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　今年度から、市内全ての公立
幼稚園、小・中学校で「キッズ
ウィーク」を実施します。夏休み
後半（8月20日から31日まで）の
うち、1日を学校ごとに授業日と
し、その授業日の代替休業日を
原則10月5日㈮にすることで、
今年度は、10月5日㈮から8日㈪
の体育の日までを4連休にする
ものです。大人と子どもがまと
まった休日を過ごす機会として、
有意義にご活用ください。

　平成30年度から国民健康
保険税を国民健康保険料に
変更するにあたり、保険料の
納付にクレジットカードが利用
できなくなります。なお、納付書
納付はこれまでどおり利用い
ただけます。また、振替口座に
普通預金（貯金）または当座預
金（貯金）を指定されている方
は、引き続き指定口座から振
り替えます。

※納税準備口座を指定している
方は、口座の変更が必要なため別
途連絡しています。
　なお、平成30年度の国民健
康保険料納付通知書兼特別徴
収決定通知書は、7月17日㈫に
世帯主宛てに発送予定です。

　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
末日までに提出してください。
この届出をしないと、6月分以
降の手当の支給が差止めさ
れますのでご注意ください。
※新規で6月分から申請した方は、
現況届を提出する必要はあり
ません。

　市民の皆さんの自主的なま
ちづくり活動を応援するため
に交付された、平成29年度
鈴鹿市まちづくり応援補助金
の実績報告会を開催します。
と　き　7月15日㈰13時30

分から（受付13時から）
ところ　市役所本館12階
　1203大会議室
報告団体　さらなる一歩コー
ス採択5団体、地域の一歩
コース採択4団体

　地球温暖化防止を目的とし
て、夜間に市立公共施設の一
斉消灯（ライトダウン）をします。
と　き　6月20日㈬、7月4日
㈬、8月1日㈬、9月5日㈬、10
月3日㈬全日とも19時～22時

ところ　市立公共施設
※緊急時や災害時、必須業務部署
など、実施しない施設もあります。

と　き　7月12日㈭10時から
ところ　男女共同参画センター  
ホール(神戸2-15-18)
内　容　平成29年度鈴鹿市
男女共同参画基本計画の
進捗状況評価について
定　員　10人(先着順)
申込み　当日9時45分までに
男女共同参画課へ

キッズウィーク
学校教育課　 382-7618 　382-9054

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　 382-7661 　382-9054

公共施設の一斉ライトダウン
環境政策課　382-7954　 382-2214

男女共同参画審議会を
傍聴できます
男女共同参画課

　381-3113 　381-3119
鈴鹿市まちづくり応援
補助金実績報告会

地域協働課　 382-8695 　382-2214

国民健康保険税から
国民健康保険料への
変更に伴う納付方法変更
保険年金課　 382-9290 　382-9455
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対　象　次の全てに該当する方
○昭和19年4月3日から昭和
53年4月2日生まれの方（平
成30年4月1日において40
歳以上74歳未満の方）
○平成29年度（平成29年4
月から平成30年3月末日）
に鈴鹿市国民健康保険に
継続して加入していて、そ
の期間の国民健康保険税
の滞納がない方
○平成30年4月1日現在、鈴
鹿市国民健康保険に加入
していて、脳ドック受診時も
継続して加入している方

※本事業で平成27・28・29年度
の過去3年間に当選された方、
脳疾患で治療中の方は応募で
きません。
受診期間　8月1日㈬～平成
31年3月29日㈮（鈴鹿中
央総合病院は平成31年3
月26日㈫まで）

ところ・定員　鈴鹿中央総合
病院280人、鈴鹿回生病院
120人、塩川病院300人（全
て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

※閉所恐怖症の方は検査できない
場合があります。また、体内に電
子機器（心臓ペースメーカーな
ど）、手術などで金属類（外科用
クリップ、ステント、コイル、イン
プラント、人工関節など）がある
場合は検査できない場合があり

ますので、治療された医療機関
および国保脳ドック実施医療機
関にご相談ください。

受診補助額　2万570円
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月20日㈬から7月9
日㈪まで（必着）に、件名「脳
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）、生年月日、
電話番号、希望する受診医
療機関名（第3希望まで記入
可）をはがき（1人1枚）、封
書、ファクスまたは電子メー
ルで保険年金課へ

