
　　

　平成18年度から市内で実
施している地籍調査の測量
成果を、｢地籍調査の成果に
関する証明書｣として、平成
25年4月1日から、手数料500
円で交付を開始しました。
※地籍調査による登記完了後の
分合筆などの変更は反映され
ていないので、法務局でご確認
ください。

　地域を問わず、広く社会の
公益に寄与することが期待で
きる自主的、自発的な非営利
の市民活動を行う団体に対
し、事業費の一部を補助しま
す。
対象事業　市内を中心に活
動する市民活動団体が行
う公益的な事業で、平成25
年7月1日㈪から平成26年2
月28日㈮までに実施できる
事業

補助金額　補助対象事業に
必要な経費の4分の3に相

当する額（最高10万円）
申込み　4月22日㈪から5月
21日㈫までに、補助金交付
申請書に必要書類を添え
て、直接地域課へ。補助金
交付申請書は、4月22日か
ら配付します。また、市ホー
ムページからも入手できま

す。

審査会　6月15日㈯　14時か
ら（予定）

審査方法　申請書類による書
面審査とプレゼンテーション
審査
※申請に際しては、事前に地
域課にご相談ください。

地籍調査の成果に関する
証明書の交付を
開始しました

土木総務課　 382-1260　 382-7612

　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

市民活動団体支援補助金
を交付します

地域課　 382-8695　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報

新しい在留管理制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)
特別永住者制度(　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html)

　2012年（平成24年）7月9日から、外国人住民の制度が変わりました。新
制度では、外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明
書が交付されます。下記の表により、切替時期と申請場所をご確認ください。
　なお、16歳未満の方は、16歳になるときに切替の手続きが必要です。ご注
意ください。
必要書類などの問合せ　外国人在留総合インフォメーションセンター
　　0570-013904（平日8時30分～17時15分）

～外国人住民の方へ～
在留カードまたは特別永住者証明書への切替時期をご確認ください

市民課　 382-9132　 382-7608　 shimin@city.suzuka.lg.jp

※16歳になるときの切替
申請期間は、旧制度では
「16歳の誕生日から30
日間」でしたが、新制度
では「16歳の誕生日の6
カ月前から誕生日まで」
に変更されています。
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2015年(平成27年)7月8日まで

◆中長期在留者の方の切替時期 (手続き・問合せ：地方入国管理局）
永　住　者

16歳以上 在留期間満了の日
2015年(平成27年)7月8日または16歳の
誕生日のいずれか早い日まで16歳未満 在留期間満了の日または16歳の誕生日の

いずれか早い日まで

それ以外の在留資格の方

16歳の誕生日まで

◆特別永住者の方の切替時期(手続き・問合せ：市民課)

16歳未満

①次回確認(切替)申請期間が2012年(平成24年)7月9日から3年を経過する日まで
に到来する方　⇒2015年(平成27年)7月8日まで

16歳以上
②上記以外の方　⇒外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である
誕生日まで

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

［歳入］合計

［歳出］合計

592億3,000万円592億3,000万円

592億3,000万円592億3,000万円

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付
金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動
車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別
交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産
収入、寄附金、繰越金

市税【46.3％】
274億311万3,000円

民生費【37.1％】
219億6,654万5,000円

衛生費【8.6％】
50億6,638万5,000円

商工費【1.3％】
7億8,523万4,000円

土木費【12.2％】
72億1,377万1,000円

教育費【12.1％】
71億4,666万4,000円

公債費【9.1％】
53億6,182万5,000円

その他【2.7％】
16億円

消防費【3.9％】
23億1,294万2,000円

農林水産業費【2.7％】
16億917万4,000円 労働費【0.2％】　1億561万2,000円

議会費【0.8％】
4億9,197万4,000円

総務費【9.4％】
55億6,987万4,000円

地方譲与税【0.9％】
5億1,920万1,000円

国庫支出金【13.5％】
79億8,462万円

県支出金【6.9％】
40億8,925万8,000円

繰入金【5.6％】
33億2,317万5,000円

諸収入【4.3％】
25億1,748万7,000円

市債【8.2％】
48億7,150万円

その他【7.8％】
46億2,164万6,000円

地方交付税【6.6％】
39億円

■市税
　前年度とほぼ同額の274億311万3千円
を計上
■地方交付税
　普通交付税を35億円、特別交付税を4
億円計上
■市債
　臨時財政対策債の35億円を含め、48
億7,150万円を計上
■繰入金
　財源不足を補うため、財政調整基金※1

