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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

素晴らしい自然を守るのはあなた

学童ナビ

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス

スポーツ・図書館・相談 

　特別児童扶養手当とは、障
がいがある20歳未満の児童
を養育し、市内に住所があり、
所得が国の定める限度額未
満の方に対する手当です。
対象児童　国内に住所があ
り、施設など（一部を除く）に
入所しておらず、国が定める
障がいの程度（身体障害者
手帳：1～3級・4級の一部、療
育手帳：A1（最重度）・A2（重
度）・B1（中度）・B2（軽度）の
一部、精神障害者保健福祉
手帳：1・2級の一部）に該当
し、障がいを支給事由とする

公的年金を受け取ることがで
きない方
※手帳の等級はあくまで目安です。
手当額（児童1人あたり月額）
1級：5万 5 5 0円、2級：3万
3,670円

　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。手続の際
には、免許証などの本人確認
書類の提示をお願いします。
と　き　日曜日　9時～12時
※年末年始、市長が認めた日を除
きます。

ところ　市民課（市役所本
館１階）

内　容　
○届書・申請書の受付…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。
○証明書の交付…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。

特別児童扶養手当について
お知らせします

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

日曜日に市民課窓口を
開設しています

市民課　 382-9013　 382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp
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市政への提言

自治会への市事務委託について

健康館

検診・予防接種・教室・相談

くらしの情報くらしの情報
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　「障害者週間」は、国民の
間に広く障がい者の福祉につ
いての関心と理解を深めると
ともに、障がい者が社会、経
済、文化その他あらゆる分野
の活動に積極的に参加する
意欲を高めることを目的とし、
2004（平成16）年に定められ
ました。
　近年、障がいや障がいのあ
る人に対する人々の理解もあ
る程度進んできたように見えま
すが、現実には障がいのある
人が困難を感じる場面がまだ
まだ多くあります。

　障がいのあるなしにかかわ
らず、すべての人が生活しや
すい社会をどうつくっていくの
かを考え、行動することが、今
私たちの一人ひとりに求めら
れています。
　障がいのある人の視点から
社会を見つめ直していきましょう。

　障がいのある方や長引く病
気やけがをお持ちの方を対
象に調査を行います。今後の
福祉施策の改善の基礎資料
となる全国調査です。12月上
旬に対象世帯を調査員が訪
問しますのでご協力よろしくお
願いします。
対　象　国で抽出された調

査地区 約500世帯
調査日　12月1日㈭

　12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。
と　き　12月2日㈮、5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。

12月3日から9日は
「障害者週間」です

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

水道事業の業務状況をお知らせします 水道総務課　 368-1674　 368-1688 　suidosomu@city.suzuka.lg.jp

生活のしづらさなどに
関する調査を行います

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

市議会をテレビ中継します

議事課　 382-7600　 382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

◆平成23年度上半期工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　9,107万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など　4億6,326万円
○配水管布設替工事など　1,527万円
※詳しくは、市水道局のホームページ(　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/suido/index.html)をご覧ください。

平成22年度水道事業損益計算書（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

借　方

営業費用 29億4,598万円

貸　方

◆平成23年度上半期業務の

概況

　給水戸数は9月30日現在8
万1,154戸です。また、上半期
の総配水量は1,297万5,960
㎥、一日平均配水量は7万907
㎥で、昨年度の上半期に比べ
ると1.45％減少しています。

営業収益 36億7,501万円

営業外費用 5億5,788万円 営業外収益 1億2,313万円

特別損失 1,199万円

当年度純利益 2億8,229万円

計 計37億9,814万円 37億9,814万円

借　方

固定資産 416億8,007万円

貸　方

固定負債 7億1,465万円

流動資産 52億5,743万円 流動負債 4億5,826万円

資本金 238億8,116万円

剰余金 218億8,343万円

計 計469億3,750万円 469億3,750万円
※収益的収入・支出：水道事業の管理・運営に関する収入・支出
※資本的収入・支出：水道施設の建設・改良などに関する収入・支出