※地区市民センター窓口でも申
し込みできます。

※電話での申し込みはできません。
※抽選の結果、当選者には7月下
旬に受診券などを発送します。

　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用した緊急地震速
報の訓練放送が全国一斉に実
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
を用いた訓練放送やモーターサ
イレンの吹鳴訓練を行います。
※気象・地震活動の状況などによっ
ては中止することがあります。
対象設備　市内93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、ラジオ（鈴鹿ヴォイス
FM78.3MHz）、市内25カ
所の消防団車庫などに設
置されたモーターサイレン

と　き　7月5日㈭10時ごろ
から（2分程度）

　5月22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
方々が役員に就任されました。
◆平成30年度鈴鹿市自治
会連合会役員の主な方々
○会長　麻生洋一郎さん（中
冨田町の山）
○副会長　沖俊成さん（山本
町神野）磯部和生さん（算所
町）是枝德義さん（十宮宮の
前）小林文雄さん（稲生塩屋
大山）内山安司さん（築地）
水野克則さん（桜島町北）
　なお、当日は、永年在職自
治会長への表彰が行われ、
29人の方々へ、市長から感
謝状の贈呈を行いました。

　鼓ヶ浦・千代崎両海水浴
場の海開きに伴い、駐車場を
開設します。
と　き　7月6日㈮～8月26日
㈰9時～17時

※悪天候時などは開設しない場
合があります。

ところ　鼓ヶ浦駐車場（第
一・第二）、千代崎駐車場
料　金　普通車500円、大型車
1,600円、自動二輪車100円

※鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場付近
の道路は駐車禁止です。

と　き　7月2日㈪10時から
ところ　市役所本館6階　
庁議室

内　容　教育を行うための諸
条件の整備、その他の地
域の実情に応じた教育・学
術および文化の振興を図
るために重点的に講ずべ
き措置などについて
定　員　10人（希望者多数
の場合は抽選）
申込み　9時30分から9時
50分まで会場で受け付け

◆休日窓口
と　き　6月24日㈰9時～
16時30分
◆夜間窓口
と　き　6月28日㈭・29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。

 7月から8月にかけて農地の利
用状況調査を実施します。地域
の農業委員が農地のパトロー
ルを行いますので、草刈りなど
維持管理にご協力ください。

鈴鹿市国民健康保険
脳ドック受診希望者募集
保険年金課 　382-9401　 382-9455
　hokennenkin@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と
モーターサイレン吹鳴訓練

防災危機管理課
　382-9968　 382-7603　

鈴鹿市自治会連合会総会
が開催されました

地域協働課　382-8695　 382-2214

鼓ヶ浦・千代崎駐車場を開設
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304

総合教育会議を傍聴できます
総合政策課　 382-9038　 382-9040
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電　話 電子メール ホームページファクス

平成29年度下半期上下水道事業の業務状況
経理課　 368-1664 　368-1688　河川雨水対策課　 382-7614 　382-7612

ますので、治療された医療機関
および国保脳ドック実施医療機
関にご相談ください。

受診補助額　2万570円
自己負担額　1万4,400円
申込み　6月20日㈬から7月9
日㈪まで（必着）に、件名「脳
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）、生年月日、
電話番号、希望する受診医
療機関名（第3希望まで記入
可）をはがき（1人1枚）、封
書、ファクスまたは電子メー
ルで保険年金課へ

※地区市民センター窓口でも申
し込みできます。

※電話での申し込みはできません。
※抽選の結果、当選者には7月下
旬に受診券などを発送します。

　全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用した緊急地震速
報の訓練放送が全国一斉に実
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
を用いた訓練放送やモーターサ
イレンの吹鳴訓練を行います。
※気象・地震活動の状況などによっ
ては中止することがあります。
対象設備　市内93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、ラジオ（鈴鹿ヴォイス
FM78.3MHz）、市内25カ
所の消防団車庫などに設
置されたモーターサイレン

と　き　7月5日㈭10時ごろ
から（2分程度）

　5月22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
方々が役員に就任されました。
◆平成30年度鈴鹿市自治
会連合会役員の主な方々
○会長　麻生洋一郎さん（中
冨田町の山）
○副会長　沖俊成さん（山本
町神野）磯部和生さん（算所
町）是枝德義さん（十宮宮の
前）小林文雄さん（稲生塩屋
大山）内山安司さん（築地）
水野克則さん（桜島町北）
　なお、当日は、永年在職自
治会長への表彰が行われ、
29人の方々へ、市長から感
謝状の贈呈を行いました。

