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　4月1日の消費税率引き上げ
に伴い、市民税の非課税者や
子育て世帯への影響を緩和
するため、暫定的･臨時的な
措置として給付金を支給しま
す。
　受給対象者と思われる方に
は、7月中旬に郵便で申請書を
送りました。内容をご確認いた
だき、申請書･受給者全員の
本人確認資料･振込口座確
認資料を同封の返信用封筒
で送付してください。

本市の受付期間　7月14日㈪
～平成27年1月14日㈬

　鈴鹿8時間耐久ロードレース
前夜祭として、交通安全啓発
車両を配備し、全国各地から
集まったバイクが、鈴鹿サーキ
ットの8耐前夜祭会場に向けて
日本最大級の交通安全パレー
ドを行います。
　パレードコースや周辺道路
は、18時30分から交通規制に
より渋滞が予想されます。会場

周辺の皆さんには、大変ご迷
惑をお掛けしますが、ご協力を
お願いします。
と　き　7月26日㈯　13時～
20時30分

※パレードは18時30分出発予定
ところ　鈴鹿ハンター特設会
場

※パレードコースは、鈴鹿ハンター
駐車場から鈴鹿サーキットまで
(下記の地図参照)

問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222　担当：
川口･高橋）

臨時福祉給付金および
子育て世帯臨時特例給付金
の該当者へ申請書を
発送しました

臨時給付金室　 382-9886　 382-9887

第16回バイクで
あいたいパレード2014が

行われます

商業観光課　 382-9020　 382-0304
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　昨年、京都府で発生した福
知山花火大会火災を踏まえ、
鈴鹿市火災予防条例の一部
を改正します。
改正概要

1 祭礼、縁日、花火大会、展
示会などの多数の者が集
まるイベントで、ガスコンロ･
発電機･ホットプレートなど
の対象火気器具等を使用
する露店等を開設する場
合は、消火器を準備し消
防署へ届け出なければな
りません。
2 祭礼、縁日、花火大会、展
示会などの多数の者が集
まる屋外イベントで、大規
模なものに該当する場合
は、｢指定催し｣として消防
長が指定し、主催者に通
知します。

3 ｢指定催し｣として指定され、
通知を受けた主催者は、防
火担当者を定め、火災予
防上必要な業務に関する
計画を作成し、消防署へ提
出しなければなりません（こ
の計画を提出しなかった者
と団体には、罰則が科され
ます）。

※対象火気器具等とは、気体燃料
･液体燃料･固体燃料を使用す
る器具および電気を熱源とする
器具です。

※露店等とは、露天商だけではな
く、個人および団体のブースも
対象になります。

　消防署では、市内で開催さ
れる多数の人が集まるイベント
やスポーツ大会などの会場
で、参加者が突然の心停止
状態に陥った時の応急処置
に備えるために、AEDの貸し
出しをしています。
対　象　イベントなどを行う団
体に属する、20歳以上の方

※運転免許証など本人が証明でき
る書類をお持ちください。

貸出条件　原則としてAED
が設置されていない会場
で、主催者側に心肺蘇生
法講習を受講した人がいる
こと

貸出期間　7日以内
貸出場所

　中央消防署（　382-9165）
　南消防署（　386-0630）
　北分署（　378-0330）
　西分署（　370-2119）
　東分署（　384-0119）
　鈴峰分署（　371-0119）
申込み　｢AED借用申請書｣
を借りようとする署所に提出
してください。申請書は市ホ
ームページでも入手できま
す。貸し出しを受けようとす
る日の2カ月前から受け付
けます。

※貸出中は常に良好な状態で管
理･使用してください。故意また
は過失により破損などが生じた
場合は、原状回復を行っていた
だきます。

　安全でおいしい水を供給す
るために水道管内の洗管作

業とそれに伴う断水を下記の
とおり実施します。
と　き　7月22日㈫23時～翌
日23日㈬6時まで

洗管作業区域　
○飯野地区　安塚町の一部
○玉垣地区　北玉垣町の一
部、西玉垣町の一部、南玉
垣町の一部

○神戸地区　神戸地子町の
一部、神戸寺家町の一部

※対象のお宅へは、別途お知らせ
文を配布します。

◆ご注意ください

　作業中や作業後に管内の
水流の変化などで濁り水が発
生する場合があります。あらか
じめ飲料水をくみ置きしていた
だき、洗濯などの際には数分
程度水道水を流し、確認して
から使用してください。
　区域外でも、作業の影響で
濁り水が発生する場合があり
ますので、炊事･洗濯などの際
にはご注意ください。

