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お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

三重しぜん文化祭inすずか

学童ナビ

井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子

スポーツ・図書館・相談 

　東日本大震災では、津波な
ど多くの地震災害が発生しま
した。岩手県釜石市の小中学
校では「どんな津波が襲って
きてもできることがある。それは
逃げることだ」と教えてきた防
災教育から、児童生徒は「逃
げる」ことを実践し、99 .8％の
小中学生が難を逃れました。
これは、「釜石の奇跡」と呼ば
れています。
　その釜石市の防災アドバイ
ザーとして防災教育を行って
きた、群馬大学大学院教授の
片田敏孝さんから防災につい
て講演いただきます。

と　き　3月19日㈪ 14時～
15時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学 
白子キャンパス 講堂

テーマ　「想定外を生き抜く
力～『釜石の奇跡』釜石市
防災教育に学ぶ～」

講　師　片田敏孝さん（群馬
大学広域首都圏防災研究
センター長、群馬大学大学
院工学研究科 教授）

入場料　無料
主　催　鈴鹿市自治会連合
会・鈴鹿市

申込み　不要
※駐車場に限りがあります。でき
るだけ乗
り合わせ
て来場く
ださい。

と　き　3月1日㈭～4日㈰ 9
時～17時

※最終日は、15時まで
ところ　文化会館 さつきプ
ラザ

内　容　伊勢型紙技術保存
会制作の復刻作品や見本
染め、古代型紙、彫刻用具
のほか江戸小紋染色着
物、反物、染色用具などを
展示します。また、3日・4日に
は伊勢型紙彫刻実演と江
戸小紋染めの実演もありま
す。

入場料　無料
主　催　国指定 重要無形文
化財保持団体 伊勢型紙技
術保存会

問 合 せ　伊勢型紙資料館
（　368-0240）

防災講演会

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

伊勢型紙・伝承の極展
きわみ

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp
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70周年事業情報

片田敏孝さん



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

交通死亡事故が
連続して発生しています

防災安全課　 382-9022　 382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

就学援助制度を
ご存知ですか

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

嘱託職員（事務）を
募集します

人事課　 382-9037　 382-2219

　jinji@city.suzuka.lg.jp

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　 382-9037　 382-2219

　jinji@city.suzuka.lg.jp

子育て支援課　 382-7606　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　鈴鹿市では今年、すでに3
件の悲惨な交通死亡事故が
発生し、尊い命が失われてい
ます。再度、交通安全のポイン
トをご確認ください。
◆交通事故を防ぐための

　ポイント

○「止まる、見る、待つ」を徹
底しよう
 　ちょっとした気の緩みが交
通事故につながっていま
す。まず、交差点などに差し
掛かったら「止まる」習慣を
身に付け、「前・左右を確
認」して、車が来たら「待
つ」ことを徹底してください。
○運転手の皆さんへ
 　走り慣れた道でも、気を引
き締めて運転しましょう。交
差点を右左折する際は、横
断中の歩行者・自転車に気
を付けましょう。夕暮れ時
は、早めのライト（前照灯）を
点灯しましょう。
○歩行者・自転車の皆さんへ  
　　青信号でも油断せず、左
右の確認をしてから横断し
ましょう。自転車で進路変更
する場合は、後方の確認を
しましょう。夜間の外出時
は、夜行反射材を活用しま
しょう。

　一般的な事務補助を行う臨
時職員の登録者を随時募集し
ています。登録希望者は臨時
職員登録申込書を人事課へ
提出してください。登録者の中
から必要の都度、勤務条件・経
験などを考慮して雇用させてい
ただきます。申込書は市ホーム
ページ「人事・職員採用コーナ
ー」からもダウンロードできます。
　また、子育て支援課では、公
立保育所の臨時保育士・臨時
給食調理員・延長補助員、学
校教育課では、小学校の臨時
給食調理員、公立幼稚園・小・
中学校の講師・介助員を随時
募集しています。詳しくは、子育
て支援課または学校教育課へ
お問い合わせください。

対　象　昭和 27 年 4 月 2日
以降生まれで、パソコン操
作（入力・検索など）ができ、
普通自動車免許を取得の
方または平成 24 年 3 月末
日までに取得見込みの方。

※全ての職種において、地方公務
員法第16条の欠格条項に該当
しないことが条件です。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。

業務内容　事務補助業務など
予定人数　2 人程度
申込み　2 月 20 日㈪から 28

日㈫までに、嘱託職員採用
試験申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送
で〒513-8701 人事課へ

※申込書は、直接または郵便で人
事課へ請求してください。郵便
で請求する場合は、封筒の表に
朱書きで、「嘱託職員（事務）採
用試験申込書希望」と明記した
返信用封筒（宛先を明記し、80
円切手を貼った12cm×23cm程
度のもの）を必ず同封してくだ
さい。また、市ホームページ「人
事・職員採用コーナー」からもダ
ウンロードできます。

◆第一次試験

と　き　3 月4日㈰ 9 時から
ところ　市役所本館 12 階
会議室

内　容　筆記試験（マークシ
ート方式）

◆第二次試験

　第一次試験合格者に対し
て面接試験を行います。日時、
会場など詳しくは一次試験合
格通知の際に指定します。

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者に対し、学
用品費・学校給食費などの援
助をしています。
　援助を希望される方は、学
校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、所得がわ
かる証明書（源泉徴収票な
ど）を添付の上、学校へ提出
してください。
　なお、援助を受けていただく
にあたっては、一定額の所得
基準を設けています。
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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

平成24年度版
ごみ収集カレンダー、

家庭ごみの分け方・出し方、
プラスチックごみの
分け方・出し方、

有害ごみ専用収集袋を
配布します

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

経済センサス活動調査の
調査票の提出は
お済みですか

企画課　 382-7676　 382-9040

　kikaku@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

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

夜間断水・洗管作業を
行います

工務課　 368-1676　 368-1688

　komu@city.suzuka.lg.jp

　平成24年度版ごみ収集カ
レンダー、家庭ごみの分け方･
出し方、プラスチックごみの分
け方・出し方、有害ごみ専用
収集袋を広報すずか3月5日
号と共に配布します。紛失さ
れた場合でも、3月5日以降に、
廃棄物対策課と地区市民セ
ンターでお渡しできます。
※有害ごみ専用収集袋は翌年度
も使用できますのでご利用くだ
さい。袋が多く余ってしまった場
合は、廃棄物対策課か地区市
民センターへお持ちください。