　鼓ヶ浦・千代崎両海水浴
場の海開きに伴い、駐車場を
開設します。
と　き　7月6日㈮～8月26日
㈰9時～17時

※悪天候時などは開設しない場
合があります。

ところ　鼓ヶ浦駐車場（第
一・第二）、千代崎駐車場
料　金　普通車500円、大型車
1,600円、自動二輪車100円

※鼓ヶ浦・千代崎両海水浴場付近
の道路は駐車禁止です。

と　き　7月2日㈪10時から
ところ　市役所本館6階　
庁議室

内　容　教育を行うための諸
条件の整備、その他の地
域の実情に応じた教育・学
術および文化の振興を図
るために重点的に講ずべ
き措置などについて
定　員　10人（希望者多数
の場合は抽選）
申込み　9時30分から9時
50分まで会場で受け付け

◆休日窓口
と　き　6月24日㈰9時～
16時30分
◆夜間窓口
と　き　6月28日㈭・29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。

 7月から8月にかけて農地の利
用状況調査を実施します。地域
の農業委員が農地のパトロー
ルを行いますので、草刈りなど
維持管理にご協力ください。

納税の休日窓口・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

区　分 

予算現額

収益的収入

42億9,585万円

収益的支出

40億9,256万円

資本的収入

23億6,858万円

資本的支出

38億1,707万円

年間執行額 43億6,954万円 38億7,573万円 17億4,160万円 30億4,991万円

下半期執行額 22億　640万円 22億3,738万円 15億9,501万円 21億4,415万円

区　分 

予算現額

収益的収入

59億5,480万円

収益的支出

54億7,787万円

資本的収入

59億9,143万円

資本的支出

78億　608万円

年間執行額 57億8,446万円 52億1,900万円 42億5,111万円 59億　932万円

下半期執行額 19億4,211万円 30億2,721万円 35億1,099万円 40億6,452万円

◆水道事業の業務状況
業務の概況　給水戸数は、平成30年3月31日現在8万5,098戸です。また、総配水量は1,223万
5,308㎥、一日平均配水量は6万7,227㎥で、昨年同時期に比べると0.855％増加しています。
工事請負費の執行状況
・配水管布設・移設工事など　6,128万円　　・配水管布設替工事など　8,585万円
・第5期拡張事業に伴う導配水管布設工事など　13億1,086万円
●予算の執行状況

※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
◆下水道事業の業務状況
業務の概況
・公共下水道事業　下半期の総処理水量は546万1,252㎥、一日平均汚水処理水量は3万7㎥
で、昨年度の下半期に比べると8.23％増加しています。
・農業集落排水事業　下半期の総処理水量は73万777㎥、一日平均汚水処理水量は4,015㎥
で、昨年度の下半期に比べると2.68％増加しています。
工事請負費の執行状況
・汚水処理普及促進事業に伴う工事（公共下水道事業）　12億1,726万円
・浸水対策事業に伴う工事　1億9,957万円
●予算の執行状況

農地の利用状況調査
農業委員会事務局

　382-9018 　382-7610
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※下水道事業：公共下水道事業および農業集落排水事業をいいます。
※収益的収入・支出：下水道事業の管理・運営に関する収入・支出  ※資本的収入・支出：下水道施設の建設・改良などに関する収入・支出
※詳しくは上下水道局ホームページ（http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/outline/）に掲載しています。
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※「広報すずか」の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

　深谷公園内にライトトラッ
プを設置し、集まってきた昆
虫を観察します。
と　き　7月21日㈯19時30
分～20時30分

※19時20分を目処に深谷公園管
理事務所前に集合してください。

ところ　深谷公園（八野町）
講　師　篠木善重さん（三重
昆虫談話会）
定　員　40人（先着順）
参加料　無料
申込み　6月21日㈭から7月
11日㈬17時15分までに住
所、氏名、電話番号、参加
人数を電話、ファクスまたは
電子メールで環境政策課へ

