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　市民課では、平日市役所へ
来られない方のために日曜窓
口を開設しています。

　日曜日　9時～12時
※年末年始、市長が認めた日を
除きます。

　市民課（市役所本
館１階）

　住民異動届、戸籍届、印鑑
登録申請、外国人登録の
変更申請

※届に伴う子ども手当や医療関
係の手続きは、日曜窓口のみ

市民課で受け付けます。
※届などの内容によっては、関係
機関への照会ができないため受
け付けできない場合があります。

　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、住居表示証明書、
住民票コード通知票、戸籍
の謄・抄本、戸籍の附票の
写し、外国人登録証明書

※税証明、住民基本台帳カード、
電子証明は取り扱いできませ
ん。

※手続きの際には、免許証など
の本人確認書類の提示をお願
いします。

　9月1 9日㈪～1 0月
3日㈪

※コンピュータシステム更新実施
と蔵書点検のため休館します。
また、この間は図書館ホームペ
ージでの資料の検索やインタ
ーネット予約なども休止しま
す。インターネット予約は、9月
17日㈯までの利用となります。

※本の返却は、夜間返却口をご
利用ください。
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お知らせ・催し物・講座・教室 生活騒音

ほうりん児童館

スポーツ・図書館・相談 

毎週日曜日に市民課窓口を
開設しています

図書館を臨時休館します
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個別下水接続の促進

検診・相談・教室・予防接種
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　勤めていた企業（中小企
業または法律上の倒産手続
きを取った場合は大企業）
が、東日本大震災によって被
害を受け、倒産状態になった
ことにより賃金が支払われな
かった方（雇用形態は問いま
せん）に対し、国が企業に代
わって未払い賃金（退職日の

6カ月前の日から立替払請求
日の前日までの間に給与支払
い日が来ている給与と退職
金）の80%を支払う、立替払
制度の認定申請の期限が、
平成23年9月11日までとなっ
ています。

　三重労働局労働基
準部監督課（  059-226-2106）

　8月30日㈫、31日㈬
17時15分～20時

　納税課（市役所本
館2階）

　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。

　8月24日㈬　15時～
17時

　男女共同参画センタ
ー研修室1

　10人（先着順）
　会議開始15分前まで

に男女共同参画課へ

東日本大震災に伴う
未払賃金の立替払制度の
認定申請期限が
迫っています

第1回男女共同参画
審議会が傍聴できます

納税の夜間窓口を
開設します

くらしの情報くらしの情報

牧田保育所 大池二丁目2-2 378-2010
白子保育所 北江島町5-30 386-2010
神戸保育所 神戸四丁目４-40 382-0537
玉垣保育所 東玉垣町1386-１ 382-2737
合川保育所 三宅町1749 372-0058
河曲保育所 十宮町283 383-1643
算所保育所 算所五丁目17-1 378-4569
深伊沢保育所 深溝町352 374-2797
西条保育所 西条二丁目5-1 382-6511
一ノ宮保育所 一ノ宮町500-45 383-0407

長太の浦保育園 長太栄町三丁目4-34 385-0302
くまだ保育園 下大久保町481-5 374-1952

栴檀保育園
せんだん

国府町2539-1 378-0918

岸田保育園 岸田町1491 374-1955
旭ヶ丘保育園 中旭が丘一丁目2-29 386-1647
ながさわ保育園 長沢町1095 371-0151
庄内青い鳥保育園 東庄内町3797-2 371-2317
鼓ヶ浦保育園 寺家三丁目40-15 386-2071
石薬師保育園 石薬師町1735-1 374-1398

