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　昭和24年1月26日は、法隆
寺金堂壁画が焼失した日であ
り、昭和30年にこの日を文化財
防火デーと定めてから今年で
60年目を迎えます。
　文化財を火災、震災、その
他の災害から守るため、毎年
消防訓練や査察などの運動を

実施しています。文化財関係
者はもとより市民一人一人が
文化財を大切にしましょう。

　予約不要です。
と　き　2月2日㈰　9時30分
～12時（最終受付は11時
30分）

ところ　市民会館
相談内容　遺言、遺産分割協
議など相続登記に関する
相談、売買･贈与･担保権
抹消など不動産登記に関
する相談、会社･法人登記
に関する相談、金銭トラブ
ルなど身近な法律相談、借
金や自己破産に関する相
談、成年後見に関する相談
など

問合せ　三重県司法書士会　
鈴亀支部（　0595-97-3620）

◆破砕が必要なごみ

　下記の期間、破砕機点検
整備のため、破砕が必要なご
み（長さ50 cm以上の庭木、
家具･木材、畳など）の清掃
センターへの持ち込みができ
ません。
と　き　2月10日㈪～15日㈯
※この期間は、木製家具や畳など、
破砕が必要な可燃性粗大ごみ
の戸別収集も行いません。

◆緊急性のない可燃ごみ

　下記の期間、焼却炉点検
整備のため、緊急性の無い
可燃ごみの持ち込みができま
せん。
と　き　2月12日㈬～18日㈫

司法書士無料相談会が
開催されます

市民対話課 　382-9004 　382-7660

清掃センター機械設備
点検整備のため

一部のごみの持ち込みが
できません

清掃センター 　372-1646 　372-1406

1月26日は
文化財防火デーです

予防課　 382-9157 　383-1447
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地域づくりの団体紹介

牧田地区地域づくり協議会
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　市では、特定の融資制度に
ついて、前年までに支払った
借入金利子の一部と保証料
を補給しています。該当する
方には、必要書類を送付しま
すので、申請期間内に所定の
手続きをしてください。
対　象　下記の融資制度を
利用している市内の中小企
業者で、返済を滞りなく行
い、市税を滞納していない方

補給対象資金･補給額

○三重県小規模事業資金
（運転資金）･･･保証料全
額（5年以内）
○三重県小規模事業資金
（設備資金）･･･保証料全

額、支払い利子の一部（7
年以内）
○日本政策金融公庫マル経
融資（設備資金）･･･支払
利子の一部（10年以内）
○日本政策金融公庫生活衛生
改善貸付（設備資金）･･･支
払利子の一部（10年以内）

※(　)内は補給対象期間
申込み　2月3日㈪から3月3日
㈪（土･日･祝日を除く8時30
分～17時15分）までに商業
観光課へ

　農業者年金の経営移譲年
金を受給されている方は、農業
所得確定申告名義をはじめ、
農業共済関係名義、経営所得

安定対策交付金対象者名義、
土地改良区組合員名義、農業
協同組合員名義などを後継者
の名義にする必要があります。
　これらを、後継者名義でなく
受給者名義にした場合、農業
者年金が支給停止になります
のでご注意ください。

◆休日窓口

と　き　1月26日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　1月30日㈭ ･ 31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。

中小企業者向け融資制度
利子の一部と保証料を

補給します

商業観光課 　382-9016 　382-0304

農業者年金の
経営移譲年金に伴う
農業後継者名義による
手続きをお忘れなく

農業委員会事務局

　382-9018 　382-7610

保険年金課 　382-7605（国民健康保険）・　382-7627（後期高齢者医療）　382-9455

鈴鹿亀山地区広域連合 　369-3201（介護保険課）　369-3202

納税の休日・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

　平成24年8月から平成25年7月の間に、医療保
険と介護保険の両方の負担がある方で、2つの保
険の自己負担額の合計が限度額（下表）を超え
ると思われる方に、高額介護合算療養費の手続
きのご案内を送付します。平成25年7月末日に加
入していた医療保険者へ手続きをお願いします。

