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納税の夜間窓口を開設します
納税課　  382-9008  　382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月30日㈪、31日㈫　

17時15分～20時

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。

母子家庭の就業を支援します
子育て支援課　  382-7661　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当受給者で、就

労に意欲のある方を対象に、

自立支援プログラム策定員が

個別相談を行い、ハローワー

クなどの関係機関と連携して

就業の支援を行います。

相談日　毎週月・木曜日　9時

～16時

ところ　子育て支援課

全国一斉｢高齢者･障害者の
人権あんしん相談｣
強化週間を実施します

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

　平成21年中に法務省の人権

擁護機関が新規に救済手続き

を開始した人権侵犯事件数の

うち、女性、児童、高齢者、障が

い者を被害者とする割合は

85％を占め、増加傾向にあり

ます。こうしたことから、この

ような高齢者や障がい者をめ

ぐるさまざまな人権問題の解

決を図る取り組みを強化する

ため、全国一斉｢高齢者･障害

者の人権あんしん相談｣強化

週間を実施します。相談は人

権擁護委員または津地方法務

局職員がお受けします。相談

は無料で秘密は厳守します。

と　き　9月6日㈪～12日㈰　8

時30分～19時(土・日曜日は

10時から17時まで)

ところ　津地方法務局

相談電話　  059-228-4711

※詳しくは、津地方法務局人権擁

護課(　  059-228-4193　　  059-

213-3319)へ

人ＫＥＮあゆみちゃん人ＫＥＮまもる君

人権イメージキャラクター 
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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。

平成22年度鈴鹿商工
会議所職員を募集します
商業観光課　   382-9016　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　次のいずれにも該当

する方　

○平成23年3月に学校教育法

による大学などを卒業予定

の方

○普通自動車運転免許証取得

の方

○入所後1年以内に、日商簿記

2級以上の資格を取得する

ことが条件

募集人員　若干名

申込み　8月31日㈫(消印有

効)までに、履歴書、卒業見

込証書、成績証明書、健康診

断書各1通を、直接または郵

送で、〒513-0802　飯野寺

家町816　鈴鹿商工会議所

事務局へ

◆採用試験

と　き　9月15日㈬(予定)

※詳しくは、応募者に連絡します。

ところ　鈴鹿商工会議所2階

試験内容　一般常識(簿記3級

程度含む)、作文、面接など

※詳しくは、鈴鹿商工会議所(総務

担当課長酒井　　   382-3222）へ

市議会をテレビ中継します
議事課　  382-7600  　382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp

　9月定例会での一般質問を、

ケーブルネット鈴鹿(デジタ

ル122ch)で生放送します。

と　き　9月2日㈭、3日㈮、6日

㈪、7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

協議会は傍聴できます。

※日程は、市役所の掲示板と市議

会のホームページに掲載しますが、

対　象　市内在住の0歳から5歳までの乳幼児で、保

護者が下記の理由により家庭で保育できない場合

○常時勤務している

○出産前後

○保護者が、病気やけがまたは精神や身体に障

がいがある

○同居の親族を常時介護している

※上記以外でも入所できる場合があります。

申込み　9月1日㈬から17日㈮(土・日曜日、祝日

を除く9時から16時)に、入所希望の保育所

(園)で申込書を受け取り、必要事項を記入の

上、各保育所(園)へ

※複数の園に申請することはできません。

※保育料は、平成22年分所得税と平成22年度市民税

額により決定します。

※面接日は、広報すずか11月5日号でお知らせします。

平成23年度保育所(園)の入所を受け付けます
子育て支援課　  382-7606　  382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