から22億円（前年度20億円）、地方債減
債基金※2から7億円（前年度3億円）を計上

一般会計予算

○「その他」に含まれる歳入

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出

■民生費
　生活保護や児童福祉、障害者福祉、
高齢者福祉などの福祉関連経費が大き
く、全体の37.1％にあたる219億6,654万
5千円を計上
■土木費
　幹線道路や河川の整備費など、全体
の12.2％にあたる72億1,377万1千円を
計上
■教育費
　平田野中学校や第二学校給食センタ
ーの整備費など、全体の12.1％にあたる
71億4,666万4千円を計上
■公債費
　市債の元利償還金など、全体の9.1％
にあたる53億6,182万5千円を計上

※1財政調整基金…地方公共団体における年度間の財源

の不均衡を調整するための基金です。

※2地方債減債基金…地方債の償還を計画的に行うため

の基金です。

歳　入

歳　出

※グラフ「歳入」「歳出」ともに、構成比は表示単位未満四捨五入しています。



くらしの情報くらしの情報　　

　市内に本社のある業者に
依頼して、住宅リフォーム工事
を行う市民に補助金を交付す
る、｢地域経済対策住宅リフォ
ーム等促進事業補助金｣につ
いての説明会を実施します。リ
フォームを検討中の市民や市
内のリフォーム工事施工業者
の方は、どなたでも参加できま
す。参加申込みは不要です。
と　き　5月2日㈭　10時～
11時

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

※昨年度とは別の制度であり、昨
年度に補助金の交付を受けた方
もお申し込みいただけます。今年
度の補助金制度の利用を検討さ
れる方は、ぜひご参加ください。

※詳しい内容は、広報すずか5月5
日号と市ホームページでもお知
らせします。

対　象　市内中小企業の班
長や係長

と　き　5月18日㈯、25日㈯、
6月1日㈯、7日㈮、15日㈯、

22日㈯、29日㈯、7月6日㈯、
13日㈯の9日間コース

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

内　容　現場での問題点の
把握や対応処理、主要施
策の立案や部下の指導方
法（講義とグループ活動）、
市内中小企業の現場確認
や鈴鹿高専での実習など

定　員　24人
参加料　無料
申込み　5月10日㈮までに、産
業政策課ものづくり産業支援
センター（市役所別館第3）へ

※今年度からは、リーダーとして
の幅を広げるため、管理編と技
術編を一本化したカリキュラム
に変更します。

住宅リフォーム補助金に
ついての説明会を
行います

産業政策課　 382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

ものづくり産業支援
｢リーダー研修｣を
行います

産業政策課　 382-7011 　384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　住宅用地や駐車場用地・看板用地などに最

適な物件です。手続き方法などお気軽にお問

い合わせください。

◆入札

と　き　5月20日㈪　物件（1）：9時、物件
（2）：10時、物件（3）：11時、物件（4）：13時
30分、物件（5）：14時30分、物件（6）：15時
30分、物件（7）：16時30分

ところ　市役所本館10階　1004入札室
申込み　4月22日㈪から5月16日㈭ （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。
◆現地説明会

と　き　4月25日㈭　物件（1）：9時から、物件
（2）：9時30分から、物件（3）：10時から、物件
（4）：11時から、物件（5）：13時30分から、物
件（6）：14時30分から、物件（7）：15時30分
から

ところ　売却物件所在地

鈴鹿市土地開発公社所有地を一般競争入札により売却します

管財営繕課　 382-9675 　382-8188　 kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

物　件

（1）

地　目

雑種地

地　積

794.86㎡

用　途　地　域

第一種住居地域

予定価格
(売却最低価格)
3,358万1,000円

所　在　地

神戸五丁目918番65
（2） 雑種地 197.44㎡ 第一種住居地域 855万1,000円神戸五丁目918番64
（3） 宅地 504.61㎡ 第一種住居地域 2,736万9,000円神戸五丁目3番1