平成23年度予算の執行状況（平成23年9月30日現在）

区　分 予算現額

収益的収入

執行額

38億8,600万円 18億9,991万円

収益的支出 38億3,600万円 16億6,058万円

資本的収入 15億4,055万円 1億2,755万円

資本的支出 39億9,957万円 11億3,860万円

平成22年度決算状況（平成23年3月31日現在）

区　分 予算額

収益的収入

決算額

39億6,700万円 39億8,330万円

収益的支出 38億1,900万円 36億5,184万円

資本的収入 19億5,434万円 13億8,313万円

資本的支出 43億6,314万円 31億3,288万円

平成22年度水道事業貸借対照表（平成23年3月31日現在）
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◆休日窓口

と　き　11月27日㈰ 9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　11月29日㈫、30日
㈬ 17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
内　容　いずれも市税の納
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。

　「求職者支援制度」は雇用
保険の受給ができない失業
者に対する新たなセーフティ
ネットとして、早期の就職の実
現に向けて基礎的能力から
実践的能力までを一括して習
得できる職業訓練を実施し、
訓練期間中の生活支援のた
めの訓練受講手当を支給す
るとともに個別の計画に基づく
きめ細やかな就職支援をハロ
ーワークで行うものです。
　訓練受講手当はハローワー
クの支援指示を受けて職業訓
練を受けられる方が、一定の
要件を満たす場合に支給され
ます。
対　象　
○雇用保険に加入できなか
った方
○雇用保険受給中に再就職
できないまま支給終了した
方
○雇用保険の加入期間が足

りずに雇用保険を受けられ
ない方
○自営廃業者の方
○学卒未就職者の方　など
問合せ　ハローワーク鈴鹿
（　382-8609）

　平成24年度の鈴鹿市コミュ
ニティバス関係媒体への広告
掲載（有料）を募集します。広
告掲載を希望する事業者など
の方は、12月22日㈭までに商
業観光課（　382-9016）へお
問い合せください。市ホームペ
ージでも、平成24年度の募集
要領を掲載しています。
◆市ホームページ　　
　　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/ad.html

　学校へ行きづらい子どもを
持つ保護者のための「子育てト
ーク」の参加者を募集します。
対　象　学校へ行きづらい
子どもを持つ保護者

と　き　12月14日㈬ 13時
30分～15時30分

ところ　市役所西館 2 階
2421会議室

※人数の都合により、場所変更

の可能性あり
内　容　学校へ行きづらい
子どもを持つ保護者同士、
日頃感じていることをざっく
ばらんに話し合っていただ
く場です。月1回程度開催
していますが、今回は特別
に講師をお招きし、お話と
助言をいただきます。

講　師　神戸高校 校長 森
川泉さん（臨床心理士）

定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　12月9日㈮までに、
電話で教育研究所（担当：
角谷）へ

　行事や風景など、生活感・
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　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

※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。

※採用の有無については、応募
者へ個別に回答しません。

※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。

納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

「求職者支援制度」の
ご利用を

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

コミュニティバス（Ｃ-ＢＵＳ）
への広告を募集します

商業観光課　 382-9016　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

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

子育てトーク（不登校）の
参加者を募集します

教育研究所　 382-9056　 383-7867

　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

　　

　固定資産税は、1月1日現
在、市内に土地や建物を所
有している方に課税されま
す。建物の取り壊しや所有者
名義の変更があった場合は、
下記の申告書や届を年内に
提出してください。また、法務
局に登記（登録）されている
建物は、法務局へ申請してく
ださい。
◆建物を壊したとき

必要書類　滅失家屋申告書
提出先　資産税課、地区市
民センター

◆建物の所有者名義を変更

するとき

必要書類　売買や贈与の場
合：名義人変更届、旧所有
者の印鑑登録証明書、相
続の場合：名義人変更届、
相続関係が分かる書類
（戸籍など）、遺産分割協
議書、印鑑登録証明書など