　なお、平成24年8月から平成25年7月の間に
市外の医療保険や介護保険に加入していたこ
とがある方や、医療保険の変更があった方には、
ご案内できないことがあります。該当する方は、手
続き方法などを、平成25年7月末日時点で加入し
ていた医療保険者へお問い合わせください。

高額介護合算療養費の支給対象者へお知らせします
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区　分

自己負担限度額（自己負担限度額プラス500円を超える場合に支給されます）

※複数の方が介護サービスを利用する場合は、医療合算算定基準額は31万円です。

70歳から74歳の方がいる世帯
後期高齢者医療保険＋

介護保険

国民健康保険＋介護保険

70歳未満の方がいる世帯

現役並み所得者
(上位所得者) 67万円 67万円 126万円

一　　　般

住民税非課税
世帯

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

56万円 56万円 67万円

31万円 31万円
34万円

19万円※ 19万円※



市民税課 　382-9446 　382-7604

平成26年度市民税･県民税の申告相談を行います

月　日 会　場

2月12日㈬

対　象　平成26年1月1日現在、市内に住所があった方
※申告が必要と思われる方には、1月下旬に申告書を送付します。ただし、
申告書が届かない方でも申告が必要な場合があります。

と　き　2月17日㈪～3月17日㈪（土･日曜日を除く）
　　　　8時45分～16時　※15時45分までにご来場ください。
ところ　市役所本館　12階大会議室
※所得税の確定申告会場はイオンモール鈴鹿（旧ベルシティ）です。お間
違いのないようにご注意ください。

持ち物

○申告書、印かん

○平成25年分の所得が分かるもの

・営業･農業･不動産所得がある方は･･･収支内訳書
　（収入と経費の内訳が記載されたもの。固定資産税、都市計画税を必
要経費とする方は、納税通知書に同封されている課税明細をご利用く
ださい）
　※必ず各経費の集計をしておいてください。
・給与所得、年金所得がある方は･･･源泉徴収票
○所得控除を受けるために必要なもの

・社会保険料控除を受ける方は･･･
　平成25年中に支払った分の領収書･証明書、「国民健康保険税納付済
額のお知らせ」、「国民健康保険税納付確認書」、「国民年金保険料控
除証明書」、「介護保険料納付済額のお知らせ」「介護保険料納付確認
書」「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」「後期高齢者医療
保険料納付確認書」など
・生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方は･･･
　平成25年中に支払った分の控除証明書
・寄附金控除を受ける方は･･･
　平成25年中に支払った寄附金（寄附金控除の対象となる寄附金）の受
領証明書･領収書

・配偶者控除･配偶者特別控除･扶養控除を受ける方は･･･
　配偶者や扶養親族の所得が分かるもの（給与や年金の源泉徴収票
など）
・障がい者控除を受ける方は･･･
　身体障がい者手帳、療育手帳、障がい者控除対象者認定書などで平成
25年12月31日現在の障がいの程度が分かるもの

・医療費控除を受ける方は･･･
　平成25年中に支払った分の領収書と、医療費を補てんする保険金など
（保険組合からの補てん金や生命保険契約による給付金など）の金額
が分かるもの

　※治療ではないもの（予防接種、文書料、治療につながらない健康診断
　など）に支払った代金は控除の対象になりません。

　※領収書は病院ごとに整理し、必ず集計をしておいてください。

◆お願い･ご注意

・ご自分で申告書を作成でき
る方は、完成した申告書を郵
送するか、市民税課または地
区市民センターへ直接お持
ちください（申告書の控えは
保管しておいてください）。
・確定申告書の提出が不要
になった年金受給者の方
が、源泉徴収票に記載され
ていない控除を受ける場合
は、市民税・県民税の申告
が必要です。

◆巡回申告相談

　各地区の巡回申告相談を
次の日程で行います。ご自身
の居住する地区の会場へお
越しください。
相談時間　9時45分～15時
※14時45分までにご来場ください。

一ノ宮地区
市民センター

栄公民館

2月13日㈭
河曲公民館
庄内公民館

2月14日㈮
天名公民館
深伊沢公民館

2月19日㈬ 若松公民館
2月20日㈭ 玉垣公民館
2月21日㈮ 箕田公民館
2月25日㈫ 鈴峰公民館
2月26日㈬ 牧田公民館
2月27日㈭ 庄野公民館
2月28日㈮ 稲生公民館
3月3日㈪ 井田川公民館