　今回は、ノカンゾウなど初
夏の草花をご覧いただく予
定です。
と　き　7月7日㈯9時から
（少雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563・西條町675-1）
※徒歩・自転車などの方は開始時
刻までに直接お越しください。

※自家用車で初めて参加される方

には、8時45分に飯野地区市民
センター駐車場で沼沢付近の
駐車案内図を配布します。現地
付近の道路は駐車厳禁です。
定　員　25人（先着順）
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど
申込み　6月22日㈮から電
話で文化財課へ

※1グループ3人までです。

と　き　8月11日（土・祝）14時～
15時15分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　影絵「とべないホタ
ル」、「大きな古時計」、江戸
写し絵「だるま夜話」
出　演　劇団みんわ座
定　員　500人（要整理券）
入場料　無料
託　児　先着10人、無料。8月
3日㈮までに人権政策課へ
申込み　7月9日㈪から8月3
日㈮まで（必着）に整理券
希望、郵便番号、住所、氏
名、電話番号、枚数を記入
の上、電子メール、はがき、
ファクスで人権政策課へ。
窓口（平日8時30分～17
時15分）では8月4日㈯以
降も受け付けます。

※1回4枚まで配布します。

対　象　市立小学校5年生
から中学校3年生までの児
童生徒とその保護者

※保護者は児童生徒1人につき
1人

と　き　7月23日㈪9時30分
～13時
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　調理場内の見学、
調理体験、給食の試食
予定献立　ごはん、肉じゃが、
野菜のごまマヨ和え、地産
地消ういろう

※アレルギー対応は行いません。
定　員　25組50人（応募者
多数の場合は抽選）
参加料　無料
共　催　（公財）三重県学校給
食会
申込み　 6月2 9日㈮まで
（土・日曜日を除く）に、電話
または直接教育総務課へ

※参加の可否は7月6日㈮までに
郵便でお知らせします。

対　象　市内在住の小学4

年生～6年生の児童と保護
者（保護者同伴）

※小学生の弟、妹の参加も可
と　き　7月25日㈬13時30
分～15時30分

ところ　南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地集合
内　容　水の循環と下水処
理場のしくみを学び、施設
を見学します（処理場で働く
微生物の顕微鏡観察や、水
の汚れを測定する実験）。

※雨天の場合は内容を変更する
ことがあります。
定　員　15組（応募者多数の
場合は抽選し、はがきで通知）
参加料　無料
※飲み物、カメラなどは各自で
申込み　7月11日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、南部浄
化センターへ
○往信宛名面 〒510-0103
　四日市市楠町北五味塚
1085-18　南部浄化セン
ター「親子探検ツアー」係
○往信文面 住所、電話番
号、児童と保護者の氏名
（ふりがな）、児童の通学校
名、学年
○返信宛名面 郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚

問合せ　南部浄化センター
（　397-7411）

対　象　市内在住の小学4
年生の児童とその保護者

※きょうだいの参加は不可。
と　き　8月1日㈬9時～16時
内　容　水道施設の見学な
ど（上下水道局に集合し、
バスで市内を移動）
定　員　50人（25組を予定）
※応募者多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月11日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の事
項を記入し上下水道局へ
○往信宛名面　
　〒510-0253寺家町1170
上下水道局「夏休み親子
水道教室」係
○往信文面　
住所、児童と保護者の氏名
（ふりがな）、児童の通学校
名、電話番号
○返信宛名面　郵便番号、
住所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
※昼食、飲み物などは各自で

と　き　7月11日㈬11時開演

ところ　考古博物館 展示
ホール（国分町224）
演奏者　Lupinus（ルピナス）
入　場　無料

　シリコン太陽電池を一から
作って、太陽電池からの発電
でモーターが回ることを体験
することができます。
対　象　中学生
と　き　8月18日㈯・19日㈰
9時～17時（両日とも同一
の講座内容）

ところ　鈴鹿工業高等専門
学校
受講料　無料
定　員　各10人（応募者多
数の場合は、主催者側で
調整）
申込み　7月9日㈪17時まで
に、鈴鹿高専ホームペー
ジ(地域の皆様→公開講
座・大会→ひらめき☆とき
めきサイエンス→申込み
ページ)で

※（独）日本学術振興会ホームペー
ジからも申し込みできます。
問合せ　鈴鹿工業高等専門
　学校  総務課（　368-17
　17　387-0338）

催 し 物

自然観察会（昆虫灯火採集）
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　 382-9031　 382-9071

夏休み第二学校
給食センター調理体験
教育総務課　 382-1214　 383-7878

南部浄化センター
親子探検ツアー

営業課　 368-1673　 368-1685

人権ふれあい劇場
人権政策課　 382-9011　 382-2214
　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
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告

広

料

有

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

には、8時45分に飯野地区市民
センター駐車場で沼沢付近の
駐車案内図を配布します。現地
付近の道路は駐車厳禁です。
定　員　25人（先着順）
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど
申込み　6月22日㈮から電
話で文化財課へ

※1グループ3人までです。

と　き　8月11日（土・祝）14時～
15時15分（開場13時30分）

ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容　影絵「とべないホタ
ル」、「大きな古時計」、江戸
写し絵「だるま夜話」
出　演　劇団みんわ座
定　員　500人（要整理券）
入場料　無料
託　児　先着10人、無料。8月
3日㈮までに人権政策課へ
申込み　7月9日㈪から8月3
日㈮まで（必着）に整理券
希望、郵便番号、住所、氏
名、電話番号、枚数を記入
の上、電子メール、はがき、
ファクスで人権政策課へ。
窓口（平日8時30分～17
時15分）では8月4日㈯以
降も受け付けます。

※1回4枚まで配布します。

対　象　市立小学校5年生
から中学校3年生までの児
童生徒とその保護者

※保護者は児童生徒1人につき
1人

と　き　7月23日㈪9時30分
～13時
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内　容　調理場内の見学、
調理体験、給食の試食
予定献立　ごはん、肉じゃが、
野菜のごまマヨ和え、地産
地消ういろう

※アレルギー対応は行いません。
定　員　25組50人（応募者
多数の場合は抽選）
参加料　無料
共　催　（公財）三重県学校給
食会
申込み　 6月2 9日㈮まで
（土・日曜日を除く）に、電話
または直接教育総務課へ

※参加の可否は7月6日㈮までに
郵便でお知らせします。

対　象　市内在住の小学4

年生～6年生の児童と保護
者（保護者同伴）

※小学生の弟、妹の参加も可
と　き　7月25日㈬13時30
分～15時30分

ところ　南部浄化センター
（四日市市楠町北五味塚
1085-18）

※現地集合
内　容　水の循環と下水処
理場のしくみを学び、施設
を見学します（処理場で働く
微生物の顕微鏡観察や、水
の汚れを測定する実験）。

※雨天の場合は内容を変更する
ことがあります。
定　員　15組（応募者多数の
場合は抽選し、はがきで通知）
参加料　無料
※飲み物、カメラなどは各自で
申込み　7月11日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の
事項を記入の上、南部浄
化センターへ
○往信宛名面 〒510-0103
　四日市市楠町北五味塚
1085-18　南部浄化セン
ター「親子探検ツアー」係
○往信文面 住所、電話番
号、児童と保護者の氏名
（ふりがな）、児童の通学校
名、学年
○返信宛名面 郵便番号、住
所、氏名

※1組につき往復はがき1枚

問合せ　南部浄化センター
（　397-7411）

対　象　市内在住の小学4
年生の児童とその保護者

※きょうだいの参加は不可。
と　き　8月1日㈬9時～16時
内　容　水道施設の見学な
ど（上下水道局に集合し、
バスで市内を移動）
定　員　50人（25組を予定）
※応募者多数の場合は抽選
参加料　無料
申込み　7月11日㈬まで（必
着）に、往復はがきに次の事
項を記入し上下水道局へ
○往信宛名面　
　〒510-0253寺家町1170
上下水道局「夏休み親子
水道教室」係
○往信文面　
住所、児童と保護者の氏名
（ふりがな）、児童の通学校
名、電話番号
○返信宛名面　郵便番号、
住所、氏名

※1組につき往復はがき1枚
※昼食、飲み物などは各自で

と　き　7月11日㈬11時開演

ところ　考古博物館 展示
ホール（国分町224）
演奏者　Lupinus（ルピナス）
入　場　無料

　シリコン太陽電池を一から
作って、太陽電池からの発電
でモーターが回ることを体験
することができます。
対　象　中学生
と　き　8月18日㈯・19日㈰
9時～17時（両日とも同一
の講座内容）

ところ　鈴鹿工業高等専門
学校
受講料　無料
定　員　各10人（応募者多
数の場合は、主催者側で
調整）
申込み　7月9日㈪17時まで
に、鈴鹿高専ホームペー
ジ(地域の皆様→公開講
座・大会→ひらめき☆とき
めきサイエンス→申込み
ページ)で

※（独）日本学術振興会ホームペー
ジからも申し込みできます。
問合せ　鈴鹿工業高等専門
　学校  総務課（　368-17
　17　387-0338）

ひらめき☆ときめき
サイエンス～光で発電！
一から作る、あなたが作る

太陽電池～
総合政策課　 382-9038　 382-9040

夏休み親子水道教室
上下水道総務課

　368-1696　 368-1688

フルートコンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986
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◆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（千代崎・鼓ヶ浦
海水浴場）

と　き　7月6日㈮10時から
ところ　千代崎海水浴場
※海水浴場開設期間は7月6日
㈮～8月26日㈰

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業を
お考えの方

と　き　7月13日㈮19時～
20時

ところ　市役所本館12階
　会議室
内　容　「起業したい人必見！
鈴鹿大学発ベンチャー企業
はこう考える」
講　師　高見啓一さん（鈴鹿大
学国際人間科学部准教授）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

対　象　三重県在住の概ね
60歳以上の方で、地域で
のボランティア活動や介護
職場で働く意欲のある方、
介護を学ぶ意欲のある方。

と　き　7月4日㈬・11日㈬・
19日㈭・30日㈪10時～16

創業支援プレセミナー
産業政策課　 382-8698　 382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

あたまの健康チェック
健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

伊勢形紙伝統工芸士展
地域資源活用課

　382-9016　 382-0304

シニア生き生きチャレンジ
教室（シニア世代介護職場
就労支援事業研修）

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

時（30日のみ13時30分～
15時30分）

※7月20日㈮から29日㈰の間で
体験学習を2日間予定

ところ　四日市市三浜文化
会館（四日市市海山道町1-
　1532-1　348-5380）
定　員　30人
受講料　無料
申込み　6月27日㈬まで
問合せ　（福）三重県社会福祉
協議会（福祉人材課　059-
　227-5160）

　テーマをもとに子育てにつ
いて普段感じていること、悩み
などについて話し合います。
対　象　小中学生の保護者
と　き　8月6日㈪10時～11
時30分

ところ　市役所本館5階　
502会議室
定　員　30人程度
※5人に満たない場合は中止
申込み　7月18日㈬までに件
名「父親してますか？」、氏
名、電話番号を記入しファ
クスまたは電子メールで文
化振興課へ

　認知機能の低下に早めに
気づき、適切な生活習慣改善
などの予防対策をとることで、
認知症の発症を防いだり遅ら
せることができるとされていま
す。10分程度の対話形式の
簡易な検査で、認知機能の
チェックをしてみましょう。

対　象　市内在住の40歳以
上の方

とき・ところ
　①7月11日㈬白子公民館
　②7月23日㈪河曲公民館
　③8月20日㈪鈴峰公民館
　④8月21日㈫合川公民館
　⑤9月5日㈬玉垣公民館
　⑥9月10日㈪椿公民館
※①②④⑤9時15分～11時45分
③⑥13時～15時30分

問合せ
　①④南部認知症初期集中
支援チーム　373-5774
　②北部認知症初期集中支
援チーム　382-0331
　③⑥西部認知症初期集中
支援チーム　370-3500
　⑤中部認知症初期集中支
援チーム　367-7770
参加料　無料
定　員　各10人
申込み　6月20日㈬から、電
話で担当の認知症初期集
中支援チームへ

※認知症を判定する検査ではあ
りません。

と　き　6月30日㈯10時～16
時、7月1日㈰10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺
家3-10-1）
内　容　伝統工芸士の新作・
秘蔵作品展示、実演・指導
（10時～11時30分、13時～
14時30分）、小林豊子きも
の学院の着付け教室・体験、
形紙ふうりんの製作（無料。
各日100人）

※商品の販売は行いません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

と　き　7月21日㈯10時～
12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園内（受付事務所集合）
講　師　清水善吉さん、市川
正人さん（三重自然誌の会）
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装・長
靴・虫よけスプレー・飲み
物・筆記用具
申込み　電話で鈴鹿青少年
の森へ