　この調査は、総務省統計局
において9月から11月までの3
カ月間にわたって実施するもの
で、我が国の所得、消費および
資産の水準や構造を明らかに
することを目的としています。
　調査結果は国や地域社会
に密着した消費者行政、福祉
行政などに役立つ基礎資料
となります。準備調査のため、
対象となった調査区内の世帯
に7月中旬から統計調査員が
伺いますので､ご協力をお願
いします。

対　象　調理師免許、栄養
士免許のいずれかを取得
または給食調理現場での
勤務経験を有する、昭和29
年4月2日以降生まれの方

定　員　2人
勤 務 条 件 　給与は 1 4 万
9,800円で、その他各種手
当（期末手当、通勤手当な
ど）があります。また、社会
保険にも加入します。雇用
期間は、雇用した日（採用
予定9月）から平成27年3
月31日㈫まで

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

申込み　7月22日㈫から31日
㈭まで（土･日曜日を除く8時
30分～17時15分）に、採用

試験申込書を直接または
郵送（受付期間内に必着）
で 、学 校 教 育 課（ 〒
513-8701）へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で学校教育課へ請求してく
ださい。郵送で請求する場合は、
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、
92円切手を貼った12cm×23cm
程度)を必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　8月9日㈯　9時から
ところ　学校給食センター
（岡田町724）

内　容　個別面接、実技試験

　8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。
　内閣府では、若い世代への
啓発活動として、SNS（ソーシ
ャル･ネットワーキング･サービ
ス）を活用しての広報･啓発活
動の周知や、動画や学習コン
テンツの配信などに取り組んで
いますので、ご覧ください。
　フェイスブック
　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.erika
　ツイッター
　https ://twit ter . com/
　hoppou_erika　
※詳しくは、内閣府ホームページを
ご覧ください。

問合せ　内閣府 北方対策本
部（　03-5253-2111）

8月1日から
鈴鹿市火災予防条例の
一部が改正されます

予防課　 382-9157　 383-1447

自動体外式除細動器(AED)を
貸し出します

中央消防署　 382-9165　 382-9166

夜間断水･洗管作業の
お知らせ

工務課　 368-1676　 368-1688

～今を知り明日をみつめる
暮らしの統計～

全国消費実態調査を
行います

企画課　 382-7676　 382-9040
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　消防署では、市内で開催さ
れる多数の人が集まるイベント
やスポーツ大会などの会場
で、参加者が突然の心停止
状態に陥った時の応急処置
に備えるために、AEDの貸し
出しをしています。
対　象　イベントなどを行う団
体に属する、20歳以上の方

※運転免許証など本人が証明でき
る書類をお持ちください。

貸出条件　原則としてAED
が設置されていない会場
で、主催者側に心肺蘇生
法講習を受講した人がいる
こと

貸出期間　7日以内
貸出場所

　中央消防署（　382-9165）
　南消防署（　386-0630）
　北分署（　378-0330）
　西分署（　370-2119）
　東分署（　384-0119）
　鈴峰分署（　371-0119）
申込み　｢AED借用申請書｣
を借りようとする署所に提出
してください。申請書は市ホ
ームページでも入手できま
す。貸し出しを受けようとす
る日の2カ月前から受け付
けます。

※貸出中は常に良好な状態で管
理･使用してください。故意また
は過失により破損などが生じた
場合は、原状回復を行っていた
だきます。

　安全でおいしい水を供給す
るために水道管内の洗管作

業とそれに伴う断水を下記の
とおり実施します。
と　き　7月22日㈫23時～翌
日23日㈬6時まで

洗管作業区域　
○飯野地区　安塚町の一部
○玉垣地区　北玉垣町の一
部、西玉垣町の一部、南玉
垣町の一部

○神戸地区　神戸地子町の
一部、神戸寺家町の一部

※対象のお宅へは、別途お知らせ
文を配布します。

◆ご注意ください

　作業中や作業後に管内の
水流の変化などで濁り水が発
生する場合があります。あらか
じめ飲料水をくみ置きしていた
だき、洗濯などの際には数分
程度水道水を流し、確認して
から使用してください。
　区域外でも、作業の影響で
濁り水が発生する場合があり
ますので、炊事･洗濯などの際
にはご注意ください。

　この調査は、総務省統計局
において9月から11月までの3
カ月間にわたって実施するもの
で、我が国の所得、消費および
資産の水準や構造を明らかに
することを目的としています。
　調査結果は国や地域社会
に密着した消費者行政、福祉
行政などに役立つ基礎資料
となります。準備調査のため、
対象となった調査区内の世帯
に7月中旬から統計調査員が
伺いますので､ご協力をお願
いします。

対　象　調理師免許、栄養
士免許のいずれかを取得
または給食調理現場での
勤務経験を有する、昭和29
年4月2日以降生まれの方

定　員　2人
勤 務 条 件 　給与は 1 4 万
9,800円で、その他各種手
当（期末手当、通勤手当な
ど）があります。また、社会
保険にも加入します。雇用
期間は、雇用した日（採用
予定9月）から平成27年3
月31日㈫まで

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

申込み　7月22日㈫から31日
㈭まで（土･日曜日を除く8時
30分～17時15分）に、採用

試験申込書を直接または
郵送（受付期間内に必着）
で 、学 校 教 育 課（ 〒
513-8701）へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で学校教育課へ請求してく
ださい。郵送で請求する場合は、
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、
92円切手を貼った12cm×23cm
程度)を必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　8月9日㈯　9時から
ところ　学校給食センター
（岡田町724）

内　容　個別面接、実技試験

　8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。
　内閣府では、若い世代への
啓発活動として、SNS（ソーシ
ャル･ネットワーキング･サービ
ス）を活用しての広報･啓発活
動の周知や、動画や学習コン
テンツの配信などに取り組んで
いますので、ご覧ください。
　フェイスブック
　https://www.facebook.
　com/hoppouryoudo.erika
　ツイッター
　https ://twit ter . com/
　hoppou_erika　
※詳しくは、内閣府ホームページを
ご覧ください。

問合せ　内閣府 北方対策本
部（　03-5253-2111）

学校給食嘱託調理員を
募集します

学校教育課　 382-1214　 382-9054

8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

管財営繕課　 382-9675　 382-8188

◆入札

と　き　8月18日㈪　物件（1）8時30分、物件
（2）9時30分、物件（3）10時30分、物件（4）11
時30分、物件（5）13時30分、物件（6）14時30
分、物件（7）15時30分、物件（8）16時30分

ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　7月22日㈫から8月14日㈭ （土･日曜日
を除く）までの8時30分から17時15分まで
に、直接、管財営繕課へ

◆現地説明会

と　き　7月24日㈭　物件（1）9時から、物件
（2）10時から、物件（3）11時から、物件（4）13
時30分から、物件（5）14時30分から、物件
（6）15時30分から、物件（7）16時30分から

ところ　売却物件所在地
※物件（8）は、既に現地説明会を終了し、7月7日㈪か
ら先行して申込み受付中です。

※郵送による申込みはできません。

土地開発公社所有地と市有地を一般競争入札により売却します

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 予定価格
(売却最低価格)所　在　地

（4） 宅　地 420.23㎡ 第一種低層住居専用地域 1,604万5,000円
（5） 452.87㎡ 第一種住居地域 1,212万6,000円宅　地

（1） 雑種地 281.32㎡ 第一種低層住居専用地域 708万2,000円
（2） 公衆用道路

宅　地
96.23㎡ 準工業地域 392万2,000円

（3） 204.66㎡ 第一種住居地域 702万2,000円
野町西二丁目808番
中箕田一丁目155番1

（7） 57.78㎡ 準工業地域 209万6,000円宅　地矢橋町字大日645番9
（8） 4,241.04㎡ 第一種住居地域 1億6,338万8,000円雑種地西条三丁目1128番1

（6） 552.93㎡ 第一種住居地域 1,252万6,000円宅　地算所三丁目1086番2

江島町字長谷2350番2
北玉垣町字細田1667番1
稲生三丁目6906番1
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◆休日窓口

と　き　7月27日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　7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。

　青少年の現状や第2次基
本計画の取り組み結果から
青少年対策を検証し、今後求
められる青少年対策の方向
性を示す平成27年度以降の
｢第3次子どもの健全育成推
進基本計画｣を策定します。
　策定に当たり、市民の皆さ
んの意見を反映させるため、
策定委員を募集します。
対　象　下記のいずれにも該
当する方
・市内に在住、在勤する20歳
以上の方
・10月～2月に開催される3回
の策定委員会に出席できる
方

定　員　2人
※公募市民委員の他、有識者など
で構成します。

申込み　8月20日㈬までに所
定の応募用紙に必要事項

（氏名、生年月日、性別、住
所、電話番号、職業、子ども
の健全育成との関わり）を
記入し、教育支援課へ

※応募用紙は、教育支援課窓口、市
ホームページ、教育委員会ホー
ムページから入手できます。

選考基準と選考結果

　書類選考の上、9月下旬に
応募者全員に書面で通知し
ます。
※条例に準じて、報酬を支払い
ます。

　東海3県各消防本部の救
助のスペシャリストが鈴鹿市
に集まり、人命救助技術を競
う大会が開催されます。上位
優秀チームは8月に千葉県で
開催される全国大会への出
場権が得られます。
と　き　7月30日㈬　9時15
分～15時（荒天順延31日
㈭）

ところ　三重県消防学校　
（石薬師町452番地）
入場料　無料　
会場までのアクセス　会場
周辺の駐車場は混雑が予
想されます。河川防災セン
ター（庄野町981-1、駐車場
有）、JR河曲駅、近鉄鈴鹿
市駅から随時運行（8時～
16時）されるシャトルバスも

ご利用ください。

　図書館では、｢そっか！図書
館行こう♪｣をキャッチフレー
ズに、市民の皆さんの来館の
きっかけづくりのために、今年
度さまざまな催しを予定してい
ます。今回は、消費者トラブル
への対処法などに関する講
演を開催します。
対　象　小･中・高校生の保
護者

と　き　8月2日㈯　15時～
16時30分

ところ　図書館　2階視聴
覚室

内　容　子どもに多い消費者
トラブルへの対処法、子ども
に起こりやすい危害･危険
情報に対する注意喚起、事
故防止のアドバイスなど

講　師　（公社）全国消費生
活相談員協会の消費生活
専門相談員

定　員　50人
申込み　住所･氏名･連絡先
を直接または電話･ファクス･
電子メールで図書館へ。貸
出カードをお持ちの方は、氏
名と貸出カード番号をお伝え
ください。
※定員に達し次第、募集を締め切
ります。

　8月の満月は今年最大の大
きさに見えます。月が大きく見

える不思議な謎をプラネタリウ
ムで解説した後、望遠鏡で月
を観察します。
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　8月9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 

内　容  夏の星座･月･火星･
土星の解説と観望

定　員　15 0人（当日先着
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
ギャラリーへ

※曇天や雨天時は中止します。当
日の16時30分に判断しますの
で、文化会館までお問い合わせ
ください。

と　き　8月9日㈯　8時30分
と1 0時3 0分の2部制（予
定）　雨天決行

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部：8時15分、
第2部：10時15分

※地図の配布後、沼沢近くの駐車

場に移動（路上駐車は厳禁)
※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ

定　員　受付順に、第1部20
人、第2部20人に割り振り

持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具をご持参くだ
さい。

申込み　7月24日㈭8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。
※定員になり次第、締め切ります。

と　き　8月10日㈰　10時～
15時

※雨天や増水の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　川歩き体験、鈴鹿川
地域の生き物水槽展示、環
境や川にちなんだイベントブ
ース、｢前川定五郎いかだ
流し｣体験　ほか

◆川歩き体験

内　容　水生生物や水辺の
植物の採集･観察

定　員　約150人（応募多数
の場合は抽選）

申込み　8月1日㈮（消印有
効）までに、参加代表者の郵
便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号と、参加者全員の
氏名、年齢、参加希望時間
（10時30分、12時、13時30
分のいずれか）を記入の上、
はがき、ファクス、電子メール

で、すずかのぶどう「夏の鈴
鹿川体験実行委員会川歩
き係」（〒510-0241　白子駅
前9-20、　・　387-0767、電
子メール　 budou@mecha
　.ne.jp）へ
※当日の川歩き体験補助、運営手
伝いのボランティアも募集して
います。

　｢第14回夏の鈴鹿川体験｣
のイベントの一つとして開催し
ます。
と　き　8月10日㈰　7時～9
時ごろ

※雨天や強風の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西）
内　容　熱気球教室、熱気
球の搭乗体験

定　員　100人程度（先着
順）

搭乗体験料金（1人あたり）
中学生以上　1,000円、小学
生　500円

※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料。要保護者同乗)

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
（　090-6468-2012　6時
30分～9時ごろ） 

下記のホーム

ページでも、

当日の開催の

有無を確認

できます。

　http ://kokoten .com/
　u1/suzukaballoon/ 
※当日は今年のバルーンフェス
ティバルを手伝っていただくボ
ランティアの募集も行います。

第4回天体観望会
～スーパームーンって
どんな月～

文化会館 　382-8111 　382-8580

第43回消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署　 382-9165　 382-3905

第3次子どもの健全育成
推進基本計画の

策定委員を募集します
教育支援課　 382-9055　 382-9053

納税の休日･夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660
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「そっか！ 図書館行こう♪」
消費者トラブル対処法

講演会

図書館　 382-0347　 382-4000

  toshokan@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報



（氏名、生年月日、性別、住
所、電話番号、職業、子ども
の健全育成との関わり）を
記入し、教育支援課へ

※応募用紙は、教育支援課窓口、市
ホームページ、教育委員会ホー
ムページから入手できます。

選考基準と選考結果

　書類選考の上、9月下旬に
応募者全員に書面で通知し
ます。
※条例に準じて、報酬を支払い
ます。

　東海3県各消防本部の救
助のスペシャリストが鈴鹿市
に集まり、人命救助技術を競
う大会が開催されます。上位
優秀チームは8月に千葉県で
開催される全国大会への出
場権が得られます。
と　き　7月30日㈬　9時15
分～15時（荒天順延31日
㈭）

ところ　三重県消防学校　
（石薬師町452番地）
入場料　無料　
会場までのアクセス　会場
周辺の駐車場は混雑が予
想されます。河川防災セン
ター（庄野町981-1、駐車場
有）、JR河曲駅、近鉄鈴鹿
市駅から随時運行（8時～
16時）されるシャトルバスも

ご利用ください。

　図書館では、｢そっか！図書
館行こう♪｣をキャッチフレー
ズに、市民の皆さんの来館の
きっかけづくりのために、今年
度さまざまな催しを予定してい
ます。今回は、消費者トラブル
への対処法などに関する講
演を開催します。
対　象　小･中・高校生の保
護者

と　き　8月2日㈯　15時～
16時30分

ところ　図書館　2階視聴
覚室

内　容　子どもに多い消費者
トラブルへの対処法、子ども
に起こりやすい危害･危険
情報に対する注意喚起、事
故防止のアドバイスなど

講　師　（公社）全国消費生
活相談員協会の消費生活
専門相談員

定　員　50人
申込み　住所･氏名･連絡先
を直接または電話･ファクス･
電子メールで図書館へ。貸
出カードをお持ちの方は、氏
名と貸出カード番号をお伝え
ください。
※定員に達し次第、募集を締め切
ります。

　8月の満月は今年最大の大
きさに見えます。月が大きく見

える不思議な謎をプラネタリウ
ムで解説した後、望遠鏡で月
を観察します。
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴
と　き　8月9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 

内　容  夏の星座･月･火星･
土星の解説と観望

定　員　15 0人（当日先着
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
ギャラリーへ

※曇天や雨天時は中止します。当
日の16時30分に判断しますの
で、文化会館までお問い合わせ
ください。

と　き　8月9日㈯　8時30分
と1 0時3 0分の2部制（予
定）　雨天決行

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部：8時15分、
第2部：10時15分

※地図の配布後、沼沢近くの駐車

場に移動（路上駐車は厳禁)
※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ

定　員　受付順に、第1部20
人、第2部20人に割り振り

持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫よけスプレーなど

※雨天時には雨具をご持参くだ
さい。

申込み　7月24日㈭8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。
※定員になり次第、締め切ります。

と　き　8月10日㈰　10時～
15時

※雨天や増水の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西、駐車場あり）
内　容　川歩き体験、鈴鹿川
地域の生き物水槽展示、環
境や川にちなんだイベントブ
ース、｢前川定五郎いかだ
流し｣体験　ほか

◆川歩き体験

内　容　水生生物や水辺の
植物の採集･観察

定　員　約150人（応募多数
の場合は抽選）

申込み　8月1日㈮（消印有
効）までに、参加代表者の郵
便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号と、参加者全員の
氏名、年齢、参加希望時間
（10時30分、12時、13時30
分のいずれか）を記入の上、
はがき、ファクス、電子メール

で、すずかのぶどう「夏の鈴
鹿川体験実行委員会川歩
き係」（〒510-0241　白子駅
前9-20、　・　387-0767、電
子メール　 budou@mecha
　.ne.jp）へ
※当日の川歩き体験補助、運営手
伝いのボランティアも募集して
います。

　｢第14回夏の鈴鹿川体験｣
のイベントの一つとして開催し
ます。
と　き　8月10日㈰　7時～9
時ごろ

※雨天や強風の場合は中止あり。
ところ　鈴鹿川河川緑地
（定五郎橋西）
内　容　熱気球教室、熱気
球の搭乗体験

定　員　100人程度（先着
順）

搭乗体験料金（1人あたり）
中学生以上　1,000円、小学
生　500円

※未就学児は、保護者1人につき
2人まで無料。要保護者同乗)

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
（　090-6468-2012　6時
30分～9時ごろ） 

下記のホーム

ページでも、

当日の開催の

有無を確認

できます。

　http ://kokoten .com/
　u1/suzukaballoon/ 
※当日は今年のバルーンフェス
ティバルを手伝っていただくボ
ランティアの募集も行います。

第3回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課　 382-9031　 382-9071

第14回夏の鈴鹿川体験

環境政策課　 382-7954　 382-2214

サギソウ

2014・7・20 5

バルーンキャラバン
～熱気球教室～

商業観光課　 382-9020　 382-0304

電　話 電子メール ホームページファクス



　市内の幼稚園･小中学校の
教職員が集い、未来に誇れる
ふるさとの復興を目指した
「1000年後の命を育む防災教
育」の実践を聞き、今後の防
災･減災教育のあり方や、生
徒の社会参画への意欲を高
める教育のあり方について学
びます。一般の方も参加できま
すので、ぜひお越しください。
※手話通訳・要約筆記あり。
と　き　8月6日㈬13時30分
～16時

ところ　市民会館
演　題　｢全ての答えは子ど
もたちの中にある!!　～1000
年後の命を守る子どもたち
から教えてもらったこと～｣

講　師　阿部一彦さん（宮城
県気仙沼市立唐桑中学校
教頭･元女川町立女川第
一中学校教諭）

　鈴鹿高等学校自然科学部
の皆さんと一緒に鈴鹿川に入
り、タモを使った魚の採集方
法や観察方法を学びます。夏
休みの思い出作りにいかがで
しょうか。
対　象　小学生以上の子ど
もと保護者
※子どもだけでの参加はできませ
ん。

と　き　8月23日㈯　10時～
12時

※雨天や増水の場合は中止あり。

ところ　鈴鹿高等学校、鈴鹿
川（庄野橋付近）

講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月13日㈬17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を、電
話、ファクス、電子メールで
環境政策課へ

　トライアルやモトクロスプロラ
イダーのデモ走行を見学しな
がら、それぞれのコースで遊
んでいただき、面白さを知って
いただく体験型イベントの参
加者を募集します。
と　き　8月31日㈰　10時～
15時

ところ　フジコウオフロードパ
ーク（住吉町8440）

内　容　トライアルバイク、モト
クロスバイクの展示や出店、
親子で楽しめる体験会や
サイン会など

持ち物　自転車、ヘルメット、
手袋（レンタルあり）

参加料　無料（見学もできます）
定　員　30人
申込み　8月15日㈮までに、電
話、ファクス、電子メールで
株式会社44（フォーティーフ
ォー）（　395-6644　395-
6645　 k44@seagreen
　.ocn.ne.jp）へ

◆夏だ!プールだ！ちびっこ

祭りだ!! 

　今年も流れるプールが出現
します。ボール広場やちびっこ
広場など、いつもと違うガーデ
ンプールをお楽しみください。
と　き　7月26日㈯、8月3日
㈰各13時～15時

※入場料のみで参加できます。
※小学1年生以下は保護者(水
着・スイミングキャップ着用)の
付き添いが必要です。

※イベント開催中は、通常の歩く
コースや泳ぐコースの設定は
ありません。

◆浮き輪が使用できます

　7月19日㈯から8月31日㈰ま
で、25ｍプールの児童優先コ
ースで浮き輪が使用できます。
※直径60cm以下のドーナツ型に
限ります。

　県では、獣害につよい三重
づくりを進めています。今回、
県内外の優良な獣害対策活
動の報告や、県の取り組み事
例の発表を行うフォーラムを開
催しますので、皆さんの参加を
お待ちしています。事前申込
み不要です。
と　き　7月26日㈯　9時30
分～16時

ところ　ゆめドームうえの（伊
賀市ゆめが丘1－1－3）

問合せ　県農林水産部獣害
対策課（　059-224 -2017
　059-224-3153）

　厚生労働省の委託を受け
て、雇用･就業を支援するため
に（公社）三重県シルバー人材
センター連合会が実施します。
◆パソコン会計事務講習

対　象　55歳以上の高年齢
求職者

※受講にはハローワークでの求職
登録が必要

と　き　10月1日㈬～9日㈭
（土･日曜日を除く7日間）
ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター

内　容　｢ワード｣｢エクセル｣
を活用したパソコン事務に
加えて、簿記の基礎知識と
会計ソフトを使った簡易な
経理処理を習得します。

定　員　20人
受講料　無料
申込み　8月1日㈮～9月1日㈪
までに、鈴鹿市シルバー人
材センターへ

申込み　受付開始日の記載
のない講習は受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、直接鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶
接特別教育修了証｣取得講座
と　き　9月2日㈫～4日㈭　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座
と　き

○学科　9月8日㈪・9日㈫　8
時45分～17時
○実技　9月10日㈬･11日㈭･
12日㈮の中で選択受講　8
時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き

○学科講習　9月16日㈫　8
時～17時10分
○実技講習　Ⅰコース：9月17
日㈬～19日㈮8時～17時15
分、Ⅱコース：9月24日㈬～26
日㈮8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　上記2コースとも8月
1日㈮から受け付け

教育講演会
教育指導課　 382-9056　 383-7878

どんないきものいるかな？
鈴鹿川のいきもの観察会
環境政策課　 382-7954　 382-2214

  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

自転車でトライアル・
モトクロス体験

商業観光課　 382-9020　 382-0304

県営鈴鹿スポーツガーデン
夏休みのイベント
県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260

獣害につよい
三重づくりフォーラム
～優良活動に学ぶ～

農林水産課　 382-9017　 382-7610
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ところ　鈴鹿高等学校、鈴鹿
川（庄野橋付近）

講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月13日㈬17時15分
までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、参加人数を、電
話、ファクス、電子メールで
環境政策課へ

　トライアルやモトクロスプロラ
イダーのデモ走行を見学しな
がら、それぞれのコースで遊
んでいただき、面白さを知って
いただく体験型イベントの参
加者を募集します。
と　き　8月31日㈰　10時～
15時

ところ　フジコウオフロードパ
ーク（住吉町8440）

内　容　トライアルバイク、モト
クロスバイクの展示や出店、
親子で楽しめる体験会や
サイン会など

持ち物　自転車、ヘルメット、
手袋（レンタルあり）

参加料　無料（見学もできます）
定　員　30人
申込み　8月15日㈮までに、電
話、ファクス、電子メールで
株式会社44（フォーティーフ
ォー）（　395-6644　395-
6645　 k44@seagreen
　.ocn.ne.jp）へ

◆夏だ!プールだ！ちびっこ

祭りだ!! 

