ　中小企業退職金共済
事業本部(　03-3436-0151)、

名古屋退職金相談コーナー

(　052-856-8151　 http:// 

　chutaikyo.taisyokukin.go.jp/)

募集職種・採用予定人数 

募集職種・採用予定人数 

労務職員(調理員) 

1人程度 

主な業務内容 

学校、保育所での 

給食の調理など 

受験資格(すべてに該当する方)

○昭和49年4月2日以降の生まれの方 

○鈴鹿市内に住所を有する方 

○調理師免許を取得している方または平成21年9月末日までに取得見込みの方 

◆平成21年10月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格など

◆平成22年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格など
主な業務内容 受験資格(すべてに該当する方)

技術職員(土木) 

3人程度 

技術職員(電気) 

3人程度 

市役所本館、出先

機関、水道局、教育

委員会事務局など

での技術的業務 

○昭和58年4月2日以降の生まれで大学卒(見込み)の方、または昭和60年

4月2日以降の生まれで短大卒(見込み)の方 

○学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2年以上の専修

学校専門課程、高等専門学校を卒業した方または平成22年3月末日までに

卒業見込みの方 

 ※すべての職種について、外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。また、地方公務員法

第16条欠格条項に該当しないことが条件です。 

【第1次試験】
と　き　8月15日㈯　9時から 
ところ　鈴鹿市役所本館12階 
申込み　7月21日㈫から31日㈮(土・日曜日を除く8時30分から17時15分、郵送の場合は7月31日
17時15分到着分まで有効)までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ 

※申込書の請求は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢希

望職種｣と｢職員採用試験申込書希望｣と明記の上、返信用封筒(あて先を記入の上、90円切手をはった12cm×

23cm程度のもの)を必ず同封し、〒513-8701　鈴鹿市総務部人事課人事研修グループあてに請求してくだ

さい。また、市ホームページ｢職員採用｣(　http : //www.c i ty . suzuka . l g . jp/gyose i/ j in j i /s a i you/  

　index.html)から申込書をダウンロードできますのでご利用ください。 
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ハチが巣をつくる季節です 

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

　今年もハチが巣を作る季節と

なりました。市では、駆除用の防

護服を無料で貸し出しています。

希望者は、事前に電話で環境

政策課へご連絡ください。 

◆一般的なハチの巣の除去方法
時間帯　早朝が最適です。周
囲が明るいので作業も安全です。 

準　備　昼間のうちに、ハチの
巣の形状や位置、周囲の状況

などをよく観察し、防護服、脚立、

殺虫スプレー、巣を入れる丈

夫なビニール袋などの必要な

道具の準備をしてください。 

作　業　周囲に人がいないか、
自宅や近所の家の戸や窓が開

いていないか確認してください。 

○スズメバチは出入り口が一箇

所ですので、綿やガムテープ

などでふさいで除去します。 

○アシナガバチは成虫が露出

していますので、虫取り網な

どで巣を覆うようにかぶせて、

飛び回らないようにしてから

殺虫スプレーで除去します。 

○スズメバチもアシナガバチも、

市販のピレスロイド系の家庭

用殺虫スプレーを直射すれば、

ほとんどが飛べなくなります。

ただし、気絶しているだけの

場合もありますので、飛べな

くなった後も踏みつぶすか

十分にスプレーをしてください。

また、素手で触らず、火ばさ

みなどを利用して、丈夫なビ

ニール袋などに入れて処分

してください。 

○完全に処理の終わった巣は、

もやせるごみで出してください。 

※スズメバチの毒は、ときには

死に至ることがありますので、

駆除業者へ相談されることを

お勧めします。 

 
就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

を実施します 

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

受験資格　下記のいずれか
の条件を満たす方 

1. 就学義務猶予免除者または

就学義務猶予免除者であっ

た方で、平成22年3月31日ま

でに満15歳以上になる方 

2. 保護者が就学させる義務の猶

予または免除を受けず、かつ

平成22年3月31日までに満15

歳に達する方で、その年度の

終わりまでに中学校を卒業で

きないと見込まれることについ

て、やむを得ない事由がある

と文部科学大臣が認めた方 

3. 平成22年3月31日までに満

16歳以上になる方(1・4を除く) 