3月4日㈫ 白子地区
市民センター

3月5日㈬ 加佐登公民館
3月6日㈭ 石薬師公民館
3月7日㈮ 久間田公民館

3月10日㈪
飯野公民館
椿公民館

3月11日㈫ 国府公民館
3月12日㈬ 合川公民館
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　1月6日㈪から、津地方法務
局での登記の申請に関する
相談は、予約制となりました。
　不動産登記および商業・法
人登記の申請手続きに関する
相談をされる方は、事前に電
話などで予約していただきま
すようお願いします。

予約･問合せ

　津地方法務局鈴鹿出張所
（　382-1171）、津地方法務
局法人登記部門（　059-228
-4559）

　平成26年度単位負担金額
は397円です。
　平成26年度に公共下水道

が利用できる区域内に土地を
所有している方は、受益者負
担金を納めていただきます。
　負担金は、宅地･農地･駐
車場など利用状況に関係な
く、全ての土地が対象になりま
す。負担金の額は、1㎡当たり
の額（単位負担金額）に土地
の面積を乗じた額（例：200㎡
の土地が対象となる場合、
397円×200㎡＝7万9,400円）
になります。対象者には、4月
上旬に受益者負担金賦課対
象土地通知書を送付します。

　2月7日は｢北方領土の日｣
です。また、2月は、北方領土
問題に対する国民の理解をさ
らに深め、全国的な北方領土
返還要求運動の一層の推進
を図ることを目的とした全国強
調月間です。

　本市の市民劇団『劇団 花
さつき』が、伊船町竜ヶ池に伝
わるお話を演じます。
※石薬師高等学校演劇部と西部
混声合唱団の客演あり。

と　き　2月9日㈰　13時30
分～16時（開場13時）

ところ　ふれあいセンター ふ
れあいホール（南玉垣町
6600）

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　劇団 花さつき　代表 
長谷川（　080-5106-9978）

※当事業は、鈴鹿市市民活動団
体支援事業として実施します。

　特別支援学級在籍児童･
生徒が、中学校区別にダンス
などの舞台発表をします。ま
た、ロビーには、毎日の授業で
取り組んだ絵画、書道、工作
などを展示します。
と　き　2月15日㈯　9時30
分～12時30分（作品展は9

時～15時まで）　
ところ　市民会館
入場料　無料

　過去3回にわたって実施し
てきた「企業祭」からステッ
プアップし、「交流の重要
性」をテーマに開催します。
自社技術の再発見や新たな
可能性の発掘を通じて、中
小企業の企業力強化につな
げます。
と　き　2月16日㈰　10時～
17時30分

ところ　市民会館
内　容

○市内中小企業の技術や取
り組みを中心に、魅力を紹
介するための展示会
○市内中小企業のユニーク
社長による経営論に関する
講演会
○ものづくりの現場における男
女共同参画の事例に焦点
を当てた講演会
○医療福祉器具産業の状況
と中小企業による今後の参
入にあたっての可能性を紹
介する講演会　講師　國
本桂史さん（名古屋市立大
学教授）
○若手技術者の発想力や創
造力を披露する技術コンテ
スト

　男女共同参画の必要性と
災害時の食について、新しい

切り口で考えます。
と　き　2月16日㈰　13時30
分～15時30分

ところ　男女共同参画センター
コーディネーター　内山智
裕さん（三重大学大学院生
物資源学研究科准教授）

パネリスト　三重大学生物
資源学部学生、市女性消
防士、市防災危機管理課
担当職員

定　員　100人（先着順）
申込み　氏名、年齢、電話番
号を記入の上、直接、また
は郵送、電話、ファクス、電
子メールで男女共同参画
課へ（予約優先）

※この事業は、鈴鹿市男女共同
参画団体「すずか男女共同参
画研究会」に委託して実施し
ます。

　全国各地を訪ね歩いた講
師による、鈴鹿の魅力が再発
見できる講演会です。スライド
を使った面白写真集に笑いな
がら、今一度、鈴鹿のまちを見
つめなおしてみませんか。
と　き　2月27日㈭　14時～
16時（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