　今年も流れるプールが出現
します。ボール広場やちびっこ
広場など、いつもと違うガーデ
ンプールをお楽しみください。
と　き　7月26日㈯、8月3日
㈰各13時～15時

※入場料のみで参加できます。
※小学1年生以下は保護者(水
着・スイミングキャップ着用)の
付き添いが必要です。

※イベント開催中は、通常の歩く
コースや泳ぐコースの設定は
ありません。

◆浮き輪が使用できます

　7月19日㈯から8月31日㈰ま
で、25ｍプールの児童優先コ
ースで浮き輪が使用できます。
※直径60cm以下のドーナツ型に
限ります。

　県では、獣害につよい三重
づくりを進めています。今回、
県内外の優良な獣害対策活
動の報告や、県の取り組み事
例の発表を行うフォーラムを開
催しますので、皆さんの参加を
お待ちしています。事前申込
み不要です。
と　き　7月26日㈯　9時30
分～16時

ところ　ゆめドームうえの（伊
賀市ゆめが丘1－1－3）

問合せ　県農林水産部獣害
対策課（　059-224 -2017
　059-224-3153）

　厚生労働省の委託を受け
て、雇用･就業を支援するため
に（公社）三重県シルバー人材
センター連合会が実施します。
◆パソコン会計事務講習

対　象　55歳以上の高年齢
求職者

※受講にはハローワークでの求職
登録が必要

と　き　10月1日㈬～9日㈭
（土･日曜日を除く7日間）
ところ　鈴鹿市シルバー人
材センター

内　容　｢ワード｣｢エクセル｣
を活用したパソコン事務に
加えて、簿記の基礎知識と
会計ソフトを使った簡易な
経理処理を習得します。

定　員　20人
受講料　無料
申込み　8月1日㈮～9月1日㈪
までに、鈴鹿市シルバー人
材センターへ

申込み　受付開始日の記載
のない講習は受講開始日
の1カ月前から受け付け。事
前に電話でお問い合わせ
の上、直接鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法｢アーク溶
接特別教育修了証｣取得講座
と　き　9月2日㈫～4日㈭　
8時30分～17時

受講料　8,640円（別途教材
費1,080円）

◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法｢玉掛技
能講習修了証｣取得講座
と　き

○学科　9月8日㈪・9日㈫　8
時45分～17時
○実技　9月10日㈬･11日㈭･
12日㈮の中で選択受講　8
時45分～17時

受講料　1万800円（別途教
材費1,645円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方

と　き

○学科講習　9月16日㈫　8
時～17時10分
○実技講習　Ⅰコース：9月17
日㈬～19日㈮8時～17時15
分、Ⅱコース：9月24日㈬～26
日㈮8時～17時15分

受講料　2万8,000円
申込み　上記2コースとも8月
1日㈮から受け付け

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

広報すずかの入手方法について

広報すずかを郵送してもらえません
か。私はパソコンを持っていないの

で、市ホームページを閲覧することはできま
せん。

現在、本市では広報紙の配布を自治
会にお願いし、地域の皆さんのご協

力で、ほとんど経費をかけずにお届けして
います。
　広報紙がお手元に届かない場合や紛失
した場合などのため、市役所や地区市民セ
ンターを始め、土･日曜日でも開いている図
書館、市立体育館、武道館、各消防署、各

ショッピングセンター（イオンモール鈴鹿、イオ
ン白子店、鈴鹿ハンター、鈴鹿エース、F1マ
ートサーキット通り店、アピタ鈴鹿店）にも広報
すずかを備えています。
　厳しい財政状況の中、自治会配布と公共
施設やショッピングセンターへの備え付けが
効率的、効果的な配布方法と考えています
ので、ご理解ください。

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。

秘書広報課　 382-9036　 382-9040 

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

講座・教室

高齢者の雇用･就業を
支援するための技能講習

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

　 382-6092　 382-6093

鈴鹿地域職業訓練センター
9月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　 387-1900　 387-1905
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