提出先　資産税課
※申告書や届は、市ホームページ
(　http://www.city.suzuka.

　lg.jp/life/benri/index4.html)
からも入手できます。

　広報すずか以外のメディアで
も行政情報を配信しています。
◆市ホームページ

　行政情報をリアルタイムで
配信しています。　　
　http://www.city.suzuka.

lg.jp/
◆テレビ広報

○CNS地上デジタル12ch
　月～金曜日：11時、14時、
18時、21時から
　土・日曜日：11時、17時30
分、19時45分から

◆ラジオ広報

○Suzuka Voice FM 78.3MHz
　情報局：月～金曜日の7時
30分、17時25分から
　お知らせ：月～金曜日の8時
30分から（日本語版）、土
曜日の17時55分から（ポル
トガル語版）

◆メルモニ

　災害、防犯、アンケートなど
のメール配信サービスで
す。欲しい情報の種類を選
択できます。
○サービス登録ページ
　　http://www.anshinmail.
　city.suzuka.lg.jp/m/
◆ツイッター

○アカウント
　suzuka_city

　人気講師による講演会を
開催します。
と　き　12月24日㈯ 13時
30分～15時30分

ところ　男女共同参画セン
ター

講　師　小﨑恭弘さん（神
戸常盤大学准教授）

定　員　先着80人程度
参加費　無料
託　児　先着20人程度、0～
9歳、無料

申込み　名前と電話番号を記
入の上、直接または郵送、電
話、ファクス、電子メールで男
女共同参画課へ。託児を希
望される場合は、12月8日㈭ま
でにこどもの名前と年齢と住
所を電話でご連絡ください。

※手話通訳があります。

　鈴鹿市考古博物館サポー
ト会主催による講演会です。
と　き　12月4日㈰ 14時から
ところ　考古博物館 講堂
内　容　国史跡久留倍官衙
遺跡の調査と整備活用

講　師　清水政宏さん（四日
市市教育委員会 社会教
育課 文化財係）

聴講料　無料

　賃金不払い・不当解雇・年
金・ローン相談・保険・住宅な
ど、暮らしに関する相談に、弁
護士・社会保険労務士・専門
の相談員がお応えします。
と　き　11月26日㈯ 10時～
16時

ところ　労働福祉会館
問合せ　勤労者ライフサポー
ト促進事業実行委員会（鈴
鹿地区労働者福祉協議
会）（　383-3358（9時～16
時　火～金曜日））

建物を取り壊したら
忘れずに申告を

資産税課　 382-9007　 382-7604

　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

行政情報を配信しています

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

育児を改革！
～お父さんの戦略育児～

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

考古学講演会

考古博物館　 374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

暮らし何でも相談

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

催 し 物
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区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

と　き　12月23日㈮
○第1回　13時30分～14時
30分（13時開場）
○第2回　15時30分～16時
30分（15時開場）

ところ　文化会館プラネタリ
ウム

内　容　平成24年5月21日
㈪の早朝に起こる金環日食
の概要や観察ポイントにつ
いて説明します。また、ギタリ
スト高橋邦男さんとフルーテ
ィスト坂倉志保さんのライブ
演奏にあわせて星雲や惑
星などを投映します。

定　員　各回150人
参加費　無料
※12月3日㈯10時から、文化会館で
希望時間の整理券を配布し、なく
なり次第終了します。※中学生以
下は保護者同伴でお願いします。

※当日の一般・団体番組の投映は、
特別投映のため休止します。

と　き　11月25日㈮ 12時
50分～14時20分

ところ　鈴鹿国際大学
内　容　「青年海外協力隊
ニジェールでのボランティア
体験談」講師：小高岳史

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開
発と文化研究センター（シウ
ダック）（　372-2121　372-
2827　siudac@m.suzuka-
　iu.ac.jp）

