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【キャッチフレーズ】
「紅一点じゃ、足りない。｣
　市では期間中、男女共同参
画を分かりやすく説明したパネ
ルを展示します。一人一人の
取り組みが、男女共同参画社
会の実現につながります。子ど
もたちの未来のためにも、この
機会に、男女共同参画の大切
さについて考えてみませんか。
と　き　6月21日㈮～29日㈯
　8時30分～17時15分（土・日
曜日は10時～17時）

ところ　市役所本館 15階展

望ロビー

　6月28日㈮にJアラート（全国
瞬時警報システム）を利用した
緊急地震速報の全国的な訓
練放送が実施されます。
　本市でも、防災スピーカーや
コミュニティFM放送を用いて
訓練放送を行います。
対象設備　市内90カ所に設置
された防災スピーカー、地区市
民センター、公民館、各小中
学校などの館内放送、および
鈴鹿ヴォイスFM（78.3MHz）

と　き　6月28日㈮　10時15
分から

放送内容

1.上り4音チャイム
2.｢ただいまから、訓練放送を

行います。｣
3.緊急地震速報の報知音
4.｢緊急地震速報。大地震で
す。大地震です。｣×3回
5 .｢こちらは鈴鹿市災害対策
本部です。これで訓練放送
を終わります。｣
6.下り4音チャイム

　自然災害（津波、河川氾濫、
土砂）に対して特に警戒を要
する地域や消防分団詰所な
ど、68カ所に設置されている防
災スピーカーを使用して、音楽
の定時放送を行います。
と　き　7月1日㈪から
放送時間　17時から毎日1分程
度（土・日曜日、祝日などを除く）

放送曲　｢夕焼小焼」

6月23日から29日までは
男女共同参画週間です

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

Jアラートを利用した
緊急地震速報の
訓練放送を行います

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp
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防災スピーカーで
｢夕焼小焼｣の

定時放送を行います

防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp
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くらしの情報くらしの情報

　市民課では、毎週日曜日の
9時から12時まで窓口を開設
していますが、7月7日㈰は制
度改正準備のため臨時でお
休みします。ご不便をおかけし
ますがご了承ください。

　｢第23回参議院議員通常
選挙｣についてお知らせしま
す。
◆玉垣第5投票区の新設

　玉垣第4投票区の一部を
分割し、玉垣第5投票区を新
設しました。末広自治会の区
域内にお住まいの方は、今回
の選挙から投票所が変更さ
れますのでご注意ください。
変更後　末広集会所（末広
西6番28号）

変更前　桜島小学校
※各世帯に郵送される投票所入
場整理券にも記載してあります
ので、ご自宅まで届きましたら
再度ご確認ください。

◆選挙公報は県選管ホームペ

ージからご覧いただけます

　参議院選挙の公示後、準
備でき次第、三重県選挙管理
委員会ホームページに選挙公
報が掲載されます（従来どお
り新聞折り込みでも配布しま
す）。

※新聞を購読していないなどの理
由で選挙公報が必要な場合は、
鈴鹿市選挙管理委員会までご
連絡ください。ご自宅へ直接郵
送します。

　平成25年度の国民健康保
険税納税通知書兼特別徴収
決定通知書を、7月10日㈬に
発送します。

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要
です。対象者には6月上旬に
郵送で案内していますので、6
月末日までに同封の返信用封
筒で提出してください。
　この届け出をしないと、6月
分以降の手当の支給が停止
されますのでご注意ください。
※新規で6月分からの児童手当を
申請した方は、現況届を提出す
る必要はありません。

　平成25年3月に飯田眼科
（庄野羽山四丁目）で受診さ
れた方は、閉院に伴い病院か
らの福祉医療費領収証明書
の提出が確認できません。
　そのため、県外受診と同様
に領収書により助成しますの
で、領収書と受給資格証をお

持ちいただき、保険年金課か
近くの地区市民センターで手
続きしてください。

　平成25年7月8日㈪から外国
人住民の方（※）の住民票に、
住民票コードが記載されます。
　該当される方へ、順次、住民
票コード通知票を郵送します。
※特別永住者、中長期在留者、一
時庇護許可者、仮滞在許可者、
出生による経過滞在者および
国籍喪失による経過滞在者で
住所を有する方

