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くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室
環境館

きれいなごみ集積所を維持しましょう

学童ナビ

加佐登小学校区  なかよしキッズ

スポーツ・図書館・相談 

司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課　 382-9004　 382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp
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市政への提言

クレジット返済の相談について

健康館

検診・予防接種・相談・教室

新生「SUZUKA」発進！～市制施行70周年～

70周年記念事業情報

　県指定文化財・朝鮮通信使
行列図染絵胴掛を特別公開
します。普段公開されていない
貴重な文化財です。ぜひご覧
ください。
と　き　11月22日㈭～12月9日㈰
10時～16時

ところ　大黒屋光太夫記念館
入館料　無料
※月・火曜日・第3水曜日は休館

　市内のものづくり産業の魅
力をあらためて知っていただ
き、企業相互のビジネスマッチ
ングや学校、地域団体などの
連携の場を創出するため開
催します。
と　き　12月8日㈯　9時～
15時30分

ところ　文化会館
内　容　
○JAXA「はやぶさ」でおなじ
みの川口淳一郎氏講演会
（けやきホール）
○企業祭（さつきプラザ）
○物産展（1階ロビー）
○ものづくり体験コーナー（2階
研修室）
○鈴鹿工業高等専門学校によ
る「みえサイエンスフェスティ
バル講演会」（けやきホール）
○鈴鹿高等学校書道部による
「鈴鹿墨パフォーマンス」

（けやきホール）

と　き　12月15日㈯　9時30
分～12時（最終受付は11
時30分）

ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずか（神戸
2-15-18）

内　容　相続登記をはじめと
した、遺言、遺産分割協議
など相続に関する相談、贈
与・売買・担保権抹消など権
利に関する登記の相談、会
社・法人登記に関する相談、
簡易裁判所の訴訟手続に
関する相談、多重債務の相
談、成年後見に関する相談
など。予約不要です。

問合せ　三重県司法書士会 
鈴亀支部（　0595-96-8222）

ものづくり産業展

産業政策課　 382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

朝鮮通信使胴掛を
特別公開します

文化課　 382-9031　 382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp
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くらしの情報くらしの情報

県指定文化財 朝鮮通信使行列図染絵胴掛
（白子西町自治会所蔵 市寄託資料）



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

水道総務課　 368-1674　 368-1688 　suidosomu@city.suzuka.lg.jp

災害時要援護者台帳の
追加登録を行います

生活支援課　 382-9012　 382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

障害福祉課　 382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

就学資金貸付相談を
受け付けています

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

◆業務の概況

　給水戸数は9月30日現在8万
1,077戸です。また、上半期の総配
水量は1,278万6,164㎥、一日平均
配水量は6万9,870㎥で、昨年度
の上半期に比べると1.46％減少し
ています。

◆工事請負費の執行状況

○配水管布設・移設工事など　　  4,122万円
○第5期拡張事業に伴う配水管布設工事など
　　　　　　　　　　　　　 4億3,801万円
○配水管布設替工事など　　　　9,985万円
※詳しくは水道局のホームページ（　http://www.city.
　suzuka.lg.jp/suido/index.html）もご覧ください。

水道事業の業務状況をお知らせします

くらしの情報くらしの情報　　

　高校、大学、専修学校など
に在学または、進学しようとす
る子をもつ母子家庭の方を対
象に、就学資金の貸付相談を
行っています。必ず事前に電
話で予約をしてください。
貸付限度額（月額）
○国公立　高等学校 1万
8 ,000円、高等専門学校2
万1 ,000円、短期大学4万
5,000円、大学4万5,000円、
専修学校（高等課程1万
8 , 0 0 0円、専門課程 4万
5 , 0 0 0円、一般課程 3万
1,000円）
○私　立　高等学校3万円、

高等専門学校3万2,000円、
短期大学5万3,000円、大学
5万4,000円、専修学校（高
等課程3万円、専門課程5
万3 ,000円、一般課程3万
1,000円）

貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据
え置き、その後1 0年以内
（専修学校一般課程は5年
以内）

　災害時要援護者台帳とは、
災害時に支援が必要な方を登
録した名簿で、地域での速や

かな支援に役立てるものです。
対　象　在宅で生活する下記
の方（施設入所者を除く）。
①65歳以上の一人暮らしの方
②75歳以上のみの世帯の方
③65歳以上のみの世帯で、
要介護3から5の方がいる
世帯の方
④介護認定を受けている一
人暮らしの方
⑤身体障害者手帳1級か2級を
お持ちの方で一人暮らしの方
⑥療育手帳をお持ちの方で
一人暮らしの方
⑦精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方で一人暮らしの方
⑧これらに準じる状態で援護
が必要な方

申請方法　
 ・ 昨年10月2日から本年10月1日
の間に①から④の条件に該
当した高齢者などの方に
は、担当区域の民生委員
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営業費用

●平成24年度予算の執行状況(平成24年9月30日現在） ●平成23年度水道事業損益計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

区　分 借　方
収益的収入

収益的支出

資本的収入

37億9,900万円

37億7,300万円

18億8,441万円

資本的支出 50億4,312万円

18億7,488万円

15億5,595万円

9,354万円

11億8,767万円

30億3,177万円 営業収益
貸　方
35億8,956万円

営業外費用 4億7,265万円 営業外収益 7,895万円
特別損失 986万円
当年度純利益 1億5,423万円
計 計36億6,851万円 36億6,851万円

固定資産

●平成23年度水道事業貸借対照表（平成24年3月31日現在）

借　方
417億7,506万円 固定負債

貸　方
7億3,079万円

流動資産 53億3,794万円 流動負債
資本金
剰余金

4億5,720万円
236億9,322万円
222億3,179万円

計 計471億1,300万円 471億1,300万円

予算現額 執行額

●平成23年度決算状況（平成24年3月31日現在）

区　分 
収益的収入

収益的支出

資本的収入

38億8,600万円

38億4,000万円

15億6,355万円

資本的支出 39億9,956万円

38億4,950万円

36億5,306万円

11億9,725万円

26億7,415万円

予算額 決算額

※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



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

要介護・要支援認定申請において、新規申請と変更申請の認定
有効期間を12月認定分から変更します。

要介護認定有効期間が変更されます
鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課　 369-3203　 369-3202　 skkaigo@mecha.ne.jp

児童委員の方が戸別に訪
問し、申請書を配布してい
ただきます。
 ・ ⑤から⑦までの障がいのあ
る方は、障害福祉課へ
 ・ ⑧と未登録の方で新たに登
録を希望される方は、生活
支援課へ

※個人情報を民生委員や自治会
などに提供することに同意した
上で、申請してください。

申請期間　11月中旬～12月
中旬（障がいのある方は随
時受付）

問合せ　民生委員児童委員
については生活支援課、高
齢者などの登録は長寿社
会課、障がい者などの登録
は障害福祉課へ

　

　この補助金は市内施工業
者を利用して10万円以上の費
用を要する自宅の修繕・補修
工事を実施する場合に、その
経費の一部を補助するもので
す。交付を受けるには、工事着
工前に、はがきによる申し込みと
補助金交付申請書を提出のう
え、市から補助金交付決定を
受けていることと、平成25年3月
31日までに工事と支払いが完

了し、市への実績報告が完了
している必要があります。
　申し込みは先着順です。制
度の詳細やはがきの記入方法
については、地区市民センター
に備え付けのチラシ、市ホーム
ページをご覧ください。
受付期間　平成25年1月31日
㈭（消印有効）まで

申込み　はがきによる申し込み
※実績報告の提出期限を3月31日
としていますので、3月15日ごろを
工事完了のめどにしてください。

※この補助金は、1軒の建物につき
1回の工事に限り交付を受けら
れます。これまでに交付を受け
た方が、同じ建物に対する別の
工事で再度申請はできません。

　この表彰は、伝統的工芸品
産業の振興に関し顕著な功
労があった個人などを表彰す
る制度です。鈴鹿市から伊勢
型紙に携わる3人の方が受賞
されました。
◆受賞者（敬称略）
○平成24年度伝統的工芸品
産業功労者等経済産業大
臣表彰

・功労賞「組合役員等」
　林庸生（伊勢形紙協同組

合理事長） 
○平成24年度伝統的工芸品
産業功労者等中部経済産
業局長表彰
 ・ 功労賞「組合役員等」
　佐藤利一（伊勢形紙協同
組合専務理事） 
 ・ 功労賞「伝統工芸士」
　内田勲（伊勢形紙伝統工
芸士）

　三重労働局では、長時間
労働などの問題を解消するた
め、使用者団体・労働組合へ
の協力要請、周知啓発などに
取り組んでいます。
　問題解消のためには、使用
者のみならず、労働者や労働
組合など、労使が一体となっ
た取り組みが重要です。
問合せ　三重労働局（　
059-226-2106）