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランや各種鉢花、こだわりの観
葉植物、花苗、バラなどの品評
会の入賞作品を展示します。
　併せて生産者による即売
会も開催します。産地だからこ
そできる、ハウスから直送の新
鮮な花を、生産者価格で提供
します。ぜひご来場ください。
◆品評会入賞作品展示・即売会

と　き　
○12月3日㈯ 10時～20時
○12月4日㈰ 10時～18時
◆迎春！花の即売会

と　き

○12月28日㈬ 10時～20時
○12月29日㈭ 10時～20時
○12月30日㈮ 10時～17時
ところ　イオンモール鈴鹿セ
ンターコート

問合せ　鈴鹿花き温室組合 
組合長　藤田政也（　
374-4108）

　「障害者週間（12月3日～9
日）」を前に、障がい者の福祉
についての理解と関心を深め
るとともに、市民・障がい支援
者・障がい当事者相互の交
流を図るため、障がいのある
方を取り巻く現状、課題、取り
組みを紹介します。
と　き　11月24日㈭～30日㈬
ところ　市役所本館1階市
民ギャラリー

内　容　パネル展、写真展、
作品展

主　催　鈴鹿市障害者自立
支援協議会

問合せ　障害福祉課（　
382-7626）

　犯罪被害者は、犯罪による直接的な被害だけでなく、被害
後もさまざまな問題に苦しめられます。
　被害に苦しむ方々が、一日でも早く以前と同じような生活を
取り戻せるように、
○無責任なうわさ話をしない　　○以前と同じように接する
○事件のことにあえて触れない
などに気を配り、被害者の方から必要とされた場合に、何がで
きるか考えてみませんか。
◆被害者相談窓口

○公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター（　
059-221-7830　  059-227-4755 　http://www18.ocn.ne.jp/
̃mie-hhsc/）
受　付　平日10時～16時 
○三重県警察本部広聴広報課被害者支援室（　059-222-0110）
受　付　平日9時～17時

プラネタリウム
特別投映～金環日食
＆星空コンサート～

文化会館　 382-8111　 382-8580

　bunka@city.suzuka.lg.jp

第25回鈴鹿花き温室組合
品評会と即売会

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

障がい啓発イベント
「り・か・い」

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

シウダック第97回例会

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp
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11月25日から12月1日は
｢犯罪被害者週間｣です

警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

　　

　伊勢型紙の彫刻が体験で
きます。
対　象　小学4年生以上の方
と　き　12月4日㈰ 10時～
12時、13時～15時30分

ところ　伝統産業会館
内　容　干支・ミニ色紙作り
100人、干支・カレンダー作
り100人

参加料　無料
申込み　当日先着順
問合せ　伊勢型紙彫刻組合 
坂（　382-3441）

申込み　11月28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　12月6日㈫と7日㈬
○基礎2　12月10日㈯と11日㈰
○ワード応用　12月13日㈫と
14日㈬
○年賀状　12月8日㈭と9日㈮

◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　12月6日㈫と7
日㈬
○エクセル基礎　12月8日㈭
と9日㈮
○エクセル応用　12月13日
㈫と14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）