対　象　小学3年生～6年生
とその保護者

※児童のみで参加はできません。
と　き　7月21日㈯望遠鏡
作り：9時30分～12時30
分（受付9時から）、観察
会：19時～20時

※曇天、雨天時は観察会のみ翌
日22日㈰に延期

ところ　文化会館（飯野寺
家町810）
内　容　紙筒を組み立てて
望遠鏡を作り、その望遠鏡
で月を観察します。
定　員　15組（1組4人まで）
参加料　望遠鏡キット　1台
800円（台数は1組の参加
人数まで。当日に支払い）
申込み　6月30日㈯10時か
ら7月15日㈰16時まで文
化会館で整理券を配布し
ます。望遠鏡キットがなくな
りしだい終了します。

　6月21日㈭から先着順で受
付。直接水泳場窓口または、
ホームページで。
◆親子アイシング
対　象　親子（小学3年生以
上は1人でも参加可）

と　き　7月19日㈭13時30
分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　人気キャラクター制作
講　師　向井ひとみさん
定　員　10組
参加料  1組1,500円
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
の子と保護者

と　き　7月18日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　赤ちゃんと一緒に楽
しくエクササイズ
講　師　NAOMI
定　員　各30人
参加料　1,200円
◆～カラダにやさしい～
　夜の太極拳
対　象　一般成人
と　き　7月10日・17日・24
日（各火曜）19時30分～
20時30分

ところ　水泳場　会議室
内　容　体幹を中心に筋肉
をゆっくりとした呼吸に合
わせて動かします。
講　師　奥村さん
定　員　25人
参加料　2,550円（全3回）

申込み　事前に電話でお問

い合わせの上、鈴鹿地域
職業訓練センター窓口へ

※会員は特典があります。
※オーダーメイド講習も可能です。
詳しくはお問合せください。

◆アーク溶接特別教育
と　き　7月24日㈫～26日
㈭8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　6月26日㈫から受付
◆ガス溶接技能講習
と　き　8月7日㈫・8日㈬8
時45分～17時
受講料　9,504円（教材費込）
申込み　7月6日㈮から受付
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：8月20日㈪・21
日㈫、実技：8月23日㈭また
は24日㈮のどちらか1日を
選択　8時45分～17時　
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　7月19日㈭から受付
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10m以上）
対　象　自動車免許など対
象資格をお持ちの方

と　き　学科：8月31日㈮ 8時
20分～18時10分、実技：9月
1日㈯または2日㈰のどちらか
1日を選択 8時～17時10分
受講料　3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み　6月28日㈭から受付

と　き　7月7日㈯10時～15
時（雨天決行）

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　体育館
入場料　無料

親なびワーク、パパママ
ワーク「父親してますか？」
文化振興課　382-7619 　382-9071
　 bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

催 し 物

山開き・海開き
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304
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望遠鏡を作って月を見よう
文化会館　382-8111　 382-8580

夏の湿地帯植物観察会
鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　 372-2260

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
　387-1900　 387-1905

時（30日のみ13時30分～
15時30分）

※7月20日㈮から29日㈰の間で
体験学習を2日間予定

ところ　四日市市三浜文化
会館（四日市市海山道町1-
　1532-1　348-5380）
定　員　30人
受講料　無料
申込み　6月27日㈬まで
問合せ　（福）三重県社会福祉
協議会（福祉人材課　059-
　227-5160）

　テーマをもとに子育てにつ
いて普段感じていること、悩み
などについて話し合います。
対　象　小中学生の保護者
と　き　8月6日㈪10時～11
時30分

ところ　市役所本館5階　
502会議室
定　員　30人程度
※5人に満たない場合は中止
申込み　7月18日㈬までに件
名「父親してますか？」、氏
名、電話番号を記入しファ
クスまたは電子メールで文
化振興課へ

　認知機能の低下に早めに
気づき、適切な生活習慣改善
などの予防対策をとることで、
認知症の発症を防いだり遅ら
せることができるとされていま
す。10分程度の対話形式の
簡易な検査で、認知機能の
チェックをしてみましょう。