◆7月8日以降、次の手続き

ができます

○住民票の写しの広域交付
○住民基本台帳カードの発行
○住民基本台帳カードを利用
した転出、転入
○電子証明書の発行
※各手続きの詳しい内容は市民
課へお問い合わせください。

と　き　7月1日㈪～8月31日
㈯　9時～17時

※荒天時は使用できません。
利用料　高校生以上200円、
中学生以下100円（いずれ
も2時間以内）
※以後1時間ごとに高校生以上
100円、中学生以下50円を加算。

※小学生以下は保護者同伴でご
利用ください。

※飲食物の持ち込みは禁止です。
問合せ　石垣池公園管理室
（　383-9010）へ

7月7日は
市民課日曜窓口を
お休みします

市民課　 382-9013 　382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

玉垣第5投票区を
新設します

選挙管理委員会事務局

　382-9001　 384-3302

　senkyo@city.suzuka.lg.jp

児童手当の現況届を
お忘れなく

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

平成25年度
国民健康保険税

納税通知書を発送します

保険年金課　 382-7605 　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

福祉医療費受給資格証を
お持ちの方へ

保険年金課　 382-7627　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

外国人住民の方にも
住民票コードを通知します

市民課　 382-9013 　382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

石垣池公園市民プールを
オープンします

スポーツ課　 382-9029 　382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp
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市立公共施設の一斉
ライトダウンを実施します

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

熱気球ボランティアを
募集します

商業観光課　 382-9020 　382-0304

　shogyokanko@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

教育委員会は傍聴できます

教育総務課　 382-7617 　383-7878

　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　9月14日㈯から16日（月・祝）
まで、鈴鹿川河川緑地で開催
される鈴鹿バルーンフェスティ
バルのボランティアを募集しま
す。熱気球に興味のある方
は、運営に参加しませんか。
対　象　高校生以上
内　容　当日の体験搭乗やイ
ベント運営のサポート

※事前にボランティアを対象に無
料熱気球教室を行います(日程
は後日お知らせします)。

申込み　8月14日㈬までに、住
所・氏名・年齢・携帯電話番
号を記入の上、電子メール
かファクスで商業観光課へ

◆休日窓口

と　き　6月30日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　6月27日㈭・28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。

　「クールアースデー（洞爺湖
サミット開催記念日）」にちな
み、地球温暖化防止を目的と
して、夜間に市立公共施設を
一斉消灯します。
　皆さんの積極的な節電へ
の取り組みにご理解ご協力を
お願いします。
と　き　6月26日㈬、7月10日
㈬、8月14日㈬、9月11日㈬
19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時・災害時や、必須業務部
署では一部実施しない施設も
あります。

　教育委員会は、｢地方教育
行政の組織及び運営に関す
る法律｣に基づき設置される
機関で、教育行政の基本方
針や重要施策などについて
審議し、意思を決定する合議
制の執行機関です。
　鈴鹿市教育委員会の会議
は、毎月開催される｢定例会｣
と、委員長が必要と認めるとき
などに開催される｢臨時会｣が
あり、そのどちらも、原則として
公開しており、どなたでも傍聴
することができます。
　鈴鹿市教育委員会の会議
日程や場所、定員など詳しく
は、開催日の約1カ月前に、教
育委員会ホームページに掲載
しますので、ご確認の上、お越
しください。

業務の概況　給水戸数は、平成25年3月31日現在8万1,046戸で
す。また、総配水量は1,255万3,985㎥、一日平均配水量は6万
8,978㎥で、昨年同時期に比べると1.11％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　1億5,709万円
○第5期拡張事業に伴う送水場更新工事など　16億5,303万円
○配水管布設替工事など　1億8,819万円

平成24年度下半期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

※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
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電　話 電子メール ホームページファクス

予 算 現 額

区分

37億9,900万円 37億7,300万円 18億8,441万円 50億4,312万円

年間執行額 38億389万円35億5,639万円 11億510万円 39億97万円

下半期執行額 19億2,901万円 20億44万円 10億1,156万円 27億1,330万円

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出
◆予算の執行状況



くらしの情報くらしの情報

　5月24日に、鈴鹿市自治会
連合会の総会が文化会館け
やきホールで行われ、事業計
画などの各議案が承認されま
した。また、次の方々が役員と
して就任されました。
◆平成25年度役員の主な方々