※厚生労働省のホームページでは、
職場の労働時間などに関する
情報を受け付けています。

　平成24年3月に策定した鈴鹿
市行財政改革大綱に基づき、
行財政改革の行動計画である
「鈴鹿市行財政改革アクション
プラン」を策定しました。詳しく
は、広報すずか12月5日号で紹
介します。
　鈴鹿市行財政改革アクション
プランは、市ホームページと市政
情報課でご覧いただけます。

住宅リフォームに対する
補助金交付の受付期間を

延長します

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

平成24年度伝統的工芸品
産業功労者等表彰の
受賞者が決まりました

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

11月は労働時間適正化
キャンペーン期間です

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市行財政改革
アクションプランを
策定しました

総務課　 382-9005　 382-2219

　somu@city.suzuka.lg.jp
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申請区分
新規申請 3～6カ月 3～12カ月

変更申請のうち
　前回要支援→今回要介護
　前回要介護→今回要支援

3～6カ月 3～12カ月

現在の有効期間 12月からの有効期間

電　話 電子メール ホームページファクス



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

人権擁護委員にご相談を

人権政策課　 382-9011　 382-2214

　jinkenseisaku@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

J-ALERTを利用した
緊急地震速報の訓練放送が

実施されます

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報　　

　1 2月4日㈫から1 0日㈪は
「第64回人権週間」です。近
所や家庭内のもめごと、いじめ
や体罰、職場でのセクハラ、
DVなどでお悩みの方は、人
権擁護委員または、相談所へ
ご相談ください。相談は無料
で、秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　12月4日㈫
　10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター
◆人権擁護委員（敬称略）
　山尾教雄（江島町）、一見
靖子（岸岡町）、松永紀美子
（稲生西三丁目）、嶋かをり
（柳町）、岸勝驥（八野町）、益
川博光（五祝町）、中尾征郎
（小田町）、髙野栄子（小岐須
町）、小川由美子（中瀬古
町）、神﨑佳代子（若松北一
丁目）、濵野勇夫（加佐登四
丁目）、林義智（高岡町）
問合せ　津地方法務局 人権
擁護課（　059-228-4193）

　12月定例会の全日程をケ
ーブルネット鈴鹿122cｈで生
放送します。
と　き　11月26日㈪、12月5
日㈬～7日㈮・10日㈪・11日
㈫・21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、各派代表者会議、広報広聴

会議は傍聴できます。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。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

　毎年12月1日は緊急地震
速報の日です。今年は12月3
日にJ-ALERT（全国瞬時警
報システム）を利用した全国
的な訓練が行われます。緊急
地震速報が発表されてから
強い揺れが来るまでは、わず
かな時間しかありません。短
時間にあわてずに身を守る
行動がとれるように、訓練を
行いましょう。
対　象　鈴鹿ヴォイスＦＭを
お聞きの方、緊急防災ラジ
オをお持ちの方

と　き　12月3日㈪　10時15
分ごろから

ところ　市内全域（鈴鹿ヴォ
イスFM78.3MHzを受信で
きる地域）。市役所庁舎、各
地区市民センター、各小・中
学校、公民館など

放送内容

1.「ただいまから、訓練放送を
行います。」
2.「報知音」
3.「緊急地震速報・大地震で
す。大地震です。」×3回
4.「これで訓練放送を終わりま
す。」

※この訓練用緊急地震速報は、
FM放送を受信できるラジオで
聞くことができます。

◆休日窓口

と　き　11月25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

　平成25年1月7日㈪から平
成25年2月初旬まで、空調設
備工事のため休館します。
　講座の開講はありません
が、窓口受付業務は通常通り
行います。

　市民ギャラリー（市役所本
館1階東側）は、文化活動、非
営利活動などの発表にご利
用いただける展示スペースで
す。日曜日の開場時間を変更
しました。
変更後　平日：8時30分～17
時15分、土曜日：10時～17
時、日曜日：9時～17時（市
民課日曜窓口実施の場合）

※搬入・設営・搬出も上記の時間
内にお願いします。

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

鈴鹿地域
職業訓練センター
休館のお知らせ

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/

市民ギャラリーの
開場時間を

一部変更しました

管財営繕課　 382-9009　 382-8188

　kanzaieizen@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

催 し 物

第27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

みえ環境フェア2012

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

三重の文化
巨大絵本ディスプレイを

展示します

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　年末年始の市役所本館15
階展望ロビーの開放は、次の
とおり行います。
◆年末の開放休止