申込み　11月20日㈰から12月
9日㈮までに、ファクス、電子メ
ールまたは直接、水泳場へ。
ホームページからも申し込めま
す。応募多数の場合は抽選

◆飾り巻き寿司教室

　正月用の飾り巻き寿司を作
ります。
対　象　18歳以上の方
と　き　12月14日㈬ 13時
30分～15時

定　員　各10人
参加料　1回2,600円（材料
費込）

◆体験ダイビング

　ダイビングの体験
対　象　8歳以上の方
と　き　12月11日㈰、18日
㈰、1月8日㈰、15日㈰　各
19時～21時

定　員　各9人

参加料　1回3,500円
◆ドルフィンスイム

　50ｍプールにてシュノーケ
ル、マスク、フィンを使った実技
対　象　25ｍ以上泳げる18
歳以上の方

と　き　12月16日㈮ 19時
30分～21時、17日㈯ 13時
30分～15時

定　員　10人
参加料　800円
◆短期水泳教室

　水慣れから水泳の基礎技
術習得まで
対　象　年長から小学6年
生まで

と　き　12月20日㈫、21日
㈬、22日㈭、23日㈮ 全4回 
16時～17時

定　員　20人
参加料　6,000円
◆第2回ボールでチャレンジ

inプール

　プールでさまざまなボール
運動を行います。
対　象　泳げる小学生（25
ｍ程度）

と　き　12月26日㈪、27日
㈫、28日㈬ 全3回 9時～
10時

定　員　20人
参加料　2,000円
◆第2回ボールでチャレンジ

　ドッジボールなどのボール運動
で身体能力の向上を図ります。
対　象　小学生
と　き　1月7日㈯、14日㈯、
28日㈯、2月4日㈯ 全4回 
13時～15時

定　員　30人
参加料　3,000円
◆トランポリンで遊ぼう

　トランポリンの基礎習得
対　象　小学生から高校生
まで

くらしの情報くらしの情報

講座・教室

パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

県営鈴鹿スポーツガーデン
冬休み短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

催 し 物

伊勢型紙彫刻体験会

産業政策課　 382-9045　 382-0304

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

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

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

自治会への市事務委託について

　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。

市が自治会に委託している事務の内
容と、委託料についてお尋ねします。

市では、市民の皆さまに、さまざまな行
政サービスや情報を提供しています。

このうち、地域ごとにまとまって行った方が
効率的で効果的と思われる簡易な市事務
の一部を自治会に委託しています。
　委託している事務の主な内容は、広報す
ずか、各種公共団体からの周知文書など

の配布や回覧、自治会での要望の取りまと
め、各種委員の推薦、立会い調査などです。
この事務委託の経費の一部として、市は自
治会に委託料を年4回（6月、9月、12月、3月）
に分けて支払っています。委託料の金額は、
月額一世帯当たり105円を、自治会加入世帯
数に応じて計算しています。



区　　　分

予 算 現 額

資本的支出

19億5,434万円

収益的収入

43億6,314万円39億6,700万円 38億1,900万円

収益的支出 資本的収入

年間執行額

下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円

20億2,325万円

39億8,330万円

20億3,410万円

36億5,184万円

19億8,884万円 12億9,162万円

と　き　1月7日㈯ 13時～
15時

定　員　10人
参加料　500円

申込み　フォークリフト技能
講習は12月1日㈭8時30分

から先着順で受け付けま
す。それ以外は受講開始日
の1カ月前から受け付けま
す。直接、鈴鹿地域職業訓
練センターへ

◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法「低圧電
気取扱特別教育」取得講座
と　き　1月11日（水）、12日
（木） 8時30分～17時
受講料　1万円（別途教材
費630円）

◆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
※この資格がないと玉掛の業務に
従事できません。

と　き　8時45分～17時
○学科　1月16日㈪、17日㈫
○実技　1月1 8日㈬、1 9日
㈭、20日㈮の間で選択受
講します。　

受講料　1万円（別途教材
費1,600円）

◆Word 初級（ワード2007）

　基本的な文書の作成、印

刷、表の作成、図・写真などの
貼り付けを学習します。
と　き　1月17日㈫、18日㈬ 
9時～16時

受講料　4,000円
◆2月のフォークリフト運転

技能講習（31時間講習）

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き

○学科　1月31日㈫ 8時20
分～17時30分
○実技　8時～17時15分
Ⅰコース　2月5日㈰、11日㈯、
12日㈰

Ⅱコース　2月1日㈬～3日㈮
Ⅲコース　2月7日㈫～9日㈭
受講料　2万6,500円

鈴鹿地域職業訓練
センター講座（1月）

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.mecha.ne.jp/~suzukatc

電　話 電子メール ホームページファクス
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