※一部地域において、有害ごみ専
用収集袋は3月20日号とあわ
せて配布します。

　安全でおいしい水を供給す
るために、水道管内の洗管作
業とそれに伴う断水を下記の
とおり実施します。ご理解、ご
協力をお願いします。
　なお、洗管作業中や洗管作
業後に管内の水流の変化な
どで濁り水が発生して、ご迷
惑をお掛けする場合がありま
す。あらかじめ飲料水のくみ置
きや洗濯などにご注意をお願
いします。
　また、洗管作業エリア外で
も、作業の影響で濁り水が発

生し、ご迷惑をお掛けする場
合があります。炊事、洗濯など
でご使用する際にはご注意を
重ねてお願いします。
と　き　2 月 28 日㈫ 午前 0
時～午前 6 時

作業区域　石薬師地区 : 自
由ケ丘一丁目のすべて、自
由ケ丘二丁目の一部、自由
ケ丘三丁目のすべて、自由
ケ丘四丁目のすべて

　調査票をまだ提出していな
い事業所の方は、ご記入の
上、提出をお願いします。

　3月定例会での代表質問
（5日）・一般質問（6日～9日）を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで
生放送します。
と　き　3 月 5日㈪～ 9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、全員協
議会は傍聴ができます。

※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。傍聴する場合

は事前に議事課へご確認くだ
さい。

　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。
と　き　毎週日曜日 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・申請書の受け付け
…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てや医療関
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。

※手続の際には、免許証等の本人
確認書類の提示をお願いします。
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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

　　

アカウント名

　suzuka_city
配信する情報　災害情報、防
犯情報、イベント情報、市内行
事の写真などを配信します。
大手メディアではなかなか取
り上げられないような、地域に
密着した情報を配信します。

※ツイッターサービス自体について
は、Twitter公式ナビゲーター
「ツイナビ」のホームページをご
覧ください。

　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・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　随時受付をしていま
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。

　一般競争入札を行った後、
随時売却している物件です。
先着順で申し込みを受け付け
中です。
○物件Ａ

所在地　高岡町字七反縄
732番2

地　目　宅地
地　積　265.53㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　727万6,000円
○物件Ｂ

所在地　下箕田三丁目378
番13

地　目　宅地
地　積　229.25㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　843万6,000円
○物件Ｃ

所在地　磯山二丁目1979番1
地　目　宅地
地　積　257.51㎡
用途地域　準工業地域
売却価格　880万7,000円
○物件Ｄ

所在地　下箕田一丁目377番1
地　目　宅地
地　積　301.31㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　973万円
○物件Ｅ

所在地　住吉五丁目7827番6
地　目　雑種地
地　積　227.27㎡
用途地域　工業地域
売却価格　750万円
申込み　管財営繕課（鈴鹿
市土地開発公社事務局）へ

※先着順ですので、申し込み済み
の場合はご容赦ください。

※郵送による申し込みはできませ
ん。

　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。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（納付書）が必要です。

対　象　市内在住の20歳以
上の方

定　員　男性1人、女性3人
（応募多数の場合は選考）
期　間　平成24年4月1日～
平成26年3月31日

内　容　年2回程度の会議
に出席し、障がい者に関す
る施策などを総合的かつ計
画的に推進するために審
議します。

申込み　3月16日㈮までに、
障害福祉課に備え付けの
応募用紙で同課へ

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　 382-7831　 382-7660

　nouzei@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市障害者施策推進
協議会委員を募集します
障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市公式ツイッターを
フォローしてください

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

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市土地開発公社
所有地と市有地を
先着順で売却します

管財営繕課　 382-9675　 382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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市土地開発公社事務局）へ
※郵送による申込みはできま
せん。
※入札参加資格など入札参
加申込みについて詳しくは、管
財営繕課へ
◆現地説明会
と　き　2月27日（月）　物件
（1）：9時から、物件（2）：10時
から、物件（3）：11時から
ところ　売却物件所在地

鈴鹿市土地開発公社
所有地と市有地を
先着順で売却します

管財営繕課Tel382-9675 Fax382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　一般競争入札を行ったの
ち、随時売却している物件で
す。先着順で申し込みを受け
付け中です。
○物件Ａ
所在地　高岡町字七反縄
732番2
地　目　宅地
地　積　265.53㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　727万6,000円
○物件Ｂ
所在地　下箕田三丁目378番
13
地　目　宅地
地　積　229.25㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　843万6,000円
○物件Ｃ
所在地　磯山二丁目1979番
1
地　目　宅地
地　積　257.51㎡
用途地域　準工業地域
売却価格　880万7,000円
○物件Ｄ
所在地　下箕田一丁目377番
1

地　目　宅地
地　積　301.31㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　973万円
○物件Ｅ
所在地　住吉五丁目7827番
6
地　目　雑種地
地　積　227.27㎡
用途地域　工業地域
売却価格　750万円
申込み　管財営繕課（鈴鹿市
土地開発公社事務局）へ
※先着順ですので、申し込み
済みの場合はご容赦ください。
※郵送による申込みはできま
せん。

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課Tel382-7831Fax382-7660

nouzei@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。
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

対　象　市内在住の20歳以
上の方
定　員　男性1人、女性3人
（応募多数の場合は選考）
期　間　平成24年4月1日～
平成26年3月31日
内　容　年2回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策などを総合的かつ計画的に
推進するために審議します。
申込み　3月16日（金）までに、
障害福祉課に備え付けの応
募用紙で同課へ

第20回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
（財）鈴鹿市文化振興事業団Tel384-7000Fax384-7755 since-97@s-bunka.net

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

◆第20回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月10日（土） 10時から
ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第20回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月10日（土）から1部100円で販売
しますので、ご希望の方は、直接、（財）鈴鹿市文化振興事業団事務局（文化会館内）へお越い。

　　