あおい保育園 白子本町2-27 387-5220
白鳩保育園 加佐登一丁目8-10 378-1610
いそやま保育園 東磯山二丁目26-18 387-6012
第２石薬師保育園 自由ヶ丘二丁目18-14 374-0730
ひので保育園 平野町1167-1 378-2245
ほうりん保育園 北長太町4119 385-0190
ひばり保育園 岸岡町2707-174 386-7982
あかつき保育園 地子町906-2 382-5201
くすのき保育園 若松西六丁目28-11 385-5388
野町保育園 野町西二丁目15-10 386-2338
サラナ保育園 岸岡町3527 368-3766
高岡ほうりん保育園 高岡町1843-7 349-1100
トーマスぼーや保育園 平田東町10-13 375-2468
ハートピア保育園 算所町563-3 381-1555
みそら保育園 岸岡町3280 380-6339
ドリームハウス保育園 寺家町1308 388-3398
サン保育園 郡山町560-5 372-8066
竹野の森こども園 竹野町305-2 384-3215
ぐみの木ほいくえん 安塚町331-74 382-5409
第二長太の浦保育園 南長太町2303 395-2200
おおとり保育園 白子町2006-1 386-2611
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2 2011・8・20

　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。

　9月1日㈭から22日㈭（土･日曜日・祝日を
除く9時～16時）までに、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）へ提出してください。

※複数の園に申請することはできません。
※保育料は、平成23年分所得税と平成23年度市民
税額により決定します。

平成24年度保育所(園)の入所を受け付けます



企画財務部
総務部
生活安全部
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保健福祉部
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平成22年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします

　100歳以上の方には、お宅
を訪問して贈呈、または業者
配達でお届けします。米寿の
方には、9月に業者配達でお
届けします。

　100歳以上（明治
45年3月31日以前の生まれ
の方）、米寿88歳（大正12
年4月1日～13年3月31日生
まれの方）

　
　平成22年度の公文書公
開請求数は518件で、このう
ち取下げが14件、残る504件
の主な内容は、市発注公共
工事の設計書23 4件、建築
計画概要書33件でした。
　504件の請求に対する延
べ決定件数は761件で、その
内訳は、公開決定が403件、
部分公開決定が306件、公
文書不存在決定が45件、非
公開決定件数は7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

敬老の日記念品を
贈呈します

平成22年度情報公開実施
状況をお知らせします
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○実施機関が保有する個人情報の開示、訂正などを求める
個人の権利を明らかにして、個人の権利利益を保護する。

○実施機関による個人情報の収集から利用・提供、管理、廃
棄までの一連の過程において、個人情報の適正な取り扱い
に関する基本的なルールを定める。

　実施機関の事務で、個人情報を一定の基準で検索ができ
る公文書を使用している事務は、所定の登録をした上で、そ
の登録内容を市民が閲覧できるようになっており、平成23年3
月31日現在の登録件数は728件です。
　個人情報の開示等請求件数は、開示請求が48件、訂正
請求および利用停止等請求はありませんでした。開示請求
48件のうち取下げが6件、残る42件の請求に対する延べ決
定件数は50件で、その内訳は、開示決定が29件、部分開示
決定が19件、不存在決定が2件で、開示率は100％（個人情
報不存在分を除く）です。
※開示率＝(開示＋部分開示)÷(開示＋部分開示＋不開示)×100



　　

　次のいずれの条件
も満たす方
○普通自動車免許を取得の
方で、大学において考古学
または歴史学を専攻し、埋
蔵文化財の調査について
の知識・経験を有する方
○パソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方
○昭和26年4月2日以降の生
まれの方

　埋蔵文化財の発
掘調査・室内整理および報
告書作成に関する業務

件　給与など：14万9,800
円（学芸員資格がある場合16万
9,500円）、期末手当・通勤手
当など有り、社会保険加
入、その他：鈴鹿市嘱託職
員等取扱規程に準じます。

　1人程度
　8月22日㈪から9月2

日㈮までに、職員採用試験
申込書等に必要事項を記
入の上、直接または郵便
で、〒513 - 0 013　国分町
224　考古博物館へ

※申込書の請求は、直接または
郵便で考古博物館へ。郵便で
請求する場合は、封筒の表に
朱書きで、「職員採用試験申
込書希望」と記入し、返信用
封筒（宛先を記入し、80円切
手をはった12㎝×23㎝程度
のもの）を必ず同封してくだ
さい。

　9月10日㈯9時30分
から

　考古博物館
　面接

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします。

　9月1日㈭13時～15
時（予約不要）

○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
どがあります。

　若者就業サポートステーシ
ョン・みえ（サポステ・みえ）で
は、おおむね39歳までの無業
状態にある若者およびその家
族を対象に、若者の職業的
自立に向けた支援を実施し
ています。