4. 日本国籍を有さず、平成22年

3月31日までに満15歳以上に

なる方 

と　き　11月4日㈬　10時～

15時40分 

ところ　三重県庁講堂棟3階
第131・132会議室(津市広

明町13) 

試験科目　国語、社会、数学、
理科、英語の5教科で、中学

校で履修する程度の内容 

申込み　8月21日㈮から9月8日
㈫(消印有効)までに、願書を

郵送で文部科学省へ 

※願書などは、8月3日(月)以降、

三重県教育委員会事務局高校

教育室進路指導・入試グループ

(　059-224-2913)へ請求して

ください。 

 
 

消防救助技術 
東海地区指導会 

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

　東海3県の各消防本部の消

防士が、人命救助の技術を

競う大会です。上位優秀チ

ームは、8月に横浜市で開催

される全国大会への出場権

が得られます。昨年は、本

市から引揚救助チームが全

国大会へ出場しました。 

と　き　7月30日㈭　9時15分
～15時(雨天決行) 

ところ　三重県消防学校 
入場料　無料 
※詳しくは、中央消防署救急救助

グループ(　382-9165)、また

は中央消防署西分署へ 

 

 

 

 

 

 

 

清木場俊介 
｢FLYING JET TOUR｣ 

2009-2010 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

　市内在住者を限定で先行

予約の募集を行います。 

対　象　市内在住者(5歳以下
は入場不可) 

開催日時　11月8日㈰　開場

17時、開演17時30分 

開催場所　市民会館 
先行予約の定員　50人(応募
多数の場合は抽選) 

料　金　全席指定6,000円 
申込み　7月31日㈮(消印有効)

催 し 物  

お 知 ら せ  
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くらしの情報 までに、｢清木場俊介コン

サート先行予約申込み｣と

明記し、郵便番号、住所、

氏名、電話番号を記入の上、

往復はがき(1人1枚限り)で、

〒513-0802　飯野寺家町810

㈶鈴鹿市文化振興事業団

｢清木場俊介先行予約係｣へ 

※抽選結果は全員に通知します。 

 
第17回 

伊勢形紙まつり 

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

と　き　7月25日㈯、26日㈰

9時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容　形紙彫刻無料体験、
伝統工芸士による彫刻実演、

伊勢形紙と関連商品の展

示・販売 

入場料　無料 
主　催　伊勢形紙協同組合 
問合せ　伊勢形紙まつり実
行委員長藤谷(　 380-1181) 

 
防災子どもサミット 

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

対　象　小学3年生以上(先着
50人)  

と　き　8月8日㈯、9日㈰ 
ところ　河川防災センター、
三重県消防学校 

参加費　学生1,000円、大人
3,000円 

申込み　7月27日㈪までに、

災害ボランティアネットワーク鈴

鹿船入(　090-7677-3961)へ 

 
第9回 

夏の鈴鹿川体験 
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月23日㈰　10時～

15時 

※悪天候の場合は中止もあり。 

ところ　鈴鹿川河川緑地公
園(定五郎橋西、駐車場あり) 

内　容　野草のてんぷら、防
災食試食、鈴鹿茶試飲コー

ナー、鈴鹿川流域の生き物

水槽展示、紙すき絵すき体験、

バルーン係留、ビーサン飛

ばし、地震体験車、消防車

放水訓練、容器デポジット＆

リユース、地元食材による試

食コーナー、スイカ割り、環

境や川にちなんだクイズ、｢前

川定五郎いかだ流し｣体験

コーナー、川歩き体験など 

※内容が変更になる場合があり

ます。 

※マイ箸・マイ椀持参で特典が

あります。 

主　催　やすらぎくんネット夏
の鈴鹿川体験実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 

【川歩き体験】
内　容　水生生物や水辺の
植物の採集、観察 

※小学生は保護者同伴 

定　員　約150人(応募多数の
場合は抽選) 

申込み　7月31日㈮までに、参
加代表者の住所、氏名、年齢、

電話番号、参加者全員の氏名、

年齢、参加希望時間(10時、

11時、13時、14時のいずれか)

