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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22年4月1日現在、鈴

鹿市国民健康保険に加入

している方 

○昭和11年4月3日から昭和

55年4月2日生まれの方 

○平成21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、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、身体計測、理
学的検査(身体診察)、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(応募多数の
場合は抽選) 

負担金　8,000円 
申込み　4月26日㈪から5月17
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(1

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

では受け付けません。 

※詳しくは、受診券などの発送

時にご案内します。 

※人間ドックと同時期に特定健

康診査も実施しますが、特定

健康診査の検査項目はすべて

人間ドックの検査項目に含ま

れているため、改めて特定健

診を受診する必要はありません。 

 
第4回 

鈴鹿市教育振興基本計画
策定委員会が傍聴できます 

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

と　き　4月23日㈮　14時40分

～17時 

ところ　飯野小学校 
定　員　10人(応募多数の場
合は抽選) 

申込み　当日14時15分から
14時30分まで、会場で受

け付けます。 
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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　4月25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カ月か

かります。申込み手続きは金融

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

早めに手続きをお願いします。

手続きの際には、通帳、通帳の

届出印、納税通知書が必要です。 

 
庄野公民館で 

巡回相談を行います 

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

と　き　5月6日㈭　13時～

15時(予約不要) 

内　容
○行政相談委員：国の機関

に対する要望について 

○公証人：公正証書の作成に

ついて 

※公正証書とは、法律に従って作成

する公文書で、裁判などで強い

証拠になります。遺言書、金銭貸

借に関する契約書、土地建物の

賃貸借契約書など 

 
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7日までの｢憲

法週間｣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7日㈮　10時30分
～15時30分(10時30分から

15時まで先着順で受け付け) 

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(36人)、

人権・登記相談(24人)、犯

罪被害者支援(12人) 

※相談時間は1人20分程度で、

秘密は厳守されます。 

問合せ　津家庭裁判所総務
課庶務係(　059-226-4171) 

◆無料法律相談(四日市)
と　き　5月7日㈮　10時30分
～15時30分(10時30分から

先着順で受け付け) 

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　36人 
※相談時間は1人20分程度で、

秘密は厳守されます。 

子ども手当についてお知らせします 
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　4月1日㈭から児童手当制度が廃止され、子ども手当制度が

施行されました。これにより、手当申請の手続きが要、不要

にかかわらず、支給対象となる児童がいる世帯などには、制

度の案内通知を郵送しましたので、内容をご確認の上、申請

が必要な方は同封の返信用封筒で、郵送にて申請してください。 

申　請　子育て支援課(市役所本館1階)、地区市民センター 

※支給対象児童がいるにもかかわらず、4月末日時点で案内が届かなかっ

た場合はお問い合わせください。 

※公務員は勤務先で請求してください。 

※9月30日(木)までに申請すると、平成22年4月分(または児童を養育す

るようになった翌月分)の手当から支給されますが、10月以降に申請

した場合は申請月の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。

なお、転入などにより、本市での支給開始月が4月とはならない場合

があります。 

※別居などの理由により、親または児童の住民票が本市以外の場合はお問

い合わせください。 

児 童 手 当  

(平成22年3月で廃止) 

あ　　り 

小学校卒業まで 

（12歳到達後、最初の3月31日まで） 

5,000円 

（3歳未満と3人目以降は1万円） 

 

所得制限 

対象年齢 
 

対象児童 

１人あたりの 

手当月額 

子 ど も 手 当  

(平成22年4月から開始) 

な　　し 

中学校卒業まで 

（15歳到達後、最初の3月31日まで） 

一律1万3,000円 

◆児童手当と子ども手当の比較

お 知 ら せ  
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くらしの情報 問合せ　津地方裁判所四日
市支部庶務係(　352-7151) 

◆裁判所、検察庁が見学できます
　裁判所と検察庁では、法

廷や庁舎の見学会を行って

います。 

問合せ　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) 

 
新エネルギー関連 
補助制度のご利用を 

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

ため、新エネルギーを取り入れ

た設備やハイブリッド自動車な

どのクリーンエネルギー自動車

の導入に対して、補助制度を

設けています。 

◆家庭用新エネルギー設備
設置事業補助金

対象設備・補助額　住宅用太
陽光発電システム：2万円、

エコウィル(家庭用ガスエ

ンジン給湯器)：2万円 

対　象
○自らが居住または居住す

る予定の市内の住宅へ、

対象設備を設置された方 

○対象設備が設置された市

内の新築住宅を購入され

た方 

※住宅用太陽光発電システムは4

月1日(木)以降、エコウィルは

2月15日(月)以降に設置または

購入された方が対象となります。 

○県または市が行う新エネ

ルギーの普及啓発活動(ア

ンケートやイベント)に協

力できる方 

○市税を滞納していない方 

申込み　平成23年2月28日㈪

まで 

※申請期間内に補助金の予算額を

超えた場合は、抽選を行います。 

これまでの二酸化炭素削減効果
○住宅用太陽光発電システム　

二酸化炭素削減効果約863

トン(累計)、補助件数381件

(平成13年度～平成20年度) 