鈴鹿市土地開発公社
所有地を一般競争入札で

売却します
管財営繕課Tel382-9675 Fax382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　駐車場用地や住宅用地とし
て最適な物件です。
○物件（1）
所在地　大池一丁目1710番
38
地　目　宅地
地　積　245.71㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　1044万3 ,000円
（売却最低価格）
○物件（2）
所在地　大池一丁目1710番
29
地　目　宅地
地　積　300.29㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　1,275万3,000円
（売却最低価格）
○物件（3）
所在地　大池二丁目1720番
137
地　目　宅地
地　積　93.16㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　28 1万2 , 0 0 0円
（売却最低価格）
◆入札
と　き　3月19日（月）　物件
（1）：9時、物件（2）：10時、物件
（3）：11時
ところ　市役所本館 1 0 階
1004入札室
申込み　2月27日（月）から3月
13日（火） （土・日・祝日を除く）
までの9時30分から16時まで
に、直接、管財営繕課（鈴鹿

○お知らせ

添付エクセル「文芸賞一覧」の表をいれてください。
昨年の2月20日号4Pを参考にしてください。



第20回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
（財）鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 since-97@s-bunka.net

◆第20回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月10日（土） 10時から　　ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第20回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月10日（土）から1部100円で販
売しますので、ご希望の方は、直接、（財）鈴鹿市文化振興事業団事務局（文化会館内）へお越し
ください。

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。
◆一般の部
ジャンル 氏　名 作品名

(敬称略、同賞内順不同）

(敬称略、同賞内順不同）

小説 奥田かなえ
最
優
秀
賞

骨
エッセイ 平　英男 東京へ
詩 村山砂由美 追懐
短歌 戸谷重子 病む晩夏光
俳句 堀　喬 原爆忌
川柳 北田のりこ 私のポーズ

エッセイ 奥村卓哉

奨
励
賞

煙管と長火鉢

詩 服部雅恵
Meu mar, quero te amar
-私の海よ、あなたを愛したい-

詩 田中静雄 大宰府に詣で菅公を詠ず
短歌 小河香織 拍手
短歌 栗山恵美 秋色
短歌 石田加代子 あなた、ありがとう
俳句 岩間　務 伊勢の海
俳句 豊田忠兆 鷺
俳句 岩佐紀代子 秋の薔薇
川柳 岡田　幾 佳き日の厨
川柳 岡田悟郎 どんでん返し
川柳 落合文彦 Ｕターン

小説 定金千佳
優
秀
賞

私達、
鈴鹿へ引っ越しました

エッセイ 長岡裕子 生母の貌
詩 堀川孝子 めど　とおしてんか
短歌 児玉亮子 君
俳句 髙井幸子 小鳥来る
川柳 小出順子 今

小説 小津順吉 シャトルコックは宿酔い
小説 奈良光男 誰がために

◆ジュニアの部
ジャンル 氏　名 作品名
作文･童話 川居静花

最
優
秀
賞

木下中学校　宅配部
詩 大山尚輝 飛行機のひみつ

短歌 松山愛梨
友達とケンカをしたら涙目に
お空を見れば海ができてる

俳句・川柳 森苺花 ひまわりにくるんとみせたさかあがり

奨
励
賞

短歌 角谷菜月
４日間被災地の子を受け入れて
直接聞いた津波の恐さ

短歌 小林英人
黄味おびて稲穂もおもくなり始め
もうすぐ夏も終りをつげる

短歌 下斗米翔太
大津波流されたものは多いけど
流されないであなたの心

短歌 吉田かれん
ありがとうふとしたときにかんじるよ
言葉ではないたしかな思い

短歌 西山京佑
月あかり照らす背中に虫の声
これで最後の線香花火

短歌 川島翔輝
ばったはねぴょんぴょんとぶよみどりいろ
えものつかまえむしゃむしゃたべる

短歌 田中美有
秋の空夕方になるとまっかっか
なんだかとてもてれてるみたい

短歌 大塚萌音
おちばがね風にふかれてとんでった
ズリズリズリとどこかへいった

作文･童話 小村彩花

優
秀
賞

奨
励
賞

のバラのクラス
詩 中野芙美 だんご虫

短歌 伊達翔平
ありがとう短いけれどあたたかい
気持ちを変える言葉の力

俳句・川柳 森桜花
どんぐりがへんしんしたよ
にんぎょうに

作文･童話 中野文菜 日記抄

俳句・川柳 吉岡慶人 ひやひやとスイカが思うスイカ割り
俳句・川柳 村瀬菜摘 バスケット汗だくになりゴール決め
俳句・川柳 小林謙太 もみ焼きの香りがかすむ秋の里
俳句・川柳 山本瑛心 あまがえるふくをきがえてどこへいく
俳句・川柳 伊藤優羅々 おいもほりかおよりでかいおいもだぞ
俳句・川柳 井ノ本　響 山歩きぼくのぼうしに赤とんぼ
俳句・川柳 川端健太 いやがってからからでないかたつむり
俳句・川柳 長谷部智也 くさむらでねらいをつけてバッタとり
俳句・川柳 福山瑞歩 雪だるま手足つけたら動きだす
俳句・川柳 石原恵多 ひっつきむしこの服いいとわめいてる
俳句・川柳 今西里奈 がんばれと運動会のふえがなる

短歌 西田郁香 打ち水の冷たさ甲に感じつつ
遠く東の笑顔を祈る

短歌 野村莉茉 せんぷうき前にすわってわれわれは
うちゅう人だ風にのせてね

短歌 鈴木龍一 見あげるとゆうやけとんぼあかくなる
ぼくのこころにしみこんでいく

短歌 渥美真奈 夏の日に風鈴の音聞きながら
涼しい風を受ける幸せ

短歌 尾鼻沙恵 そらの色とてもきれいな色だから
今すぐにでも君にみせたい

短歌 田中ゆかり 夏休み日に日に伸びるひまわりと
日に日に伸びる私の心

短歌 羽山　廣 大会後どしゃぶりの雨ざあざあと
いろんな涙がつまっているね
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電　話 電子メール ホームページファクス

市土地開発公社事務局）へ
※郵送による申込みはできま
せん。
※入札参加資格など入札参
加申込みについて詳しくは、管
財営繕課へ
◆現地説明会
と　き　2月27日（月）　物件
（1）：9時から、物件（2）：10時
から、物件（3）：11時から
ところ　売却物件所在地

