
　市民会館開館50周年を
記念して「NHKのど自慢」
を行います。
と　き　6月24日㈰11時45分
～13時30分（開場11時）
ところ　市民会館
ゲスト　森進一さん、島津
亜矢さん　

司会：小田切千さん（アナウン
サー）
出演：予選通過者（20組程度）
◆出場予選会
対　象　中学生以上の方で、
原則アマチュアの方

※中学生は予選会・本選どちらも
保護者の同伴が必要です。必
ずはがきに保護者の名前と電
話番号も記入してください。

と　き　6月23日㈯11時45分
～18時(受付11時)
ところ　市民会館
申込み　5月17日㈭まで（必
着）に、往復はがきに次の
内容を書き、NH Kプラ
ネット中部「NHKのど自慢
　（鈴鹿市）出場」係（〒461-
　0005 名古屋市東区東桜
1-13-3）へ
　往信文面：①郵便番号、②
住所、③名前（ふりがな）、
④年齢、⑤性別、⑥電話
番号、⑦職業（具体的に。
中学生・高校生・大学生は

「ＮＨＫのど自慢」
出場・観覧希望者募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

予選通過者（20組程度）

　中学生以上の方で、

住所、③名前（ふりがな）、

番号、⑦職業（具体的に。

部活動なども記入）⑧歌う
曲目とその歌手名、⑨その
曲を選んだ理由（詳しく）

※グループの場合は、③～⑤お
よび⑦について全員分と、メン
バーの関係（兄弟、同僚、同級
生など）も記入
返信宛名面：郵便番号、住
所、名前
　返信文面：何も記入しない
でください（選出結果を印
刷します）。

※応募者多数の場合は250組程
度を選出します。

※応募は1人（グループ）1通に限
ります。

※応募後の曲目・出場者の変更
はできません。

※予選会の演奏も生バンドです
が、キーの指定はできません。

◆観覧者
入場料　無料
申込み　5月24日㈭まで（必
着）に、往復はがきに次の
内容を書き、NHKプラネッ
ト中部「NHKのど自慢（鈴
鹿市）観覧」係（〒461-00
　05　名古屋市東区東桜1-
　13-3）へ
  往信文面：郵便番号、住所、
名前、電話番号
　返信宛名面：郵便番号、住
所、名前
　返信文面：何も記入しない
でください（抽選結果を印
刷します）。

※応募多数の場合は抽選の上、
入場整理券（1枚で2人入場
可）をお送りします。

※予選会は入場自由です。満席
の場合は入場を制限する場合
があります。

※満1歳以上のお子さんから整
理券が必要です。

※当選は1人1枚です。

  往信文面：郵便番号、住所、

※応募多数の場合は抽選の上、

※インターネットオークションな
どでの転売を目的とした申し
込みは固くお断りします。転売
目的と判明した場合は、抽選
対象外とします。

※会場では主催者の指示を守っ
てください。
放送予定日　6月24日㈰12時
15分～13時（NHK総合テ
レビ、ラジオ第1、国際放送）
主　催　NHK津放送局、鈴
鹿市
問合せ　NHKプラネット中部
　（　052-952-7381 平日
10時～18時）、NHK津放送
局ホームページ（　http://
　www.nhk.or.jp/tsu/）、
文化振興課　

※応募の際にいただいた情報は、
抽選・選出結果の連絡のほか、
NHKでは受信料のお願いに使
用させていただくことがあります。

　上下水道事業を将来にわ
たって安定的に継続していく
ためには、事業の効率化を
図っていくほか、経営に必要
な財源を確保するなどして経
営の健全化を図る必要があ
ります。このため、中長期的な
視点に立った経営の基本計
画である「鈴鹿市上下水道
事業経営戦略（案）」を取りま
とめましたので、皆さんのご
意見をお寄せください。 
意見を提出できる方 

鈴鹿市上下水道事業経営
戦略(案)に対する意見募集
上下水道総務課　368-1696　 368-1688
　jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp

・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方 
募集期間　4月25日㈬～5月
25日㈮（当日消印有効） 

閲覧場所　上下水道総務課
（上下水道局本館2階）、総
務課（市役所本館4階）、地
区市民センター、市ホーム
ページ 
提出方法　件名「鈴鹿市上下
水道事業経営戦略(案)への
意見」、住所、氏名、意見を
記入の上、直接、郵送、ファク
スまたは電子メールで上下
水道総務課（〒510-0253　
寺家町1170）または 直接地
区市民センター窓口へ 

※寄せられた意見は個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジなどで公表します。個別には
回答しません。 

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意
見として取り扱います。

http://www.nhk.or.jp/tsu/


　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

鈴鹿市勤労青少年
交流事業補助金

産業政策課　382-8698　 382-0304

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
要書類を添えて直接また
は郵送で産業政策課へ

※申請書は産業政策課窓口、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、
期間内に申請が2件以上あり、
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。

※期限内に申請がなかった場合
は、先着順で随時募集します。
ただし、年度内に事業を完了す
ることが必要です。

　国民健康保険の医療費の
お知らせは4月、6月、8月、
10月、12月、2月の年6回通
知をしていましたが、平成30
年度から6月、10月、2月の
年3回に変わります。
※現在の医療費のお知らせは確定
申告の添付書類として利用でき
ませんので、ご注意ください。

対　象　次の全てに該当す
る方
○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、人間ドック受診時
も継続して加入している方

国民健康保険
「医療費のお知らせ」
発送月の変更

保険年金課　382-7605　 382-9455

鈴鹿市国民健康保険
人間ドック受診者募集
保険年金課　382-9401　 382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

に、申請書に

要書類を添えて直接また

交付の可否を決定します。なお、
期間内に申請が2件以上あり、

は、先着順で随時募集します。

国民健康保険の医療費の
お知らせは4月、6月、8月、

次の全てに該当す

○昭和19年4月3日から昭和
63年4月2日生まれの方
（平成30年4月1日において
30歳以上74歳未満の方）

○平成29年4月1日から平
成30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2日㈪～1 1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）　
※受診場所や詳しい検査項目内
容は自治会回覧をご覧ください。

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「人間ドッグ
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
または電子メールで、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
と同時期に特定健康診査（申
込不要）を実施しますので、ど
ちらかを受診してください。

　
　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。
　所得制限および支給要件
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

※一定の障がいのある児童につ
いては手続きにより20歳未満
まで支給延長があります。
支給額　全国消費者物価指
数変動のため平成30年4
月分から改定されました。
今回改定後の手当額は、
平成30年8月期払い（4～
7月分）に反映されます。
○児童1人の場合　全額支給
4万2,500円、一部支給1
万30円～4万2,490円
○2人目の加算額　全額支給
1万40円、一部支給5,020円
～1万30円

児童扶養手当
子ども政策課

　382-7661　 382-9054

○3人目以降の1人あたり加
算額   全額支給6，020円
 一部支給3,010円～6,010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）
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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。

※「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

※「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

月分から改定されました。
今回改定後の手当額は、

　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が
条件です。

補助対象期間　6月1日㈮～
平成31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、
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

メイド・インSUZUKA応援
補助金の交付事業者募集

地域資源活用課
　382-9016　 382-0304

3人目以降の1人あたり加
算額   全額支給6，020円
一部支給3,010円～6,010円

　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）

　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

係る経費の一部を補

　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

　6月1日㈮～

　4月20日㈮から5月
に、

申込用紙に必要事項を記
入の上、直接または郵送で

※申込用紙は地域資源活用課窓口、

　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）

　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（最大200万円）を補助し
ます。詳しくは市ホームペー
ジ、地域資源活用課に備え付
けの「鈴鹿市市民祭開催支援
補助金交付要領」、「鈴鹿市
市民祭開催支援補助金募集
選定要領」をご覧ください。
対象事業　4月1日から平成
31年3月31日までに、市内
で市民および市民活動団体
や企業など多様な構成員に