○エコウィル　二酸化炭素

削減効果約78トン(累計)、

補助件数51件(平成19年度

～平成21年度) 

※この2つの削減効果を合わせると、

二酸化炭素削減量は約941ト

ンとなり、約176世帯から1年

間に排出される二酸化炭素量

に相当します。 

◆クリーンエネルギー自動
車購入費補助金

対象車種　ハイブリッド自動車、
電気自動車、天然ガス自動車、

燃料電池自動車、メタノー

ル自動車 

補助額　2万円(当該年度内
1人1台限り) 

対　象 
○対象車種を自家用の新車

として、2月15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 

申込み　前期：8月31日㈫まで、
後期：9月1日㈬～平成23年

2月28日㈪ 

※各申請期間内に補助金の予算

額を超えた場合は、それぞれ

抽選を行います。 

※初度登録が8月16日(月)から

31日(火)までの登録車は、後期

でも申請が可能です。 

これまでの二酸化炭素削減効果
　二酸化炭素削減効果約682

トン(累計)、補助件数719件(平

成18年度～平成21年度) 

※この削減効果は、ガソリン使用時

に約470世帯から1年間に排出さ

れる二酸化炭素量に相当します。 

※詳しくは、市ホームページ

(　http://www.city.suzuka.lg. 

　jp/gyosei/shinsei/youshiki/ 

　 i n d ex . h tm l )をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

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、事業資金にご協力

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

力をお願いします。 

 
新たな生け垣の設置に 
補助金を交付します 

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

対　象　市内に所有する土
地に新たに生け垣を設置

する個人または市内に事

務所などを有する法人 

対象生け垣　幅員4ｍ以上の
道路に隣接し、生け垣の延

長が2ｍ以上で、樹木が1ｍ

あたり2本以上ある生け垣 

補助金額　樹木1本あたり上
限1,000円で、5万円を限度 
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公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金を 

支給します 

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

対　象　下記の要件をとも
に満たしている方 

○市内在住の交通遺児(自動

車交通による事故により、

両親あるいは片親を失っ

た子弟) 

○小・中学校に入学または

中学校を卒業する生徒　 

支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校

卒業10万円 

必要書類　当基金所定の申
請書(各小・中学校と学校

教育課で配布)、在学証明

書(各小・中学校で発行)、

交通事故証明書(警察署で

発行)、交通事故で遺児と

なったことを証明する書

類(住民票など)(市役所、

地区市民センターなどで

発行) 

申込み　必要書類をすべて
添えて、直接、公益信託

鈴鹿市交通遺児育成援助

基金受託者中央三井信託

銀行(株)(〒105-8574　東京

都港区芝3-33-1　中央三井

信託銀行本店法人営業部

公益信託課　　03-5232-

8911)へ 

 
5月17日から23日は 
肝臓週間です 

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

　肝炎ウィルスは、正しい

知識を持って注意事項を守

れば、日常生活で感染する

ことはまずありません。また、

肝炎は、早期発見や早期治

療により、将来の肝硬変や

肝がんを防ぐことが可能です。

保健所、保健福祉事務所、

委託医療機関で無料で受診

できますので、一生に一度

は肝炎ウィルス検査を受け

ましょう。 

　また、肝炎治療が必要な

場合、医療費が高額なイン

ターフェロン治療などの医

療費助成制度が利用できます。

この機会に、肝疾患の正し

い知識と感染予防の重要性

について知りましょう。 

問合せ　鈴鹿市保健福祉事
務所(　382-8673) 

 
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

体に対して、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

津地方法務局での商業・法人登記事務の 
取扱庁が変更となります 

津地方法務局登記部門　 059-228-4372
津地方法務局鈴鹿出張所　 382-1171　

　5月24日㈪から、津地方法務局鈴鹿出張所が管轄する鈴鹿市

の会社・法人に関する登記事務は、津地方法務局(本局)登記部

門で取り扱うことになります。なお、不動産(土地、建物など)

