
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・第4水曜日
13時～17時

ところ　市役所7階701ミー
ティングルーム
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
相談料　無料
申込み・問合せ　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　http://www.mie-
　kinfukukyo.or.jp/sapo
　stemie/)

　勤労青少年の自主的、主体
的な社会参加への促進を図
るため、勤労青少年が自ら企
画、実施する交流事業に要す
る経費の一部を補助します。
対　象　本市に在住・在勤す
る35歳以下の勤労青少年
対象事業　本市に関係する勤
労青少年を対象に、勤労青少
年の相互交流、地域交流、国
際交流、ボランティア活動の
交流などを通じて社会参加ま
たは就労支援を行う事業
補助金額　補助対象経費の2
分の1に相当する額(最高
25万円)

申込み　5月1日㈪17時15分
まで(必着)に、申請書に必
要事項を記入の上、必要書
類を添えて産業政策課へ

※要綱や申請書などは、産業政策
課窓口または市ホームページで
入手できます。

※申請後は、事業内容を精査して
交付の可否を決定します。なお、

応援補助金公開審査会開催

鈴鹿市勤労青少年
交流事業補助金

産業政策課 　382-8698　 382-0304

　中小企業者などが、市内の
地域資源を活用した新商品
の開発や販路開拓を行う事
業に係る経費の一部を補助
します。
対　象　市内に本社または主
たる事業所を有する中小企
業者(創業して間もない事
業者を含む)

※市税を滞納していないこと
補助対象期間　6月1日～平成
30年3月20日

申込み　4月20日㈭から5月
18日㈭17時まで(必着)に、
申込用紙に必要事項を記
入の上、直接または郵送で
地域資源活用課へ

※申込用紙は地域資源活用課窓
口と市ホームページで入手で
きます。
結果通知　審査結果(採択ま
たは不採択)は、5月下旬に
個別に通知します。

◆新商品開発事業
対象事業　地域資源を活用
し、新たに商品の開発を行
う事業
補助率　補助対象経費の1/2
(10万円以上50万円以内)

◆販路開拓事業
対象事業　地域資源を活用し
た商品の魅力を高め、市内
外のマーケットで通用する
ブランド力を確立するため、
販路開拓を行う事業

補助率　補助対象経費の1/2
(10万円以上90万円以内)

メイド・インSUZUKA
応援補助金交付
地域資源活用課

　382-9016　 382-0304

18日㈭17時まで(必着)に、

ブランド力を確立するため、

　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の補助
金公開審査会です。団体への補
助金額は、この審査結果に基づ
き決定します。当日ご来場いただ
いた方は、ギャラリー投票として
審査に参加することができます。
と　き　5月14日㈰13時から
ところ　市役所本館 1 2 階
1203大会議室

申込み　不要

　本市の観光と地域経済の振興
を図るため、多くの観光客や市民
が参加し、本市の活性化につな
がる「市民祭」を開催する団体に
対し、その経費の一部(最高200
万円)を補助します。詳しくは、市
ホームページまたは地域資源活
用課、地区市民センターにある交
付要領などをご覧ください。
対　象　平成29年4月1日から
平成30年3月31日までに、市
内において市民および市民活
動団体や企業など多様な構
成員によって組織された観光
イベント実行委員会が開催す
る(した)イベントで、観光誘客
の効果が高いもの

申込み　5月19日㈮までに、申
請書に必要事項を記入の
上、直接地域資源活用課へ

　若者就業サポートステーショ
ン・みえが、三重県と連携して
出張相談を実施しています。

鈴鹿市まちづくり
応援補助金公開審査会開催
地域協働課 　382-8695　 382-2214

市民祭開催支援補助金
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304

若者の就業支援のための
出張相談

産業政策課 　382-8698　 382-0304

期間内に申請が2件以上あって
交付申請金額が予算上限に達
した場合は、不交付または対象
経費の2分の1に満たない交付
額になることがあります。

対　象　市内在住の交通遺
児で、小・中学校に入学また
は中学校を卒業する生徒
支給額　小学校入学5万円、
中学校入学7万円、中学校
卒業10万円

申込み　必要書類を添えて、三
井住友信託銀行リテール受託
業務部公益信託グループ
(〒105-8574東京都港区芝
3-33-1　03-5232-8910)へ

必要書類　所定の申請書(小・
中学校、学校教育課)、在学
証明書(小・中学校)、交通事
故証明書(警察署)、交通事
故により遺児となったことを
証明する書類(戸籍住民課、
各地区市民センター)　