メイド・インSUZUKA応援

市民祭開催支援補助金の
対象イベント募集

地域資源活用課
　382-9020　 382-0304

よって組織された観光イベ
ント実行委員会が開催する
または開催したイベントで、
観光誘客の効果が高いもの

申込み　5月18日㈮までに
「鈴鹿市市民祭開催支援
補助金交付要領」の申請
書（第１号様式）に必要事
項を記入の上、必要書類
を添えて、直接地域資源
活用課へ

　三重県市町総合事務組合
が、三重県共有デジタル地図
の更新業務を実施していま
す。これに伴い、公道から地
形の確認、道路幅の計測、公
共施設の名称調査などを行
う場合がありますので、ご協
力をお願いします。
期　間　5月7日㈪～10月
31日㈬

問合せ　三重県市町総合
　事務組合情報推進課
　（　059-225-2138　059-
　227-5494）

　人材不足に悩む市内のも
のづくり中小企業などが、市

三重県共有デジタル地図
の現地調査

情報政策課 　382-9003　 382-2219

鈴鹿市ふるさと就職者等
雇用支援補助金の創設
産業政策課 　382-8698　 382-0304

または開催したイベントで、

外・県外から移住した若者を
雇用した場合にかかる費用の
一部を補助します。
対　象　市外から移住した市
内在住の40歳未満の方を
正規職員として雇用した、
市内に本社、または主な事
業所を有する中小ものづく
り企業または建設企業
内　容　雇用した方が引越し
業者などに依頼した移送な
どにかかる費用の半額(上
限20万円)

申込み　申請書に雇用証明
書、対象費用の分かる資料
（移送見積書、領収書原本、
契約書原本など）、住民票を
添付して産業政策課へ

※申請書は産業政策課窓口で入
手できます。

◆休日窓口
と　き　4月29日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　4月26日㈭・27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。

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

正規職員として雇用した、

（移送見積書、領収書原本、

　本市では、自治会や地域づ
くり協議会、ＮＰＯ団体などの
「まちづくり活動団体」の皆さ
んが安心して公益活動を
行っていただけるよう、「鈴鹿
市まちづくり活動補償制度」
の実施運営を開始しました。
事前加入手続きは不要で、
本市が保険会社と提携して
制度の実施運営を行うこと
から、各団体のこの補償制度
加入に関する保険料の支払
いも不要です。詳しくはお問
い合わせください。

鈴鹿市まちづくり
活動補償制度

地域協働課 　382-8695　 382-2214



と　き　5月19日㈯9時～10
時30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン
会場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前、愛
宕小学校（出発地）

主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委
員会（代表  原田　385-
　4774）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、
主催者が準備します。

催 し 物

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

介護予防教室　

健康福祉政策課

382-9012   382-7607　

健康づくり課  327-5030　382-4187

65 歳以上の方が参加できる介
護予防教室（毎週・毎月・健康ひ
ろば）を開催しています。介護を
必要としない健康で元気な暮らし
を送るために、参加してみましょ
う。
対　象　鈴鹿市民で 65歳以上の
方と、その方を支援する方　
参加料　無料（材料費など一部有
料のものもあります。）
申込み・問合せ　各事業所へ（満
席・キャンセル待ちの場合もあ
ります。）

※内容などは変更になる場合があ

ります。　

※原則定員は先着順で、事前申込

みが必要です。

※生活機能が低下されている方

は、一部教室において送迎を利

用していただけます。

※車での来場をお考えの場合は、

駐車場の有無について各事業所

にご確認ください。

〈毎週介護予防教室〉〈毎週介護予防教室〉

1 20人 ×

×

×

×

・エクササイズ
・ストレッチ
・筋力アップトレーニング
・タスクステップ

主な内容 ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）
毎週水・金曜日
10時30分から
毎週金曜日
13時30分から