テーマ　あなたの町、再発見
～珍･日本紀行in鈴鹿～

講　師　青空遊歩さん（漫談
家、司会者）

定　員　500人
入場料　無料
申込み　不要

法務局登記相談は
予約制に変わりました

市民対話課 　382-9004 　382-7660
下水道事業
受益者負担金の
単位負担金額が
決定しました

下水管理課 　382-9026 　384-3938

人事課　 382-9037　 382-2219

申込み　1月20日㈪から30日㈭（土･日曜日を除く8時30
分から17時15分）に、「職員採用試験申込書」を人
事課へ

※採用試験申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してく
ださい。郵便の場合は、封筒の表に朱書きで「希望職種」と
「嘱託職員採用試験申込書希望」と記入の上、返信用封筒
（あて先を記入し、80円切手を貼った12cm×23cm程度）を
同封し、〒513-8701 神戸1-18-18 人事課へ。市ホーム
ページ「職員採用」からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　2月8日㈯　9時から
ところ　市役所本館　12階会議室
内　容　事務適性検査（10分）、事務
補助職一般教養試験（90分）

◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して面接試
験などを行います。詳しくは、第一次試
験合格通知の際に指定します。

平成26年度採用鈴鹿市嘱託職員を募集します

昭
和
29
年
4
月
2
日
以
降
の
生
ま
れ
の
方
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※すべての職種において、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、永住者か特別永住者の在留資格が必要です。 

職種・採用予定人数
事務1

（身体障がい者等）
5人程度

窓口などの一般事務業務

主な業務内容 受験資格（すべてに該当する方）
身体障害者手帳か精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、
介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方、パソコン操作
（入力・検索など）ができる方、活字印刷文による出題に対応できる方

面接相談員
2人程度

社会福祉士資格を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込
の方、福祉関係の職場で１年以上の実務経験を有する方、パソコン操
作（入力・検索など）ができる方

生活困窮者からの各種生活相
談業務、生活保護申請相談に
対する適正な助言・指導業務

臨床心理士
1人程度 臨床心理士資格を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込の方子どもの発達障害に関する相

談、検査、支援業務

事務2　5人程度 窓口などの一般事務業務 パソコン操作(入力・検索など)ができる方

就労支援員
1人程度

生活保護受給者などの就労
に関する支援業務

普通自動車免許を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込
の方、パソコン操作（入力・検索など）ができる方

調理員
6人程度

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成26年3月末日
までに取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以上の実務経験を
有する方（勤務経歴書を要提出）

学校または給食センターでの
給食調理業務

用務員
9人程度

地区市民センターまたは
学校での用務･事務補助業務

普通自動車免許を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込
の方

養育支援訪問員
1人程度

養育支援訪問が必要な家庭
への相談、指導業務

普通自動車免許を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込
の方、パソコン操作（入力・検索など）ができる方、保健師、保育士、
社会福祉士、幼稚園・小学校・中学校教諭、養護教諭いずれかの資格
・免許を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込みの方

管理栄養士
1人程度 栄養指導業務、事務補助業務 管理栄養士資格を取得の方または平成26年3月末日までに取得見込

の方、パソコン操作(入力・検索など)ができる方



予約･問合せ

　津地方法務局鈴鹿出張所
（　382-1171）、津地方法務
局法人登記部門（　059-228
-4559）

　平成26年度単位負担金額
は397円です。
　平成26年度に公共下水道

が利用できる区域内に土地を
所有している方は、受益者負
担金を納めていただきます。
　負担金は、宅地･農地･駐
車場など利用状況に関係な
く、全ての土地が対象になりま
す。負担金の額は、1㎡当たり
の額（単位負担金額）に土地
の面積を乗じた額（例：200㎡
の土地が対象となる場合、
397円×200㎡＝7万9,400円）
になります。対象者には、4月
上旬に受益者負担金賦課対
象土地通知書を送付します。

催 し 物

　2月7日は｢北方領土の日｣
です。また、2月は、北方領土
問題に対する国民の理解をさ
らに深め、全国的な北方領土
返還要求運動の一層の推進
を図ることを目的とした全国強
調月間です。

　本市の市民劇団『劇団 花
さつき』が、伊船町竜ヶ池に伝
わるお話を演じます。
※石薬師高等学校演劇部と西部
混声合唱団の客演あり。

と　き　2月9日㈰　13時30
分～16時（開場13時）

ところ　ふれあいセンター ふ
れあいホール（南玉垣町
6600）

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　劇団 花さつき　代表 
長谷川（　080-5106-9978）

※当事業は、鈴鹿市市民活動団
体支援事業として実施します。

　特別支援学級在籍児童･
生徒が、中学校区別にダンス
などの舞台発表をします。ま
た、ロビーには、毎日の授業で
取り組んだ絵画、書道、工作
などを展示します。
と　き　2月15日㈯　9時30
分～12時30分（作品展は9

時～15時まで）　
ところ　市民会館
入場料　無料

　過去3回にわたって実施し
てきた「企業祭」からステッ
プアップし、「交流の重要
性」をテーマに開催します。
自社技術の再発見や新たな
可能性の発掘を通じて、中
小企業の企業力強化につな
げます。
と　き　2月16日㈰　10時～
17時30分

ところ　市民会館
内　容

○市内中小企業の技術や取
り組みを中心に、魅力を紹
介するための展示会
○市内中小企業のユニーク
社長による経営論に関する
講演会
○ものづくりの現場における男
女共同参画の事例に焦点
を当てた講演会
○医療福祉器具産業の状況
と中小企業による今後の参
入にあたっての可能性を紹
介する講演会　講師　國
本桂史さん（名古屋市立大
学教授）
○若手技術者の発想力や創
造力を披露する技術コンテ
スト

　男女共同参画の必要性と
災害時の食について、新しい

切り口で考えます。
と　き　2月16日㈰　13時30
分～15時30分

ところ　男女共同参画センター
コーディネーター　内山智
裕さん（三重大学大学院生
物資源学研究科准教授）

パネリスト　三重大学生物
資源学部学生、市女性消
防士、市防災危機管理課
担当職員

定　員　100人（先着順）
申込み　氏名、年齢、電話番
号を記入の上、直接、また
は郵送、電話、ファクス、電
子メールで男女共同参画
課へ（予約優先）

※この事業は、鈴鹿市男女共同
参画団体「すずか男女共同参
画研究会」に委託して実施し
ます。

　全国各地を訪ね歩いた講
師による、鈴鹿の魅力が再発
見できる講演会です。スライド
を使った面白写真集に笑いな
がら、今一度、鈴鹿のまちを見
つめなおしてみませんか。
と　き　2月27日㈭　14時～
16時（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール

テーマ　あなたの町、再発見
～珍･日本紀行in鈴鹿～

講　師　青空遊歩さん（漫談
家、司会者）

定　員　500人
入場料　無料
申込み　不要

劇団 花さつき
第7回公演｢龍ヶ池｣

地域課 　382-8695 　382-2214

ものづくり企業交流会

産業政策課　 382-7011 　384-0868

市民と考える
パネルディスカッション
～被災後をどうしますか～

男女共同参画課

　381-3113 　381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市自治会連合会
講演会

｢あなたの町、再発見｣

地域課 　382-8695 　382-2214

平成25年度
市内特別支援学級連合
｢卒業生を送る会｣｢作品展｣

指導課 　382-9028 　383-7878

2月は北方領土返還運動
全国強調月間です

企画課 　382-9038 　382-9040

青空遊歩さん

電　話 電子メール ホームページファクス
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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。事前
に電話でお問い合せの上、
鈴鹿地域職業訓練センタ
ーの窓口へ　　　　

◆玉掛技能講習

と　き　学科：2月24日㈪・25
日㈫、実技：2月26日㈬･27日
㈭･28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）

◆JW＿Cad入門

と　き　3月3日㈪･5日㈬･7
日㈮　9時～16時

受講料　6,000円（別途教材
費3,360円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証

　日帰りのデイキャンプなの
で、忙しくて週末に連休が取
れない方も参加できます。
対　象　幼稚園･保育園年中
～小学3年生とその保護者

※年中未満の付き添い参加は不可
と　き　3月8日㈯　13時～
19時30分ごろ（予定）

※希望者は宿泊もできます。
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

参加料　子ども700円、保護
者1,000円

※宿泊希望者は別途宿泊費が必
要です。

定　員　15家族程度（応募
多数の場合は抽選）

申込み　2月10日㈪（消印有
効）までに、センター所定の
用紙に記入し、90円切手を
貼付した返信用封筒（長形
3号、氏名・住所を記入）を
添えて直接持参、郵送、電
子メールで

