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　現在、国土交通省による鈴
鹿川河川敷の護岸工事に伴
い、鈴鹿川右岸堤防道路（市
道庄野42号線）の一部区間が
終日通行止めとなっています。

　工事期間中はご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
工事期間　3月31日㈪まで
ところ　鈴鹿川右岸堤防道
路（定五郎橋から木田橋上
流側交差点までの区間）

問合せ　国土交通省中部地方
整備局 三重河川国道事務
所鈴鹿出張所（　345-5593）

とき･ところ　診察時間はい
ずれも午前10時から12時まで

○1月1日㈬　市村ペットクリニ
ック（中江島町26-6 　388-
　1716）、北川動物病院（須
賀町782-8 　384-1299）

○1月2日㈭　小林動物病院
（西条4-21　 382-8483）、森
動物病院（算所5-12-11

　378-3952）

○1月3日㈮　菜の花動物病
院（亀山市野村4-1 -2　　
0595-84-3478）、ユーカリ動
物病院（道伯4-9-19　 375-

　2010）

　玉垣･白子地区に整備中の
新しい公園の名称を市民の皆
さんから募集しましたところ、
「桜の森公園」に決まりました。
ご応募ありがとうございました。
　公園予定地は、以前から桜
の名所として知られています。
さらに皆さんに親しまれる場所
になることを期待しています。
　現在、公園は工事中であり、
完成に向けて整備を進めてい
ます。公園を利用できる日が決
まりましたら、あらためてお知ら
せします。

年始に受診できる
動物病院をお知らせします

環境政策課 　382-9014 　382-2214

新公園の名称が
｢桜の森公園｣に
決まりました

市街地整備課 　382-9027 　382-7615

鈴鹿川右岸堤防道路が
3月末まで一部通れません

土木総務課 　382-9021 　382-7612
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　鈴鹿亀山道路の計画検討
にあたり、市民の皆さんの意
向を反映するため、アンケート
を実施します。
対　象　市内在住または勤
務の方

実施期間　12月20日㈮～1月
20日㈪

回答方法

○県ホームページ「みんなで
考えよう！鈴鹿亀山道路」か
ら直接入力で回答（http://
　www.pref.mie.lg.jp/DO
　ROKI/HP/suzukame/
　index.htm）
○アンケート用紙で回答

　用紙は、県庁道路企画課、
鈴鹿建設事務所、鈴鹿市
役所土木総務課（8階）･都
市計画課（9階）窓口に設
置しています。

対　象　昭和29年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得または平成26年3月末
日までに取得見込みの方

募集人員　8人程度
試験日　1月26日㈰
申込み　1月6日㈪から17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、〒513-8701　子育て支
援課へ

※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×23㎝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。

　年末につき日程にご注意く
ださい。
と　き　12月25日㈬･26日㈭ 
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　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。

鈴鹿亀山道路の計画検討に
関するアンケートに
お答えください

土木総務課 　382-9072 　382-7612 平成26年度嘱託保育士を
募集します

子育て支援課 　382-7606 　382-7607

納税の夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

くらしの情報くらしの情報

　年末年始は、椿まわりのルートを一部変更します。椿大神社周辺は大変混雑しますので、参詣には
C-BUSが便利です。ぜひご利用ください。また、参詣の際には車に十分お気を付けください。 

バ ス 停 長　 沢 国府台東鈴鹿ハンター ジェフリーすずか
始発時刻 9時 9時15分 10時15分 6時20分
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○１月１日㈬～5日㈰

○12月31日㈫、1月11日㈯～13日㈪

○１月１日㈬～３日㈮
◆始発時刻を変更します

年末年始のC-BUS運行ルートを一部変更します

※年末年始はダイヤの遅れが予想されますので、ご了承ください。詳しくは、三重交通中勢営業所(　 059-233-3501)

※西部Ｃ-ＢＵＳ乗換え可能バス停（長沢、伊船町東）での乗換え待ち時間は、最大３０分です。

へお問い合わせください。なお、南部C-BUSは、１月１日㈬から３日㈮まで、土日祝日ダイヤで運行します。 
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商業観光課 　382-9016 　382-0304
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　住宅用地や駐車場用地･看板用地・農地な
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　1月27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

ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　12月24日㈫から1月22日㈬（土･日･祝

日、年末年始を除く）までの8時30分から17
時15分までに、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　12月26日㈭　物件（1）9時から、物件
（2）10時から、物件（3）10時30分から、物件
（4）13時30分から、物件（5）14時30分から