鈴鹿市土地開発公社
所有地と市有地を
先着順で売却します

管財営繕課Tel382-9675 Fax382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　一般競争入札を行ったの
ち、随時売却している物件で
す。先着順で申し込みを受け
付け中です。
○物件Ａ
所在地　高岡町字七反縄
732番2
地　目　宅地
地　積　265.53㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　727万6,000円
○物件Ｂ
所在地　下箕田三丁目378番
13
地　目　宅地
地　積　229.25㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　843万6,000円
○物件Ｃ
所在地　磯山二丁目1979番
1
地　目　宅地
地　積　257.51㎡
用途地域　準工業地域
売却価格　880万7,000円
○物件Ｄ
所在地　下箕田一丁目377番
1

地　目　宅地
地　積　301.31㎡
用途地域　第一種住居地域
売却価格　973万円
○物件Ｅ
所在地　住吉五丁目7827番
6
地　目　雑種地
地　積　227.27㎡
用途地域　工業地域
売却価格　750万円
申込み　管財営繕課（鈴鹿市
土地開発公社事務局）へ
※先着順ですので、申し込み
済みの場合はご容赦ください。
※郵送による申込みはできま
せん。

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課Tel382-7831Fax382-7660

nouzei@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。
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

対　象　市内在住の20歳以
上の方
定　員　男性1人、女性3人
（応募多数の場合は選考）
期　間　平成24年4月1日～
平成26年3月31日
内　容　年2回程度の会議に
出席し、障がい者に関する施
策などを総合的かつ計画的に
推進するために審議します。
申込み　3月16日（金）までに、
障害福祉課に備え付けの応
募用紙で同課へ

第20回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました
（財）鈴鹿市文化振興事業団Tel384-7000Fax384-7755 since-97@s-bunka.net

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

◆第20回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月10日（土） 10時から
ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第20回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月10日（土）から1部100円で販売
しますので、ご希望の方は、直接、（財）鈴鹿市文化振興事業団事務局（文化会館内）へお越い。

　　

鈴鹿市土地開発公社
所有地を一般競争入札で

売却します
管財営繕課Tel382-9675 Fax382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　駐車場用地や住宅用地とし
て最適な物件です。
○物件（1）
所在地　大池一丁目1710番
38
地　目　宅地
地　積　245.71㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　1044万3 ,000円
（売却最低価格）
○物件（2）
所在地　大池一丁目1710番
29
地　目　宅地
地　積　300.29㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　1,275万3,000円
（売却最低価格）
○物件（3）
所在地　大池二丁目1720番
137
地　目　宅地
地　積　93.16㎡
用途地域　第一種住居地域
予定価格　28 1万2 , 0 0 0円
（売却最低価格）
◆入札
と　き　3月19日（月）　物件
（1）：9時、物件（2）：10時、物件
（3）：11時
ところ　市役所本館 1 0 階
1004入札室
申込み　2月27日（月）から3月
13日（火） （土・日・祝日を除く）
までの9時30分から16時まで
に、直接、管財営繕課（鈴鹿

○お知らせ

添付エクセル「文芸賞一覧」の表をいれてください。
昨年の2月20日号4Pを参考にしてください。



　　

　鈴鹿市をもっと住みよい、も
っと暮らしやすいまちにするた
めの基本となる条例案をまと
めました。この条例案について
ご意見を募集します。また、条
例案についての説明会を行
います。
※鈴鹿市まちづくり基本条例案
は、市長が委嘱した市民委員会
「みんなでつくる鈴鹿まちづく
り条例を考える会」からの提言
書をもとに、市がまとめたもの
です。

意見提出できる方　どなた
でも

募集期間　2月20日㈪～3月
19日㈪

閲覧場所　地域課、地区市
民センター、公民館、男女
共同参画センター、市政情
報課、市ホームページ

提出方法　件名「鈴鹿市ま
ちづくり基本条例案に関す
る意見」、住所、氏名、ご意
見を記入の上、郵便（〒
513-8701 地域課宛、当日
消印有効）、ファクス、電子
メールまたは直接、窓口
（地域課、地区市民センタ
ー、公民館、男女共同参画
センター）へ。様式は問いま
せん。

※提出いただいたご意見は、個人
が特定できないように類型化し
てまとめ、回答とともに市ホー
ムページで公表します。個別に
は回答しません。

※条例に直接関係のないご意見
については、一般的な市へのご
意見として取り扱わせていただ
きます。

◆説明会

とき・ところ　
○3月1日㈭ 19時から　男女
共同参画センター
○3月11日㈰ 13時30分から
男女共同参画センター

※どちらの会場でも内容は同じで
す。申込不要

　平成24年4月から平成28年
3月まで取り組む行財政改革
の方針（鈴鹿市行財政改革
大綱）の策定作業を進めてい
ます。これまでに有識者の助
言を受けながら、市役所内で
議論を重ねたものを、大綱案と
してまとめました。この大綱案
についてご意見を募集します。
意見提出できる方　鈴鹿市
に住所を有する方

募集期間　2月20日㈪～3月
19日㈪

閲覧場所　総務課、市政情
報課、図書館、地区市民セ
ンター、公民館、市ホームペ
ージ

提出方法　件名「鈴鹿市行
財政改革大綱（案）に関す
る意見」、住所、氏名、ご意
見を記入の上、郵便（〒
513-8701 総務課宛、当日
消印有効）、ファクス、電子
メールまたは直接、窓口（総
務課、図書館、地区市民セ
ンター、公民館）へ。様式は
問いません。

※大綱案に寄せられた意見は、個

人が特定できないように類型
化してまとめ、回答とともに市
ホームページで公表します。個
別には回答しません。

※大綱に直接関係のないご意見
については、一般的な市へのご
意見として取り扱わせていただ
きます。

　良好な環境を保全形成す
るための施策を総合的かつ
計画的に推進していくために、
鈴鹿市しあわせ環境基本計
画案を取りまとめました。この
計画案についてご意見を募
集します。
意見提出できる方　鈴鹿市
に住所を有する方

募集期間　2月16日㈭～3月
15日㈭

閲覧場所　環境政策課、地
区市民センター、市ホーム
ページ

提出方法　件名「鈴鹿市し
あわせ環境基本計画案に
関する意見」、住所、氏名、
ご意見を記入の上、郵便
（〒513-8701 環境政策課
宛、必着）、ファクス、電子メ
ールまたは直接、環境政策
課へ。様式は問いません。

※計画案に寄せられた意見は、個
人が特定できないように類型
化してまとめ、回答とともに市
ホームページで公表します。個
別には回答しません。

※計画に直接関係のないご意見
については、一般的な市へのご
意見として取り扱わせていただ
きます。

鈴鹿市しあわせ環境
基本計画（案）への
意見を募集します

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市まちづくり基本
条例（案）への意見を

募集します

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市行財政改革大綱（案）への
意見を募集します

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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　平成24年度から平成26年
度までの3年間を期間とする
鈴鹿市障害者計画案を取りま
とめました。この計画案につい
てご意見を募集します。
意見提出できる方　どなたでも
募集期間　2月15日㈬～3月
15日㈭
閲覧場所　障害福祉課、地区
市民センター、市ホームページ

提出方法　件名「鈴鹿市障
害者計画案に関する意
見」、住所、氏名、ご意見を
記入の上、郵便（〒51 3 -
8701 障害福祉課宛、必
着）、ファクス、電子メールま
たは直接、障害福祉課へ。
様式は問いません。

※計画案に寄せられた意見は、個
人が特定できないように類型化
してまとめ、回答とともに市ホー
ムページで公表します。個別に
は回答しません。

※計画に直接関係のないご意見に
ついては、一般的な市へのご意見
として取り扱わせていただきます。

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします。
と　き　3月1日㈭ 13時～15
時（予約不要）

ところ　ふれあいセンター（南
玉垣町6600）
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
賃貸借契約書などがあります。

　北勢地域の10市町で構成
する「北伊勢広域観光推進協
議会」主催、各市町の花の名
所を巡るスタンプラリーです。

　下記の期間中に各地の参
加施設でスタンプを集め、必
要事項を記入の上、郵送で応
募すると、抽選で北伊勢地域
の特産品などが当たります。
　スタンプの台紙となるパンフ
レットは、商業観光課・鈴鹿市
観光協会・各スタンプラリー参
加施設などで入手できます。
パンフレットの配布数には限り
がありますのでお早めに。
と　き　2月20日（月）～6月末
※スタンプ設置期間は各施設に
よって異なります。
市内の対象施設　
○しだれ梅（2月下旬～3月上旬）
菅原神社（　374-2103）
○不断桜（3月中）　子安観
音寺（　386-0046）
○植木（植木まつり期間中4月
14日～22日）　鈴鹿フラワ
ーパーク（　382 -9020：商
業観光課）
○つつじ（4月上旬～中旬）　
伊奈冨神社（　386-4852）
○大さつき（5月中旬～6月上
旬）江西寺（だるま寺）（　
374-2796）

鈴鹿市障害者計画（案）への
意見を募集します

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

巡回相談を行います

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

北伊勢で遊ぼう！
花と食の回廊
スタンプラリー

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

おわびと訂正
　2月5日号 情報館1（13ペー
ジ下段）「「市制施行70周年
記念」冠付け事業を募集しま
す」の中で、誤りがありました。
　対象にならない事業とし
て、「●平成24年12月31日ま
でに実施される事業」と掲載
しましたが、正しくは、「●平成
25年1月1日以降に実施され
る事業」です。
　おわびして訂正し、正しい
記事を右に再掲載いたしま
す。

「市制施行70周年記念」冠付け事業を募集します
企画課　 382-9038　 382-9040　 kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんや各種団体が行う事業の名前に「鈴鹿市制施行
70周年記念」の冠を使用できます。また、のぼり旗も貸し出します。た
だし、事前審査があります。
対象事業　市内に在住、在勤、在学する20歳以上の方や主に市
内で活動するグループなどが実施する事業で、市の資源および特
色を生かし、市に元気を与え、将来のまちづくりにつながるもの。

※対象外…政治または宗教活動を主な目的とした事業、法令等に違反するもの、
またはそのおそれがある事業、鈴鹿市の品位を傷つけ、またはそのおそれがあ
ると認められる事業、公衆に不快の念、または危害を与えるおそれがある事業、
平成25 年1月1日以降に実施される事業
申込み　事業実施前までに、企画課、地区市民センター、市ホーム
ページにある申請書を記入の上、企画課へ
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電　話 電子メール ホームページファクス

※条例に直接関係のないご
意見については、一般的な市
へのご意見として取り扱わせ
ていただきます。
◆説明会
とき・ところ　
○3月1日（木） 19時から　男
女共同参画センター
○3月11日（日） 13時30分から
　男女共参画センター
※どちらの会場でも内容は同
じです。申込不要

行財政改革大綱素案への
意見を募集します

総務課Tel382-9005Fax382-2219

somu@city.suzuka.lg.jp

　平成24年4月から平成28年
3月まで取り組む行財政改革
の方針（行財政改革大綱）の
策定作業を進めています。こ
れまでに有識者の助言を受け
ながら、市役所内で議論を重
ねたものを、素案としてまとめま
した。この素案についてご意
見を募集します。
意見提出できる方　鈴鹿市に
住所を有する方
募集期間　2月20日（月）～3
月19日（月）
閲覧場所　総務課、市政情
報課、図書館、地区市民セン
ター、公民館、市ホームページ
提出方法　件名「行財政改
革大綱素案に関する意見」、
住所、氏名、ご意見を記入の
上、郵便（〒513-8701 総務課
宛、当日消印有効）、ファクス、
電子メールまたは直接、窓口
（総務課、図書館、地区市民
センター、公民館）へ。様式は
問いません。
※素案に寄せられた意見は、
個人が特定できないように類
型化してまとめ、回答とともに

市ホームページで公表します。
個別には回答しません。
※大綱に直接関係のないご
意見については、一般的な市
へのご意見として取り扱わせ
ていただきます。

鈴鹿市しあわせ環境基本
計画（案）への
意見を募集します

環境政策課Tel382-7954Fax382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　良好な環境を保全形成する
ための施策を総合的かつ計
画的に推進していくために、
鈴鹿市しあわせ環境基本
計画案を取りまとめました。こ
の計画案についてご意見を
募集します。
意見提出できる方　鈴鹿市に
住所を有する方
募集期間　2月16日（木）～3
月15日（木）
閲覧場所　環境政策課、地
区市民センター、市ホームペ
ージ
提出方法　件名「鈴鹿市しあ
わせ環境基本計画案に関
する意見」、住所、氏名、ご
意見を記入の上、郵便（〒
513-8701 環境政策課宛、
必着）、ファクス、電子メール
または直接、環境政策課
へ。様式は問いません。
※計画案に寄せられた意見
は、個人が特定できないよう
に類型化してまとめ、回答と
ともに市ホームページで公
表します。個別には回答しま
せん。
※計画に直接関係のないご
意見については、一般的な
市へのご意見として取り扱
わせていただきます。

鈴鹿市障害者計画（案）へ
の意見を募集します

障害福祉課Tel382-7626Fax382-7607

shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　平成24年度から平成26年
度までの3年間を期間とする
鈴鹿市障害者計画案を取り
まとめました。この計画案に
ついてご意見を募集します。
意見提出できる方　どなたで
も
募集期間　2月15日（水）～3
月15日（木）
閲覧場所　障害福祉課、市ホ
ームページ
提出方法　件名「鈴鹿市障
害者計画案に関する意
見」、住所、氏名、ご意見を
記入の上、郵便（〒5 1 3 -
8701 障害福祉課宛、必
着）、ファクス、電子メールま
たは直接、障害福祉課へ。
様式は問いません。
※計画案に寄せられた意見
は、個人が特定できないよう
に類型化してまとめ、回答と
ともに市ホームページで公表
します。個別には回答しませ
ん。
※計画に直接関係のないご意
見については、一般的な市
へのご意見として取り扱わ
せていただきます。

鈴鹿市公式ツイッターをフ
ォローしてください

秘書広報課Tel382-9036Fax382-9040

hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　昨年4月から鈴鹿市公式ツ
イッターを開始しています。
ぜひ、公式アカウントのフォロ
ー、リツイートをお願いしま
す。

アカウント名
　suzuka_city

配信する情報　災害情報、防
犯情報、イベント情報、市内
の写真などを配信します。大
手メディアではなかなか取り
上げられないような、地域に
密着した災害情報を配信し
ます。
※ツイッターとは、Twitter 社
が提供するインターネットサ
ービスです。情報収集・コミ
ュニケーションツールとして
利用できます。詳しくは、
Twitter 公式ナビゲーター
「ツイナビ」のホームページを
ご覧ください。
※ツイッター利用に伴う通信料
やパケット料金は利用者負
担となりますのでご注意くだ
さい。

玉垣ふれあいセンターで巡
回相談を行います

市民対話課Tel382-9004Fax382-7660

　行政相談委員と公証人が
ご相談をお受けします。

と　き　3月1日（木） 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
契約書などがあります。

北伊勢で遊ぼう！
花と食の回廊
スタンプラリー

商業観光課Tel382-9020Fax382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　北勢地域の10市町で構成す
る「北伊勢広域観光推進協
議会」主催、各市町の花の名
所を巡るスタンプラリーです。
　下記の期間中に各地の参加
施設でスタンプを集め、必要
事項を記入の上、郵送で応
募すると、抽選で北伊勢地域
の特産品などが当たります。
　スタンプの台紙となるパンフレ
ットは、商業観光課・鈴鹿市観
光協会・各スタンプラリー参加
施設などで入手できます。パ
ンフレットの配布数には限りが
ありますのでお早めに。

と　き　2月20日（月）～6月末
※スタンプ設置期間は各施設
によって異なります。
市内の対象施設　
○しだれ梅（2月下旬～3月上
旬 ） 　 菅 原 神 社
（Tel374-2103）
○不断桜（3月中）　子安観音
寺（Tel386-0046）
○植木（植木まつり期間中4月
14日～22日）　鈴鹿フラワー
パーク（Tel382-9020：商業観
光課）
○つつじ（4月上旬～中旬）　伊
奈冨神社（Tel386-4852）
○大さつき（5月中旬～6月上
旬 ）江 西 寺（ だるま寺 ）
（Tel374-2796）

　　

鈴鹿市まちづくり基本
条例（案）への意見を

募集します
地域課Tel382-8695Fax382-2214

chiiki@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市をもっと住みよい、も
っと暮らしやすいまちにするた
めの基本となる条例案をまとめ
ました。この条例案についてご
意見を募集します。また、条例
案についての説明会を行いま
す。
※鈴鹿市まちづくり基本条例
案は、市長が委嘱した市民委
員会「みんなでつくる鈴鹿まち
づくり条例を考える会」からの
提言書をもとに、市がまとめた
ものです。
意見提出できる方　どなたで
も
募集期間　2月20日（月）～3
月19日（月）
閲覧場所　地域課、地区市
民センター、公民館、男女共同
参画センター、市政情報課、市
ホームページ
提出方法　件名「鈴鹿市まち
づくり基本条例案に関する意
見」、住所、氏名、ご意見を記
入の上、郵便（〒513-8701 地
域課宛、当日消印有効）、ファ
クス、電子メールまたは直接、
窓口（地域課、地区市民セン
ター、公民館、男女共同参画
センター）へ。様式は問いませ
ん。
※提出いただいたご意見は、
個人が特定できないように類
型化してまとめ、回答とともに
市ホームページで公表します。
個別には回答しません。

○お知らせ

○催し物

添付画像「ツイッター」
をいれてください

添付画像「菅原神社しだれ梅」
を入れてください。
キャプションも入れてください。



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

くらしの情報くらしの情報

鈴鹿サーキット50周年
ファン感謝デーを
開催します

商業観光課　 382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

東北の若者に春を！
チャリティー春の薬膳会

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

　　