（4） 宅地 1,053.93㎡ 第二種中高層住居専用地域、
近隣商業地域 4,430万2,000円算所一丁目1012番1

（5） 雑種地 37.90㎡ 第一種住居地域 120万2,000円道伯一丁目2310番7
（6） 宅地 201.98㎡ 第一種中高層住居専用地域 818万2,000円十宮二丁目422番3
（7） 宅地 6,001.58㎡ 第一種低層住居専用地域 1億1,437万9,000円高岡台四丁目173番2
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70歳になると
がん検診の自己負担額が

変わります

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

国保人間ドック受診者を
募集します

保険年金課　 382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

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

　　

応募資格　以下のいずれにも
該当する方
○平成25年4月1日に鈴鹿市国
民健康保険に加入している方
○昭和14年4月3日から昭和
58年4月2日生まれの方
○平成24年4月1日から平成
25年3月31日の1年間を通じ
て、鈴鹿市国民健康保険に
加入し、その期間の国民健
康保険税の滞納がない方
○受診時に、鈴鹿市国民健康
保険の加入を継続している方

と　き　7月1日㈪～11月30
日㈯

ところ　検診を受託した市
内の医療機関

内　容　問診、身体計測、理
学的検査（身体診察）、血
圧、心電図、検尿、検便、血
液、胸部レントゲン、胃検査（胃
部レントゲンまたは胃カメラ）

定　員　2,000人（応募者多
数の場合は抽選）

負担金　8,000円
申込み　4月22日㈪から5月
10日㈮17時（必着）までに
直接、保険年金課か地区

市民センターへ。または、は
がきか封筒で、｢人間ドック
受診希望｣、保険証の記号
番号、郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、電話番号を
記入の上、〒513 - 8701　
保険年金課へ（電話、ファ
クス、電子メールでは受け
付けません）

※今年度から血液検査に腫瘍マー
カー(CEA)が追加されました。
詳しい検査項目内容は4月20号
回覧チラシをご覧ください。

※人間ドック受診券などの発送は
6月下旬予定です。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方には、国保人間
ドックと同時期に特定健康診査
(申込みは不要)を実施します
ので、どちらかを受診してくだ
さい。

　市が実施する胃・前立腺・
子宮がん検診について、70歳
になる年度（4月1日から翌年3
月31日の間）から、がん検診の
自己負担額が500円になりま

す。肺・大腸・乳がん検診は変
更ありません。
　また、市民税非課税世帯の
方、生活保護世帯の方は無
料です（前立腺・乳がん検診、
たんの検査は除く）。
　70歳以上の市民税非課税
世帯の方は、4月に送付される
介護保険納入通知書の保険
料段階で確認します。第1段
階から第4段階の方が市民税
非課税世帯に該当しますの
で、当てはまる方は受診時に
必ず介護保険納入通知書を
お持ちください。

◆休日窓口

と　き　4月28日㈰ 9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　4月26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。

　一般競争入札を行ったのち、随時売却してい
る物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望され
る方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

申込み　管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社
事務局）へ

※先着順での申込み受付となりますので、売却済みの
場合はご容赦ください。

※郵送による申込みはできません。

市有地と鈴鹿市土地開発公社所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
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物　件

（A1）

地　目

宅地

地　積

257.51㎡

用　途　地　域 売　却　価　格

準工業地域 880万7,000円

所　在　地

磯山二丁目1979番1
（A2） 雑種地 804.51㎡ 第一種住居地域 2,064万6,000円末広北二丁目5563番1
（A3） 宅地 1,174.49㎡ 第一種住居地域 2,657万6,000円一ノ宮町字奥市場1918番1



公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金
支給のご案内

学校教育課　 382-7618　 382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

地元産小麦を使って
手打ちうどんなどを
作りませんか

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　　

　災害救援、国際活動、医療
活動、血液事業など、人道に
基づく赤十字の各種事業は、
おもに毎年皆さまからご協力
いただく事業資金で実施して
います。
　5月の赤十字運動月間は、
こうした赤十字活動をご理解
いただき、事業資金をご協力
いただく推進月間となっていま
す。皆さまの温かいご支援と
ご協力をお待ちしています。