登記事務については変更はありません。 

◆取り扱い登記事務一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取扱庁の変更により、会社法人番号が変わりますのでご注意ください。

また、現在お持ちの印鑑カードは、そのままご利用できます。 

※会社・法人の登記手続きに関する質問、相談は、津地方法務局登記

部門で取り扱いますが、登記事項証明書や印鑑証明書の発行事務に

関するものは、鈴鹿出張所でもお受けします。 

※詳しくは、津地方法務局登記部門(津市丸之内26-8(津合同庁舎)　

　059-228-4372)、津地方法務局鈴鹿出張所(神戸1-24-3　 382-1171)へ 

会社・法人登記事務の内容 
 

会社・法人の登記の申請手続き 

会社・法人の登記事項証明書の発行 

会社・法人の印鑑証明書の発行 

会社・法人の登記事項要約書の発行 

会社・法人の登記簿(閉鎖を含む)の謄抄本、閲覧など 

会社・法人の印鑑の届出(改印、廃印を含む) 

会社・法人の印鑑カードの発行(廃止、再発行を含む) 

会社・法人の電子証明書の届出 

会社・法人の登記手続きの質問、相談 

津地方法務局 
鈴鹿出張所 

× 

○ 

○ 

× 

× 

× 

○ 

○ 

× 

津地方法務局 
登記部門 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

お 知 ら せ  
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団体の自立に効果的な事

業で、平成22年7月から平

成23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21日㈬から5月

21日㈮に、補助金交付申

請書に必要書類を添えて、

直接地域課へ 

※補助金交付申請書は、4月21日

から配布します。また、市ホーム

ページ( 　http ://www.city. 

　suzuka . l g . j p/gyose i /p l an/  

　m a c h i / i n d e x . h t m l )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　申請書類による書
面審査、プレゼンテーション

審査 

 
｢男女がいきいきと 
働いている企業｣を 
募集します 

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

　三重県では、男女が共に働

きやすい職場環境づくりに取り

組んでいる企業を、｢男女がい

きいきと働いている企業｣として

認証しています。 

対　象　県内に本店または主
たる事務所があり、県内で

事業活動を行う常時雇用労

働者を有する法人 

認証要件　就業規則を定め、
男女雇用機会均等法、育児・

介護休業法などの関連法令

を遵守し、次のような取り組

みを行っていること 

○女性の能力を生かすための

取り組み 

○仕事と家庭の両立ができる

ようにするための取り組み 

○男女が共に働きやすい職場

環境づくりの取り組み 

申込み　6月29日㈫(必着)ま

でに、応募用紙などに必

要事項を記入の上、郵送

または直接、〒514-8570　

津市広明町13番地　三重

県生活・文化部勤労・雇用

支援室(　059-224-2454)へ 

 
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

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  随時受け付けをしてい
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。 

※提出作品の表紙写真への採用

の有無については、応募者へ

個別には回答しません。 

※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。 

 
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

間を通じた継続的な活動ま

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23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2日㈰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、保険証、

学生証など)を持参の上、

図書館へ 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18日㈫、8月17日
㈫、11月16日㈫、平成23年

1月25日㈫　10時～11時30分、

13時～14時 

ところ　三重県津庁舎(津市
桜橋3-446-34) 

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。 

催 し 物  
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スライド説明会｢須賀遺跡｣ 

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24日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
内　容　発掘による調査成果を、
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 
 

 

 

 

 

 

 
 

みえ看護フェスタ2010 
｢看護もエコの時代 
～手作り看護の技教えます～｣ 

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

と　き　5月15日㈯　13時～

16時 

ところ　三重県文化会館２
階第1・第2ギャラリー、

大中小会議室 

内　容　看護の仕事紹介と
体験(看護体験、家庭看護

の技紹介、手作り看護用品

の展示と作成体験、妊婦体験、

アロマ・リンパマッサージ紹

介と体験ほか)、看護部活動

紹介(県内の職場紹介)、看

護学校への進路相談・就職

相談、パフォーマンスタイム

(よさこい、バンド演奏など) 

主　催　三重県、(社)三重県

看護協会、日本助産師会

三重県支部 

問合せ　(社)三重県看護協会

三重県ナースセンター(　059-

222-0466) 

 
鈴鹿市　ル・マン市 

友好協力協定20年のあゆみ展 
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　今年は、本市がフランス

のル・マン市と友好協力協

定を締結して20年目になる

ことから、これを記念して、

今までの交流の歴史を写真

で紹介します。 

と　き　5月10日㈪～14日㈮ 
ところ　市役所本館1階市民
ロビー、市民ギャラリー 

 
 