　今回、支援対象者の利便
性向上や、より地域に密着し
た支援を目的に、平成23年
度7月から3月まで、三重県す
ずか求職者総合支援センタ
ーで、出張相談を開催しま
す。

　毎月第2・4水曜日　
13時～17時

　三重県すずか求職
者総合支援センター（ＮＴＴ
鈴鹿ビル1階）

　キャリア・カウンセラ
ーによる個別面談（予約
制、無料）

　若者就業サポート
ス テ ー シ ョ ン・み え
（　059-271-9333）

　9月定例会での一般質問
をケーブルネット鈴鹿122cｈ
で生放送します。

　9月7日㈬、8日㈭、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
示板と市議会のホームページ
に掲載します。ただし、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
事課へご確認ください。

市議会をテレビ中継します

若者の職業的自立に
向けた出張相談を開催します

国府公民館で
巡回相談を行います

くらしの情報くらしの情報

平成23年度鈴鹿市
考古博物館の嘱託職員を

募集します
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　鈴鹿市・津市・四日
市市・桑名市・亀山市・菰野
町の高校生以下の方

　9月3日㈯、4日㈰
　メインゲートオー

プン後から11時まで
　鈴鹿サーキットメ

インゲート横特設受付テント
　鈴鹿サーキットモー

タースポーツ部企画グループ
（　378-3620　378-3625）
※当日はこの「広報すずか」をご持
参のうえ、各自で受付場所にお
越しください。

※事前の申込みは必要ありま
せん。

※必ず保護者同伴でご来場く
ださい。

※保護者は有料となります。2日通
し券特別料金3,000円（税込
み）（4日のみの観戦も同料
金）。

※駐車料金（鈴鹿サーキット直営
駐車場）は別途1,000円が必要
になります。満車の場合は民営
駐車場をご利用ください。

※レース開催内容・直前情報は、鈴
鹿サーキットホームページ（　
http://www.suzukacircuit
.jp/）をご覧ください。

　平成22年中に法務省の人
権擁護機関が、新規に救済

手続を開始した人権侵犯事
件数の中で暴行・虐待事案
に関しては、女性、児童、高
齢者、障がい者が被害者とな
っている割合が87.2％と高い
比率を占めています。
　そこで、このような高齢者
や、障がい者をめぐる種々の
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か津
地方法務局職員がお受けし
ます。また、相談は無料で秘
密は厳守します。

　9月5日㈪～11日㈰
8時30分～19時

※土・日曜日は10時から17時まで
　津地方法務局
　　0570-003-110

（全国統一番号）
　津地方法務局人権

擁護課へ

　9月9日を「救急の日」とし、
この日を含む1週間を｢救急
医療週間｣と定めています。
本市では、市民の皆さんに救

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・健康フェアを開催いたしま
すので、ご来場ください。

　9月4日㈰　13時～
16時

　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）

　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、末梢血管
機能測定器による血管年
齢の測定、歯や薬などに
関する専門スタッフによる
相談コーナー、骨折の危
険度チェックや健康茶試
飲など。

　9月10日㈯・11日㈰
10時～17時、12日㈪10時
～14時

　鈴鹿ハンター2階イ
ベント会場

　市内の小・中学校
の児童生徒が、興味、関心
をも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

　無料

催 し 物

「2011全日本選手権
フォーミュラ・ニッポン
第5戦鈴鹿サーキット」

観戦に無料でご招待します

全国一斉
「高齢者･障害者の人権
あんしん相談」強化週間

 
人権イメージキャラクター

救急・健康フェア

平成23年度鈴鹿市
小・中学校児童生徒
科学作品展

電　話 電子メール ホームページファクス
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　10月29日㈯
※雨天決行

　鈴鹿フラワーパーク
（加佐登町1690-1）

　「東海自然歩道
と椿大神社コース」25km
〔健脚向き〕荒神山観音寺・
清泉寺・桃林寺・東海自然
歩道・椿大神社・江西寺
（だるま寺）をめぐる周回コ
ース
　 　7時～7時45分
　 　7時45分