施  設  名   

施  設  名

施  設  名所 在 地 

所 在 地

所 在 地 電話番号 

電話番号 

電話番号

せん   だん 

公
　
　
　
立

私
　
　
　
立

私
　
　
　
　
　
立

牧 田 保 育 所

白 子 保 育 所

神 戸 保 育 所

玉 垣 保 育 所

合 川 保 育 所

河 曲 保 育 所

算 所 保 育 所

深 伊 沢 保 育 所

西 条 保 育 所

一 ノ 宮 保 育 所

長 太 の 浦 保 育 園

く ま だ 保 育 園

栴 檀 保 育 園
岸 田 保 育 園

旭 ヶ 丘 保 育 園

な が さ わ 保 育 園

庄内青い鳥保育園

鼓 ヶ 浦 保 育 園

石 薬 師 保 育 園

長太栄町三丁目4-34

下大久保町481-5

国府町2539-1

岸田町1491

中旭が丘一丁目2-29

長沢町1095

東庄内町3797-2

寺家三丁目40-15

石薬師町1735-1

378-2010

386-2010

382-0537

382-2737

372-0058

383-1643

378-4569

374-2797

382-6511

383-0407

385-0302

374-1952

378-0918

374-1955

386-1647

371-0151

371-2317

386-2071

374-1398

大池二丁目2-2

北江島町5-30

神戸四丁目４-40

東玉垣町1386-1

三宅町1749

十宮町283

算所五丁目17-1

深溝町352

西条二丁目5-1

一ノ宮町500-45

あ お い 保 育 園

白 鳩 保 育 園

い そ や ま 保 育 園

第２石薬師保育園

ひ の で 保 育 園

ほ う り ん 保 育 園

ひ ば り 保 育 園

あ か つ き 保 育 園

く す の き 保 育 園

野 町 保 育 園

サ ラ ナ 保 育 園

高岡ほうりん保育園

トーマスぼーや保育園

ハートピア保育園

み そ ら 保 育 園

ドリームハウス保育園

サ ン 保 育 園

竹野の森こども園

ぐみの木ほいくえん

第二長太の浦保育園

お お と り 保 育 園

387-5220

378-1610

387-6012

374-0730

378-2245

385-0190

386-7982

382-5201

385-5388

386-2338

368-3766

349-1100

375-2468

381-1555

380-6339

388-3398

372-8066

384-3215

382-5409

395-2200

386-2611

白子本町2-27

加佐登一丁目8-10

東磯山二丁目26-18

自由ヶ丘二丁目18-14

平野町1167-1

北長太町4119

岸岡町2707-174

地子町906-2

若松西六丁目28-11

野町西二丁目15-10

岸岡町字北新田3527

高岡町字塚原1843-7

平田東町10-13

算所町563-3

岸岡町袖3280

寺家町1308

郡山町夕川560-5

竹野町字五反田305-2

安塚町字舞造331-74

南長太町天の宮2303

白子町ハサマ2006-1
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牧田コミュニティ
センターで巡回相談を

行います
市民対話課　  382-9004　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　行政相談委員と公証人が相

談をお受けします

と　き　9月2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)

市有財産をプロポーザル
方式による随意契約で

売却します
住宅課　  382-7616　  382-7615

　jutaku@city.suzuka.lg.jp

　下記の市有財産について、

民間活力を活用し、福祉や医

療に関連する施設を誘致する

ため、県内に事業所を有し、社

会福祉や医療の施設運営を10

年以上行っている社会福祉法

人や医療法人を対象に、公募

により企画提案を募集し、最

も優れた提案を選定するプロ

ポーザルを行い、随意契約で

売却します。

所在地　東磯山二丁目1758番

298

地　目　宅地(現況：宅地)

地　積　1万1,390.03㎡(実測)

用途地域　第1種中高層住居

専用地域

予定価格　売却最低価格は、8

月18日㈬以降に市ホームペー

ジに掲載します。

申込み　8月20日㈮から9月3

日㈮(土・日曜日を除く8時

30分から17時15分)に、申込

書に必要事項を記入し、必

要書類を添付の上、直接住

宅課へ

※郵送による申し込みは受け付け

ません。

※売払物件の土地の利用制限など

については、あらかじめ関係部署

にお問い合わせください。

◆プロポーザル参加資格の審査

　事業実績など、あらかじめ

定めた参加資格基準に基づき、

プロポーザル参加資格につい

て申込書と添付書類を審査し、

9月中旬ごろに審査結果を通

知します。

◆企画提案書の募集要項

　プロポーザル参加申し込

みをした方に、9月中旬から

下旬に、住宅課で企画提案書

の募集要項を配布します。

◆企画提案書の提出

　企画提案書の募集要項に

従って企画提案書を作成し、

11月末までに住宅課へ

※郵送による提出は受け付けません。

◆審査

　あらかじめ定めた審査基準

と審査方法に基づき、選定委

員会で提出された企画提案書

を評価し、最も優れた企画提

案者を選定の上、12月下旬ご

ろに通知します。

◆契約

　選定された最も優れた企画

提案者と契約締結の交渉を行

います。なお、契約金額は予定

価格(売却最低価格)以上の額

とし、平成23年3月下旬ごろに

契約します。

第9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　8月24日㈫　15時～

17時15分

ところ　市役所本館12階1201

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日14時30分から14

時45分まで、指導課(市役所

本館11階)で受け付けます。

一筆地調査(地籍調査)が
始まります

土木総務課　  382-9072　  382-7612
　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　市では、10月上旬から約3

カ月間、白子一丁目、白子二

丁目、白子三丁目(一部地区

を除く)で一筆地調査を行い

ます。この調査は地籍調査の

中心的な作業で、地籍の明確

化を図るため、一筆ごとの土

地の所有者、地番、地目、境界

(筆界)の位置を確認します。

調査へのご理解とご協力を

お願いします。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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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。