株式会社アクトス
　0572-21-2292
※9月中旬から受付（抽選）

アクトスWill_G鈴鹿
（庄野羽山四丁目
 20-4）

2 30人 問合せ
・音楽教室（音楽に合わせた
唱歌、各種体操）

・調理実習(栄養指導)
・機能訓練

毎週火曜日
14時から

デイサービスセンター
鈴鹿グリーンホーム
　374-4660

事業所内
（深溝町2956）

3 15人

20人

問合せ
（国府地区周辺）

問合せ
（飯野地 区周辺）

・スクエアステップ
・コグニサイズ
・マシントレーニング
・だんだんダンス

毎週木曜日
13時30分から

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
　389-6071

事業所内
（国府町4670-1）

かなしょうず園
　383-09554

・健康体操
・口腔ケアの指導
・回想法
・栄養管理調理

第1～第4金曜日
13時30分から

事業所内
（地子町814-30）

15人
問合せ

（鈴鹿中部・南部
  圏域周辺）

5
・運動器機能向上訓練
・コグニサイズ
・筋力強化

第1～第4
月･水･土曜日
14時15分から

玉垣あんしん館
　384-8805

事業所内
（南玉垣町5520）

事業所内
（柳町1519-3）6 20人 ○

・ストレッチ
・体操
・筋力向上運動
・音楽療法

毎週水･木曜日
隔週月･火曜日
13時から

通所介護事業所
フレンドクラブ
　383-3838

7
①25
 　人
②15
　 人

①○
②×

・体操、コグニサイズ、デュアル
エクササイズ

・フォークギターに合わせた唱歌、
懐メロ合唱

①毎週火曜日
　13時から
②毎月第3火曜
日10時から

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
　387-6889
②は事前申込不要

①事業所内
（南若松町1）　
②イオン白子店3階
（白子駅前9-20）

8 60人

50人

・転倒予防体操
・講話
・口腔機能低下予防
・栄養改善実習

毎週金曜日
10時から

ＮＰＯ法人うらら
　386-3317

白子駅前会館
（白子駅前31-1）

9
・３Ｂ体操
・リトミック
・スクエアステップ
・栄養改善

毎週火曜日
10時から

ＮＰＯ法人きずな
　386-3180
※事前申込不要

江島六丁目集会所
（東江島町18-23）

20人10
・健康チェック
・ストレッチ、口腔体操
・脳トレーニング

毎週金曜日
13時30分から

第一興商三重支店
　354-3021

京田集会所
（東磯山四丁目4-19）

問合せ20人11
・太極拳指導
・栄養教室
・体操指導
・脳トレーニング

第1～第4金曜日
13時15分から

在宅介護支援センター
ルーエハイム
　372-3811

事業所内
（長法寺町763）

〈保健センターで行う介護予防教室 「健康ひろば」〉 ※詳しい日程や内容は、毎月広報20日号の健康館をご覧ください。  

〈保健センターで行う

介護予防教室 「健康ひろば」〉 

※詳しい日程や内容は、毎月広報

20 日号の健康館をご覧ください。
主な内容 ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

1 30人
程度 ×

・運動
・栄養改善
・口腔機能向上
・スクエアステップ

毎月1回程度
10時から

健康づくり課　
成人保健グループ
　327-5030

保健センター
（西条五丁目118-3）

〈保健センターで行う介護予防教室 「健康ひろば」〉 ※詳しい日程や内容は、毎月広報20日号の健康館をご覧ください。  

※日常生活圏域と行政区

鈴鹿西部圏域：庄野、加佐登、牧田、

石薬師、井田川、久間田、椿、深

伊沢、鈴峰、庄内

鈴鹿北部圏域：飯野①（注 1）、河曲、

一ノ宮、箕田、玉垣①（注 2）、神

戸

鈴鹿中部圏域：国府、飯野②（注 3）、

玉垣②（注 4）、若松②（注 5）

鈴鹿南部圏域：白子、稲生、若松① 

（注 6）、栄、天名、合川

（注 1）飯野①…西條町、飯野寺家町

、西条一～九丁目　

（注 2）玉垣①…矢橋町、矢橋一～三

丁目　　　　　　 

（注 3）飯野②…飯野①以外 　　　

（注 4）玉垣②…玉垣①以外