※(　)内は自治会名
○会長
　北川正敏さん（白子新生町
二丁目）
○副会長
　上條好三さん（岸岡団地）
　岡昌昭さん（長法寺町）
　打田尚さん（国府町上区）
　長谷川俊男さん（加佐登第四）
　中西尚さん（神戸地子町）

　なお、当日は、永年在職自
治会長への表彰が行われ、
在職25年以上の坂敬一さん
（ひばり山）をはじめ、在職15
年以上・10年以上・連続5年
の自治会長の方々総勢35人
へ、市長から感謝状の贈呈を
行いました。

案件

○鈴鹿市公共下水道事業の

変更計画（鈴鹿市決定）
縦覧期間　6月20日㈭～7月
10日㈬　（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）

縦覧場所　下水建設課（市
役所本館9階）

※縦覧期間内に、市へ意見書を提
出することができます。

案件　
○鈴鹿都市計画地区計画の
変更（鈴鹿市決定）

※道伯町周辺の地区計画の決定
を行います。

縦覧期間　6月24日㈪～7月8
日㈪　8時30分～17時15
分（土・日曜日を除く）

縦覧場所　都市計画課（市
役所本館9階）

※縦覧期間内に、市へ意見書を提
出することができます。

対　象　下記のいずれかの方
○排水設備工事などの設計
または施工に2年以上の実
務経験を有する方
○高等学校などの土木工学
科または専修学校などでこ
れに相当する課程を卒業し
た方
○職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設に
おいて配管科を修了した方
○高等学校などを卒業した方
で排水設備工事などの設
計または施工に関し1年以

上の実務経験を有する方
と　き　12月3日㈫　13時か
ら

ところ　県総合文化センタ－
（生涯学習センター4階）
受験料　8,000円
申込み　7月1日㈪から8月26
日㈪までに、県内市町下水
道担当課または県内浄化
センターに備え付けの申込
書に必要事項を記入の上、
〒515-0104　松阪市高須
町3922番地　（公財）三重
県下水道公社　総務課へ

問合せ　（公財）三重県下水
道公社（　0598-53-2331）
へ

　日本遺族会では、厚生労働
省の補助を受けて｢戦没者遺
児による慰霊友好親善事業｣
を実施しています。先の大戦
で父等を亡くされた戦没者の
遺児を対象として、父等の戦
没した旧戦域を訪れ、慰霊追
悼を行うとともに、同地域の住
民と友好親善をはかることを
目的としています。
参加料　9万円
問合せ　実施地域・日程など
詳しくは、日本遺族会事務
局（　03-3261-5521）へ

鈴鹿市自治会連合会総会
が開催されました

地域課　 382-8695 　382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

下水道事業計画を
縦覧します

下水建設課　 382-9046 　384-3938

　gesuikensetsu@city.suzuka.lg.jp

都市計画の案を
縦覧します

都市計画課　 382-9063 　384-3938

　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

下水道排水設備
工事責任技術者試験を

行います

下水管理課　 382-7636　 384-3938

　gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

慰霊友好親善事業への
参加者を募集しています

生活支援課　 382-9012　 382-7607　

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp
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就業サポートの
出張相談を行っています

産業政策課　 382-8698 　382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

税務署の職員を
募集します

(高校卒業程度)

市民税課　 382-9446　 382-7604

　shiminzei@city.suzuka.lg.jp

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

下水管理課　 382-7636　 384-3938

　gesuikanri@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

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化な
どにより、汚れた水や水路がな
くなり、蚊やハエなどの発生を
防いで伝染病を予防し、清潔
で快適な生活環境が確保さ
れます。また、家庭や工場から
流された汚水は処理場できれ
いにされるので、海や川がきれ
いになります。
○「排水設備」は供用開始後
1年以内に設置していただ
きます。また、くみ取り便所
は、3年以内に水洗便所に
改修し、公共ますに接続し
ていただかなければなりま
せん。
○排水設備工事が適正に施
工されるよう、工事店の指
定を行っています。｢鈴鹿市
排水設備指定工事店｣で
ないと下水道の排水設備
工事はできません。