平成22年度
鈴鹿市小・中学校
児童生徒科学作品展

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

と　き　9月11日㈯～13日㈪

10時～17時(13日は14時

まで)

ところ　鈴鹿ベルシティ2階

イオンホール

内　容　市立の小・中学校の児

童生徒が、興味、関心を持って

取り組んだ観察や実験などの

研究記録、植物や動物などの

採集標本、創意工夫した実験

器具や装置などの科学作品を

展示します。

入場料　無料

救急・健康フェア
消防課　  382-9155  　383-1447

　shobo@city.suzuka.lg.jp

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

　9月9日は｢救急の日｣で、こ

の日を含む1週間は｢救急医療

週間｣と定められています。本

市では、市民に救急と健康に

関する理解と認識を深めてい

ただくため、｢救急・健康フェ

ア｣を開催します。

と　き　9月5日㈰　13時～16時

ところ　鈴鹿ハンター1階セ

ンターコート、サブコート、

弁天山公園側広場

内　容　医師による無料健康

相談、看護師による無料血圧

測定、無料血液検査(先着100

人)、女性消防団員による救

急に関する人形劇・クイズ、

応急手当の実技指導(AEDの

取り扱い)、ちびっこ救急車・

消防車の試乗、健康づくりや

食生活のヒント、介護につい

ての展示やクイズ(粗品進

呈)、歯や薬などに関する専

門スタッフによる相談コー

ナー、健康茶の試飲、血管年

齢測定、アルコール体質測定、

乳がん自己診断指導など

中学生のメッセージ
2010(第32回少年の
主張三重県大会)

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

　中学生が日ごろ感じている

ことや考えていることを広く

訴えることを通じて、青少年

が自分の生き方や社会とのか

かわりを考え、青少年に対す

る理解や関心を深めることを

目的に開催します。

と　き　8月29日㈰　13時か

ら(12時30分開場)

ところ　文化会館けやきホール

内　容　三重県内61校8,914

人から選ばれた14人の中学

生が、作文を発表します。ま

　た、白鳥中学校ブラスバンド

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

※補助金を受けようとする方は、生

け垣を設置する前に申請する必

要があります。

　

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、生活感や季節感あふれる

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
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　部の特別演奏会もあります。

参加料　無料

問合せ　鈴鹿市青少年育成市

民会議(　382-0713(10時～

15時))

第10回｢墨と形紙の祭典｣
鈴鹿市伝統工芸士展
～伝統とことほぎ(寿)の

つながり～
産業政策課　  382-9045  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月17日㈮～19日㈰

10時～18時(19日は15時

まで)

ところ　鈴鹿ベルシティ2階

イオンホール、1階北コート

内　容　オブジェ｢伝統とこ

とほぎ(寿)のつながり｣屏

風の展示、鈴鹿病院の作品

展示、LED型紙あかりの製作

(各日150人、無料)、にぎり

墨の製作(各日50人、無料)、

しおり彫り(無料)、絵手紙

製作(無料)、トートバック

染色体験(有料100円)、鈴鹿

墨と伊勢形紙の実演、展示

販売、くじ引き(各日500人、

記念品進呈)

入場料　無料

主　催　鈴鹿市伝統工芸士会

共　催　(財)岡田文化財団

後　援　鈴鹿市、鈴鹿墨協同

組合、伊勢形紙協同組合

問合せ　鈴鹿市伝統工芸士会

(伝統産業会館内(月曜日休

館)　 386-7511)

｢降りてゆく生き方｣上映会
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　今、社会では数々の問題が

発生し、不安は数限りありま

せん。年間3万人を超える自殺

者、派遣切りなど、孤独で、希

望を無くしている方も少なく

ありません。しかし、こんな状

況でも、未来に向けての希望

を見出し、わたしたちが生き

てゆく上で本当に大事なもの

が何かに気付き、新しい生き

方を発見していくために制作

された映画です。

と　き 10月10日㈰　1回目10

時30分から、2回目14時30分

から、3回目18時から

ところ　ふれあいセンターふ

れあいホール

定　員　各200人

参加料　前売り1,500円、当日

2,000円

申込み　命とこころを守る鈴

鹿市民の会代表中田悌夫

(　 090-4083-1648)へ

鈴鹿バルーン
フェスティバル2010

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

と　き　9月18日㈯～20日㈪

ところ　鈴鹿川河川緑地(庄

野橋付近)