（注 5）若松②…若松①以外

（注 6）若松①…南若松町

〈毎月介護予防教室〉
主な内容 ところ 申込み・問合せ定員 送 迎とき（90分程度）

1 20人 ×

×

・音楽療法
・体操（転倒予防、認知症予防）

14時から
※詳細は問合せ

パークヒルズ高塚
　375-5525

①加佐登会館
（加佐登三丁目14-3）
②加佐登公民館
（高塚町1068-1）

2 問合せ

問合せ

問合せ

・スクエアステップ
・運動
・調理実習

①10時30分から
②10時から
※詳細は問合せ

鈴鹿農業協同組合
生活福祉課
　384-1123

①鈴鹿さつき温泉
（津賀町850-2）
②ＪＡ鈴鹿各支店

3 30人

20人
問合せ

（久間田・石薬師
　地区周辺）

・体操
・運動療法
・音楽療法
・調理実習

毎月第３日曜日
10時から

デイサービスセンター
うの花
　373-1000

事業所内
（石薬師町452-68）

鈴鹿けやき苑
　373-2223

4
・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話

①毎月第3水曜日
　13時15分から
②偶数月第4火曜日
14時から

①事業所内
（石薬師町1096）
②久間田公民館
（下大久保町797-1）

15人
問合せ

（椿・深伊沢・鈴峰・
　庄内地区周辺）

問合せ
高岡地区周辺

問合せ
（箕田地区周辺）

問合せ
（若松・箕田・長太・
玉垣地区周辺）

5
・スクエアステップ
・ストレッチ、運動
・手遊び
・脳トレ

①毎月第2･第4水曜
日13時30分から

②詳細は問合せ

デイサービスセンター
ルーエハイム椿
　371-3211

①小岐須公民館
（小岐須町483-3）
②椿公民館
（山本町747-2）

事業所内
（高岡町2686）6 15人

・スクエアステップ
・体操
・講義(認知症、口腔ケア)
・音楽療法

毎月第3火曜日
13時から
※詳細は問合せ

メディカルステイ鈴鹿の華
　384-8739

7
・レクリエーション
・調理実習
・口腔機能向上
・音楽療法

毎月第3土曜日
9時30分から

ケアホーム箕田
　385-5500

事業所内
（下箕田二丁目16-20）

8 20人

問合せ

・体操（筋力低下予防、口腔機
能低下予防）

・講話
毎月第3日曜日
10時から

国府の里
　367-1616

事業所内
（国府町936-1）

9 ①音楽療法、スクエアステップ
②うたごえ喫茶

①詳細は問合せ
②奇数月最終水曜
日10時から、14
時から

ＮＰＯ法人
みんなＤｅうきうき歌謡団
　090-7048-8120

①事業所内など
  （野町西三丁目2-3）
②嵯峨野珈琲館
（住吉一丁目34-15）

20人10
・運動
・調理実習
・音楽療法
・笑いヨガ

10時から
※詳細は問合せ

在宅介護支援センター
くすのき園
　385-3100

グループホーム
くすのき園
（上箕田町2638-8）

①25
　 人
②20
 　人

問合せ

15人

11
・音楽療法
・運動教室
・音楽教室
・スクエアステップ

10時15分から
※詳細は問合せ

希望の里たんぽぽ
　383-0808

①たんぽぽ道伯
 （道伯町2403）
②たんぽぽ白子
 （白子4-4-4）

問合せ
（鈴鹿南部圏域

 周辺）
35人12

・スクエアステップ
・体操
・栄養実習
・レクリエーション

毎月第1・第3金曜
日13時30分から

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
　387-2020

事業所内
（中旭が丘一丁目
 11-8）

×

①問合せ
②×

15人13
・スクエアステップ
・レッドコードエクササイズ
・講話

第2・第4金曜日
9時45分から

デイサービスリハビリ
スタジオリフィットプラス
　395-6090

事業所内
（稲生町5549-2）

〈毎月介護予防教室〉

と　き　5月13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　ピア・ドル＆琴音
入　場　無料
※展示ホールでは、ミニコンサー
トが開催できます。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。