対　象　昭和28年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得している方

募集人員　5人程度　
試験日　5月19日㈰
申込み　4月22日㈪から5月
10日㈮（土･日・祝日を除く8
時30分～17時15分）までに
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 - 8 701　子
育て支援課へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で子育て支援課へ請求
してください。郵送の場合は、
封筒の表に朱書きで｢嘱託職
員採用試験申込書希望｣と記
入の上、返信用封筒(宛先を
記入し、90円切手を貼った
12cm×23cm程度)を同封し
てください。

※公立保育所の臨時保育士・臨時
給食調理員・延長補助員の登
録も随時受け付けています。

対　象　次の要件をすべて
満たしている方
○市内在住の交通遺児
○小・中学校に入学、または中
学校を卒業する生徒

支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

申込み　必要書類をすべて、
〒105-8574　東京都港区
芝3-33-1　三井住友信託
銀行リテール受託業務部
公 益 信 託グループ（ 　
03-5232-8911）へ随時、直
接提出してください。

必要書類　所定の申請書（小・
中学校、学校教育課）、在学
証明書（小・中学校）、交通
事故証明書（警察署）、住民
票などの交通事故により遺
児となったことを証明する書
類（市役所、各地区市民セ
ンターなど）
※(　)は書類の発行先
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で、再申請される場合
は、交通事故証明書は不要で
す。

　地元で生産した農産物を
地元で消費する｢地産地消｣

を推進するため、地元産小麦
を使った手打ちうどんや蒸しま
んじゅうなどの料理作りの出前
講座を行います。少人数でも
お受けしますので、希望する
グループの方はご連絡くださ
い。費用など詳しくは、ご相談
ください。
問合せ　Ａｇｒｉロマン鈴鹿　
豊田　（　・　379-1048）

対　象　市内在住の障がい
のある方と家族・友達

と　き　5月26日㈰　10時～
15時

ところ　市立体育館
内　容　
○午前：ビーンボーリング、輪
投げ、バッゴー、フライングデ
ィスクアキュラシー、カローリ
ング
○午後：玉入れ、空中大玉転
がし、ダンス見学、みんなで
踊ろう

定　員　150人程度
参加料　無料（昼食付き）　
持ち物　運動のできる服装、
室内用シューズ、タオル、お
茶などの飲料

主　催　三幸・スポーツマック
ス共同事業体

申込み　4月20日㈯から5月
18日㈯までに、市立体育館
受付で申込み用紙に記入

第2回ふれあい
ニュースポーツ
フェスティバル

市立体育館　 387-6006　 387-6008

5月1日～31日は
赤十字社員増強運動月間

生活支援課　 382-9012　 382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

平成25年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課　 382-7606　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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平成25年度自然観察会

環境政策課 　382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

若松海岸の
清掃ボランティア

若松地区市民センター

　385-0200 　385-4752

　wakamatsu@city.suzuka.lg.jp

　市内の鳥や植物に親しみ
を感じてもらい、関心を深めて
いただくための観察会です。
　講師の先生をお招きし、そ
の季節に見られる植物や鳥
のお話をしていただきます。
小さなお子さんから大人の方
まで誰もが楽しめる内容で
す。
◆第1回鳥観察会「初夏の鳥

たち」

　新緑の風がさわやかな椿
大神社を歩きながら、初夏の
鳥を観察します。
と　き　5月25日㈯10時～12
時（雨天決行）

ところ　椿大神社
◆植物・鳥合同観察会「秋

の深谷へ行こう」

　散策路を歩きながら、秋の
深谷公園の鳥や植物を観察
します。
と　き　11月9日㈯10時～12
時（雨天決行）

ところ　深谷公園（八野町）
◆第2回鳥観察会「秋から冬

にみられる鳥たち」

　秋が深まった岸岡山を歩き
ながら、秋から冬に見られる鳥
を観察します。
と　き　11月16日㈯10時～
12時（雨天決行）

ところ　岸岡山
講　師　市川雄二さん（日本
野鳥の会三重）、桐生定巳
さん（三重自然誌の会）

参加料　無料
申込み　随時受付、電話で
環境政策課へ

※集合場所など詳しい内容は申
込まれた方へ別途連絡しま
す。

と　き　5月18日㈯　8時～
10時　

ところ　徳本御堂前（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会
（代表者　中村勝大）
問合せ　若松地区市民セン
ター　　385-0200
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