内　容　競技飛行(6時15分か

らと15時から(20日は午前

のみ))、熱気球教室、熱気球

係留フライト、バルーン

ドーム、ミュージックフェ

スティバル、スケッチコン

テスト、フリーマーケット、

バルーンイリュージョン

(19日19時から鈴鹿サー

キット)など

※詳しくは、広報すずか9月5日

号の折り込みチラシをご覧く

ださい。

※9月4日㈯から13日㈪まで、市役

所本館1階市民ギャラリーで、昨

年のスケッチコンテスト、フォトコン

テスト優秀作品の展示を行いま

す。

※期間中は風などの気象状況によ

り、やむを得ず気球が田畑に着陸

する場合があります。細心の注意

をはらって着陸し、後ほどパイ

ロットがあいさつに伺いますので、

ご理解をいただきますようお願

いします。

鈴鹿市総合防災訓練
防災安全課　  382-9968　  382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　近い将来、本市に大きな被

害をもたらすと予想されてい

る東南海地震に備えるため、

地域の皆さんと防災関係機関

が連携して、実践的な訓練を

行います。

と　き　8月29日㈰　9時～12時

ところ　三重県消防学校

内　容　自衛隊や消防による

救助訓練、交通機動隊の2輪

車訓練、ライフラインの復

旧・避難訓練、消防団や自主

防災隊による消火訓練、炊

き出しなど

※防災啓発展示コーナーでは、地震

体験車、災害用伝言ダイヤルの

体験、非常食の試食なども行い

ます。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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ポーツ課へ

※小学生以下の方は、保護者同伴

でご参加ください。

※抽選会、ニュースポーツ体験、健康

相談などの催しもあります。

※当日も参加者の受け付けは行い

ますが、参加記念品などがない

場合があります。

つるでカゴや
ランプシェードを編もう

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

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

対　象　小学生以上(小学生

は保護者同伴)

と　き　9月19日㈰　9時30分

から、13時30分から

ところ　考古博物館講堂

内　容　アケビのつるで、カ

ゴかランプシェードを編み

ます。

定　員　各回20人(応募多数

の場合は抽選)　

参加料　1,800円程度

申込み　9月10日㈮までに、

講座名、希望時間、希望者

の住所、氏名、年齢、電話番

号、返信面のあて名欄に代

表者の住所、氏名を記入の

※はがき1枚で2人まで申し込み可

能です。

※詳しくは、考古博物館ホームペー

ジをご覧ください。

ご近所の見守りさん講座
長寿社会課　  382-7935　  382-7607

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らすためには、地

域の方々の見守りが必要です。

地域での気付き合いに役立つ

情報を紹介します。

対　象　市内在住で3回すべ

ての講座に参加できる方

とき・内容

○第1回　10月7日㈭｢認知症・

消費者被害｣

○第2回　10月21日㈭｢災害時

に備えて｣

○第3回　11月4日㈭｢地域で

できる見守り活動｣

　いずれも13時30分から15

　時まで

ところ　社会福祉センター

定　員　30人(先着順)

参加料　無料

主　催　鈴鹿北部地域包括支

援センター、鈴鹿南部地域包

括支援センター、鈴鹿西部地

域包括支援センター、鈴鹿中

部地域包括支援センター、鈴

鹿市社会福祉協議会

申込み　9月30日㈭までに、

社会福祉協議会(　382 -

5971)へ

ココロのお手入れ講座
男女共同参画課　  381-3113　  381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　妻、母、嫁としてだけでなく、

｢わたしらしさ｣を大切にする

講座です。

対　象　市内に在住、在勤、在

学で、3回すべてに出席でき

る女性

※昨年の参加者はご遠慮ください。

第9回いきいき鈴鹿・
みなウォーク

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

と　き　10月23日㈯(雨天

決行)

ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容　

A：健脚、椿大神社・東海自然歩

道・桃林寺コース25Km　7時

受付、7時45分出発

※荒神山観音寺、江西寺(だるま

寺)、椿大神社、東海自然歩道、

桃林寺、清泉寺をめぐる周回

コースです。

B：鈴鹿・花と歴史の遊歩道

コース12km　8時受付、8時

45分出発

※荒神山観音寺、庄野宿資料館、石

薬師寺、佐佐木信綱記念館、加

佐登神社、白鳥塚古墳をめぐる

周回コースです。

C：白鳥湖(加佐登調整池)周遊

コース5km　9時受付、9時45

分出発

※荒神山観音寺、加佐登神社、白鳥

塚古墳をめぐる周回コースです。

※いずれもコース標識に従って歩く

自由歩行です(16時までにゴール

してください)。

持ち物　弁当(必要な方)、水

筒、タオル、帽子、雨具、健康

保険証など

参加料　高校生以上500円、中

学生以下300円、幼児無料

※参加取り消しや不参加による返

金は行いません。

申込み　10月1日㈮までに、参

加申込書に必要事項を記入

の上、参加料を添えて、郵便

局で振り込みまたは直接ス

上、往復はがきで、〒513-0013

鈴鹿市国分町224　考古博

物館へ
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とき・内容

○10月8日㈮　ココロのチカ

ラを高める

○10月22日㈮　気持ちを伝え

る裏技を伝授！

○11月5日㈮　ココロのお手入れ

　いずれも10時から11時30分

　まで(10月8日は9時50分集合)