と　き　3月3日㈯・4日㈰ 9時
～17時（予定）

ところ　鈴鹿サーキット
料　金　下に掲載の入場券
を持参すれば無料（別途駐
車料金が必要）

内　容　日本GPを盛り上げ
たF1ドライバーが勢揃いし、
往年のF1マシンによるデモ
走行が行われるなど、これま
でにない華やかなイベントが
予定されています。

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

内　容　協議会の取り組み
の紹介、本市と三重県・周
辺市町（桑名市・四日市市・
亀山市・津市・菰野町）の観
光・物産のPRなど

問 合 せ　商業観光課（　
382-9020）

※詳しくは、鈴鹿F1協議会ホーム
ページ（　http://suzuka21.

　com/）をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

内　容　マシン搭乗、エンジ
ン始動体験、国際レーシン
グコースマイカーラン、キッズ
モータースポーツ教室など

問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会（鈴鹿商工会議所
内　382-3222）

※詳しくは、鈴鹿モータースポーツ
友 の 会 ホ ー ムページ ( 　
http://www.suzuka-msa.

　jp/）をご覧ください。

　新小学1年生の入学を祝う
催しを行います。
と　き　3月3日㈯ 14時から
（13時45分開場15時30分
終了予定）

ところ　文化会館
対　象　市内に在住する平
成24年度小学校入学予定
者とその保護者

内　容　小学校生活を紹介
する映像鑑賞、親子のふれ
あい遊びなど

参加料　無料
共　催　中日新聞社、鈴鹿市、
鈴鹿市教育委員会

問合せ　中日新 聞 社（ 　
052-221-0671）、学校教育
課（　382-7618）

と　き　3月3日㈯ 11時～14時
ところ　四日市都ホテル鈴
鹿の間

内　容　講演と四日市都ホテ
ル日本料理「都」の600kカ
ロリーの春の和食薬膳を楽
しみます。
○講演1　「食と健康につい
て」　長村洋一（鈴鹿医療
科学大学教授）
○講演2 「未病に役立つツボ・
春の章」　水野海騰（鈴鹿
医療科学大学助教）
○薬膳昼食会

定　員　200人（先着順）
参加料　5,000円（一部をあ
しなが育英基金東日本津
波遺児支援へ寄付）

主　催　鈴鹿医療科学大
学、四日市都ホテル日本料
理「都」

申込み・問合せ　2月28日
㈬までに、電話で四日市都
ホテル日本料理「都」（　
355-2813）へ

申込み　フォークリフト技能講
習・小型移動式クレーン技
能講習以外は、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
練センターへお申し込みくだ
さい。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。

◆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。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　3月21日㈬・22日㈭ 8
時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆Word初級（ワープロ初級）

　基本的な文書の作成、印
刷、表・図・写真などの貼り付
けを学習します。
と　き　3月22日㈭・23日㈮ 9
時～16時

受講料　4,000円

よい子のつどい

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

入
場
券

（鈴）

３月３日㈯ 鈴鹿サーキット５０周年 ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

入
場
券

（鈴）

３月4日㈰ 鈴鹿サーキット５０周年 ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要
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講座・教室

鈴鹿地域職業
訓練センター講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/



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

◆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　3月27日㈫・28日㈬
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆Excel中級（表計算講習）

　グラフ機能、ワークシート、デ
ータベースの活用、ピボットテ
ーブル、マクロを学習します。
と　き　3月27日㈫・28日㈬ 
9時～16時

受講料　4,000円
◆新入社員安全衛生教育

　新入社員に対する安全衛
生教育（労働安全衛生法）
と　き　4月6日㈮ 9時～16
時30分

受講料　5,000円（別途教材
費630円）

◆自由研削砥石特別教育

　自由研削作業、研削砥石
の取り替えの業務
と　き　4月9日㈪か10日㈫9
時～16時30分

受講料　5,000円（別途教材
費1,050円）

◆Word初級（ワープロ初級）

　基本的な文書の作成、印
刷、表・図・写真などの貼り付
けを学習します。
と　き　4月10日㈫・11日㈬ 
9時～16時

受講料　4,000円
◆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　4月17日㈫・18日㈬
9時～16時

受講料　4,000円
◆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。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　4月18日㈬～20日㈮
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆フォークリフト技能講習

　（31時間講習）

対　象　普通自動車運転免
許証お持ちの方

と　き　

○学科　4月17日㈫ 8時20
分～17時30分、全コース
共通
○実技　Ⅰコース　4月18日㈬
～20日㈮ 、Ⅱコース　4月24
日㈫～26日㈭ 8時～17時
15分

受講料　2万6,500円
申込み　3月1日㈭から受け
付けます。

◆小型移動式クレーン運転

講習

　労働安全衛生法「小型移
動式クレーン運転技能講習修
了証」取得講座
と　き　
○学科　5月8日㈫・9日㈬ 9時
～17時15分
○実技　5月10日㈭か11日㈮ 
8時30分～18時

※実技は津の日本クレーン協会
で行います。

受講料　2万2,500円（玉掛
技能講習修了者は 2 万
1,500円）

申込み　3月8日㈭から受け
付けます。

◆高所作業車技能講習

　労働安全衛生法「高所作
業車運転技能講習修了証」
取得講座
と　き　

○学科　5月11日㈮ 8時20分
～18時
○実技　5月12日㈯か13日㈰
8時～17時

受講料　3万4,500円（小型
移動式クレーン技能講習修
了者は3万2,500円）

申込み　3月12日㈪から受け
付けます。

申込み　2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　3月6日㈫と7日㈬
○基礎2　3月10日㈯と11日㈰
○エクセル応用　3月13日㈫
と14日㈬

◆午後の部：13時30分から

○ワード基礎　3月6日㈫と7日㈬
○エクセル基礎　3月10日㈯
と11日㈰
○ワード応用　3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）
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パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp



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

くらしの情報くらしの情報

　「つどい、つながり、そして未
来へⅥ～ボランティア・市民活
動の輪をひろげよう～」をテー
マに、市民活動団体支援事
業報告会とボランティアや市
民活動に関する悩みを解決し
てもらうテーブルトークを開催し
ます。
対　象　ボランティア・市民活
動に関わっている方、関心
がある方