　美しい日本の歩
きたくなるみち500選「鈴鹿・
花と歴史の遊歩道コース」
12km〔一般向き〕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

　 　8時～8時45分
　 　8時45分

　「家族散策コー
ス（荒神山・白鳥塚）」5km
〔家族向き〕荒神山観音
寺・大沢池・加佐登神社・
白鳥塚古墳をめぐる周回
コース
　 　9時～9時45分
　 　9時45分

　コース標識に従
って歩く自由歩行

　弁当（必要に応じ
て）、水筒、タオル、帽子、雨
具、健康保険証など

　高校生以上500円、
小中学生300円（小学生未
満無料）

※参加取り消しや不参加による返

金はいたしません。
　10月3日㈪までに、

所定の参加申込書に必要
事項を記入し、参加料を添
えて、郵便局で振り込みま
たは直接スポーツ課へ

※16時までにゴールしてくださ
い。

※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。

※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。

　小・中学生とその家族
　10月15日㈯、16日㈰

1泊2日
　鈴鹿青少年センタ

ーとその周辺
　親子で宿泊を共に

し、レクリエーション、野外活
動や自然観察などアウトドア
の基礎を体験

　小・中学生3,500円
程度、保護者4,500円程度
（保険料含む）

　9月6日㈫から25日㈰
（必着）までに、所定の用紙に
必要事項を記入の上、鈴鹿
青少年センターへ

催 し 物

くらしの情報くらしの情報

鈴鹿バルーン
フェスティバル2011

第10回いきいき鈴鹿・
みなウォーク参加者募集

わくわくファミリーキャンプ

　　

　

　9月16日㈮～19日
（月・祝）　午前の部：6時15
分から、午後の部：14時30
分から（19日は午前のみ）

　鈴鹿川河川緑地
（庄野橋付近）

　9月17日㈯～19日
（月・祝）

　鈴鹿川河川緑地
（庄野橋付近）

　熱気球教室・熱気
球係留フライト、ミュージック
フェスティバル・スケッチコン
テストなど

　9月18日㈰19時から
　鈴鹿サーキット

　8月25日㈭～28日㈰　市役
所本館1階市民ギャラリー

　9月9日㈮～18日㈰　図書
館ロビー

※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。

※大会期間中は風などの気象状
況により、気球がやむをえず田
畑など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、のちほどパイロットがごあい
さつに伺いますので、ご理解く
ださい。

・

・
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　あけびのつるで、カゴかラ
ンプシェードを編みます。

　9月23日（金・祝）　
9時30分から、13時30分から

　考古博物館講堂
　各時間とも20人
　小学生以上（小学

生は保護者同伴）
　1,800円程度
　9月1 2日㈪までに、

往復はがきに、講座名、希
望時間、住所、氏名、年齢、
電話番号、返信の宛名面に
代表者の住所、氏名を記入
の上、〒513-0013　国分町
224　考古博物館へ

※はがき1枚につき2人まで申込
み可能です。定員を超えた場合
は、抽選を行います。

※詳しくは、考古博物館ホームペ
ージをご覧ください。

　お月見をかねて秋の夜に
演奏を行います。博物館ホー
ルにて、オカリナの調べに耳を
傾け、十三夜を楽しむコンサ
ートです。
※基本的に立ち見席です。座席が
必要な方は、下記の要領で事前
にお申し込みください。

　10月9日㈰18時～
19時

　考古博物館展示ホ
ール

　無料

　オカリナデュオ「水
平線」

　8月20日㈯から9
月5日㈪（必着）までに、往
復はがきに「ミュージアムコ
ンサート座席希望」、希望
者全員の住所、氏名、電話
番号、電子メールアドレス
（あれば）、返信の宛名面に
代表者の住所、氏名を記
入の上、〒513 - 0013　国
分町224　考古博物館へ