ところ　鈴鹿市男女共同参画

　センター

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　500円(資料代)

託　児　必要な方は、申込み

時にご連絡ください。

申込み　9月17日㈮12時まで

に、講座名、郵便番号、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入

の上、はがき、電話、ファク

ス、電子メールで男女共同

参画課へ

※9月21日㈫に抽選結果を発送す

る予定です。

ウォーキング教室
スポーツ課　  382-9029  　382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　50歳以上の男女

と　き　9月14日から12月14

日の毎週火曜日　9時30分

～11時30分

※都合により曜日を変更する場合

があります。

ところ　石垣池公園(初回と

最終回は鈴鹿回生病院)

内　容　体力測定、服装・靴の

選び方、良い姿勢・美しい歩

き方、ストレッチングス、歩

き方のチェック、心拍数と

運動強度、ウォーキングの

楽しみ方など

※初回と最終回に血液検査を実施

します。

講　師　深間内誠さん、北村

綱為さん(鈴鹿回生病院)

定　員　100人(先着順)

参加料　5,000円(保険料、血

液検査代含む)

主　催　鈴鹿市体育協会

後　援　鈴鹿市、鈴鹿回生病院

申込み　8月26日㈭から9月3

日㈮に、参加料を持参の上、

鈴鹿市体育協会(市立体育館

内、土・日曜日を除く9時から

17時)または石垣池公園管理

事務所(土・日曜日を含む9時

から20時)へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事務

局(　380-5015　  380-5053 

　npotaiky@mecha.ne.jp)

スロージョギング教室
スポーツ課　  382-9029　  382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　50歳以上の男女

と　き　9月17日から12月17

日の毎週金曜日　9時30分

～11時30分

※都合により曜日を変更する場合

があります。

ところ　石垣池公園(初回と

最終回は鈴鹿回生病院)

内　容　体力測定、負担の少

ない走り方、血中乳酸値の

確認、正しいフォームの確

認、使う筋肉の意識、レベル

アップのための可動域訓練

など

※初回と最終回に血液検査を実施

します。

講　師　深間内誠さん、北村

綱為さん(鈴鹿回生病院)

定　員　100人(先着順)

参加料　5,000円(保険料、血

液検査代含む)

主　催　鈴鹿市体育協会

後　援　鈴鹿市、鈴鹿回生病院

申込み　8月26日㈭から9月3

日㈮に、参加料を持参の上、

鈴鹿市体育協会(市立体育

館内、土・日曜日を除く9時

から17時)または石垣池公

園管理事務所(土・日曜日を

含む9時から20時)へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事務

局(　380-5015　  380-5053

　npotaiky@mecha.ne.jp)

第3回親子野球スクール
スポーツ課　  382-9029　  382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学1・2年生の男女

と　き　9月12日から11月7

日の日曜日(全8回)　10時

～12時(初回のみ9時30分

から12時)

ところ　ホンダアクティブラ

ンド硬式野球場

内　容　親子でのボール遊び

やティーボールなどを使っ

た野球の基本、Honda鈴鹿硬

式野球部OBによる野球の投

げる、捕る、打つの基本の習

得

定　員　40組(先着順)

参加料　4,500円(1人増える

ごとに3,900円追加、保険料

含む)

主　催　鈴鹿市体育協会

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教育委

員会、本田技研工業(株)鈴鹿

製作所、三重県野球連盟

申込み　8月20日㈮から9月3

日㈮に、参加料と印鑑を持

参の上、鈴鹿市体育協会

(市立体育館内、土・日曜日、

8月23日㈪を除く9時から

17時)へ

問合せ　鈴鹿市体育協会事務

局(　380-5015　  380-5053

　npotaiky@mecha.ne.jp)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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たい方

と　き　9月11日㈯　9時～12

時

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター研修室

内　容　

○講義　｢ウォーキングと健

康について｣、｢楽しく美しい

ウォーキング｣、｢鈴鹿の週末

ウォーキング23コース｣

○実技　｢楽しく美しいウォー

キング｣(鈴鹿青少年の森

公園)