※契約に際し、あとでトラブルが
生じないように工事の内容・支
払方法などを十分に検討し納
得のいく内容で契約しましょ
う。
○公共下水道への接続切り
替え工事を行っていただく
費用に対する｢融資あっせ
ん制度｣がありますので、指
定工事店におたずねくださ
い。

※現在、下水道への接続の普及
促進として戸別訪問していま
す。お伺いする者は、「身分証
明書」を携帯しています。不審
な点があれば確認してくださ
い。

　「若者就業サポートステー
ション・みえ」が、本市や三重
県と連携して出張相談を実施
しています。
対　象　39歳までの無業状
態の若者とその家族・関係
者

と　き　毎月第2・4水曜日　
各日13時～17時

※平成26年3月26日㈬まで
ところ　市役所別館第3・2
階　相談室

内　容　職業的自立に向け
た支援、キャリア・カウンセラ
ーによる個別面談

参加料　無料
申込み　予約制。若者就業
サポートステーション・みえ
（　059 -271 -9333（平日9
時～18時））へ。ホームペー
ジもご覧ください。

対　象　下記のいずれかの方
○平成25年4月1日において、
高等学校または中等教育
学校を卒業した日の翌日か
ら起算して3年を経過して
いない方および平成26年3
月までに高等学校または中
等教育学校を卒業する見
込みの方
○人事院が上記に準ずると
認める方

申込期間

○インターネット申込み
　6月24日㈪～7月3日㈬

○郵送または持参
　6月24日㈪～28日㈮
試験日　第1次試験：9月8日
㈰、第2次試験：10月17日㈭
から25日㈮までのいずれか
指定する日

問合せ　名古屋国税局人事
第二課試験係（　052-951-
3511（内線3450）　http://

　www.nta.go.jp）

　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。
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くらしの情報くらしの情報

対　象　鈴鹿市国民健康保
険に加入し、下記のいずれ
にも該当する方
○平成25年4月1日現在、40
歳以上74歳未満（昭和14
年4月3日から昭和48年4月
2日生まれ）の方
○平成24年度の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、国民健康保険
の加入を継続している方

※本事業で過去3年間に当選さ
れた方は受診できません。

受診期間　8月1日㈭～平成
26年3月31日㈪

ところ・定員　鈴鹿中央総
合病院（250人）、鈴鹿回生
病院（9 0人）、塩川病院
（280人）
※応募多数の場合は抽選
内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査
（MRI）、磁気共鳴血管撮
影（MRA）、頸動脈超音波
検査を含む脳ドック

※脳疾患で治療中の方や、体内に
金属類(心臓ペースメーカーな
ど)がある場合や閉所恐怖症の方
は受診できない場合があります。

受診補助額　2万円
自己負担額　1万4,000円
申込み　6月24日㈪から7月10
日㈬（17時必着）に、｢脳ドッ
ク受診希望｣と明記し、保険
証の記号番号、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、電

話番号、希望する受診医療
機関名（第2希望まで）を記
入し、はがき（1人1枚）また
は封書で、〒513－8701　
保険年金課へ。保険年金
課、地区市民センター窓口
でも受け付けます。

※電話、ファクス、電子メールでの
申し込みはできません。

※当選者には、7月下旬に受診券
などの書類一式を発送します。

　付加年金は、国民年金の付
加保険料を納めたことのある
人が、老齢基礎年金（国民年
金）の受給権を得たときに老齢
基礎年金に加算して支給され
ます。付加保険料を納めるため
には届出が必要で、届出を行
った月からの加入となります。
対　象　第1号被保険者
　（自営業・農林漁業者などと
その配偶者、学生、任意加
入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受けて
いる方・国民年金基金に加入さ
れている方は加入できません。

付加保険料　月額400円

加算される年金額　年間で
200円×付加保険料の納付
月数

※例えば、40年間付加保険料を
納付した方には、年間で老齢基
礎年金に加算して、9万6,000
円（200円×480カ月）が支給
されます。

申込み　年金手帳を持参の
上、保険年金課か地区市
民センターへ

◆山開き式(鈴鹿山渓)

と　き　7月1日㈪ 10時から
ところ　小岐須渓谷山の家
◆海開き式(鼓ヶ浦・千代崎

海水浴場)