ところ　売却物件所在地

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

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 予定価格
(売却最低価格)所　在　地

（4） 雑種地
（一部宅地）計1,525.98㎡ 第一種低層住居専用地域 2,656万9,000円

（5） 514.82㎡ 近隣商業地域 1,092万6,000円雑種地

（1） 雑種地 144.15㎡ 第二種中高層住居専用地域 549万2,000円
（2） 雑種地

雑種地
計1,267.04㎡ 市街化調整区域 233万1,000円

（3） 810.01㎡ 市街化調整区域 138万8,000円
寺家一丁目2131番1外3筆
加佐登一丁目160番3

算所一丁目1373番
南若松町字瀬古ノ口3226番1外3筆
南若松町字こふぞ3248番1

◆第1次試験

と　き　1月25日㈯　9時から
ところ　市役所本館　12階会議室
申込み　12月20日㈮から1月14日㈫までに、「職員採用試験申込書」を人事課へ（土･日･祝日、年末
年始を除く8時30分から17時15分まで。郵送の場合は1月14日㈫17時15分到着分まで有効）

※申込書は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、「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、80円切手を貼った12cm×23cm程度のもの）
を必ず同封し、〒513-8701　神戸1-18-18 人事課人事研修グループ宛に請求してください。市ホームペー
ジ「職員採用」からも申込書を入手できます。

◆平成26年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格など

平成26年度採用市職員を募集します
人事課 　382-9037 　382-2219

※採用予定数は、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。
※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。
※地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。

職　種
採用予定人数

技術
（土木）
3人程度

土木に関する
技術的業務

主な業務内容 受験資格など

○昭和58年4月2日以降の生まれの方
○学校教育法に定める大学院、大学、短期大学、修業年限が2
年以上の専修学校専門課程、高等専門学校、高等学校、特別
支援学校高等部など高等学校に準ずる学校を卒業した方ま
たは平成26年3月末日までに卒業見込の方で、土木に関する
専門課程・科目を履修している方
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　毎年1月1日現在で、農業委
員会委員選挙人名簿を作成
します。この名簿に登載されな
いと、選挙を行うときに委員と
して立候補することや投票す
ることができません。
対　象　市内に住所があり、年
齢が満20歳以上（平成6年4
月1日までに生まれた方）で、
次のいずれかに該当する方

・10アール（1,000㎡）以上の
農地を耕作している方
・上記の方の同居の親族また
はその配偶者で、年間おおむ
ね60日以上耕作している方
・10アール以上の農地を耕
作している農業生産法人
の組合員または社員で、年
間おおむね60日以上耕作し
ている方

申　請　12月下旬に各地区
の農業委員などを通じて配
布される「登載申請書」を、
1月8日㈬までに最寄りの地
区市民センターまたは農業
委員会事務局へ

問合せ　農業委員会事務局
（　382-9018 　382-7610）

　賃金不払いや不当解雇、保
険見直しなど、暮らしに関する
さまざまな相談に弁護士・社会
保険労務士などの専門相談員
がお応えします。相談は無料で

す。秘密は厳守します。
と　き　1月18日㈯　10時～
16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）

申込み･問合せ　火～金曜日
（年末年始を除く）の10時30
分～16時に、電話で「暮らし
ホットステーションすずか」
（鈴鹿地区労働者福祉協議
会事務所内　383-3358）へ

　10歳に成長したのを機に、成
長の感謝や将来の夢など「今
の私、未来の私」をテーマにし
た作文を募集します。
対　象　鈴鹿市、津市の小
学4年生（先着50人）

応募期間　1月18日㈯まで
◆キャンパスで行う2分の1成人式

　応募された方や保護者が
集います。
と　き　2月15日㈯　13時30
分～16時

ところ　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学（郡山町663-222）

内　容

○第1部　作文発表会（50人
のうち20人が壇上で発表）
○第2部　ミニイベントを含む
茶話会開催（参加者全員）

問合せ･申込先　学校法人享
栄学園法人事務局（　
372-3949 　372-3919
　hojin@kyoeigakuen.net）

　特許、実用新案、商標、意
匠などに関して、素朴な疑問

から具体的な相談までアドバ
イザーが無料で応じます。
と　き　1月21日㈫　13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階談話室