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールのいずれかで、

〒510-0241　白子駅前18-

15　すずかのぶどう｢夏の

鈴鹿川体験実行委員会川

歩き係｣(　・　387 - 0 7 6 7

　budou@mecha.ne.jp)へ 

※後日、抽選結果と当日の詳細を

連絡します。 

※当日の川歩き体験補助、運営手伝

いのボランティアも募集しています。 

【昆虫類の灯火採集(19時〜21時)】
内　容　ライトに集まる昆虫の
採集、観察 

定　員　30人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　無料 
申込み　8月7日㈮(必着)までに、
住所、氏名、電話番号、参加

人数を記入の上、電話、はがき、

ファクス、電子メールのいずれ

かで環境政策課へ 

※詳しくは、後日申込者に連絡します。 

 

 

公開講座 

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

◆海外旅行に役立つ英会話！
と　き　8月3日㈪～7日㈮　

10時～12時 

ところ　同大学講義室 
定　員　15人 
受講料　5,000円(テキスト代含む) 
◆国際料理教室
と　き　7月30日㈭、31日㈮

11時～13時 

ところ　白子公民館 
定　員　15人 
受講料　3,000円 
◆国際しゃべり場＆留学生と

のスポーツ交流会
と　き　7月28日㈫　11時～

14時 

ところ　同大学B棟１階ラウ
ンジ、グラウンド、体育館 

定　員　30人(事前申し込み) 
受講料　300円(軽食代) 
※内容など詳しくは、鈴鹿国際

大学へ 

講座・教室 
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鈴鹿市 
ジュニアボウリング教室 

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

対　象　市内在住の小・中学生 
と　き　8月1日㈯、2日㈰、

8日㈯、9日㈰　午前の部：

10時～12時、午後の部：

13時～15時 

※1日、2日は午後の部のみ 

ところ　サーキットボウル(鈴
鹿サーキット内) 

内　容　ルール説明、正し
い投げ方、ピンの狙い方

などの基礎知識(講習20分、

実践1時間20分) 

講　師　森　光幸プロ(第26
期生)、竹内　寿(サーキット

ボウルスタッフ) 

定　員　各コース20人限定
(先着順) 

参加料　一人1回1,200円(レン
タルシューズ代、保険料含む) 

主　催　鈴鹿市ボウリング
協会 

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体育
協会、サーキットボウル 

申込み　サーキットボウル
(　378-1111)へ 

※｢ジュニアボウリング教室申し

込み｣とお伝えください。 

 
鈴鹿地域 

職業訓練センター講座 
(8・9月) 

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

申込み　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( 　 3 8 7 - 1 9 0 0

　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

せください。 

◆ガス溶接技能講習
　労働安全衛生法｢ガス溶接

技能講習｣取得講座です。こ

の資格がないとガス溶接の

業務に従事できません。 

と　き　8月25日㈫、26日㈬

8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
700円必要、県内在住の求

職中の方で、ハローワー

クに登録のある方は無料) 

◆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。

この資格がないと玉掛技能

の業務に従事できません。 

と　き　学科：9月14日㈪、

15日㈫　実技：9月16日㈬

から18日㈮の間で選択受講　

8時30分～17時 

受講料　1万円(別途教材費
1,500円必要、県内在住の

求職中の方で、ハローワ

ークに登録のある方は無料) 

◆プレゼンテーション初級
(PowerPoint初級)
　言葉だけではなく、視覚

的にも表現するための資料

を作成します。 

と　き　8月19日㈬、21日㈮、

24日㈪、26日㈬　18時～

21時 

受講料　4,000円 
◆JW_Cad入門
　JW_Cadの基本的な作図操

作を習得します。 

と　き　9月1日㈫～3日㈭　

9時～16時 

受講料　6,000円(別途教材費
3,300円必要) 

◆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　9月7日㈪、9日㈬、

11日㈮、14日㈪　18時～21時 

受講料　4,000円 
 
鈴鹿国際大学授業公開 

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

　鈴鹿国際大学では、大学の授

業に学生と一緒に参加する｢授

業公開｣の受講生を募集します。 

対　象　18歳以上の方 
と　き　9月24日㈭～平成22年
1月26日㈫(後期15回) 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容 
○比較食文化論
　月曜日2限(10時40分～12時10分) 

○人類と地球環境
  月曜日2限(10時40分～12時10分) 

○中国の社会と文化Ⅱ 
　月曜日3限(12時50分～14時20分) 

○現代社会と法Ⅱ 
　月曜日4限(14時30分～16時) 

○異文化コミュニケーション論Ⅱ
火曜日1限(9時～10時30分) 