対　象　市内在住の40歳以
上の方

とき・ところ
　①7月11日㈬白子公民館
　②7月23日㈪河曲公民館
　③8月20日㈪鈴峰公民館
　④8月21日㈫合川公民館
　⑤9月5日㈬玉垣公民館
　⑥9月10日㈪椿公民館
※①②④⑤9時15分～11時45分
③⑥13時～15時30分

問合せ
　①④南部認知症初期集中
支援チーム　373-5774
　②北部認知症初期集中支
援チーム　382-0331
　③⑥西部認知症初期集中
支援チーム　370-3500
　⑤中部認知症初期集中支
援チーム　367-7770
参加料　無料
定　員　各10人
申込み　6月20日㈬から、電
話で担当の認知症初期集
中支援チームへ

※認知症を判定する検査ではあ
りません。

と　き　6月30日㈯10時～16
時、7月1日㈰10時～15時

ところ　伝統産業会館（寺
家3-10-1）
内　容　伝統工芸士の新作・
秘蔵作品展示、実演・指導
（10時～11時30分、13時～
14時30分）、小林豊子きも
の学院の着付け教室・体験、
形紙ふうりんの製作（無料。
各日100人）

※商品の販売は行いません。
主　催　伊勢形紙伝統工芸
士会

問合せ　伝統産業会館（　
386-7511）

と　き　7月21日㈯10時～
12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公
園内（受付事務所集合）
講　師　清水善吉さん、市川
正人さん（三重自然誌の会）
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装・長
靴・虫よけスプレー・飲み
物・筆記用具
申込み　電話で鈴鹿青少年
の森へ

対　象　小学3年生～6年生
とその保護者

※児童のみで参加はできません。
と　き　7月21日㈯望遠鏡
作り：9時30分～12時30
分（受付9時から）、観察
会：19時～20時

※曇天、雨天時は観察会のみ翌
日22日㈰に延期

ところ　文化会館（飯野寺
家町810）
内　容　紙筒を組み立てて
望遠鏡を作り、その望遠鏡
で月を観察します。
定　員　15組（1組4人まで）
参加料　望遠鏡キット　1台
800円（台数は1組の参加
人数まで。当日に支払い）
申込み　6月30日㈯10時か
ら7月15日㈰16時まで文
化会館で整理券を配布し
ます。望遠鏡キットがなくな
りしだい終了します。

　6月21日㈭から先着順で受
付。直接水泳場窓口または、
ホームページで。
◆親子アイシング
対　象　親子（小学3年生以
上は1人でも参加可）

と　き　7月19日㈭13時30
分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　人気キャラクター制作
講　師　向井ひとみさん
定　員　10組
参加料  1組1,500円
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前まで
の子と保護者

と　き　7月18日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
内　容　赤ちゃんと一緒に楽
しくエクササイズ
講　師　NAOMI
定　員　各30人
参加料　1,200円
◆～カラダにやさしい～
　夜の太極拳
対　象　一般成人
と　き　7月10日・17日・24
日（各火曜）19時30分～
20時30分

ところ　水泳場　会議室
内　容　体幹を中心に筋肉
をゆっくりとした呼吸に合
わせて動かします。
講　師　奥村さん
定　員　25人
参加料　2,550円（全3回）

申込み　事前に電話でお問

い合わせの上、鈴鹿地域
職業訓練センター窓口へ

※会員は特典があります。
※オーダーメイド講習も可能です。
詳しくはお問合せください。

◆アーク溶接特別教育
と　き　7月24日㈫～26日
㈭8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　6月26日㈫から受付
◆ガス溶接技能講習
と　き　8月7日㈫・8日㈬8
時45分～17時
受講料　9,504円（教材費込）
申込み　7月6日㈮から受付
◆玉掛け技能講習
と　き　学科：8月20日㈪・21
日㈫、実技：8月23日㈭また
は24日㈮のどちらか1日を
選択　8時45分～17時　
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　7月19日㈭から受付
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10m以上）
対　象　自動車免許など対
象資格をお持ちの方

と　き　学科：8月31日㈮ 8時
20分～18時10分、実技：9月
1日㈯または2日㈰のどちらか
1日を選択 8時～17時10分
受講料　3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み　6月28日㈭から受付

と　き　7月7日㈯10時～15
時（雨天決行）

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　体育館
入場料　無料

フリーマーケット
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-8850　 372-3722　
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