申込み　4月26日㈮（平日10
時～18時）から電話で｢Ｎ
ＰＯ法人市民ネットワークす
ずかのぶどう（イオン白子店
3階）｣ （　・　387-0767）
へ

◆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　5月
11日㈯と12日㈰
・エクセル基礎　5月18日㈯
と19日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　5月11日㈯と
12日㈰
・ワード応用　5月18日㈯と
19日㈰

ところ　図書館2階会議室
定　員　各10人（1人以下の

場合は休講）
参加料　3,000円（教材費別
途必要）

◆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
講座

※ノートパソコン持込可、個別対応
参加料　3時間1,500円

　バドミントンを楽しく基礎から
学び、健康でいきいきとした生
活をめざします。
対　象　一般男女（年齢問
わず）

と　き　5月15日～7月17日の
水曜日（全10回）　19時～
20時30分

ところ　西部体育館（長澤
町　　371-1476）

定　員　30人（先着順）　　

講　師　鈴鹿市体育協会　
派遣講師

参加料　5,000円（スポーツ安
全保険料を含む）

申込み　4月23日㈫から5月8
日㈬までに、参加料を添え
て下記へ
・鈴鹿市体育協会（市立体
育館内）（土・日・祝日を除く9
時～17時）

・西部体育館事務所（土・日
を含む9時～20時）

問合せ　鈴鹿市体育協会事
務局　380-5015 　380-
5053　 npotaiky@mecha.
　ne.jp

講座・教室

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

鈴鹿市体育協会
前期バドミントン教室

スポーツ課　 382-9029 　382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp
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　地域住民や施設管理者を
対象に、講義やワークショッ
プ、実践形式で、防災につい
ての研修会を実施します。ご
自身のスキルアップや、自治会
での地域防災にお役立てくだ
さい。
対　象　18歳以上で防災に
ついて学びたい方

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

とき・内容

◆避難所運営コース　5月18
日㈯　13時30分～16時30
分

◆避難所設営コース　5月18
日㈯　18時～21時

◆炊き出し・非常食コース　
5月19日㈰　 9時30分～13
時30分

定　員　各コース30人程度
（応募多数の場合抽選、複
数コース受講可）

参加料　各コース1,000円、
全3コースセット2,500円

申込み　5月2日㈭までに、所
定の申込書に必要事項を
記入して郵送（当日消印有
効）かファクス、または直接
持参

※内容は天候などの都合により
変更する場合があります。

※希望者は18日の夕食を併設の
レストランでとることもできます
(別途500円が必要)。また、18日
の宿泊も可能です(別途2,165
円(宿泊料、リネン料、朝食代)が
必要)。

申込み　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。事前に電話でお問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職
業訓練センターの窓口へ

◆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　5月21日㈫・22日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆ガス溶接技能講習

　労働安全衛生法｢ガス溶
接技能講習修了証｣取得講
座
と　き　5月28日㈫・29日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆玉掛け技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座。
この資格がないと玉掛けの業
務に従事できません。
と　き　学科：6月3日㈪・4日
㈫、実技：6月5日㈬・6日㈭・7
日㈮の中で選択受講、8時
45分～17時　

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆Ｗｏｒｄ中級(ワード2010)

　文章の編集・応用、図形描
画機能の活用、差し込み印刷
の利用、フォームの利用などを
習得します。
と　き　6月4日㈫～7日㈮　
9時～12時

受講料　4,000円
◆ホームページの初級(ホー

ムページビルダー12)

　ホームページビルダーを使
用して簡単なホームページを
作成し、サーバへの転送まで
行います。
と　き　6月10日㈪～21日㈮
の間の月・水・金の6日間、9
時～12時