※(　)内は書類の発行機関
※平成20年度以降に初回申請さ
れた方で再申請される場合は、
交通事故証明書は不要です。

　児童扶養手当は、離婚や死亡
などにより、父または母と生計を
同じくしていない児童が育成され
る家庭の生活の安定と自立を助
け、児童の福祉の増進を図ること
を目的に、父または母もしくは養
育者に手当を支給するものです。
　所得制限・支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ。
対　象　18歳までの児童(18歳

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金

学校教育課 　382-7618　 382-9054

児童扶養手当
子ども政策課

　382-7661　 382-9054

　小学校入学5万円、

証明する書類(戸籍住民課、

に到達してから初めて迎える3
月31日まで)を養育している一
人親家庭世帯など

※一定の障がいを有する児童は
手続きにより20歳未満まで支
給延長あり

支給額　全国消費者物価指
数変動のため4月分から次
の額に改定されました。今
回改定後の手当額は、平成
29年8月期払い( 4～7月
分)から反映されます。

○児童1人の場合　全部支給4
万2,290円、一部支給9,980
円～4万2,280円

○2人目の加算額　全部支給
9,990円、一部支給5,000円
～9,980円
○3人目以降の1人あたり加算
額　全部支給5,990円、一部
支給　3,000円～5,980円

※金額は月額です。また、所得に
応じて決まります。

支給月日　4月、8月、12月の各
11日(土・日曜日、祝日の場合
は直前の金融機関営業日)



れた方で再申請される場合は、

　障がいがある方に対する手
当を紹介します。詳しくはご相
談ください。
※すでに受給認定されている方
は申請不要です。

※手当月額は、毎年度見直されます。
◆障害児福祉手当
対　象　20歳未満で、重度の
障がいの状態にあり、日常生
活において常時特別な介護を
必要とする方

障がい程度　身体障害者手帳
1級、療育手帳A 1 (最重

障害児福祉手当
特別障害者手当
特別児童扶養手当

障がい福祉課
　382-7626　 382-7607

手当月額は、毎年度見直されます。

度)、精神障害者保健福祉
手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安
です。原則、手当用診断書(障
がい別)で判定します。

※所得制限があります。特定の施
設に入所中の方や、障がいを
支給事由とする年金などを受
給している方は対象外です。

手当月額　1万4,580円
◆特別障害者手当
対　象　20歳以上で、著しく重
度の障がいの状態にあり、日
常生活において常時特別な
介護を必要とする在宅の方

障がい程度　身体障害者手帳
1級程度、療育手帳A1(最重
度)程度、精神障害者保健福
祉手帳1級程度の障がいが重
複している方、または重複障
がいと同等の障がいのある方

※所得制限があります。また、特
定の施設に入所中の方や、病
院などに3カ月を超えて継続
入院している方は対象外です。

※手帳の等級はあくまでも目安
です。原則、手当用診断書(障
がい別)で判定します。

手当月額 2万6,810円
◆特別児童扶養手当
対　象　施設などに入所してお
らず、国が定める障がいの程
度や所得に該当し、障がいを
支給事由とする公的年金を受
け取ることができない20歳未
満の児童を養育している方

障がい程度　身体障害者手帳
1～3級・4級の一部、療育手
帳A1(最重度)・A2(重度)・
B1(中度)・B2(軽度)の一
部、精神障害者保健福祉手
帳1・2級の一部

手当月額　1級5万1,450円、
2級3万4,270円(児童1人
あたり)

　健康保険(公的医療保険)は、
常にいずれか一つに加入してい
なければなりません。下記に該当
する場合は、鈴鹿市国民健康保
険(国保)の加入または脱退の手
続きを必ずしてください。
◆国保に加入する場合
　該当した日から14日以内に
届出してください。
・会社などの健康保険の資格
がなくなったとき