○日本文化史Ⅱ 
　火曜日2限(10時40分～12時10分) 

○英検の英語Ⅱ 
　火曜日3限(12時50分～14時20分) 

○比較文化社会学Ⅱ 
　火曜日3限(12時50分～14時20分) 

○スポーツから見た健康　
火曜日3限(12時50分～14時20分) 

○日本政治外交史Ⅱ 
　水曜日1限(9時～10時30分) 

○韓国の政治と文化Ⅱ 
　水曜日3限(12時50分～14時20分) 

○世界遺産論
　木曜日2限(10時40分～12時10分) 

○文化人類学Ⅱ 
　木曜日2限(10時40分～12時10分) 

講座・教室 
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電　話 電子メール ホームページ ファクス 

くらしの情報 

72009・7・20

障がい者への就職援助について

　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。

　経済状況が悪い今日このごろ、障が

い者に対する就職援助を市でお願い

したいと思います。ハローワークでも、障が

い者の求人はまったくなく、｢障害者総合相

談支援センター｣でも相談だけで、紹介など

の援助はしてもらえません。 

　そこで、市の委託で障がい者の職業訓練

などをしてもらい、仕事につなげていけるよう

な取り組みをしてほしいと思います。 

 

　障がい者が｢就職したい｣、また、事

業主が｢障がいのある方を雇用したい｣

という場合に、ハローワークでその情報などが

提供されていますし、職業の紹介や訓練は、

国や県がその役割を担っています。 

　市としましては、障害者総合相談支援センター

｢あい｣(　381-1035　381-1036　http://ai-

10.sakura.ne.jp/)と連携を図りながら、ハローワー

クへの導きなど、障がい者の就労についての相

談を中心とした支援を行っています。 

　また、障害者自立支援法に基づく事業とし

て、就労移行支援事業や就労継続支援事業と

いう制度があります。これらは、障がい者が

一般就労や技能習得につながる支援策として、

市内でもいくつかの事業所で実施されていま

すが、その利用にあたって、市はお手伝いを

しています。 

　今後も、障がい者の就労および職業訓練は、

ハローワークを中心としながら県、市および各関

係機関がそれぞれの役割の中で連携を図り、市

民や事業主の皆さんに対し、各種支援制度の周

知を図っていきたいと考えています。 

○アメリカの大衆文化
　木曜日4限(14時30分～16時) 

○観光レジャー施設論
　木曜日4限(14時30分～16時) 

○日本と国際社会(英語による授業)
　金曜日2限(10時40分～12時10分) 

○児童心理学
　金曜日2限(10時40分～12時10分) 

○みえ観光論
　金曜日4限(14時30分～16時) 

参加費　1科目1万円 
申込み　7月23日㈭から9月4

日㈮までに、授業科目(複数

可)、郵便番号、住所、名前、

電話番号を記入の上、はがき、

ファクス、電子メールで鈴鹿

国際大学教務課へ 

問合せ　鈴鹿国際大学教務課
(　372-3922　372-3935

　suzukoku-jk@m.suzuka-iu.ac.jp) 

 

 

 

 
パソコン講座 

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

申込み　7月27日㈪(平日10時
～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　・　387-

0767　　387-0764)へ 

とき・内容　パソコン初心
者を対象に、いずれも3時

間講習を2日間行います。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎1　8月11日㈫と12日㈬ 
○基礎2　8月21日㈮と22日㈯
○ワード基礎　8月8日㈯と9日㈰、
13日㈭と14日㈮ 

○ワード応用　8月19日㈬と20日㈭

◆午後の部：13時30分から
○基礎1　8月21日㈮と22日㈯ 
○基礎2　8月13日㈭と14日㈮
○エクセル基礎　8月8日㈯と9日㈰、
19日㈬と20日㈭ 

○エクセル応用　8月11日㈫と12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(教材費別途必要) 
 

 
おわびと訂正 

　7月5日号12ページ｢くらしの

情報｣の放課後児童クラブ｢一

ノ宮小学校区放課後児童クラ

ブ　スマイル｣の電話番号に誤

りがありましたので、おわび

して訂正します。 

(誤) 　367-2780 

(正) 　369-2780

障害福祉課　 382-7626　 382-7607(聴覚障害者用　 382-7329)
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp


