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　三日市駅前および千代崎駅
北自転車駐車場内に防犯カメラ
を設置しました。これを機に地域
で見守りあい、安全に安心して
暮らせるまちにしていきましょう。

　子どもをめぐる種々の人権問
題の解決を図るための取組みを
強化することを目的として、今年
度も全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間を実施します。
と　き　8月29日㈬～9月4日
㈫8時30分～19時（土・日
曜日は10時～17時）

相談番号　子どもの人権110
番　0120-007-110（全国
共通フリーダイヤル・無料）

問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193）

　市では、道路パトロールを行
い市道の安全確保に努めて

防犯カメラ設置
交通防犯課　 382-9022 　382-7603

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

人権政策課　 382-9011 　382-2214

市道の不具合を
見つけたらご連絡を

道路保全課　 382-8421 　382-7612

いますが、パトロールだけでは
道路損傷の全てを早期に発見す
ることはできません。道路損傷
による事故を未然に防ぐため、
不具合を発見した場合は、場所
や状態などを道路保全課までご
連絡ください。

住宅・土地統計調査
（準備調査）

総合政策課　 382-7676 　382-9040

　この調査は、総務省統計局が
10月 1日現在で実施するもの
です。私たちの暮らしと住まい
に関する計画や施策のための基
礎資料を得ることを目的とする
大切な調査です。
　調査対象は、統計理論に基づ
き無作為に抽出されます。調査
対象を抽出する準備調査のた
め、対象となった調査区内の世
帯に、8月下旬から統計調査員
が「調査のお知らせパンフレッ
ト」を配布しますので、ご協力
をお願いします。
※国や県が行う統計調査は、顔写真

入りの「調査員証」を持った調査

員が訪問します。電話や電子メー

ルで直接調査の回答をお尋ねする

ことはありません。

※調査員には、調査において得た情

報を漏らしてはならない守秘義務

が課せられています。

刈り取り後の稲わら
などは早期に処理を

農林水産課　 382-9017　 382-7610
河川雨水対策課　 382-7614　 382-7612

　本市のノリの生産は、県下有
数の生産量を誇ります。10月
初めからノリの種付けが始ま
り、冬には収穫期を迎え、その
光景は伊勢湾の風物詩になって
います。
　一方、田んぼではまもなく稲
刈りシーズンを迎えますが、台
風が接近しやすい時期でもあり
ます。刈り取り後の稲わらをそ
のままにしておくと、台風など
で大雨が降ったときに側溝や水
路を詰まらせて浸水被害を拡大
させる原因となる他、河川を経
由して海へ大量に流れ出してし
まいます。草やゴミも同様です。
　稲わらなどが海でノリ網に付
着すると、ノリの生育が悪くな
り品質が悪化します。取り除く
には手作業しか方法がなく、生
産者は大変困ります。ノリの生
産者以外の漁業者も、漁港内に
流れこんでしまうと回収作業に
追われて漁に出られなくなりま
すので、稲わらは早期にすき込
みをしてください。

　児童扶養手当の受給資格
者（母子家庭の母・父子家庭
の父など）は、8月31日㈮まで
に子ども政策課で現況届の
手続きをしてください。手続き
をしないと、8月以降の資格
について更新ができません
（2年間手続きをしなかった場
合、資格を喪失します）。
※日曜窓口を開設します。開庁日
時など詳しくは対象の方へ郵
送した「児童扶養手当現況届
について」をご確認ください。

　7月17日に国民健康保険
料の納付通知書を送付しま
した。納期は、平成30年7月
31日から平成31年4月1日ま
での9回に分かれています
（年金天引き（特別徴収）に
該当する方は、9回でなく偶
数月に年金から直接引かれ
る納付方法）。口座振替での
納付は、毎月月末（月末が土・
日曜日、祝日、休日の場合は、
翌平日。ただし12月は25日）
に振り替えられます。納付書

児童扶養手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054

国民健康保険料は
納期限内に納付を

保険年金課　 382-9290　 382-9455

納付は、毎月月末（月末が土・
日曜日、祝日、休日の場合は、
翌平日。ただし12月は25日）

での納付は、複数の期を一度
に納付しても、毎月納付して
もかまいません。納付方法が
不明の場合はお問い合わせ
ください。
　国民健康保険は万が一の
病気やけがに備えてお金を
出し合い、安心して治療が受
けられる制度で、国民健康保
険料はそのための財源で
す。滞納が増えると医療費
の支払ができなくなり、保険
料率を上げなければなりませ
ん。特別な理由もなく滞納し
た世帯は保険証が使えなく
なるほか、さまざまな保険給
付も受けられなくなります。
納期限内納付にご協力をお
願いします。

と　き　10月5日㈮～7日㈰
のうち、ご都合の良い日

ところ　近鉄白子駅前、伊
勢鉄道鈴鹿サーキット稲
生駅、鈴鹿サーキット園内
鈴鹿商工会議所青年部
ブース
定　員　49人（先着順）
申込み・問合せ　電話・ファク
スで鈴鹿商工会議所（　38
　2-3222　383-7667）へ

児童扶養手当の現況届を

F1開催時の
通訳ボランティア募集

地域資源活用課
　382-9020　 382-0304

た世帯は保険証が使えなく

付も受けられなくなります。

◆夜間窓口
と　き　8月30日㈭・31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。

対　象　普通自動車免許を取
得の方、または平成30年10
月末日までに取得見込みの方
業務内容　深伊沢小学校で
の用務・補助業務
雇用期間　平成30年11月～
平成31年3月

※更新する場合があります。
勤務条件　時給850円、交通
費支給（通勤距離が直線2
㎞以上の場合1日100円）、
月～金曜日（祝日除く）勤務
定　員　1人
申込み　8月22日㈬から9月
7日㈮まで（必着）（土・日曜
日を除く8時30分～17時
15分）に、申込書を直接ま
たは郵送で教育総務課へ

※申込書は教育総務課にあります。
詳しくはお問い合せください。

用務員（産・育休代替
臨時職員）募集

教育総務課 　382-7617　 383-7878

納税の夜間窓口
納税課　 382-9008　 382-7660
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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。
※「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

と　き　9月15日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
内　容　真の継体大王(天
皇)の陵墓と考えられている
今城塚古墳の発掘調査で
発見された多数の形象埴
輪が意味するものについて
講　師　森田克行さん（今城
塚古代歴史館特別館長）
聴講料　無料
※講演会参加の方は、常設展と特
別展の観覧料が無料になります。

平成30年度  下水道推進標語
未来へと　

　　　ぼくらがつなぐ　
　　　　　　　　下水道 
　9月10日は全国的に「下水
道の日」と定められており、各
地でその日を中心に下水道
普及促進のためのイベントが
行われています。本市でも次
のとおり開催します。
と　き　9月9日㈰10時～16時
ところ　鈴鹿ハンター1階　
サブコート（算所2-5-1）

催 し 物

特別展関連講演会
継体大王の埴輪まつり
－今城塚古墳の調査から－
考古博物館　374-1994　 374-0986

下水道フェア
営業課　 368-1673　 368-1685

別展の観覧料が無料になります。

内　容　微生物の顕微鏡観
察、マンホールトイレの展
示、デザインマンホールの
ストラップ作り、パズル、
DVD放映、パネル展示、
啓発物品の配布
参加料　無料

　各家庭での備えやお子さん
を守る行動、一緒に避難する方
法などについて学びましょう。
対　象　市内在住の就学前
の子どもをもつ保護者

と　き　9月7日㈮10時～11時
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33）
講　師　防災危機管理課職員
定　員　20人（先着順）
※託児はありません。お子さんと
一緒に参加していただけます。

参加料　無料
申込み　8月28日㈫から9月
4日㈫まで（土・日曜日を除
く8時30分～17時15分）
に、直接または電話で子ど
も政策課へ

と　き　9月8日㈯1 4時～

－今城塚古墳の調査から－

乳幼児をもつ
保護者のための防災講座
子ども政策課 　382-7661　 382-9054

「北勢・中勢における地域
活力の現状と将来の可能
性を考える」シンポジウム
土木総務課 　382-9072　 382-7612

微生物の顕微鏡観
察、マンホールトイレの展
示、デザインマンホールの
ストラップ作り、パズル、
DVD放映、パネル展示、

　各家庭での備えやお子さん
を守る行動、一緒に避難する方
法などについて学びましょう。

　市内在住の就学前

　9月7日㈮10時～11時
　子育て応援館（白子

防災危機管理課職員

一緒に参加していただけます。

8月28日㈫から9月
4日㈫まで（土・日曜日を除
く8時30分～17時15分）

たは電話で子ど

9月8日㈯1 4時～

16時（開場13時）
ところ　文化会館　けやき
ホール（飯野寺家町810）
内　容
○第1部　基調講演「北勢･中
勢地域の活力」講師：荒木康
行さん（株式会社百五総合
研究所代表取締役社長）

○第2部　パネルディスカッ
ション「北勢・中勢地域にお
ける今後の発展に向けて」
パネリスト：鈴鹿市長、津市
長、四日市市長、鈴鹿商工
会議所会頭ほか
参加料　無料
主　催　同実行委員会
後　援　鈴鹿商工会議所
※駐車場には限りがあります。

と　き　9月8日㈯・9日㈰10
時～17時、10日㈪10時～
14時

ところ　鈴鹿ハンター1階　
センターコート（算所2-5-1）
内　容　市内の小・中学校の
児童生徒が、興味・関心を
もって取り組んだ観察や実
験などの研究記録、植物
や動物などの採集標本、
創意工夫した実験器具や
装置などを展示します。
入場料　無料

鈴鹿市小・中学校児童生徒
科学作品展

教育指導課 　382-9028　 383-7878

性を考える」シンポジウム

と　き　9月17日（月・祝）11時
から

ところ　考古博物館　展示
　ホール（国分町224）
演奏者　Ｓoleil（ソレイユ）　
丸山陽子さん、 稲垣さなえ
さん
入場料　無料

◆危険物取扱者試験
と　き　乙種第4類11月17日
㈯・18日㈰、丙種 11月17日㈯

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）
申込み　
○電子申請の場合
　9月8日㈯9時から18日㈫
17時までに、（一財）消防試験

ピアノ連弾コンサート
考古博物館　 374-1994　 374-0986

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課 　382-9159　 383-1447

研究センターホームページ
（　http://www.shoubo-
　shiken.or.jp)で
○書面による申請の場合
　9月11日㈫から21日㈮ま
で（当日消印有効）に、消
防本部、中央消防署、南
消防署、各分署に備え付
けの受験願書に必要事項
を記入の上、（一財）消防試
験研究センター三重県支
部(〒514 -0002津市島
崎町314)へ
◆予備講習会（乙種第4類）
と　き　10月5日㈮9時30分
～16時
ところ　市消防本部4階 多目
的室（飯野寺家町217-1）
定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　9月3日㈪から鈴鹿
市防火協会事務局（市消
防本部3階予防課（土･日
曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分））へ

平成 30年度 後期
スポーツ教室　参加者募集
スポーツ課　 382-9029 　382-9071

申込み　以下の日程に参加料と
保険料を添えて各会場へ
　①②：8月 21日㈫～ 8月 30
日㈭ 9時～ 17時　③④⑤：8
月 21日㈫～ 9月 5日㈬ 9時
～ 17時

開催日時 ところ/参加料/申込み対象/定員教　室  

①
9月4日～12月11日各火曜日

全14回
９時30分～11時30分

9月7日～12月14日各金曜日
全14回

９時30分～11時30分

ところ 鈴鹿回生病院・ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場
参加料 6,000円（保険料・血液検査含む）
申込み 鈴鹿市体育協会（日曜日を除く）
（石垣池公園管理事務所内　399-7120）

対象：50歳以上
定員：各50人

ウオーキング

スロ－ジョギング

9月12日～11月28日各水曜日
全12回

９時30分～11時30分
9月～11月各水曜日

全12回
19時～21時

ところ 鈴鹿市武道館
参加料 3,000円（なぎなた 小・中学生のみ
2,500円）
保険料 800円
申込み 鈴鹿市武道館（8月27日㈪休館）
（　388-0622）

対象：一般
定員：30人

対象：小学以上
定員：30人

弓道

ところ 農村環境改善センター
参加料 5,400円（保険料込）
申込み 農村環境改善センター（　374-3455）
鈴鹿市体育協会（日曜日を除く）
（石垣池公園管理事務所内　399-7120）　

9月21日㈮・10月19日㈮
11月14日㈬
全3回

9時30分～14時

対象：一般
定員：12人

なぎなた

そば打ち体験教室

http://www.shoubo-shiken.or.jp


研究センターホームページ

9月11日㈫から21日㈮ま
で（当日消印有効）に、消
防本部、中央消防署、南
消防署、各分署に備え付
けの受験願書に必要事項

消防試
三重県支

部(〒514 -0002津市島

◆予備講習会（乙種第4類）
10月5日㈮9時30分

多目
的室（飯野寺家町217-1）

9月3日㈪から鈴鹿
市防火協会事務局（市消
防本部3階予防課（土･日
曜日、祝日を除く8時30分

対　象　貿易ビジネスに関心
をお持ちの方や企業・団体
などで貿易業務に携わって
いる方

と　き　9月4日㈫9時30分～
17時30分（受付9時から、
休憩12時～13時）

ところ　市役所別館第3　
　2階北会議室
定　員　30人程度（先着順）
参加料　会員1,000円、一般
3,000円

※会員：ジェトロ・メンバーズ、農林
水産情報研究会、三重県農林水
産物・食品輸出促進協議会、鈴
鹿商工会議所会員

※ 県 外 の 方はジェトロ会 員
5,000円、一般1万円

主　催　ジェトロ三重
共　催　鈴鹿市、三重県農
林水産物・食品輸出促進
協議会

後　援　鈴鹿商工会議所

ジェトロ貿易実務講座（基礎編）
産業政策課 　382-9045　 382-0304

申込み・問合せ　8月 31日㈮
17時までに、社名、部署　、
参加者名、住所、電話番号、
ファクス番号、電子メールア
ドレスを、ファクスまたは電
子メールでジェトロ三重（　
059-228-2647　059-228-31
    85、　mie@jetro.go.jp　https:
   //www.jetro.go.jp/events/mi
   e/c2adcdcb82c1cc5a.html）
へ

名

　秋に生えるきのこを観察します。
と　き　9月15日㈯10時～
12時（小雨決行）

※観察会終了後、午後からきのこ
の同定を行います（自由参加。
参加される場合は昼食持参）。

ところ　三重県営鈴鹿青少
年の森
講　師　清田卓也さん（きのこ
ウォッチングクラブＭＩＥ会長）
参加料　無料
申込み　9月7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

※集合場所など詳しくは後日申
込者に連絡します。

　本市における子ども・子育て
支援事業に関する調査研究
事業の報告と必要な支援政策
についての意見交換会を開催
します。
と　き　8月26日㈰10時～

次世代育成支援（子どもの
健全育成）に関する
調査報告と意見交換会

子ども政策課 　382-7661　 382-9054

きのこ観察会
環境政策課 　382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

秋に生えるきのこを観察します。

の同定を行います（自由参加。

ウォッチングクラブＭＩＥ会長）

話番号、参加人数を電話、

12時
ところ　男女共同参画セン
ター　ホール（神戸2-15-18）
参加料　無料
問合せ　NPO法人21世紀
の子育てを考える会．鈴鹿
（　090-1415-3749）

　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　乳幼児の保護者
と　き　10月11日㈭10時～
11時30分

ところ　市役所5階 502会
議室
定　員　30人程度
※5人に満たない場合は中止に
なります。
申込み　9月19日㈬までに、
件名「スマホと子育て」、
氏名、電話番号をファクス
または電子メールで文化
振興課へ

対　象　市内中小製造企業
の管理職の方（全4回の研
修に参加できる方）

と　き　10月10日㈬・17日
㈬・24日㈬、11月7日㈬9
時～16時30分（最終日は
15時まで）

ところ　ものづくり産業支援
センター会議室（市役所別
館第3  2階）

内　容　日常管理（トラブル
の未然防止）と方針管理

次世代育成支援（子どもの

親なびワーク、パパママ
ワーク「スマホと子育て」
文化振興課 　382-7619　 382-9071
　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

マネジメント研修
ものづくり産業支援センター
　382-7011　 384-0868

ホール（神戸2-15-18）

9月19日㈬までに、
件名「スマホと子育て」、

（重点目標の設定、主要施
策の立案）のノウハウの習
得、グループ活動、他企業
訪問など
定　員　8人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月21日㈮までに、
ファクスで産業政策課もの
づくり産業支援センターへ

　国際アルツハイマー病協
会は世界保健機関（WHO）
の後援を受けて、9月21日を
「世界アルツハイマーデー」
と宣言し、9月を「世界アルツ
ハイマー月間」として制定し
ています。毎年この期間中
は、世界70カ国以上の国と
地域で、認知症患者を抱え
る家族団体などをはじめ、行
政やNPO団体などが認知
症に関する啓発や、患者と介
護者を支援する活動を展開
しています。本市でも、認知
症になっても安心して暮らせ
るまちを目指し、関係団体が
啓発活動を行います。
◆世界アルツハイマー月間
街頭啓発活動

と　き　9月8日㈯10時～12時
ところ　鈴鹿ハンター1階
　サブコート（算所2-5-1）
内　容　(公社)認知症の人と
家族の会が中心となり、オ
レンジサポートかりん（認知
症ボランティア）のメン
バーと共に、認知症の啓発
活動を行います。鈴鹿市
認知症初期集中支援チー
ムによる認知症相談コー
ナーもあります。

ワーク「スマホと子育て」
世界アルツハイマー月間

健康福祉政策課
　382-9012　 382-7607

対　象　市内在中の方
と　き　9月29日㈯13時～
17時

ところ　鈴鹿回生病院研修
棟 3階講義室（国府町字
保子里112-1）

内　容　講演「心臓突然死
と心肺蘇生法について」と
実技

講　師　講演：齋藤誉宏さん
（鈴鹿回生病院副院長）、
実技：鈴鹿市中央消防署
救急救命士

定　員　10人（応募者多数
の場合は抽選）
参加料　無料
主　催　鈴鹿市体育協会
申込み　9月5日㈬までに電
話で鈴鹿市体育協会事務
局（　399-7120　日曜日
を除く9時～17時）へ

　県民健康の日（9月7日㈮）
に合わせて「三重とこわか健
康マイレージ事業」のイベン
トを開催します。
と　き　9月2日㈰ 14時～16時
ところ　イオンモール鈴鹿
　（庄野羽山4-1-2）
内　容　三重とこわか健康マ
イレージ、すずか健康マイ
レージ、マイレージ特典協力
店の紹介、イオンモールウ
オーキングの紹介、健康づく
り体験ブースの設置など
※当日イオンモールウオーキン
グを体験された方は、「すずか
健康マイレージ」のポイントが
つきます。

救急救命AED講習会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

県民健康の日イベント
健康づくり課　327-5030　 382-4187

参加料　無料
問合せ　県健康づくり課（　05
　9-224-2294　 059-22
　4-2340）

https://www.jetro.go.jp/events/mie/c2adcdcb82c1cc5a.html


（鈴鹿回生病院副院長）、

㈮）

定員・締切り　記載のない講
座は全て20人、開催5日前

申込み・問合せ　希望講座
名、参加者の氏名（フリガ
ナ）、性別、生年月日、郵便
番号・住所、日中の連絡
先、電子メールアドレスを
記入の上、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで鈴
鹿大学・鈴鹿大学短期大
学部総務課（〒510-0298
郡山町663-222　koukai