　木製品と古代のくらしについ
て分かりやすくお話しします。
と　き　2月2日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　樋上昇さん（愛知県
埋蔵文化財センター調査研
究専門員）

聴講料　無料

　学校や地域で外国籍の子
どもたちの教科学習の支援を
していただくボランティアの養
成講座を開催します。子どもた
ちを理解し、活動をする上で
の基本的な知識や、ノウハウ
を身に付けていただくことを目
的に実施します。
対　象　地域や学校で学習
支援活動に参加できる方
で、できる限り全講座を受
講できる方

と　き　2月20日㈭･27日㈭
10時～11時30分と、2月21
日～26日の間で活動見学を
1回の計3回

ところ　ジェフリー鈴鹿　研
修室

講　師　市教育委員会　日
本語教育コーディネーター

定　員　20人
受講料　無料
活動の場　市内小・中学校で
の放課後教室や長期休み
時の支援、ボランティア運営
の学習支援室

申込み　2月14日㈮までに、郵
便番号、住所、氏名、電話
番号を記入の上、はがき、フ
ァクス、電子メールで、鈴鹿
国際交流協会（〒513-0801
神戸1-18-18）へ

　市民活動団体やNPOが、
地域に対してどのように自分た
ちの活動を伝え、広げ、若者や

地域の人たちにアプローチし
ていくかについて考えます。
と　き　2月1日㈯　10時～
12時

ところ　文化会館　2階第2
研修室

講　師　若林祐基さん（FAM
　IE代表）、川北輝さん（NPO
法人津市NPOサポートセン
ター理事長）

発表団体　おでかけかめや
ま、NPO法人21世紀の子
育てを考える会.鈴鹿　

参加料　無料
申込み　ファクス、電子メール
でNPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどう（　・　
　387-0767　　budou@me
　cha.ne.jp）へ

　リーダーシップ研究の流れ
を概観するとともに、観光地域
づくりにおけるリーダーシップ
のあり方などについて発表し
ます。
と　き　1月22日㈬　16時15
分～18時 

ところ　鈴鹿国際大学　国
際文化ホール

演　題　観光地域づくりにお
けるリーダーシップについて

発表者　捧富雄さん（鈴鹿国
際大学国際人間科学部国
際学科教授）

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開発
と文化研究センター（シウダ
ック）（　372-2121　 372-
2827 　siudac@m.suzuka
　-iu.ac.jp）

鈴鹿国際大学
シウダック研究会
第113回例会

企画課 　382-9038 　382-9040

外国人児童･生徒のための
学習支援ボランティア

養成講座

鈴鹿国際交流協会

　383-0724 　383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

講座・教室

博物館入門講座第2回
｢木製品と古代のくらし｣

考古博物館 　374-1994 　374-0986

市民活動･NPOの活動の
見せ方･広げ方セミナー

地域課 　382-8695 　382-2214

をお持ちの方
と　き　学科：3月4日㈫　8時
20分～17時30分、実技　Ⅰコ
ース：3月8日㈯･9日㈰･16日㈰
8時～17時15分、Ⅱコース：3
月5日㈬～7日㈮　8時～17
時15分、Ⅲコース：3月12日㈬
～14日㈮　8時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　2月3日㈪から受け
付け

申込み　1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　2月
8日㈯と9日㈰
・エクセル基礎　2月15日㈯
と16日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　2月8日㈯と9日
㈰
・ワード応用　2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

催 し 物

親子deキャンプ

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp
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電　話 電子メール ホームページファクス

市政情報課 　382-9003 　382-2214

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。事前
に電話でお問い合せの上、
鈴鹿地域職業訓練センタ
ーの窓口へ　　　　

◆玉掛技能講習

と　き　学科：2月24日㈪・25
日㈫、実技：2月26日㈬･27日
㈭･28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）