※はがき1枚につき、2人まで申し
込みできます。定員を超えた場
合、抽選を行います。

　小学生以上の方
（中学生以下は保護者同
伴）

　9月10日㈯　18時
30分～20時30分（18時か
ら受け付け）

　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム

　秋の星座と惑星の
解説

　150人（先着順）
　無料

※曇天や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。

つるでカゴや
ランプシェードを編もう

ミュージアムコンサート
「十三夜の調べ」

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～

第11回「墨と形紙の祭典」
鈴鹿市伝統工芸士展
～伝統工芸の伝承～

　9月17日㈯、18日㈰
10時～18時（18日は15時ま
で）

　鈴鹿ベルシティ2階
イオンホール、1階北コート

　
　オブジェ（屏風）の展示
　鈴鹿病院の作品展示
　ＬＥＤ型紙あかりの製作（無
料）各日150人

　にぎり墨の製作（無料）各日
50人

　しおり彫り（無料）、ミニ色紙
彫り(無料）

　Tシャツ染色体験（有料
100円）

　鈴鹿墨と伊勢形紙の実
演、展示販売
　琴、尺八のミニコンサート
（17日　11時30分～12時
30分）（北コート）

　無料
　鈴鹿市伝統工芸士会
　鈴鹿市、鈴鹿製墨

協同組合、伊勢形紙協同
組合

　鈴鹿市伝統工芸士
会（伝統産業会館内　　
　386 - 7 5 1 1（月曜日は休
館））

・
・
・

・

・

・

・

・
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　自家用乗用自動
車、軽自動車（軽貨物を含
む）

※事業用、貨物車、レンタカー、8
ナンバー車、特殊車は対象外

　9月3日㈯ 10時～16時
※雨天の場合中止あり

　イオンモール鈴鹿ベ
ルシティ

　マイカー無料点検
（オイルの汚れやバッテリー
のチエック、ライトの点灯確
認など）

　100台（先着順）
　無料
　鈴鹿自動車整備組

合（　382-1075）
※先着100台まで粗品進呈

　子育てについて参加者の
皆さんと一緒に学び合うセミ
ナーです。

　乳幼児の保護者
　9月21日㈬　10時

～11時30分
　ジェフリーすずか
　乳幼児期の発達に

30日㈮までに、（社）鈴鹿市
シルバー人材センター（　
382-6092）へ

　大学の授業に学生と一緒
に参加する「授業公開」の受
講生を募集しています。

　18歳以上の方
　9月26日㈪～平成

24年1月2 3日㈪（後期15
回）

　鈴鹿国際大学
　

○観光地計画論／観光地計
画論Ⅱ　月曜日1限（9時～
10時30分）
○人類と地球環境　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）

○ホテルマネジメントⅡ　月曜
日3限（12時50分～14時20
分）
○EU経済論Ⅱ　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
（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）
○日本史概論　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）

講座・教室

第4回子育て支援
セミナー参加者募集

高齢者のための
フォークリフト講習

鈴鹿国際大学授業公開

ついて学びながら、今回は
「おこらない子育て」をテー
マに参加者の皆さんと語ら
います。

　志治優美さん（エン
パワメントみえ）

　20人（応募多数の
場合は抽選）

　無料
　有り（10人程度、要

予約）
　9月3日㈯までに、電

話で子育て支援センターり
んりんへ

※当選者には後日、電話連絡し
ます。

　厚生労働省の委託を受け
て55歳以上の方を対象に、雇
用・就業を支援するため、
（社）三重県シルバー人材セ
ンター連合会がフォークリフト
講習を実施します。

　10月27日㈭8時30分～17
時30分

　11月8日㈫～10日㈭8時～
17時

　11月24日㈭9時～15時
　11月25日㈮9時～14時

　鈴鹿地域職業訓練
センターほか

　フォークリフトの安全
運行に必要な知識と技能
を習得する講習です。終了
試験に合格された方は法
定の「修了証」を取得でき
ます。

　無料
　20人
　8月29日㈪から9月

・

・

・
・
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○観光マーケティングⅡ　水
曜日2限（10時40分～12時
10分）

○スポーツから見た健康　水
曜日3限（12時50分～14時
20分）

○韓国の政治と文化Ⅱ　水
曜日3限（12時50分～14時
20分）

○日本語文法Ⅱ　木曜日2限
（10時40分～12時10分）
○世界遺産論　木曜日2限
（10時40分～12時10分）
○経営学総論Ⅱ　木曜日3限
（12時50分～14時20分）
○フードサービス経営論　木曜
日4限（14時30分～16時分）