　考古博物館では、ゴール
デンウィ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
あります。
とき・内容　4月28日㈯～5
月6日㈰（5月1日㈫、2日
㈬除く）
○毎日開催
・勾玉作り（300円）、土笛作
り（200円） 受付9時～10
時、13時～14時
・火おこし体験（150円）　
受付10時～11時30分、
14時～15時30分
○日替わり体験（開始時間）
・4月28日：土鈴作り（200
円）9時30分から、13時
30分から（各先着10人）
・4月29日：折り紙（50円）
10時から、13時30分から
（各先着10人）
・4月30日：草木染め（100
円）10時から、13時30分
から（各先着10人）

オカリナ・大正琴
コンサート

考古博物館　 374-1994　 374-0986

ゴールデンウィークも
考古博物館へ行こう

考古博物館　 374-1994　 374-0986

5月13日㈰10時から、

勾玉作りは限定色のピンクも

月6日㈰（5月1日㈫、2日

受付10時～11時30分、

日替わり体験（開始時間）

4月29日：折り紙（50円）
10時から、13時30分から

・4月3 0日：似顔絵（一人
500円）10時から、13時か
ら（随時受付）
・5月3日：アート体験（500
円）9時から、13時から（随
時受付）

・5月4日：博物館キーホルダー
（200円）9時から、13時か
ら（随時受付）
・5月5日：角かご作り（500円）
9時30分から、13時30分
から（各先着10人）
・5月6日：弓矢体験（100円）
9時から、13時から（随時
受付）

※日替わり体験は、各講座開始
30分前から受付をします。

※随時受付も座席数に限りがあ
ります。

※詳しくは、チラシや考古博物館
ホームページをご覧ください

ところ　考古博物館

対　象　読み聞かせボラン
ティアの方、読み聞かせに興
味があり、これからボランティ
アとして活動してみたい方

とき・定員　①経験者向け：5月
28日㈪10時～12時、40人

　②初心者向け：5月29日㈫
10時～12時、30人

※応募多数の場合は共に抽選　
講　師　木村由美子さん
　（JPIC読書アドバイザー）
申込み　5月10日㈭まで（必
着）に、①氏名（フリガナ）、
②電話番号、③参加希望
日（どちらか1日のみ）、④
活動を行っている学校など
（活動している方のみ）、⑤
メールアドレスを記入の

読み聞かせボランティア
育成講座参加者募集
図書館　 382-0347　 382-4000
　toshokan@city.suzuka.lg.jp 

5月5日：角かご作り（500円）

5月6日：弓矢体験（100円）

上、往復はがきまたは電子
メールで図書館へ

※個人単位でのみ申し込みでき
ます。
○往復はがき
・往信宛名面　〒513-0802
飯野寺家町812 市立図書
館「読み聞かせボランティ
ア育成講座」係
・往信文面　①～④
・返信宛名面 郵便番号、住
所、氏名

○電子メール
　件名を「読み聞かせボラン
ティア育成講座」とし、本文に
①～⑤を記入してください。

※図書館からの電子メールを受
信できるよう設定してください。

※抽選結果は5月17日㈭ごろ発送
予定です。返信がない場合は図
書館までお問い合せください。



味があり、これからボランティ

着）に、①氏名（フリガナ）、

と　き　5月9日㈬13時30
分～15時30分

ところ　文化会館2階 第1
研修室（飯野寺家810）

内　容　ことばの魅力～詩と
小説を書く楽しみ～

講　師　津坂治男さん、藤田
充伯さん

定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　5月8日㈫までに住
所、氏名、電話番号を記
載の上、はがき、ファクス
または電子メールで、鈴
鹿 市 文 化 振 興 事 業 団
（〒513-0802 飯野寺家
町810）へ

鈴鹿市民大学文芸学科
書き方講座
創作する楽しみ
鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　 384-7755
　since-97@s-bunka.net