　12月29日㈯から31日㈪は
一般開放を休止します。
◆年始の開放

○1月1日（火・祝）
　6時30分～17時
○1月2日㈬・3日㈭
　10時～17時
※1月1日は、混雑する場合があります。

　12月から、都市の低炭素化
の促進に関する法律に基づき、
市街化区域における低炭素建
築物の認定事務を開始します。
◆低炭素建築物とは

　同法律に規定する、二酸化
炭素の排出の抑制に資する
建築物です。市内で低炭素
建築物の建築をする方は、市
へ認定を申請できます。

◆認定のメリット

　新築等で、認定を受けた住宅
は、税制特例の対象になります。

　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、大
切です。障がいのある人の観
点から社会を見つめ直してい
きましょう。

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた、洋
ランやシクラメンなど各種鉢
花、こだわりの観葉植物、花
苗、バラなど、品評会の入賞作
品を展示します。あわせて生
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、
生産者価格にて提供します。
と　き　
　12月1日㈯ 10時～20時
　12月2日㈰ 10時～18時
ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
組合長 益川康志（　387-
　0914）

　三重の文化施設の「わくわ
くどきどき」を絵本作家つつみ
あれいさんが表現した7種類

の巨大絵本ディスプレイ（縦約
1.6ｍ×横約2.4ｍ）を展示しま
す。ぜひお立ち寄りいただき、こ
のわくわくを体感してください。
と　き　11月20日㈫～平成
25年2月7日㈭　9時～17時

ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
短期大学図書館

問合せ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
短 期 大 学 図 書 館（ 　
372-3950）

※土・日曜日、祝日、12月25日㈫か
ら1月4日㈮は休館します

※都合により休館する場合があり
ますのでお問い合わせください。

※つつみあれいさん…津市在住。
著書は「ピーナッちゃんとドーナ
ッちゃん」「みっけちゃん」など。

と　き　12月2日㈰　10時～
15時

ところ　メッセウイング・みえ
（津市北河路町19-1）
内　容　「来て・見て・学んで取
り組む！地球温暖化対策」をテ
ーマに、 発電体験や工作によ
り楽しみながら環境問題に関
心を深められる体験ブース
や、風力・太陽光発電パネル
などの模型展示や電気・ハイ
ブリッド自動車などの実車展
示による紹介など。

参加費　無料
問合せ　三重県地球温暖化
防止活動推進センター
　（　0 5 9 - 2 4 5 - 7 5 1 7、　
059-245-7518、　mccca
　@mec .or . jp）
※当日は「みえ環境大賞」表彰式
と中部エネルギー・温暖化対策
推進会議セミナーを同時開催
する予定です。

年末年始の展望ロビー
開放のお知らせ

管財営繕課　 382-9009　 382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

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

低炭素建築物の
認定事務を開始します

建築指導課　 382-9048　 384-3938

　kenchikushido@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
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下半期執行額

13億8,313万円 31億3,288万円
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くらしの情報くらしの情報　　

　技術の〝強み〟が将来の備
えとして、新たな事業の柱へ
とつながることをめざすセミナ
ーを開催します。新たな事業
展開を考えている企業経営
者や「知的財産なんて関係
ない」と思われている中小企
業の方に、技術力強化とその
保護戦略の重要性について
分かりやすく説明します。
対　象　中小企業経営者、
中小企業にお勤めの方

と　き　12月14日㈮　14時
～16時30分

ところ　市役所本館5階　
503会議室

内　容　
○「中小企業の技術力強化、
新事業展開に向けた知財
戦略のあり方とは」　講師：
藤本昇さん（藤本昇特許事
務所所長・弁理士）
○「わが社の成長の『カギ』と
なる知的財産～世界一緩
まないナットの開発秘話～」
講師：若林克彦さん（ハード
ロック工業㈱代表取締役社
長）

定　員　50人
参加費　無料
申込み　12月10日㈪までに、
社名、役職、名前、住所、電
話番号を記入の上、ファク
スか電子メールで産業政策
課へ

　学校へ行きづらい子どもを
持つ保護者を対象にした「子
育てトーク」の参加者を募集し
ます。
と　き　12月10日㈪　14時
～16時

ところ　市役所西館2階　
2422会議室

※人数により、変更の可能性あり
内　容　保護者の方同士、日
頃感じていることを気軽に
話し合っていただく場です。
今回は特別に講師をお招き
します。

定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込み　12月5日㈬までに、電
話で教育研究所へ

　鈴鹿市つどいの広場事業
は、主に乳幼児（0～3歳）を
持つ親とその子どもが気軽に
集い、交流を図ることや育児
に役立つ講座の開催、育児
相談などを行っています。
　学生の皆さんが赤ちゃんと
の触れ合いや生命の大切さ
を知り、社会に参画する機会
になるように企画しました。
対　象　市内在住・通学中の
中学生から大学生