・他の市町村から転入したと
き(会社などの健康保険に
加入していない場合)

・国保の加入者に子どもが生
まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
○もし届出が遅れたら
　加入者の保険税は、届出を
した日ではなく、国保の資格
を取得した日まで遡ってかか
ります。また、届出日以前の
期間にかかった医療費は全
額自己負担となる場合があ
りますので注意しましょう。
◆国保を脱退する場合
・会社などの健康保険に加入
したとき
・他の市町村へ転出したとき

会社の健康保険などを脱退・
加入したときは必ず

国民健康保険の手続きを
保険年金課　 382-7605　 382-9455

　健康保険(公的医療保険)は、

・加入者が死亡したとき
・生活保護を受けるようにな
ったとき
○ご注意ください
　他の健康保険に加入した後、
鈴鹿市国保の保険証を使っ
て医療機関を受診した場合に
は、鈴鹿市が医療機関へ支
払った医療費を返還していた
だく場合があります。

　国民健康保険(国保)は、住所
地(住民登録地)の市町村で加入
するのが原則です。しかし、加入
者が福祉施設、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、介護保険
施設などへの入所や長期入院な
どの事情により住所を他の市町
村へ移す場合は、今までの国民
健康保険を継続することになりま
す。この制度を「住所地特例」と
いいます。これは、福祉施設など
が集中する市町村の国保財政を
圧迫させないための取り扱いで
す。転出手続きをされる際に、保
険年金課でご相談ください。

対　象　次の全てに該当する方

国民健康保険人間ドック
保険年金課　 382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

施設入所のために転出
される方は国民健康保険
住所地特例のご相談を
保険年金課　 382-7605　 382-9455

生活保護を受けるようにな

他の健康保険に加入した後、
鈴鹿市国保の保険証を使っ
て医療機関を受診した場合に

払った医療費を返還していた

者が福祉施設、養護老人ホーム、

施設などへの入所や長期入院な

健康保険を継続することになりま
す。この制度を「住所地特例」と
いいます。これは、福祉施設など
が集中する市町村の国保財政を
圧迫させないための取り扱いで

○平成29年4月1日現在、鈴鹿
市国民健康保険に加入して
いて、人間ドック受診時も継
続して加入している方

○昭和18年4月3日から昭和
62年4月2日生まれの方(平
成29年4月1日現在30歳以
上74歳未満の方)

○平成28年4月1日から平成29
年3月31日の1年間を通じて
鈴鹿市国民健康保険に加入
していて、その期間の国民健
康保険税の滞納がない方

と　き　7月1日㈯～11月30日㈭
ところ　市内の受託医療機関
内　容　問診、身体計測、理学
的検査(身体診察)、血圧、心
電図、検尿、検便、血液(腫瘍
マーカー｛CEA、AFP、男性：
PSA、女性：CA125｝を含む)、
胸部レントゲン、胃検査(胃部レ
ントゲンまたは胃カメラ)　　

※詳しい受診場所や検査項目内容
は回覧チラシをご覧ください。

定　員　2,000人(応募者多
数の場合は抽選)

負担金　8,500円
申込み　4月20日㈭から5月11
日㈭までに、直接保険年金課
か地区市民センターへ。また
は、件名「人間ドック受診希
望」、保険証の記号番号、郵便
番号、住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を記入の上、はがき、
封書、ファクス、電子メールで、
保険年金課(〒513-8701
神戸1-18-18)へ

※電話では受け付けません。
※受診券などは6月下旬に郵送
します。

※鈴鹿市国民健康保険加入者で
40歳以上の方は、人間ドックと、
同時期に実施する特定健康診査
(申込不要)のどちらかを受診し
てください。

有 料 広 告

告

広

料

有

※「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。

※「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。
※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※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

※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



　AGF鈴鹿体育館は、平成33
年度に開催される三重とこわか
国体のハンドボール競技会場と
して整備するため、大規模改修
工事を実施します。工事期間中
は休館することになりご不便をお
掛けしますが、ご協力ください。工
事期間などの詳細は、決まり次
第広報すずかやホームページで
お知らせします。
※テニスコートは、工事期間中も
利用できる予定です。