※資料準備の関係上、事前申込
みが必要です。

　三重県を中心に活躍するキ
ッチンカーが、市内の食材や特
産品を使用して各店自慢の一
品を販売し、来場者による投票
でグランプリを決定します。ま
た、会場では全国で話題の「参
加型リアル謎解き＆推理ゲー
ム」が同時開催されます。
と　き　4月30日(月・休)10時
～16時
ところ  鈴鹿みどりの大地(広
瀬町2722)
◆謎解き＆推理ゲーム
　10時30分から、14時から
参加料　無料
主催・問合せ　ネクストジェネ
レーション（市岡　090-14
　70-9185、　Ichioka@ca
　tering-tokai.com

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。

※会員に加入されると特典があ
ります。

※オーダーメイド講習も可能です。
詳しくはお問い合わせください。

◆玉掛け技能講習
と　き　学科：5月21日㈪・
22日㈫8時45分～17時、
実技：5月24日㈭・25日㈮
8時45分～17時から選択
受講料　1万2,445円（教材
費込）
申込み　4月23日㈪から

キッチンカーグランプリ
in鈴鹿

地域資源活用課
　382-9016　 382-0304

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

オーダーメイド講習も可能です。
詳しくはお問い合わせください。

22日㈫8時45分～17時、

◆アーク溶接特別教育
と　き　5月28日㈪～30日㈬
8時30分～17時
受講料　9,720円（教材費込）
申込み　4月25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5日㈫8時
～17時30分（2コース共
通） 実科：Ⅰコース 6月6日
㈬～8日㈮8時～17時15
分、Ⅱコース　6月12日㈫～
14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
◆フォークリフト運転業務
従事者安全衛生教育
対　象　フォークリフトの運転
に従事して概ね3年を経過
した方
と　き　6月15日㈮9時～
16時
受講料　7,500円（教材費込）
申込み　5月1日㈫から

　4月23日㈪から直接水泳
場窓口またはホームページで
（先着順）。
◆～運動あそび～ちびっ子
らんど
対　象　3歳児
と　き　5月14日㈪・21日㈪・
28日㈪（全3回）15時15分～
16時

ところ　水泳場　スタジオ　
講　師　山舗さん　
定　員　15人
参加料　2,400円
◆～カラダにやさしい～夜の

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

　5月28日㈪～30日㈬

　9,720円（教材費込）

　普通自動車免許証

　学科：6月5日㈫8時
～17時30分（2コース共

 6月6日
㈬～8日㈮8時～17時15
分、Ⅱコース　6月12日㈫～

2万8,000円（教材

　フォークリフトの運転
に従事して概ね3年を経過

6月15日㈮9時～

　7,500円（教材費込）

　4月23日㈪から直接水泳
場窓口またはホームページで

㈪・
28日㈪（全3回）15時15分～

太極拳
対　象　一般成人　
と　き　5月8日㈫・15日㈫・
22日㈫（全3回）19時30分
～20時30分
ところ　水泳場　会議室
講　師　奥村さん
定　員　25人
参加料　2,550円
◆フルーツカッティング教室
対　象　一般成人
と　き　5月10日㈭10時30
分～12時

ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　3,000円（キャンセ
ル料1,500円）
◆キッズアクアスロン大会
と　き　9月9日㈰8時～14時
対　象　小学1年生～6年生
または親子
ところ　水泳場25メートル
プールとその周辺
内　容　小学1・2年生、3・4
年生、5・6年生、親子リレー
の部に分かれて水泳とラン
ニングの順に連続して行い
総所要時間を競います。
定　員　各部30人、親子リ
レー30組
参加料　各部3,000円、親子
リレー4,500円
申込み　4月20日㈮から直接
または郵送で水泳場窓口（打
田　080-2644-2210）へ
　

 広報すずか4月5日号11
ページで掲載したふれあい
農園の「中野農園」の開園
者の連絡先に誤りがありま
した。正しくは「　090-511
6-3419」です。訂正してお
詫びします。

訂正とお詫び