内　容　手続き書類の書き
方、権利取得までの流れ、
事前調査の方法
　1相談45分程度（事前予約・
個別相談）

問合せ　鈴鹿商工会議所 中
小企業相談所（　382-3222）

と　き　1月11日㈯　14時～
16時10分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容

○第1部　講演「心を耕そう」
大谷徹奘さん（奈良･薬師
寺執事）
○第2部　本市にゆかりのあ
る彫刻家の中村晋也さんと
旧制神戸中学同窓生の、
母校への「再入学」をきっ
かけに始まった連続セミナ
ーが5年目を迎えたことを記
念して、神戸樟友会（同窓
会）と県立神戸高等学校の
主催により「再卒業式」が
開催されます。

定　員　500人（先着順）
入場料　無料

スズカ市民文化セミナー
｢心の文化を鈴鹿から！｣

文化課 　382-9031 　382-9071

催 し 物

　互いの文化的違いを認め
合い、誰もが生き生きと暮らせ
る多文化共生のまちづくりを目
指して開催します。
と　き　1月26日㈰　13時から
ところ　牧田コミュニティセン
ター　2階ホール

内　容　多文化共生に関する
講演、パネルディスカッション

定　員　30人
参加料　無料
申込み　電話か電子メール
で、市民対話課外国人交
流室へ

　犯罪などによる被害者を支
援する活動を理解していただ
くためのチャリティコンサートで
す。ぜひご参加ください。
と　き　1月19日㈰　12時30
分から（開場11時30分）

ところ　市民会館

内　容　三浦祐太朗スペシ
ャルライブ、有名人グッズの
チャリティオークションなど

入場料　無料（チャリティのた
め、中学生以上の方は当日
1人500円以上の募金をお
願いします）

※事前に整理券が必要です。入手
方法などは、みえ犯罪被害者総
合支援センター（　059-213-

　8211）、県警察本部広聴広報
課（　059-222-0110）、また
は地域課へお問い合わせくだ
さい。

主　催　公益社団法人みえ
犯罪被害者総合支援セン
ター

　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の各種鉢
花、観葉植物、バラなど、生産
者による即売会を開催します。
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。　　

と　き　12月29日㈰10時～
20時、30日㈪10時～17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（　090-

　3382-7350）

　広大な鈴鹿青少年の森公
園での1泊2日の自然体験活
動を通して冬の自然の理解を
深めます。
対　象　小学4年生～中学2
年生

と　き　2月8日㈯･9日㈰
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

参加料　4,500円
定　員　36人程度
申込み　12月20日㈮から1月
17日㈮（当日消印有効）に、
センター所定の用紙で（応
募者多数の場合は抽選）

農業委員会委員
選挙人名簿登載申請を

受け付けます

選挙管理委員会事務局

　382-9001 　384-3302

鈴鹿国際大学･短期大学
｢10歳のメッセージ｣を
募集しています

企画課 　382-9038 　382-9040

知的財産に関する
相談会が開催されます

産業政策課 　382-9045 　382-0304

暮らし何でも相談を
開催します

産業政策課 　382-8698 　382-0304

てつ じょう
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す。秘密は厳守します。
と　き　1月18日㈯　10時～
16時

ところ　労働福祉会館（神
戸地子町388）

申込み･問合せ　火～金曜日
（年末年始を除く）の10時30
分～16時に、電話で「暮らし
ホットステーションすずか」
（鈴鹿地区労働者福祉協議
会事務所内　383-3358）へ

　10歳に成長したのを機に、成
長の感謝や将来の夢など「今
の私、未来の私」をテーマにし
た作文を募集します。
対　象　鈴鹿市、津市の小
学4年生（先着50人）

応募期間　1月18日㈯まで
◆キャンパスで行う2分の1成人式

　応募された方や保護者が
集います。
と　き　2月15日㈯　13時30
分～16時

ところ　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学（郡山町663-222）

内　容

○第1部　作文発表会（50人
のうち20人が壇上で発表）
○第2部　ミニイベントを含む
茶話会開催（参加者全員）

問合せ･申込先　学校法人享
栄学園法人事務局（　
372-3949 　372-3919
　hojin@kyoeigakuen.net）

　特許、実用新案、商標、意
匠などに関して、素朴な疑問

から具体的な相談までアドバ
イザーが無料で応じます。
と　き　1月21日㈫　13時30
分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階談話室