と　き　平成30年4月1日㈰
から2年間程度

　石垣池公園内にあるAGF
鈴鹿陸上競技場は、日本陸上
競技連盟が認定する第3種公

AGF鈴鹿体育館は大規模
改修工事に伴い休館します
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

AGF鈴鹿陸上競技場は第3種
公認整備工事に伴い休場します
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

認陸上競技場の公認更新を
行うため、整備工事を実施しま
す。工事期間中は休場するこ
とになりご不便をお掛けします
が、ご協力ください。
※同公園内にある野球場などは、
工事期間中も利用できます。

と　き　10月2日㈪～平成30
年3月31日㈯(予定)

7 月 1 日から
近鉄鈴鹿市駅周辺が

自転車等の
放置禁止区域になります

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　自転車等の放置は街の美観を

損ね、交通障害を招き多くの人

が迷惑します。現在、近鉄鈴鹿

市駅周辺で 2カ所の有料自転車

駐車場の整備工事を進めていま

す。この供用開始に合わせて、

放置自転車等の対策として、駅

周辺を自転車等の放置禁止区域

として指定します。

　禁止区域内に自転車等を放置

した場合、警告札を取り付けて

2時間経過したものはチェーン

ロックなどを切断し、市の保管

場所へ移動させます。損害につ

いては責任を負いません。自転

車等の保管期間は 60 日間で、

防犯登録などから所有者を調査

し、はがきで所有者に通知しま

す。また、撤去された自転車等

を引き取るためには、保管料が

必要となります (自転車 1,500

円、原付 2,000 円 )。

　自転車を利用される方は、有

料自転車駐車場を利用してくだ

さい。

近鉄鈴鹿市駅周辺自転車等放置禁止区域

神戸小学校 ハローワーク
近鉄鈴鹿市駅

市役所

自転車等放置禁止区域

　水質検査などの環境調査
を行っている有限会社環境調
査テクノサービス(野町西一丁
目)と消防本部は、現行の消防
資機材では対応が困難とされ
る化学物質などが関係する災
害現場において、専門的知見
から消防活動にご支援ご協力
いただく内容の覚書を取り交
わし、4月から運用を開始しま
した。県内の消防本部におい
ては初の試みです。

　平成23年4月から鈴鹿市
暴力団排除条例を施行してい
ます。市民・事業者・行政が一
体となって、鈴鹿警察署など
の関係機関と連携・協力し、
暴力団の不当要求を拒否す
る運動が広がっています。「暴
力団を利用しない、暴力団を
恐れない、暴力団に金を出さ
ない、暴力団と交際しない」と
いう「暴力団追放3ない運動
＋1」を進め、社会の敵である
暴力団を追放し、明るいまち
をつくりましょう。暴力団に関
する通報・相談は、警察署・交

「火災等の災害時における
環境調査業務等の協力に
関する覚書」の運用開始
中央消防署 　382-9165　 382-9166

暴力のないまちを
目指すために

交通防犯課 　382-9022　 382-7603

の関係機関と連携・協力し、

番・駐在所または無料暴力相
談電話 (　38 8 - 1 1 0 4 (鈴
鹿警察署内) )、暴力追放三
重県民センター(　0120-31-
8930)へ

対　象　次の全てに該当する方
・大学において考古学、人類
学、歴史学のいずれかを専攻
し、埋蔵文化財の調査につい
ての知識・経験を有する方
(調査参加経歴書を要提出)

・普通自動車免許を取得また
は平成29年5月までに取得
見込みの方

・学芸員の資格がある方
・パソコン操作(入力・検索な
ど)ができる方
・昭和32年4月2日以降生ま
れの方

・地方公務員法第16条の欠
格条項に該当しないこと

業務内容　埋蔵文化財の発
掘調査、室内整理、報告書
作成

定　員　1人
申込み　4月20日㈭から30日
㈰までに、申込書を直接ま
たは郵 送で考 古 博 物 館
(〒513-0013国分町224)へ

※申込書と募集要項は、直接また
は郵送で考古博物館へ請求し
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、82円切手を貼った