と　き　3月17日㈯ 13時～
16時

ところ　市役所12階 1203
会議室

内　容　
○第1部「市民活動団体支
援事業報告会」
　　平成23年度に、市の補
助金の交付を受けて公益
的な自主的・自発的な事業
を実施した3団体の活動を
報告します。報告団体：ここ
花はうす、すずか生涯学
習インストラクターの会、鈴
亀地区介護支援専門員
協会
○第2部「テーブルトーク」　
　参加者の皆さんで、日ご
ろの活動をテーマに自由に
話していただきます。アドバ
イザー：蒔田勝義さん（鈴
鹿医療科学大学保健衛
生学部准教授）

参加費　無料
主　催　N P O法人市民ネ
ットワークすずかのぶどう、
鈴鹿市

問合せ　NPO法人市民ネ

ットワークすずかのぶどう
　（　・　387-0767　budou@
　mecha.ne.jp）、地域課へ
※手話通訳、託児の必要な方は3
月2日㈮までにご連絡ください。

申込み　2月22日㈬から、水
泳場窓口またはホームペー
ジで受け付けます（先着
順）。

◆流水教室体験会

　水の流れを利用した水中運
動で超音波によるマッサージ
効果・温熱効果・筋力効果の3
大効果をあなたも体験してみ
ませんか？
対　象　一般成人
と　き　3月1日㈭、6日㈫ 14
時～15時

定　員　各15人
参加料　各1,000円（入場料
込）

◆アロマ・リラクゼーション

ストレッチ体験会

　アロマの香りの中で体と心
の疲れを取り除くストレッチのク
ラスです。
対　象　一般成人
と　き　3月3日㈯ 11時～12
時

定　員　30人
参加料　500円

　授業公開の受講生を募集
しています。大学の授業に学
生と一緒に参加していただけ
ます。
対　象　18歳以上の方
と　き　4月9日㈪～7月30日
㈪（前期15回）

ところ　鈴鹿国際大学
内　容　いずれも90分
○観光地論　月曜日1限（9時
から）
○民俗学  月曜日2限（10時
40分から）
○ブライダルコーディネート  月
曜日2限（10時40分から）
○ホテルマネジメントⅠ　月曜
日3限（13時から）
○現代社会と法Ⅰ　月曜日3
限（13時から）
○地域研究・中国Ⅰ　月曜日3
限（13時から）
○EU経済論Ⅰ　月曜日4限
（14時40分から）
○東洋史概論　月曜日4限
（14時40分から）
○体力・トレーニング論　月曜
日5限（16時20分から）
○環境ビジネス論　月曜日5
限（16時20分から）
○政治学原論Ⅰ　火曜日1限
（9時から）
○スラブ文化論Ⅰ　火曜日2限
（10時40分から）
○日本文化史　火曜日2限
（10時40分から）
○民法・財産法Ⅰ　火曜日3限
（13時から）
○経営戦略論　火曜日3限
（13時から）
○スポーツマネジメント　火曜
日4限（14時40分から）
○日本語文法Ⅰ　水曜日1限
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講座・教室

鈴鹿市ＮＰＯ支援講座

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

県営鈴鹿スポーツガーデン
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/

鈴鹿国際大学授業公開

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp



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

秘書広報課　　 382-9036　 384-9040        

hishokoho@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

高齢者への情報発信について

　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。

世の中ＩＴ化になっていて、広報すずかで
も何かあればホームページを見るようにな

っています。高齢者はパソコンや携帯の無い人
が多くいますので、情報を見れません。高齢者向
けの昔ながらの情報提供を考えて欲しいです。

近年において広報の手段は、紙の市報
（広報すずか）だけでなく、ホームページ

やメールマガジンなどのＩＴ化にも対応してきまし
た。しかし、紙の市報が誰でも簡単に入手して
読めることから、もっとも多くの市民に情報を伝
えることができる第一の広報として位置づけて
いることに変わりありません。
　紙面数の制約上、掲載できる情報量に限り
があることから、さらに詳しい情報をホームペー
ジに掲載することもあります。その場合、インター
ネットを利用できない方であっても、電話やファク

スで問い合わせていただくことを想定して、提供
する記事の先頭には必ず問合せ連絡先を明記
しています。
　高齢者向けの情報発信に関しては、2009年5
月から広報すずかの文字を大きくするなど工夫し
ています。今後も分かりやすさを心がけ、パソコン
や携帯電話の有無などによって不平等が生じな
いよう努めていきます。

（9時から）
○地域研究・東南アジアⅠ　
水曜日1限（9時から）
○観光マーケティングⅠ　水曜
日2限（10時40分から）
○地域研究・韓国Ⅰ　水曜日3
限（13時から）
○観光文化・社会論Ⅰ　木曜
日1限（9時から）
○日本語教授法Ⅰ　木曜日2
限（10時40分から）
○総合旅行業務論Ⅰ　木曜日
2限（10時40分から）
○総合旅行業務論Ⅱ　木曜
日3限（13時から）
○哲学概論/哲学概論Ⅰ　木
曜日3限（13時から）
○言語学概論Ⅰ　金曜日1限
（9時から）
○国際関係論Ⅰ　金曜日1限
（9時から）
○ヨーロッパの中のドイツⅠ　

金曜日1限（9時から）
○文化人類学Ⅰ　金曜日2限
（10時40分から）
○映画の英語　金曜日3限
（13時から）
○エコツーリズム論　金曜日3
限（13時から）
○日本語学概論Ⅰ　金曜日4
限（14時40分から）
○国際産業開発論　金曜日
4限（14時40分から）
○心理学概論Ⅰ　金曜日4限
（14時40分から）
○ロシア・CIS 経済論Ⅰ　金曜
日5限（16時20分から）

参加料　一科目1万円
申込み　希望する授業科目
（複数可）を明記し郵便番
号、住所、名前、電話番号を
記入の上、官製ハガキ、ファ
クスまたは電子メールでお申
し込みください。

募集期間　2月20日㈪～3月
12日㈪

※詳しくは、鈴鹿国際大学教務課
（〒510-0298 郡山町663-
222 鈴鹿国際大学教務課宛 
　372-2121（代表）　372-
3935　 suzukoku-jk@m.

　suzuka-iu.ac.jp）へ

鈴鹿国際大学

に対するご意見・ご要望などは、市民対話課

いよう努めていきます。
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