内　容　手続き書類の書き
方、権利取得までの流れ、
事前調査の方法
　1相談45分程度（事前予約・
個別相談）

問合せ　鈴鹿商工会議所 中
小企業相談所（　382-3222）

と　き　1月11日㈯　14時～
16時10分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

内　容

○第1部　講演「心を耕そう」
大谷徹奘さん（奈良･薬師
寺執事）
○第2部　本市にゆかりのあ
る彫刻家の中村晋也さんと
旧制神戸中学同窓生の、
母校への「再入学」をきっ
かけに始まった連続セミナ
ーが5年目を迎えたことを記
念して、神戸樟友会（同窓
会）と県立神戸高等学校の
主催により「再卒業式」が
開催されます。

定　員　500人（先着順）
入場料　無料

　互いの文化的違いを認め
合い、誰もが生き生きと暮らせ
る多文化共生のまちづくりを目
指して開催します。
と　き　1月26日㈰　13時から
ところ　牧田コミュニティセン
ター　2階ホール

内　容　多文化共生に関する
講演、パネルディスカッション

定　員　30人
参加料　無料
申込み　電話か電子メール
で、市民対話課外国人交
流室へ

　犯罪などによる被害者を支
援する活動を理解していただ
くためのチャリティコンサートで
す。ぜひご参加ください。
と　き　1月19日㈰　12時30
分から（開場11時30分）

ところ　市民会館

内　容　三浦祐太朗スペシ
ャルライブ、有名人グッズの
チャリティオークションなど

入場料　無料（チャリティのた
め、中学生以上の方は当日
1人500円以上の募金をお
願いします）

※事前に整理券が必要です。入手
方法などは、みえ犯罪被害者総
合支援センター（　059-213-

　8211）、県警察本部広聴広報
課（　059-222-0110）、また
は地域課へお問い合わせくだ
さい。

主　催　公益社団法人みえ
犯罪被害者総合支援セン
ター

　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の各種鉢
花、観葉植物、バラなど、生産
者による即売会を開催します。
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。　　

と　き　12月29日㈰10時～
20時、30日㈪10時～17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（　090-

　3382-7350）

　広大な鈴鹿青少年の森公
園での1泊2日の自然体験活
動を通して冬の自然の理解を
深めます。
対　象　小学4年生～中学2
年生

と　き　2月8日㈯･9日㈰
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

参加料　4,500円
定　員　36人程度
申込み　12月20日㈮から1月
17日㈮（当日消印有効）に、
センター所定の用紙で（応
募者多数の場合は抽選）

多文化共生を考える集い

市民対話課 　382-9058 　382-7660

shimintaiwa＠city.suzuka.lg.jp

鈴鹿花き温室組合
迎春！ 花の即売会

農林水産課 　382-9017 　382-7610

鈴鹿青少年センター
ウインターアドベンチャー

鈴鹿青少年センター

　378-9811 　378-9809

犯罪被害者支援
チャリティコンサート

地域課 　382-9022 　382-2214

消防出初式 消防総務課 　382-9162 　383-1447

　新春を飾る年頭行事として消防職員、団員の意気込みを市民の皆さま
に披露し、消防への理解と協力を高めるために、出初式を開催します。
　厳粛な式典や、消防職員が体力の限界に挑戦するスリル満点の訓練
などを行います。お子さんから大人まで一日楽しんでいただけますので、防
寒対策をしてぜひお越しください。
と　き　1月5日㈰　10時から
ところ　鈴鹿サーキット　国際レーシングコース
内　容　
　・一般のお子さんも参加できるふれあい行進
　 ※参加希望の方は9時50分までに会場へお越しください。
　・さまざまなパフォーマンスを披露する消防訓練
　・フィナーレの一斉放水
　・消防ひろば（式終了後に消防車両などを展示）

1月
5日
㈰
鈴
鹿
市
消
防
出
初
式

無
料
券（
鈴
）

キリ
トリ

※
当日
限り

有
効

この
券
で
、5
人ま
で

入
場
料・
駐
車
料
金
が

無
料
にな
りま
す
。
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くらしの情報くらしの情報 鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

◆粉じん作業特別教育

と　き　1月28日㈫　9時50
分～16時20分

受講料　5,250円（別途教材
費630円）

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月4日㈫～6日㈭　
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆Excel中級(マクロ・VBA)

と　き　2月3日㈪～14日㈮
月･水･金の2週　9時～12時

受講料　6,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　2月13日㈭･14㈮
　8時45分～17時
受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint初級)

　聞こえにくいことで会話に困
っていませんか。いろいろなコ
ミュニケーションの方法や補聴
器の選び方、使い方などみん
なで学び、情報交換しましょう。
対　象　難聴・中途失聴者と
その家族、知人