学芸員(嘱託職員)募集
文化財課 　374-1994　 374-0986

12cm×23cm程度のもの)を必
ず同封してください。

◆採用試験
と　き　5月7日㈰10時から
ところ　考古博物館
内　容　筆記、実技、面接

　鈴鹿の食のPRや飲食店な
どの技術向上を図るため、ご当
地グルメ「鈴カレー」を巡るス
タンプラリーを開催するにあた
り、参加店を募集します。
申込み　5月19日㈮までに直
接または郵送で鈴鹿商工会
議所(〒513-0802飯野寺
家町816)へ

問合せ　鈴鹿商工会議所飲
食部会(　382-3222)

※同会議所ホームページもご覧
ください。

◆休日窓口
と　き　4月30日(日)9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　4月27日(木)・28日(金)
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。

鈴カレースタンプラリー
参加店募集

産業政策課 　382-8698　 382-0304

納税の休日・夜間窓口開設
納税課 　382-9008　 382-7660



曇天や雨天時は中止します。

30分～11時30分、13時30
分～15時30分

○日替わり
・4月29日（土・祝）焼き杉プレー
ト作り(300円) 9時30分か
ら、13時30分から(各先着
5人)

・4月30日㈰丸カゴ作り(300
円) 9時30分から、13時30
分から(各先着10人)

・5月3日（水・祝）土鈴作り(200
円) 9時30分から、13時30
分から(各先着10人)

・5月4日（木・祝）草木染め(500
円) 9時30分から、13時30
分から(各先着10人)

・5月5日（金・祝）角カゴ作り
(500円) 9時30分から、13
時30分から(各先着10人)

・5月6日㈯博物館キーホル
ダー(200円)  9時30分～
　11時30分、13時30分～
15時30分

・5月7日㈰弓矢体験(10 0
円) 9時30分～11時30分、
13時30分～15時30分

※詳しくは、お問い合わせいた
だくか、同館ホームページを
ご覧ください。

と　き　5月14日㈰10時か
ら、13時30分から
ところ　考古博物館展示ホー
ル(国分町224)
演奏者　オカリナサークル樋
口尚美さん、大道奈緒美さ
んほか

入場料　無料
※展示ホールでは、ミニコンサー
トが開催できます。ご利用希
望の方は、考古博物館ホーム
ページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

オカリナコンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

㈯、7月1日㈯、7月29日㈯、

　水筒、タオル、帽子、

※9時50分に深谷公園管理事
務所前集合。

講　師　桐生定巳さん(三重
自然誌の会)、篠木善重さん
(三重昆虫談話会)

参加料　無料
申込み　5月10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・
電子メールで環境政策課へ

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　5月6日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　月のクレーターと木星
の衛星を望遠鏡で見ます。

定　員　150人(先着順)
参加料　無料
申込み　当日18時30分から
プラネタリウムギャラリーで
受け付け

※曇天や雨天時は中止します。
当日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。

　考古博物館でゴールデン
ウイークに日替わりで体験講
座を開催します。人気の勾玉
作りは限定色のピンクも登場
します。
とき・内容　4月29日(土・祝)～
5月7日㈰(5月1日㈪・2日㈫
を除く)
○毎日
・勾玉作り(300円)、土笛作り
(200円) 9時～10時、13時
～14時
・火おこし体験(100円) 9時

ゴールデンウイークも
やっぱり考古博物館

考古博物館　 374-1994　 374-0986

天体観望会
文化会館　 382-8111　 382-8580

自然観察会(植物・昆虫観察) 

　国指定天然記念物「金生水
沼沢植物群落」で季節の希少

催 し 物

金生水沼沢植物
群落観察会

文化財課　 382-9031　 382-9071

植物をご覧いただく機会として
観察会を実施します。
と　き　5月13日㈯、6月3日
㈯、7月1日㈯、7月29日㈯、
9月16日㈯、10月28日㈯
10時から(少雨決行)

ところ　金生水沼沢植物群落
( 地 子 町 5 6 3・西 條 町
675-1など)