○憲法　金曜日1限（9時～
10時30分）

○観光レジャー施設論　金
曜日1限（9時～10時30分）
○国際関係論Ⅱ　金曜日1限
（9時～10時30分）
○ヨーロッパの中のドイツⅡ　
金曜日1限（9時～10時30
分）

○言語学概論Ⅱ　金曜日1限
（9時～10時30分）
○国際マーケティング論　金
曜日2限（10時40分～12時
10分）

○日本語学概論Ⅱ　金曜日3
限（1 2時5 0分～1 4時2 0
分）

○地域研究・南アジア　金曜
日4限（14時30分～16時）
○みえ観光論　金曜日4限
（14時30分～16時）

　一科目1万円
　8月22日㈪から9月

12日㈪までに、希望する授
業科目（複数可）、郵便番
号、住所、氏名、電話番号
を記入の上、はがき、ファク
ス、電子メールで、〒510 -
0298　郡山町663-222　
鈴鹿国際大学教務課（　
372-2121（代表）　372-3935
　suzukoku-jk@m.suzuka-

　iu.ac.jp）へ

平成23年度後期スポーツ教室

教室名

対　象

バドミントン 卓　球 テニス シニアテニス ヨ　ガ 柔　道 剣　道

一般男女 一般男女 65歳以下男女 55歳以上男女 一般男女 小学1年～中学3年男女 小学1年～中学3年男女

ところ 市立体育館 市立体育館テニスコート 武道館
定　員 40人 60人 45人 20人 50人 100人 100人
参加料

1,600円

申込み 8月26日㈮13時～9月15日㈭

600円保険料

3,000円 3,500円 3,000円 3,500円 3,000円 5,500円 5,500円

と　き

10月～3月の土
曜日9時30分～
11時30分
（12回）

10月～3月の水
曜日9時30分～
11時30分
（15回）

10月～1月の水
曜日9時～11時
（12回）

10月～2月の金
曜日9時～11時
（15回）

10月～3月の水曜日
10時～11時30分、
13時～14時30分、
（12回）

10月～3月の土
曜日19時～21
時（20回）

10月～3月の土
曜日19時～21
時（20回）

教室名

対　象

バレーボール さわやか 健　康 女性健康 簡単エアロビック わいわいソフトバレーリラックスヨガ

一般女性 50歳以上男女 一般男女 一般女性 一般男女 一般男女 一般男女

ところ 市立体育館

1,600円

定　員 50人 80人 100人 150人 100人 60人 100人
参加料

申込み 8月26日㈮13時～9月15日㈭

保険料

3,500円 3,500円 3,500円 3,500円 3,000円 3,000円 3,000円

と　き

10月～3月の木
曜日10時～12
時（15回）

10月～3月の金
曜日13時～14
時30分（15回）

10月～3月の木
曜日19時～21
時（15回）

10月～3月の金
曜日9時30分～
11時30分（15

回）

10月～3月の水
曜日9時30分～
10時30分（12

回）

10月～3月の月
曜日9時30分～
11時（12回）

10月～3月の火
曜日9時30分～
10時30分（12

回）
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※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(ヨガ教室は市立体育館
で受け付けします)。