と　き　7月5日㈮9時から
ところ　鼓ヶ浦海水浴場
※海水浴場の開設期間は7月5日
㈮～8月25日㈰です。

　フットボール大会の参加チ
ームを募集します。
※年間4回実施の第2回です。
対　象　小学生の男女6人以
上で構成され、県サッカー協
会四種へ未登録のチーム

と　き　7月15日（月・祝）9時
30分から（予備日9月16日
（月・祝））
ところ　鼓ヶ浦サン・スポーツ
ランド施設グラウンド内

参加料　1人500円
※当日欠席でも返金しません。
申込み　6月25日㈫までに鼓
ヶ浦サン・スポーツランドへ

問合せ　サン・スポーツランド
杯実行委員会（　386-3745
　Info＠sannsupo-jikkou
　i.flier.jp）

国保脳ドック受診希望者を
募集します

保険年金課　 382-9401 　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

将来、老齢基礎年金
(国民年金)を多く
受けたい方は

付加年金の加入を
保険年金課　 382-9401 　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

山開き・海開き式

商業観光課　 382-9020 　382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

サン・スポーツランド杯
少年少女フットボール
2013年大会

スポーツ課 　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

催 し 物
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◆プラネタリウム夏の新番組

　西暦2176年。地球に衝突す
るコースの小天体が発見され、
衝突までの時間はごくわずか。
果たして、地球の運命は…。
と　き　9月8日㈰まで　10
時30分から、13時30分か
ら、15時から
※休館日など、事前にお問い合わ
せの上、お越しください。

内　容

○地球を守れ!!スペースガード
レンジャー
○夏の星座解説：こと座、わし
座、はくちょう座ほか

定　員　各回180人

◆星空の下で音楽会

　プラネタリウムを眺めながら、
ライブで音楽会を楽しみます。
と　き　7月7日㈰
※開場は開演の30分前から
○1回目　10時30分～11時
30分　ゴスペルライブ（ゴ
スペルフレンズJr.）
○2回目　13時30分～14時
30分　サックスライブ（ある
もにゅ）
○3回目　15時30分～16時30
分　二胡ライブ（胡蝶）

定　員　各回150人
参加料　無料
※整理券が必要です。6月22日㈯
10時から、文化会館で配布しま
す（先着順）。

※中学生以下は保護者同伴でお
願いします。2歳以下はご遠慮
ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

◆第3回天体観望会

　土星のリングや月のクレータ
ーなどが観察できます。
対　象　小学生以上（中学
生以下は保護者同伴）

と　き　7月20日㈯　19時～
20時30分

ところ　文化会館　屋上天
体観測場・プラネタリウム 

テーマ　初夏の星座・月・土
星の解説と観望

定　員　150人（先着順）　
参加料　無料
申込み　当日18時30分から、
文化会館2階プラネタリウム
ギャラリーで

※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。

　全ての国民が犯罪や非行
の防止と、罪を犯した人たち
の更生について理解を深め､
それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国
的な運動です。
と　き　7月7日㈰　11時～15時
ところ　鈴鹿ハンター
内　容　
○11時～11時45分
　式典：法務大臣メッセージ
朗読ならびに伝達

○12時から　啓発活動　
○13時～13時45分
　リコーダー演奏（桜島小学
校リコーダークラブ）、よさこ
いダンス（めっちゃええやん
ずキッズ）
○11時～15時
　段ボールクラフト・七夕の短
冊作成・ヨーヨー釣り・輪投
げなど

※イオンモール鈴鹿、アピタ鈴鹿
店、イオンタウン鈴鹿でも13時
から啓発活動を行います。

と　き　7月6日㈯（雨天決
行）8時30分（第1班）、10
時30分（第2班）

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ

集合時間　第1班：8時、第2
班：10時

※集合後、沼沢近くの2カ所の駐
車場へ移動します （現地付近
の道路は駐車厳禁です）。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接沼沢へ