※自家用車の方は、9時30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。

※徒歩・自転車の方は開始時刻
までに直接植物群落に来てく
ださい。

定　員　各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
(雨天時は雨具も)

申込み　各開催日の15日前か
ら電話で文化財課へ

※1グループ3人まで
※5月13日㈯はレンゲツツジを
ご覧いただく予定です。

　深谷公園内を散策しながら
生息している植物や昆虫の観
察を行います。
と　き　5月13日㈯10時～
12時

ところ　深谷公園(八野町)

自然観察会(植物・昆虫観察) 
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

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

申込み　記載のないものは受
講開始日の1カ月前から受
け付け。事前に電話で問い
合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センター窓口(鈴鹿ハイ
ツ1-20)へ
◆玉掛け技能講習
と　き　学科5月22日㈪・23
日㈫、実技5月24日㈬・25
日㈭・26日㈮の間で選択受
講8時45分～17時、または
学科6月19日㈪・20日㈫、
実技6月21日㈬・22日㈭・
23日㈮の間で選択受講8
時45分～17時　

受講料　1万800円(別途教材
費1,645円)

◆アーク溶接特別教育
と　き　5月29日㈪～31日㈬
8時30分～17時

受講料　8,640円(別途教材
費1,080円)

◆陶芸講座
　陶芸に興味のある方ならど
なたでも参加できます。
と　き　6月6日㈫ 1 0時～
15時

受講料 4,320円
◆職長・安全衛生責任者能力
向上教育

対　象　職長・安全衛生責任
者教育受講後、概ね5年経
過している方

と　き　6月13日㈫8時40分
～16時20分
受講料　7,560円(別途教材
費1,230円)

◆フォークリフト運転業務従
事者安全衛生教育

対　象　フォークリフト技能

学科6月19日㈪・20日㈫、

講習修了後3年を経過して
いる方

と　き　6月16日㈮9時～16時
受講料　7,500円(教材費込)
申込み　5月1日㈪から
◆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
をお持ちの方

と　き　学科6月6日㈫8時～
17時30分、実科Ⅰコース6
月7日㈬～9日㈮、Ⅱコース6
月13日㈫～15日㈭8時～
17時15分

受講料　2万8,000円(教材
費込)

申込み　5月1日㈪から
◆パソコン講座Word・Excel
パソコンスキルアップ塾

　5月から開講します。レベル
に合わせて必要な講座を選ん
で受講できます。
※詳しくはお問い合わせいただ
くか、同センターホームページ
をご覧ください。

と　き　隔週水曜日18時～
18時50分、19時～19時50
分、隔週土曜日10時～10時
50分、11時～11時50分

受講料　1講座(50分)1,000円
申込み　受付中



若松海岸清掃ボランティア
若松地区市民センター
　 385-0200　 385-4752

と　き　5月20日㈯9時～10
時30分(荒天時中止)

ところ　千代崎海水浴場(メ
イン会場)、若松漁港南、原
永第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員
会(中村　385-1249)

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

シニア生き生き
チャレンジ教室

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

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

　現役シニアの高い就労意
欲と経験・技能を生かし、地域
社会の支え手として介護現場
へ再就労していただくための
研修会です。
対　象　県内在住の概ね75
歳までのシニア世代で、地
域での社会貢献活動や、介
護職場でフルタイムまたは
週2～3回のパートタイムで
働く意欲をお持ちの方

と　き　講義6月1日㈭・7日
㈬・20日㈫・29日㈭の4日間
10時～16時、体験学習6月
21日㈬～28日㈬(予定)の
間の2日間

ところ　四日市市文化会館
(四日市市安島2-5-3　354-

　4501)
定　員　50人
受講料　無料
申込み・問合せ　(福)三重県
社会福祉協議会三重県

　福祉人材センター(　059
　-227-5160)

申込み　4月21日㈮から先着
順受け付け。水泳場窓口(御
薗町166 9 )またはホーム
ページで

◆スティラヨガ～太極ヨガ～
　深い呼吸と関節に無理のな
い動作で行います。
対　象　一般成人
と　き　5月2日㈫・16日㈫、
6月6日㈫・20日㈫11時～
12時