◆JW＿Cad入門

と　き　3月3日㈪･5日㈬･7
日㈮　9時～16時

受講料　6,000円（別途教材
費3,360円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証

　学校や地域で外国籍の子
どもたちの教科学習の支援を
していただくボランティアの養
成講座を開催します。子どもた
ちを理解し、活動をする上で
の基本的な知識や、ノウハウ
を身に付けていただくことを目
的に実施します。
対　象　地域や学校で学習
支援活動に参加できる方
で、できる限り全講座を受
講できる方

と　き　2月20日㈭･27日㈭
10時～11時30分と、2月21
日～26日の間で活動見学を
1回の計3回

ところ　ジェフリー鈴鹿　研
修室

講　師　市教育委員会　日
本語教育コーディネーター

定　員　20人
受講料　無料
活動の場　市内小・中学校で
の放課後教室や長期休み
時の支援、ボランティア運営
の学習支援室

申込み　2月14日㈮までに、郵
便番号、住所、氏名、電話
番号を記入の上、はがき、フ
ァクス、電子メールで、鈴鹿
国際交流協会（〒513-0801
神戸1-18-18）へ

　市民活動団体やNPOが、
地域に対してどのように自分た
ちの活動を伝え、広げ、若者や

地域の人たちにアプローチし
ていくかについて考えます。
と　き　2月1日㈯　10時～
12時

ところ　文化会館　2階第2
研修室

講　師　若林祐基さん（FAM
　IE代表）、川北輝さん（NPO
法人津市NPOサポートセン
ター理事長）

発表団体　おでかけかめや
ま、NPO法人21世紀の子
育てを考える会.鈴鹿　

参加料　無料
申込み　ファクス、電子メール
でNPO法人市民ネットワ
ークすずかのぶどう（　・　
　387-0767　　budou@me
　cha.ne.jp）へ

　リーダーシップ研究の流れ
を概観するとともに、観光地域
づくりにおけるリーダーシップ
のあり方などについて発表し
ます。
と　き　1月22日㈬　16時15
分～18時 

ところ　鈴鹿国際大学　国
際文化ホール

演　題　観光地域づくりにお
けるリーダーシップについて

発表者　捧富雄さん（鈴鹿国
際大学国際人間科学部国
際学科教授）

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開発
と文化研究センター（シウダ
ック）（　372-2121　 372-
2827 　siudac@m.suzuka
　-iu.ac.jp）

鈴鹿地域職業訓練センター
2・3月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900 　387-1905

はじめてのパソコン講座

をお持ちの方
と　き　学科：3月4日㈫　8時
20分～17時30分、実技　Ⅰコ
ース：3月8日㈯･9日㈰･16日㈰
8時～17時15分、Ⅱコース：3
月5日㈬～7日㈮　8時～17
時15分、Ⅲコース：3月12日㈬
～14日㈮　8時～17時15分

受講料　2万6,500円
申込み　2月3日㈪から受け
付け

申込み　1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　2月
8日㈯と9日㈰
・エクセル基礎　2月15日㈯
と16日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　2月8日㈯と9日
㈰
・ワード応用　2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

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

電気自動車の急速充電器について

市役所に設置している急速充電器を
使用したいのですが、事前登録などの

必要はありますか。

本市では、地球温暖化対策や大気汚
染対策の一環として、電気自動車の

普及を促進するとともに、電気自動車の走
行を支えるインフラの整備を図るため、急速
充電器を設置しました。
　急速充電器を利用するには、急速充電器
のネットワークである｢チャデモチャージ　ネッ
トワークサービス｣に会員登録（有料）してい
ただく必要があります。「チャデモチャージ」と

は、電気自動車を安心してお使いいただくため
に、全国の電気自動車用の急速充電器を利
用できる会員制急速充電サービスです。
　詳しい内容については、チャデモチャージ
のホームページをご覧いただくか、ナビダイヤル
　0570-010-445（土･日･祝日を除く10時～18
時）へお問い合わせください。
　なお、鈴鹿市の急速充電器は市役所別館
第3の駐車場内にあり、毎日8時30分から17
時15分まで利用できます。

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。

環境政策課 　382-7954 　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp　
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