と　き　1月11日㈯･18日㈯、
2月8日㈯･11日（火･祝）、3
月8日㈯　全5回　13時30
分～15時30分

ところ　鈴鹿市社会福祉セ
ンター　2階中会議室

講　師　山田幸さん（認定補
聴器技能者）、名古弘子さ
ん　ほか

定　員　20人（先着順）
参加料　無料（筆談グッズ製
作（第5回）は材料費500円
程度が必要）

申込み･問合せ　はがき、ファ
クス、電子メールなどで、住
所･氏名･電話番号･ファク
ス番号を記入の上、三重県
聴覚障害者支援センター
（〒514 -0003　津市桜橋
2-131　三重県社会福祉
会館5階   059 -223 -3302
　　059-223-3301　  deaf .
　mie-center@vivid .ocn .
　ne. jp）へ
※定員に満たない場合、当日受け
付けも行います。

　ガラスをガスバーナーで溶
かし、とんぼ玉を作ります。

対　象　中学生以上
と　き　1月25日㈯
　A：9時30分から
　B：13時30分から
ところ　考古博物館　展示
ホール

定　員　各10人　
参加料　2,500円
申込み　1月15日㈬までに、往
復はがき往信文面に①講座
名、②希望時間、③住所･氏
名･年齢･電話番号、返信
宛名面に代表者の住所･氏
名を記入して考古博物館
（〒513-0013　国分町224）
へ（はがき1枚につき2人ま
で）。または電子メールで

※申込み者多数の場合は抽選

対　象　事業を営んでいる方
と　き　1月23日㈭　18時～
20時

ところ　鈴鹿商工会議所　
4階大ホール

内　容

◯第1部
・消費税増税をチャンスに
・新規事業がなぜ必要か
・新規事業の作り方　など
◯第2部
・資材購入と完成引き渡し
・新規製品と新販路を考える
・製造原価の抑制策　など

講　師　西村伸郎さん（ジャイ
ロ総合コンサルティング㈱）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月16日㈭までに、電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222　担当：髙橋真・
山下・近藤・森）へ

対　象　過去に創業塾･創
業セミナーなどを受講され
た方、創業後3年以内の方
など

※創業計画書などがある程度で
きていること

と　き　2月1日㈯･15日㈯　
9時30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階特別会議室

内　容　創業課題の解決
法、資金調達についてなど

講　師　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）ほか1人

定　員　15人（先着順）
受講料　6,000円（テキスト代
込）

申込み　1月20日㈪までに、鈴
鹿商工会議所ホームペー
ジ（http://www.scci .or.
　jp/）から
主催・問合せ　鈴鹿商工会議
所（　382-3222　　soudan

　@scci.or.jp　担当：北角）

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話でお問い合わせの上、鈴

商工団体との連携による
地域産業支援事業

｢創業塾2013専門コース｣

産業政策課 　382-9045 　382-0304

鈴鹿商工会議所主催
｢適正な消費税転嫁の
ための消費税法改正

セミナー｣

商業観光課 　382-9016 　382-0304

講座・教室

難聴･中途失聴者のための
コミュニケーション教室

障害福祉課 　382-7626 　382-7607

とんぼ玉を作ろう

考古博物館 　374-1994 　374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿地域職業訓練センター
　1･2月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時～12時　

受講料　4,000円
◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　2月18日㈫･19日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

対　象　おおむね60歳以上
で、パソコンで文字入力で
きる方

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（市役所別館
第3）

定　員　各講座15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキ
スト代1,000円）

申込み　12月20日㈮～1月22

日㈬までにセンターへ
※パソコンは準備します。
※各講座5人以下のときは中止す
る場合があります。

◆Word初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Word2007を使用します。
と　き　2月4日㈫～7日㈮　
9時30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

　デジタルカメラの操作、パソ
コンへの取り込み･保存、画像
レタッチなどを習得します。
※フォトショップエレメンツ8(体験
版)を使用

と　き　2月4日㈫～7日㈮　
13時30分～16時

◆Excel初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Excel2007を使用します。
と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時30分～12時
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電　話 電子メール ホームページファクス

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092 　382-6093

鹿地域職業訓練センター
の窓口へ

◆粉じん作業特別教育

と　き　1月28日㈫　9時50
分～16時20分

受講料　5,250円（別途教材
費630円）

◆アーク溶接特別教育

と　き　2月4日㈫～6日㈭　
8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆Excel中級(マクロ・VBA)