定　員　受け付け順に、第1
班20人、第2班20人に割り
振ります。

※定員になり次第締切り
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具や長靴をご持
参ください。

申込み　6月27日㈭8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで

文化会館プラネタリウム
夏の新番組、音楽会
天体観望会

文化会館 　382-8111　 382-8580

第63回
「社会を明るくする運動」
強調月間啓発運動を

行います

生活支援課　 382-9012 　382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

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

　本市では、市民主体の地
域づくりを推進するため、地域
づくり活動団体に経費の一部
を補助しています。
　今回、平成24年度に補助
金の交付を受けた団体の活
動内容やその成果、ノウハウ
を発表する活動報告会を開
催します。また、団体の活動内
容を紹介するパネル展も同時
に開催します。
◆地域づくり活動団体報告会

と　き　6月28日㈮　19時～
20時55分

ところ　市役所本館　12階
1203会議室

報告団体　天名まちづくり協
議会設立準備委員会、合
川地区地域づくり協議会設
立準備委員会、郡山住みよ
いまちづくり協議会設立準
備委員会

講　評　岩崎恭典さん（四日
市大学総合政策学部教授）

※下記パネル展出展団体による、
パネルの解説も行います。

◆パネル展

と　き　6月26日㈬～7月1日
㈪　8時30分～17時15分
（土曜日は10時～17時、日
曜日は9時～17時、最終日
は15時まで）

ところ　市役所本館　1階
市民ギャラリー

参加団体　わが町加佐登ま
ちづくり委員会、鈴鹿市石
薬師地区明るいまちづくり
推進協議会、牧田地区地域
づくり協議会、稲生地区地

域づくり協議会、椿地区ま
ちづくり協議会、若松地域
づくり協議会、マイタウン
井田川まちづくり委員会、
庄内地区地域づくり協議
会、天名まちづくり協議会
設立準備委員会、合川地区
地域づくり協議会設立準備
委員会、郡山住みよいまち
づくり協議会設立準備委員
会

　多くの人が勤務し、または
出入りする建物には防火管理
者を置かなければなりません。
また、大規模な建物の甲種防
火管理者は5年ごとに再講習
を受講しなければなりません
ので、ご注意ください。
と　き

○甲種再講習　7月29日㈪
14時～16時30分
○甲種新規　7月30日㈫・31
日㈬　9時30分～16時30
分
○乙種　7月30日㈫9時30分
～16時30分

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種新規・乙種あわ
せて80人、甲種再講習30人
（先着順）

参加料　甲種新規・乙種は
4,500円、甲種再講習は1,300
円（テキスト代）

申込み

○市内在住または市内の事
業所に勤務する方（市外の
事業所で鈴鹿市防火協会

員を含む）
　7月1日㈪～7月12日㈮　平
日8時30分～17時15分
○上記以外の方
　7月8日㈪～7月12日㈮　平
日8時30分～17時15分

※市ホームページか予防課にある
受講申込書に、必要事項を記
入し、裏面に氏名を記入した上
半身写真（パスポートサイズ・免
許証サイズどちらか1枚）を貼
付の上、予防課へ

※再講習は受付時に、「防火管理
講習（甲種新規・再講習）修了
証」の提示が必要です。

※講習会場内での、喫煙および飲
食はできません。

　就労にあたり、どのような資
格を取るべきか、資格をどう
PRするのかなど、資格の重要
性や活かし方を学びます。
対　象　女性
と　き　7月2日㈫　10時～
12時

ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室１

講　師　菅田芳恵さん（グッド
ライフ設計塾主宰）

参加料　無料
申込み　6月28日㈮17時まで
に、氏名、住所、電話番号を
記入の上、電話・ファクス・電
子メールまたは直接来館で
男女共同参画課へ

託　児　先着24人　0歳～
未就学児　無料

※6月25日㈫17時までにお子さ
んの氏名と年齢（月齢も）・性別
をご連絡ください。

地域づくり活動団体報告会

地域課　 382-8695 　382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

講座・教室

防火管理講習
(甲種新規・再講習・乙種)

予防課　　382-9157 　383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

女性のための
資格の取り方、活かし方

男女共同参画課

　 381-3113 　381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
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対　象　市内に在住の小学4
年生の児童とその保護者

と　き　8月2日㈮　9時～16時
内　容　水道施設の見学な
ど（水道局に集合し、バスで
市内を移動）

定　員　50人（25組を予定）
※希望者多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月12日㈮（必着）ま
でに、往復はがきに次の事
項を記入の上、水道局へ
（1組につき1枚）
○往信表面　〒510-0253　
寺家町1170番地　鈴鹿市
水道局｢夏休み親子水道
教室｣係
○往信裏面　①住所、②児
童と保護者の氏名（ふりが
な）、③電話番号、④児童
の通学校名
○返信表面　郵便番号、住
所、氏名