○ウォーキング何でも相談

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

会　費　200円

主　催　鈴鹿市民歩こう会

協　賛　鈴鹿回生病院、健康

づくり課

申込み　8月31日㈫(必着)ま

でに、氏名、性別、年齢、住所、

電話番号を記入の上、往復

はがきで、〒510-0219　野

町南1-13-18　鈴鹿市民歩こ

う会日比正徳(　 ・　 387-

1489)へ

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　11月14日㈰、21

日㈰

○丙種　11月21日㈰

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(鈴鹿ハイツ1-20)

申込み　9月13日㈪から27日

㈪(当日消印有効)に、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、

郵送で、〒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

※平成22年度前期から、試験の電子

申請ができるようになりました。詳

しくは、(財)消防試験研究センター

　   

◆予備講習会

対　象　乙種第4類受験の方

と　き　10月13日㈬　9時30

分～16時

ところ　労働福祉会館大会議

室(神戸地子町388)

定　員　150人

受講料　1,000円(防火協会員、

学生は免除)

※欠席時は返金しません。

申込み　8月30日㈪から、防火

協会事務局(予防課内)へ

平成22年度北勢地域
｢ミニ人権大学講座｣

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

　さまざまな人権課題に対

する理解を深め、その解決に

向けて取り組んでいただけ

る方の養成を目的に、北勢地

域｢ミニ人権大学講座｣を開

設します。

とき・内容

○第1講座　9月9日㈭　13時

30分～16時30分　開講式、

部落史(中尾健次さん(大阪 

いきものいろいろ
｢生物多様性のすゝ め｣

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

　今年は｢国際生物多様性年｣

で、10月には名古屋市で｢生物

多様性条約第10回締約国会議

(COP10)｣が開催されます。こ

の講座では、生物多様性を

テーマに、生物多様性とその

関連項目についてわかりやす

く講義します。

対　象　高校生以上の一般の方

と　き　10月9日㈯、16日㈯、

23日㈯　13時～16時

ところ　三重大学生物資源学

部校舎 1階大会議室

内　容　生物多様性の正しい

理解に必要な生物学的基礎知

識、陸や海のユニークな「生物

多様性」やその「保全」、生物多

様性にかかわる「遺伝子」に関

する分かりやすい講義

定　員　50人(先着順)

参加料　無料

申込み　9月8日㈬から10月1日

㈮（土・日曜日、祝日を除く）

に、直接または電話で三重

大学生物資源学部(担当:

野田　 059-231-9626)へ

平成22年度
｢市民ウォーキング教室｣

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

　健康で明るく生活できるよ

う、歩く生活習慣づくりを支

援します。

対　象　ウォーキング初心者、

ウォーキングの基礎を知り

ホームページ(　　ht t p : / /www .

shoubo-sh iken .o r . j p / )をご覧

ください。
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　教育大学))

○第2講座　9月16日㈭　13時

30分～16時　ハンセン病問

題(小川秀幸さん(三重テレ

ビ放送))

○第3講座　9月30日㈭　13時

30分～16時　高齢者の人権

(市川知律さん(三重県社会

福祉士会))

○第4講座　10月7日㈭　13

時30分～16時　人権ライ

ブ(ゆりね(代表　藤本佐

利さん))

○第5講座　10月14日㈭　14

時～16時　外国人の人権

(韓久さん(在日本大韓民国

民団三重県地方本部))

○第6講座　10月21日㈭　13

時 3 0 分～ 1 6 時 　 D V 問 題

(北川睦さん(学校臨床心

理士 ))

○第7講座　10月28日㈭　

13時30分～ 1 6時30分　

部落問題(山本義彦さん(浅

香支部))

※上記はあくまで予定であり、

変更することもあります。

ところ　

○第1・3・6・7講座　三重県四

日市庁舎6階大会議室(四日

市市新正四丁目2 1 - 5　  

352-0761)

○第2講座　三重県鈴鹿庁舎4

階46会議室(西条五丁目117

　 382-9794)

○第4講座　ジェフリーすず

かホール(神戸二丁目15-18　 

381-3113)

○第5講座　桑名市中央公民館

2階大研修室(桑名市中央町

三丁目44    0594-23-4103)