とき・内容　
○12月8日㈯　10時～12時
「オリエンテーション」、13時
30分～15時30分「キミ子
方式（ワークショップ）」
○12月9日㈰　10時～12時

「生命の授業」、13時～15
時「赤ちゃんと出会ってみよ
う」
○12月15日㈯　10時～12時
「まとめ」

ところ　トゥインクル（桜島町
六丁目20-3）ほか

講　師　助産師ほか
定　員　10人（先着順）
受講料　無料
申込み　事前申し込みが必要
です。電話、ファクスでトゥイン
クル（　・ 　383-1322）へ

※全講座を受講できない方はご
相談ください。

対　象　子ども支援に関わる
方、主任児童委員、学童保
育指導員ほか

と　き　12月5日㈬　10時～
11時30分

ところ　男女共同参画センター
内　容　子どもと向き合う時に
大切にしていること

参加費　無料
主　催　鈴鹿子ども支援ネッ
トワーク

問合せ　特定非営利活動法
人こどもサポート鈴鹿（　
383 - 1322）

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007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
 ・ 初心者のための基礎　12月

講座・教室

中小企業の技術力強化に
向けた勉強会

産業政策課　 382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

子育てトーク(不登校)

教育研究所　 382-9056　 383-7867

　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

はじめてのパソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市つどいの広場事業
「トゥインクル」

学生ボランティア養成講座
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

子ども支援者講座
「子ども支援とは」

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp
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8日㈯と9日㈰
 ・ ワード基礎　12月15日㈯と
16日㈰
○午後の部：13時30分から
 ・ エクセル基礎　12月8日㈯と
9日㈰
 ・ エクセル応用　12月15日㈯
と16日㈰

ところ　図書館2階視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

参加費　3,000円（教材費別
途必要）

申込み　11月27日㈫（平日10
時～18時）から電話で「す
ずかのぶどう（イオン白子店
3階）」 （　・　387-0767　
387-0764）へ

◆IT講習

と　き　毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時
30分から

ところ　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

内　容　インターネット、メー
ル、年賀状講座

※ノートパソコン持込可、個別対応
参加費　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶど
うへ

申込み　11月21日㈬から先
着順で受け付けます。参
加費持参の上、直接水泳
場窓口へお申し込みくだ
さい。

◆ベビービクス＆ママビクス

対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　12月11日㈫　午前
の部：11時～12時30分　午
後の部：13時30分～15時

定　員　各30組
参加費　1,000円
◆飾り巻き寿司教室

対　象　一般成人
と　き　12月20日㈭　13時
30分～15時

定　員　15人
参加費　2,600円（材料費込）

　体験を通して自然科学を
楽しく身近に感じられる教室
です。宝石づくりやエコ回路
工作などの内容を予定してい
ます。
対　象　小学校5・6年生（全
回参加が望ましい）

と　き　平成25年1月12日・
26日、2月9日・23日　隔週土
曜日　10時～1 3時3 0分
（昼食付き）
ところ　鈴鹿青少年センター
参加費　各回1,000円（材料
費、昼食代、保険代など）

定　員　30人程度（応募者
多数の場合抽選）

申込み　11月20日㈫から12
月21日㈮17時（必着）まで
に、所定の用紙で、鈴鹿青
少年センターへ

市民対話課　　 382-9004　　 382-7660      

　shimintaiwa@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

クレジット返済の相談について

　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。

クレジットの返済が滞ってしまい困って
います。市ではこういった相談をする窓

口はありませんか。メールにて返事をお願いし
ます。

鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

おもしろ自然科学教室

鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp

当市では、原則、毎月第1火曜日に司
法書士による無料のクレジット・サラ金

相談を予約制で開催しています。
　予約につきましては、本人から電話をい
ただき、相談の簡単な内容や住所、名前、

連絡先をお聞きした上で、必要事項をお伝
えし、予約を取らせていただいています。
　メールでの予約は行っていませんので、
時間の余裕のある時に市民
対話課まで予約の電話をい
ただきますようお願いします。
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