※昼食、飲み物などはご用意くだ
さい。

　健康で明るく生活できるよう
“歩く生活習慣づくり”を支援し
ます。
対　象　ウオーキングの初心
者、基礎から知りたい方

と　き　7月27日㈯　9時～
12時（集合8時50分）

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室（住吉町南谷
口、駐車場あり）

内　容

○講義　なぜ今ウオーキング
なのか？、歩き始める前に
○実技　鈴鹿青少年の森公
園内ウオーキング
○ウオーキング何でも相談
定　員　35人（先着順）
参加料　500円
主　催　鈴鹿市民歩こう会
協　賛　鈴鹿回生病院、健
康づくり課

申込み　7月17日㈬（必着）ま
でに、氏名、性別、年齢、住
所、電話番号を記入の上、
往復はがきで、〒510-0219
　野町南1-13-18　鈴鹿市
民歩こう会事務局長　日比
正徳（　・　387-1489)へ

　離職者の就労支援と福祉
人材の確保のため実施します。
対　象　三重県内に住民登
録している満65歳未満の方

と　き　7月9日㈫～9月11日
㈬

ところ　三重県社会福祉会
館（津市桜橋）ほか

定　員　40人（応募者多数
の場合は抽選）

参加料　無料（テキスト代など
一部自己負担あり）

申込み　6月3日㈪～26日㈬
必着

問合せ　三重県社会福祉協
議会（　059-227-5160）へ

申込み　6月27日㈭（平日10時
～18時）から電話で｢NPO
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）｣ 
（　・　387-0764）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　7月
6日㈯と7日㈰
・エクセル基礎　7月13日㈯
と14日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　7月6日㈯と7日
㈰
・ワード応用　7月13日㈯と
14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

夏休み親子水道教室

水道総務課　 368-1673 　368-1688

　suidosomu@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

市民ウオーキング教室
初級

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)講習

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp
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と　き　7月7日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス講堂内　小
ホール（南玉垣町3500-3）

内　容

○講演1　｢災害時の医薬品－
お薬手帳をお持ちですか－｣
・講師　吉田眞澄さん（三重
県薬剤師会副会長）
○講演2　｢“激甚災害への
備え”～消防からの提言｣
・講師　中村康典（市消防
本部消防課長）

定　員　120人（先着順）
参加料　無料
申込み　住所、氏名、連絡先
を記入の上、ファクスで鈴鹿
医療科学大学白子事務課
（　340-0550　368-1271）
へ

※大学構内、周辺は禁煙です。

　ネイティブによる小学生のた
めの、楽しくてためになる英語
教室です。
と　き　6月29日、7月6日、13
日、8月3日　土曜日全4回
　各50分

ところ　鈴鹿国際大学
講　師　ブライアン マホニーさ
ん（こども英語教育に実績があ
る鈴鹿国際大学教員・米国人）

内　容

○Aクラス（小学校1～3年生）
　10時から
○Bクラス（小学校4～6年生）
　11時から
定　員　各クラス約20人（先
着順）

受講料　6,000円（4回講座
分を一括納入）

申込み　①受講希望クラス、
②郵便番号、住所、③児
童、保護者の氏名、④学
年、⑤電話番号を記入の
上、はがき、ファクス、電子メ
ールのいずれかで、〒510-
0298　郡山町663-222　
鈴鹿国際大学キッズイング
リッシュ係へ。　059-372-
3903　　koukai@suzuka