定　員　20人(先着順)
参加料　3,400円(4回分)

鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　 384-7755
　since-97@s-bunka.net

鈴鹿市民大学文芸学科
昭和レクイエム

～その時代の証言者たち～

農村環境改善センター　 　  374-3455

父の日・母の日
キッズクッキング教室

◆ベビービクス・ママビクス
　ベビーマッサージとママの
エアロビクスです。
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんとお母さん

と　き　5月15日㈪11時～12
時30分、13時30分～15時

定　員　各30組
参加料　1,200円

と　き　 5月1 0日㈬ 1 3時
30分～15時30分

ところ　文化会館2階第1研
修室

内　容　文士の風貌　追悼
清水信

講　師　衣斐弘行さん、福嶋
礼子さん

定　員　70人(先着順)
受講料　1,000円(当日支払)
申込み　受講希望日「5月10
日」、住所、氏名、電話番号
を記入の上、はがき・ファク
ス・電子メールなどで鈴鹿市
文化振興事業団(〒513-08

　02飯野寺家町810)へ
※定員に満たない場合は、当日も
会場で受け付けます。

対　象　小学生
・

農林水産課 　382-9017　 382-7610

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト
新茶の摘み取り
手揉み体験

と　き　5月14日㈰、6月18
日㈰9時30分～13時

ところ　農村環境改善セン
ター料理実習室 (岸田町
1549-12)

定　員　12人(先着順)
参加料　2,500円(2回分、材
料費込)

申込み　4月25日㈫から5月
10日㈬までの9時～21時
に、参加料を添えて直接農
村環境改善センターまたは
AGF鈴鹿体育館へ

　今回は鈴鹿山麓に広がる茶
園と椿大神社が舞台です。
と　き　5月14日㈰9時～13
時ごろ(雨天決行)

ところ　椿地区市民センター
(山本町747-2)、㈱椿茶園
(山本町1795-1)

内　容　新茶の摘み取りとマ
イ新茶づくり、日本茶カフェ
で日本茶のおいしさ体験
(ティーカッププレゼント)、き
のこご飯の昼食と地元産品
の軽トラ市

※天候などにより変更する場合
あり

定　員　30人程度(先着順)
参加料　中学生以上2,500円、
小学生以下1,000円

主催・申込み・問合せ　5月7日
㈰までに、参加者の氏名、
年齢、性別、代表者連絡先
(住所、電話、ファクス)など
を、電話かファクスで椿の農
業と地域を考える会(大谷　
090-9029-9688　059-

　328-1562)へ

鈴鹿シャクヤクまつり
地域資源活用課

　 382-9016　 382-0304

管理薬膳師養成講座
健康づくり課

　 382-2252　 382-4187

　中学生以上2,500円、

㈰までに、参加者の氏名、

　SUZUKA産学官交流会で
は、鈴鹿大学と連携し、西部地
域の活性化を目的に、1万株の
シャクヤクでもてなす観光集客
イベントを開催します。
と　き　5月13日㈯・14日㈰
10時～16時(大雨中止)

ところ　鈴鹿インターチェンジ
入口西隣の道路を北進100ｍ

内　容　シャクヤク撮影会、
シャクヤクの花収穫体験、
シャクヤクにちなんだ限定商
品販売など

問合せ　SUZUKA産学官
交流会 鈴鹿芍薬プロジェク
ト(鈴鹿商工会議所　382-
　3222)

と　き　6月～平成30年2月
の日曜日(不定期)9時30分
～16時40分

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスJART記
念館(岸岡町1001-1)

内　容　薬膳学、栄養学など
の講義、薬膳実習

定　員　30人(先着順)
受講料　6万円(11回分)
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　5月25日㈭ま
でに、電話で鈴鹿医療科学
大学薬膳学会事務局(　
383 - 9208内線9406浦
田、内線9411長岡)へ

※詳しくはお問い合わせいただく
か、日本薬膳学会ホームページ
(　http://www.yakuzen.

　jpn.org/)をご覧ください。