と　き　2月3日㈪～14日㈮
月･水･金の2週　9時～12時

受講料　6,000円
◆ガス溶接技能講習

と　き　2月13日㈭･14㈮
　8時45分～17時
受講料　8,000円（別途教材
費840円）

◆プレゼンテーション初級

(PowerPoint初級)

対　象　中学生以上
と　き　1月25日㈯
　A：9時30分から
　B：13時30分から
ところ　考古博物館　展示
ホール

定　員　各10人　
参加料　2,500円
申込み　1月15日㈬までに、往
復はがき往信文面に①講座
名、②希望時間、③住所･氏
名･年齢･電話番号、返信
宛名面に代表者の住所･氏
名を記入して考古博物館
（〒513-0013　国分町224）
へ（はがき1枚につき2人ま
で）。または電子メールで

※申込み者多数の場合は抽選

対　象　事業を営んでいる方
と　き　1月23日㈭　18時～
20時

ところ　鈴鹿商工会議所　
4階大ホール

内　容

◯第1部
・消費税増税をチャンスに
・新規事業がなぜ必要か
・新規事業の作り方　など
◯第2部
・資材購入と完成引き渡し
・新規製品と新販路を考える
・製造原価の抑制策　など

講　師　西村伸郎さん（ジャイ
ロ総合コンサルティング㈱）

定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　1月16日㈭までに、電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222　担当：髙橋真・
山下・近藤・森）へ

対　象　過去に創業塾･創
業セミナーなどを受講され
た方、創業後3年以内の方
など

※創業計画書などがある程度で
きていること

と　き　2月1日㈯･15日㈯　
9時30分～16時30分

ところ　鈴鹿商工会議所　
2階特別会議室

内　容　創業課題の解決
法、資金調達についてなど

講　師　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）ほか1人

定　員　15人（先着順）
受講料　6,000円（テキスト代
込）

申込み　1月20日㈪までに、鈴
鹿商工会議所ホームペー
ジ（http://www.scci .or.
　jp/）から
主催・問合せ　鈴鹿商工会議
所（　382-3222　　soudan

　@scci.or.jp　担当：北角）

申込み　受講開始日の1カ月
前から受け付け。事前に電
話でお問い合わせの上、鈴

高齢者向けパソコン講座

と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時～12時　

受講料　4,000円
◆クレーン運転業務特別教育

(5t未満)

と　き　2月18日㈫･19日㈬
　8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

対　象　おおむね60歳以上
で、パソコンで文字入力で
きる方

ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター（市役所別館
第3）

定　員　各講座15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキ
スト代1,000円）

申込み　12月20日㈮～1月22

日㈬までにセンターへ
※パソコンは準備します。
※各講座5人以下のときは中止す
る場合があります。

◆Word初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Word2007を使用します。
と　き　2月4日㈫～7日㈮　
9時30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン

初級講座

　デジタルカメラの操作、パソ
コンへの取り込み･保存、画像
レタッチなどを習得します。
※フォトショップエレメンツ8(体験
版)を使用

と　き　2月4日㈫～7日㈮　
13時30分～16時

◆Excel初級講座

　ウィンドウズXPのパソコンで
Excel2007を使用します。
と　き　2月18日㈫～21日㈮
　9時30分～12時

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

公有地の購入について

土地の購入を考えています。市でも土
地を売っていると聞いたのですが、どう

いった手続きで購入できますか。また、どのよう
にして情報を得たら良いのでしょうか。

市と土地開発公社は、経済情勢の変
化などにより未利用財産となった土地

の売却を行っています。基本的には入札によ
る売却となりますので、入札参加者が複数い
る場合は、予定価格以上で最も高い価格を
入札した方に売却します｡また、申込み期間
内に入札参加者がいない場合は、先着順で
売却します。

　物件に関する情報は、広報すずか、市ホー
ムページ、テレビ広報すずか「ベルディ便り」、
鈴鹿ヴォイスFMラジオ広報などで随時、情報
を発信しています。
　なお、市ホームページには、今後売却を予定
している物件を掲載しています。こちらは、境界
確認や測量などの準備が整い次第、順次入札
を行いますが、購入希望のある物件から優先的
に入札の準備を進めることも可能ですので、ぜ
ひお気軽にお問い合わせください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

　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。

管財営繕課 　382-9675 　382-8188

　kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp
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