 

パソコン講座 

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

申込み　4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、オフィス2003を使用

して、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　5月8日㈯と9日㈰ 
○ワード応用　5月20日㈭と21日㈮ 
○エクセル基礎　5月15日㈯と

16日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎2　5月15日㈯と16日㈰ 
○ワード基礎　5月8日㈯と9日㈰ 
○エクセル応用　5月20日㈭と

21日㈮ 

ところ　図書館2階視聴覚室
ほか 

定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000(教材費別途必要) 

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　鈴鹿地域職業訓練
センター(　387-1900 

　　http://www.mecha.ne.jp/̃ 

　suzukatc)  

※フォークリフト運転技能講習

以外は、受講開始日の1カ月前

から受け付けを行います。 

※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。 

◆玉掛け技能講習 
　労働安全衛生法｢玉掛け技

能講習修了証｣取得講座です。

この資格がないと玉掛けの

業務に従事できません。 

と　き　 学科：5月24日㈪、
25日㈫　実技：5月26日㈬か

ら28日㈮の間で選択受講　

9時～17時 

受講料　1万円(別途教材費
1,500円必要) 

◆Word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 
1コース：5月24日㈪、26日㈬、

28日㈮、31日㈪　18時～21時 

2コース：6月8日㈫、9日㈬　

9時～16時 

受講料　4,000円 
◆JW_Cad入門
　JW_Cadをこれから始める
方を対象とし、基本的な作

図操作を習得します。 

と　き　6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) 

須賀遺跡出土の弥生土器壺

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

モータースポーツのPR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。

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　モータースポーツ都市宣言をしてい

る鈴鹿市として、もっと市民がモーター

スポーツに関心や興味を持てるようなPRをし

てほしいと思います。例えば、ホームページ

のスポーツカレンダーのページに、アマチュ

アのモータースポーツの案内を載せてもらう

ことはできませんか。そうすれば少しでもPR

につながるのではないでしょうか。 

 

　本市はモータースポーツと共に発

展し、平成16年12月にモータースポ

ーツ都市宣言をしました。この宣言を通

じて、市は、鈴鹿市観光協会や関係団体

と連携をとり、市民の皆さんにモータース

ポーツを理解していただくような取り組み

をしていきたいと考えています。 

　今回のご意見につきましては、モーター

スポーツの情報を広く市民の皆さんに提供

することは大事なことだと考え、早速、ホ

ームページのスポーツカレンダーのページ

にモータースポーツのスケジュールを掲載

しましたので、ぜひご利用ください。 

◆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。この資格がないとア

ーク溶接の業務に従事でき

ません。 

と　き　6月8日㈫～10日㈭　
8時30分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
1,000円必要) 

◆ホームページの作成
　ホームページビルダーV9

を使用して簡単なホームペ

ージを作成し、サーバへの

転送を行います。 

と　き　6月14日㈪、16日㈬、

18日㈮、21日㈪、23日㈬、

25日㈮　18時～21時 

受講料　6,000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、茶器をロクロ

で創作します。 

と　き　6月15日㈫　9時～

16時 

受講料　4,000円 
◆フォークリフト運転技能講習
と　き
○学科講習　6月15日㈫ 
※全コース共通で受講します。 

○実技講習
Ⅰコース：6月20日㈰、26日㈯、

27日㈰ 

Ⅱコース：6月16日㈬～18日㈮ 

Ⅲコース：6月22日㈫～24日㈭ 

定　員　各コース30人(先着順) 
受講料　2万6,500円 
※5月6日(木)8時30分から、上記

3コースを同時に受け付けします。 

 
鈴鹿医療科学大学 
市民公開講座 

｢健康と食の安全・安心の
問題を考えよう｣ 

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

と　き　5月8日㈯　13時～

15時30分 

ところ　鈴鹿医療科学大学
JART記念館100年記念ホー

ル(岸岡町1001-1) 

※駐車場があります。 

内　容
○講演｢“おいしい”ってど

んなこと｣(大槻誠さん(鈴

鹿医療科学大学))　13時～

14時 

○講演｢食材を活かす裏わざ｣ 

　(米川泰正さん(食理学者))　

14時～14時30分 

○講演｢テレビ情報はどこま

で本当か？｣(長村洋一さん

(鈴鹿医療科学大学)) 

　14時50分～15時30分 

○健康食品管理士による相

談コーナー 

参加料　無料 
主　催　鈴鹿医療科学大学
保健衛生学部 

問合せ　鈴鹿医療科学大学
庶務会計課(　383-8991)