　-jc.ac.jp
問合せ　鈴鹿国際大学（　
059-372 -3900）へ。アクセ
スなど詳しくは、大学ホーム
ページで

◆夏休み短期教室

申込み　7月10日㈬までに、水
泳場窓口かホームページで

○こども水泳教室

　水慣れから水泳の基礎技
術習得まで
対　象　年長～小学6年生

と　き　7月22日㈪～26日㈮
　全5回　①16時30分～
17時30分、②17時30分～
18時30分

定　員　各20人
参加料　6,000円
○トランポリン＆飛び込み

教室

　トランポリンで基礎体力アッ
プ。高飛び込みの基礎も習い
ます。
対　象　25ｍ以上泳げる小
学4年生以上

と　き　7月23日㈫～25日㈭
10時～12時

定　員　15人
参加料　3,000円
◆短期教室

申込み　6月24日㈪から水泳
場窓口かホームページで

○ベビービクス＆ママビク

ス

　赤ちゃんと一緒にエクササ
イズで産後の体をシェイプアッ
プしましょう。
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　7月17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（先着順）
参加料　1,000円
○飾り巻き寿司教室

　クジラの巻き寿司を作りま
す。お子さんを連れての参加
も大歓迎です。
対　象　一般成人
と　き　7月18日㈭　10時30
分～12時

講　師　ロール巻子さん
定　員　16人（先着順）
参加料　2 , 6 0 0円（材料費
込）

講座・教室

県営鈴鹿スポーツガーデン
教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250　 372-2260

　　http://www.garden.suzuka.mie.jp/ 

鈴鹿医療科学大学
薬学部　第9回健康講座
｢防災の話題｣

健康づくり課　 382-2252 　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

鈴国キッズイングリッシュ
受講児童募集

企画課　 382-9038 　382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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鈴鹿地域職業訓練センター
7・8月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

　http://www.suzukatc.com/

地域課　 382-9022　 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

自転車駐車場の適正利用について

鈴鹿市駅北側にある自転車置き場の
自転車が、道や歩道に乱雑に止めて

あり、通るのに危険です。どうにかならないで
しょうか。

近畿日本鉄道鈴鹿市駅の周辺には
市が管理する自転車駐車場が3カ所

ありますが、特に最近、他の2カ所に空きがあ
るにもかかわらず、鈴鹿市駅北側駐車場に
おいて、車道や歩道部分にはみ出している
自転車が多く見られます。
　このような一部の利用者の心無い行為
は、近隣の方や通行者の妨げとなり、社会

問題となっています。市では張り紙などの注
意喚起を行い、またシルバー人材センターへ
自転車の整理と駐輪指導を委託しています。
今後はこのような自転車の整理も含め、より効
果的な対策を行っていきます。
　自転車駐車場利用者一人一人のマナーと
モラルの向上は大切です。お互いに声を掛
け合って、安全で安心なまちづくりを実現しま
しょう。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け（高所作業
車技能講習、小型移動式ク
レーン技能講習、フォークリ
フト技能講習を除く）。事前
に電話でお問い合わせの
上、鈴鹿地域職業訓練セン
ターの窓口へ

◆デジカメの活用

　デジタルカメラの撮影、画像
データの修正と活用
と　き　7月23日㈫～26日㈮
　9時～12時

受講料　4,000円
◆刈払機取扱作業安全衛生教育

　労働安全衛生法に基づく
資格取得講座です。
と　き　8月5日㈪　8時40分
～16時20分

受講料　5,250円（別途教材
費2,400円）

◆小型移動式クレーン運転講習

　労働安全衛生法に基づく
「修了証」取得講座です。
と　き　
○学科　8月27日㈫・28日㈬
9時～17時15分
○実技　8月29日㈭または30
日㈮　8時30分～18時

※実技は、津市の日本クレーン協
会で実施

受講料　2万2,600円（玉掛技
能講習修了者は2万1,600円）

申込み　6月27日㈭から
◆高所作業車運転技能講習

　労働安全衛生法に基づく
「修了証」取得講座です。
と　き　
○学科　9月6日㈮　8時20
分～18時
○実技　9月7日㈯または8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　7月8日㈪から
◆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
許証をお持ちの方

と　き

○学科　7月29日㈪　8時20
分～17時30分
○実技　8月6日㈫～8日㈭　
8時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　7月1日㈪から
◆外国人向け｢アーク溶接特

別教育｣（ポルトガル語・

スペイン語）

　労働安全衛生法に基づく｢
修了証｣取得講座です。
対　象　日本語で日常会話
ができる18歳以上の方

と　き　7月22日㈪～26日㈮
9時～17時　　　　

受講料　1万円（別途教材費
1,050円）

※学科講習では、ポルトガル語の
通訳がつきます。

　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。
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