受講料　6,000円
◆陶芸講座

　酔月窯 清水酔月･潤・潮先
生と語りながら、土にふれ花
器、茶器およびロクロでの創
作（作品を2点、焼き上げ）と
展示
と　き　6月13日㈭　10時～
15時

受講料　4,000円
◆フォークリフト技能講習

(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科講習：6月20日
㈭8時20分～17時30分、実
技講習：Ⅰコース6月22日㈯・
23日㈰・29日㈯、Ⅱコース　
6月25日㈫～27日㈭8時～
17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　上記2コースとも5月
1日㈬8時30分から

講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
5・6月の講座案内

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/
地域防災実践研修

鈴鹿青少年センター

378-9811 　378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp

くらしの情報くらしの情報
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環境政策課 　059-382-9014 　059-382-2214

 kankyoseisaku@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

ペットのしつけについて

　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ご意見やご要望、それに対する

市の回答を紹介します。

近所で飼われている犬の飼い方のマ
ナーの悪さに困っています。夜中など

に鳴いてうるさいし、飼い主は散歩のときに
犬のフンの始末をしません。市から注意して
もらえませんか？

ペットは日々の生活に潤いを与えてくれ
る、大切なパートナーです。そのような

ペットと人が地域で共存できるように、地域
（自治会など）の皆さんで話し合い、情報交
換、またはルール作りを行うことも大切ではな
いかと考えています。

　近隣に迷惑を掛けているマナーの悪い飼
い主に対しては県が直接、飼い方の注意な
どを行っています。飼い主が特定できる場合
は、県鈴鹿保健福祉事務所（保健所）（　
382-8674）へご相談ください。

と　き　各回とも13時30分～15時30分
ところ　文化会館　さつきプラザ
定　員　100人（先着順）
受講料

　全6回通し：5,000円（初回に支払）
　各回個別：1,000円（当日支払）

申込み　全6回通しは6月5日㈬まで、各回は開
催日の前日までに、はがき、ファクス、電子メー
ルで、受講希望日・住所・氏名・電話番号、｢文
芸学科希望｣と記入の上、〒513-0802　飯
野寺家町810（公財）鈴鹿市文化振興事業
団へ

鈴鹿市民大学文芸学科｢文学と風土～この人ありて花咲きし｣(6回シリーズ)

(公財)鈴鹿市文化振興事業団　　384-7000　 384-7755　 since-97@s-bunka.net

回

1

テーマ 講 師 (敬称略)
丸谷才一の日本語
　～古典とつながる文学世界 津坂 治男 

太田蘭三の原風景
　～ミステリー作家と故郷・神戸

福島 礼子

日本現代詩人会員、みえ現代詩の会代表

エッセイスト、ケーブルテレビ番組プランナー

と　き

6月12日㈬

2
『放浪記』を読む
　～森光子と林芙美子～捨身の戦闘準備 河原 徳子

井上ひさしの評伝劇
　～評伝にみる現代史

清水 　信

近代日本文学研究家、三重県生涯学習センター
講師

文芸評論家、三重文学協会会長
7月10日㈬

3
三浦哲郎を読む
　～血からの解放と平凡への憧憬 藤田 充伯

矢須岡信の生涯
　～伊勢から川柳を吠えた男

青砥 たかこ

朝日カルチャーセンター講師

鈴鹿川柳会会長・「川柳すずか」編集
8月14日㈬

4
新美南吉の夢
　～創作に明け暮れ29歳で夭逝、生誕100年 名村 和実

岡　正基と鈴鹿
　～名エッセイストの初期短歌を読む

橋本 俊明

中部ペンクラブ副会長、栄中日文化センター講師

現代歌人協会員、歌誌「覇王樹三重」編集発行人
9月11日㈬

5
河野裕子と相聞
　～40年の記録 山中 悦子

丸山真男の日本の思想
　～日本人の見方考え方

奥　 貞二 

鈴鹿市俳句連盟理事、俳誌「七曜」同人、俳人協
会会員

鈴鹿工業高等専門学校　名誉教授 
10月9日㈬

6
杉山平一の詩学
　～映像的作品について 村井 一朗 

松本清張と鈴鹿
　～没後20年、清張史観の魅力

衣斐 弘行 

詩人、詩誌「葦」主宰

文芸同人誌「火涼」主宰、大学講師
11月13日㈬

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
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