※保険料は一つで複数の教室に適用できます。(大
人一人につき1,600円　中学生以下一人につき
600円)。

※定員のある教室は、平成23年度前期に当該教室

に参加していない方を、優先的に受け付けします
（一人につき1教室1枚のみ）。定員を超えた場合
は、平成23年度の前期教室に参加された方の中
で抽選を行います。

※参加者は、市内在住者を優先とします。
※各団体個人登録料は含みません。
※子ども連れでの参加はご遠慮ください。



　労働福祉会館大会
議室　（神戸地子町388）

　150人
　1,000円（防火協会

員、学生は免除）
※欠席時は返金しません。

　8月29日㈪から、防
火協会事務局（消防本部
予防課内）へ

　8月29日㈪（平日10
時～18時）から電話で「す
ずかのぶどう」（ 　・　
387-0767、　387-0764）へ

　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。

　9月10日㈯と11日㈰
　9月13日㈫と14日㈬

　9月17日㈯と
18日㈰

　9月10日㈯と
11日㈰

　9月13日㈫
と14日㈬

　9月17日㈯
と18日㈰

　図書館2階視聴覚
室ほか

　各10人（先着順）
　3,000円（教材費別

途必要）

パソコン講座

講座・教室

鈴鹿地域職業
訓練センター講座（10月）

危険物取扱者試験と
予備講習会

　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、
事前にお問い合せください。

　10月1日㈯、2日㈰　
9時～16時

　8,000円（教材費含
む）

　10月17日㈪、19日
㈬、21㈮、24日㈪の4日間　
18時～21時
　4,000円

　8時45分～17時
○学科：10月17日㈪、18日㈫
○実技：10月19日㈬～21日㈮
の中で選択受講します。

　1万円（別途教材費
1,600円）

　普通自動車免許証
お持ちの方

○学科：10月27日㈭全コース
共通で受講します。

○実技：
　10月29日㈯、11月

5日㈯、6日㈰
　11月1㈫、2日㈬、

）

4日㈮　
　11月8日㈫～10日㈭

　2万6,500円
　上記3コースを9月1

日㈭8時30分から先着順で
受け付けます。

　乙種第4類　11月13日㈰、
20日㈰　

　丙種　11月20日㈰
　鈴鹿地域職業訓練

センター（鈴鹿ハイツ1-20）

　書面による申請の場合は、
9月12日㈪から26日㈪（当日
消印有効）までに、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番地（財）
消防試験研究センター三
重県支部へ

　電子申請の場合は、9月9日
㈮9時から23日㈮17時まで
の間に、（財）消防試験研
究センターのホームページ
へ

　乙種第4類受験の方
　10月14日㈮、9時30

分～16時

・

・

・

・

10 2011・8・20

くらしの情報くらしの情報



　9月14日㈬　13時
30分～15時30分

　文化会館さつきプラザ
　第4回「小倉百人

一首　～川柳と小倉百人
一首～」、「軍記物語の世
界　～『平治物語』にみる
金王丸～」　

　青砥たかこさん、北
川英昭さん

　1 , 0 0 0円（当日支
払）

　はがき、FAX、電子
メールで、〒513-0802　飯
野寺家町810　鈴鹿市文

化振興事業団へ。当日会
場でも受け付けます。

　一般成人
　9月17日㈯13時～

15時
　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン
　誰でも気軽にでき、

ゲーム感覚で楽しみながら
できるスポーツ吹矢。スポー

ツ吹矢式呼吸法によってス
トレス解消や肩こり・冷え性
改善、免疫力を高めるなど
さまざまな健康効果があり、
現在注目されているスポー
ツです。

　36人（先着順）
　500円
　8月25日㈭から、住

所、氏名、年齢、性別、電話
番号、コース名を記入の
上、直接またはファクスで県
営鈴鹿スポーツガーデン水
泳場へ。ホームページからも
申し込めます。

スポーツ吹矢教室 

鈴鹿市民大学文芸学科
「古典文学を　ご一緒に」

～古典の感性のみずみずしさを
現代によみがえらせよう～

市公共下水工事完了後の個別下水接続の促進について

環境対策として長期改善計画にもと
づき、せっかく施行した市下水管工事

完成後に3年以上たっても接続しない方が
いて、大きな税金を使っての環境対策が効
果を発揮していないと思います。3年以内に
接続工事した家と、3年以上接続していない
家との公平性を早急に改めなければならな
いと思います。

公共下水道が供用開始された地域に
ついては、汚水は1年以内に、くみ取り

便所については3年以内に水洗トイレに改
修して下水道に接続する義務が生じます。
公共下水道は、地域の皆さまの汚水が全て

接続されてこそ機能を発揮するものですの
で、本市としては、広報すずかなどを通じての
広報活動はもとより、接続していない家屋など
については、各戸訪問を行い、アパートなどの
借家、貸事務所については所有者や管理者
に早期の接続を指導することにより、徐々に効
果もあがってきています。今後も、接続されて
いない家屋などへは、接続指導を粘り強くし
ていきますので、ご理解ください。
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