参加料　無料

共　催　桑名県民センター、

四日市県民センター、鈴鹿

県民センター

申込み　9月3日㈮までに、住

所、氏名、電話番号を記入の

上、郵送またはファクスで、

〒510-8511　四日市市新正

四丁目21-5　三重県四日市

県民センター県民防災室県

民防災課(　352-0761 　 

352-0553)へ

※参加者は、市内在住者を優先します。

※定員のある教室は、平成22年度前期に当該教室に参

加していない方を優先的に受け付けます(1人につき

1教室1枚のみ)。また、申込者が定員を超えた場合は、

平成22年度前期教室参加者の中で抽選を行います。

※いずれも受付時に参加料と保険料を添えて、各会場で

申し込んでください(前期教室参加者は、保険料は必要

ありません)。なお、今年度から複数の教室に参加した

場合は、保険加入は1つで済むようになりました(大人

1人につき1,600円、中学生以下1人につき600円)。

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。

※各団体個人登録料は含みません。

平成22年度後期スポーツ教室　体育館　  387-6006　  武道館　  388-0622

教室名

対象

とき

ところ

定員

参加料

保険料

申込み

バドミントン

一般男女

10月から3月までの

土曜日9時30分～

11時30分（12回）

50人

3，000円

卓球

一般男女

10月から3月までの

水曜日9時30分～

11時30分（15回）

60人

3，500円

テニス

65歳以下男女

10月から1月までの

木曜日9時～11時

（12回）

45人

3，000円

シニアテニス

55歳以上男女

10月から2月までの

金曜日9時～11時

（15回）

20人

3，500円

バレーボール

一般女性

10月から2月までの

木曜日10時～12時

（15回）

3，500円

さわやか

50歳以上男女

10月から3月までの

金曜日13時～14時

30分（15回）

3，500円

ヨガ

一般男女

午前・午後各30人

3，000円

市立体育館 市立体育館テニスコート 市立体育館

定員なし

9月1日㈬13時～22日㈬12時

10月から2月までの
月曜日10時～11時
30分、13時～14時
30分（いずれも12回）

教室名

対象

とき

ところ

定員

参加料

保険料

申込み

健康

一般男女

10月から3月までの

木曜日19時～21時

（15回）

3，500円

女性健康

一般男女

10月から3月までの

金曜日9時30分～

11時30分（15回）

3，500円

簡単エアロビック

一般男女

10月から3月までの

水曜日9時30分～

10時30分（12回）

3，000円

わいわいソフトバレー

一般男女

10月から3月までの

月曜日9時30分～

～11時（12回）

3，000円

柔道

小学1年生～中学3年生男女

10月から3月までの

土曜日19時～21時

（20回）

5，500円

剣道

小学1年生～中学3年生男女

10月から3月までの

土曜日19時～21時

（20回）

5，500円

弓道

一般男女

9月から11月までの

水曜日9時30分～

11時30分(全12回)

30人

3,000円

1,600円

なぎなた

小学生以上男女

9月から11月までの

水曜日19時～

20時30分(全12回)

定員なし

リラックスヨガ

一般男女

3，000円

市立体育館

定員なし

武道館 武道館第4道場 武道館第2道場

8月20日㈮～30日㈪9月26日㈰まで

9月26日㈰まで

10月から3月までの

火曜日9時30分～

10時30分（12回）

600円1，600円

中学生以下2,500円
高校生以上3,000円
中学生以下600円
高校生以上1,600円

1，600円

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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※講座によっては、申込み時に必要

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。

◆樹木せん定講座

　造園に関する基礎知識の学

科と樹木のせん定などの実技

講習です。

と　き　9月29日㈬、30日㈭　

9時～16時、10月6日㈬、 7日

㈭　9時～16時

受講料　8,000円(教材費含む)

◆Word初級(ワープロ初級)

　基本的な文書の作成、印刷、

表の作成、図・写真などのはり

付けを学習します。

と　き　10月5日㈫、6日㈬　9

時～16時

受講料　4,000円

◆クレーン運転業務特別教育

　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　10月13日㈬、14日㈭

　8時45分～17時

受講料　8,000円(別途教材費

1,500円必要)

◆データベース初級(Access初級)

　MS-Accessの基本的な操作と

データベースの基本講習です。

と　き　10月13日㈬～15日㈮

9時～16時

受講料　6,000円

◆Excel中級(表計算中級)

　Excelの活用、グラフ機能、

ワークシートの活用、データ

ベースの活用、ピポットテー

ブル、マクロの作成です。

と　き　10月18日㈪、20日㈬、22

日㈮、25日㈪　18時～21時

受講料　4,000円

◆陶芸講座(酔月窯)

　土に触れ、花器、茶器をろく

ろで創作し、作品2点を焼き上

げまで行います。

と　き　10月19日㈫　9時～

16時　

受講料　4,000円

◆フォークリフト運転技能講習

対　象　普通自動車運転免許

証お持ちの方

と　き　

○学科講習　10月28日㈭

※全コース共通で受講します。

○実技講習

Ⅰコース：10月30日㈯、11月6

日㈯、7日㈰　

Ⅱコース：11月2日㈫、4日㈭、5

日㈮　

Ⅲコース：11月9日㈫～11日㈭

定　員　各コース30人(先着順)

受講料　2万6,500円

※9月1日㈬8時30分から、上記3コー

スを同時に受け付けします。

鈴鹿国際大学授業公開
企画課　  382-9038  　382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　大学の授業に学生と一緒に

参加していただく｢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23日㈭～平成23

年1月18日㈫(後期15回)

ところ　鈴鹿国際大学

内　容

○人類と地球環境Ⅰ　月曜日

2限(10時40分～12時10分)

○比較食文化論　月曜日2限

(10時40分～12時10分)

○現代社会と法Ⅱ　月曜日3

限(12時50分～14時20分)

○地域研究・中国Ⅱ　月曜日3

限(12時50分～14時20分)

○障害と人生　月曜日4限(14

時30分～16時)

○レジャー論　月曜日5限(16

時10分～17時40分)

○政治学原論Ⅱ　火曜日1限

パソコン講座
市政情報課　  382-9003　  382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　8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　9月7日㈫と8日㈬

○ワード応用　9月16日㈭と

17日㈮

○エクセル基礎　9月11日㈯

と12日㈰

◆午後の部：13時30分から

○基礎2　9月11日㈯と12日㈰

○ワード基礎　9月7日㈫と8

日㈬

○エクセル応用　9月16日㈭

と17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円(教材費別途

必要)

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(9・10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(　 3 8 7 - 1 9 0 0　

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。



112010・8・20

　9時～10時30分)

○スラブ文化論Ⅱ　火曜日2

限(10時40分～12時10分)

○国際観光論Ⅱ　火曜日3限

(12時50分～14時20分)

○コーポレートストラテジー

火曜日3限(12時50分～14時

20分)

○英語学Ⅱ　火曜日3限(12時

50分～14時20分)

○ブランド・マネジメント論

火曜日3限(12時50分～14時

20分)

○西洋史概論　水曜日2限(10

時40分～12時10分)

○こころから見た健康　水曜

日2限(10時40分～12時10分)

○観光マーケティングⅡ　水

曜日2限(10時40分～12時10分)

○韓国の政治と文化Ⅱ　水曜

日3限(12時50分～14時20分)

○スポーツから見た健康　水

曜日3限(12時50分～14時20分)

○世界遺産論　木曜日1限(9

時～10時30分)

○観光文化・社会論Ⅱ　木曜

日2限(10時40分～12時10分)

○フードサービス経営論Ⅱ　

木曜日4限(14時30分～16時)

○国際関係論Ⅱ　金曜日1限

(9時～10時30分)

○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)

○国際開発論　金曜日3限(12

時50分～14時20分)

○日本語学概論Ⅱ　金曜日3

限(12時50分～14時20分)

○アメリカの大衆文化　金曜

日3限(12時50分～14時20分)

○みえ観光論　金曜日4限(14

時30分～16時)

○社会心理学　金曜日4限(14

時30分～16時)

参加料　1科目1万円

申込み　8月20日㈮から9月10

日㈮に、希望する授業科目

(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

鈴鹿市民大学文芸学科
心の時代における
｢宗教と文学｣

(財)鈴鹿市文化振興事業団
　  384-7000  　384-7755

　since-97@s-bunka.net

と　き　9月8日㈬　13時30分

～15時30分

ところ　文化会館第1研修室

内　容　第4回｢アウグスティ

ヌスとキリスト教｣、｢良寛

と瀬戸内寂聴｣　

講　師　奥貞二さん、河原徳

子さん

定　員　80人

受講料　1,000円(当日支払い)

申込み　はがき、ファクス、電

子メールで、〒513-0802　

飯野寺家町810　(財)鈴鹿

市文化振興事業団へ。当日

会場でも受け付けます。

　　自治会が管理している広場の遊具が

老朽化しています。地元の子どもたちがよ

く遊具で遊んでいるため、このまま使えな

くなると非常に残念がります。市が対応し

て修繕などしてもらえるのでしょうか。

　　市が管理している都市公園の遊具で

あれば、市が修繕などの対応を行いますが、

今回のご質問のように、広場の遊具管理者

が自治会の場合、自治会で対応を行ってい

ただくことになります。しかし、市管理以

外の広場であっても、｢鈴鹿市子供広場等

整備事業補助要綱｣で認められた広場で

あれば、市から補助金が交付される場合

があります。遊具の修繕などのご相談は、

市街地整備課でお受けしていますので、

よろしくお願いします。

 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

　

老朽化した遊具について 市街地整備課　  382-9025　       382-7615
 shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

　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。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

(　372-3932　  372-3935

   suzukoku-jk@m.suzuka-

iu.ac.jp)へ