　@suzuka-jc.ac.jp　372-
　2121　372-2827）へ
◆親子でイングリッシュ　
対　象　乳幼児とそのパパ・
ママ

とき･クラス　9月15・22日、
10月6・13・27日、11月3・
24日、12月1･15・22日
（各土曜日）
・0歳から3歳：9時30分～
10時20分

・3歳から5歳：10時30分～
11時20分

定　員　各クラス10組
受講料　1万2,000円(全10
講座)

◆英会話講座
とき・クラス　9月15・22・29
日、10月6・13・27日、11
月3・24日、12月1･15日
（各土曜日）
・初級クラス：10時30分～12時
・中級クラス：12時45分～
14時15分

鈴鹿大学・
鈴鹿大学短期大学部

平成30年度公開講座（後期）
総合政策課 　382-9038　 382-9040

乳幼児とそのパパ・

9月15・22日、
10月6・13・27日、11月3・

定　員　各クラス10人
受講料　2万円（全10講座）
◆簡単！おとこの料理教室
とき・内容
○9月15日㈯10時～13時　
牛丼、マリネ、みそ汁

○10月13日㈯10時～13時
　魚塩焼き、お浸し、きんぴら、
吸い物

定　員　各24人
受講料　各1,200円　
締切り　開催２週間前
◆減塩料理教室

○11月3日（土・祝）10時～13時
　しょうがご飯、鶏のからあげ、
和え物ほか

定　員　24人
受講料　1,500円
締切り　開催２週間前
◆スポーツ・健康
とき・内容・定員
○9月6日㈭10時～11時30
分「高血圧症になぜ減塩
療法が必要か？」 40人

○9月26日㈬10時～12時　
「自分で作る「インソール」
～「姿勢」や「歩行」を快適
にしよう～」 20人
○10月13日㈯10時～12時
「身近なものを使ったロコモ
予防体操をしよう！」 20人

受講料　各講座500円（9月
26日のみ1,000円）

申込み　事前に電話でお問
い合わせの上、鈴鹿地域職
業訓練センターの窓口へ

※オーダーメイド講習も可能です。
※会員に加入されると特典があ
ります。詳しくはお問い合わせ
ください。

平成30年度公開講座（後期）

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

◆樹木剪定講座
と　き　9月22日㈯・23日
（日・祝）9時～16時　
受講料　8,640円
申込み　8月22日㈬から受付
◆クレーン運転業務特別教育
(5t未満)

と　き　9月26日㈬・27日㈭
8時45分～17時
受講料　1万285円（教材費
込）
申込み　8月28日㈫から受付
◆ガス溶接技能講習
と　き　10月2日㈫・3日㈬8
時45分～17時
受講料　9,504円（教材費込）
申込み　9月5日㈬から受付
◆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：10月9日㈫8時
～17時30分　実技：Ⅰコース
10月14日㈰・20日㈯・21日
㈰、Ⅱコース10月10日㈬～
12日㈮、Ⅲコース10月16日
㈫～18日㈭8時～17時15分
受講料　2万8,000円（教材
費込）
申込み　9月3日㈪から受付
◆小型移動式クレーン運転技
能講習（5ｔ未満）

と　き　学科：10月20日㈯・
21日㈰8時20分～17時実
技：10月27日㈯または28
日㈰のどちらか1日を選択
8時～17時10分
受講料　2万4,000円（教材
費込）
申込み　8月21日㈫から受付

申込み　8月23日㈭から先

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

9,504円（教材費込）

着順で受付。直接水泳場窓
口または、ホームページで
◆大人バレエ
対　象　一般女性
と　き　9月10日、10月15、
22、29日、11月12、26日、
12月10、17日各月曜日　
11時～12時、12時～13時

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　しなやかなカラダを
手に入れましょう
講　師　渡辺さん
定　員　各10人
参加料　8,000円（全8回）
◆やさしいフラダンス
対　象　一般女性　　　　
と　き　9月10、24日、10月
15、29日、11月12、26日
各月曜日19時30分～20時
30分

ところ　水泳場　スタジオ
内　容　ゆっくりした動きとフ
ラの音楽で癒しの時間を
定　員　20人
参加料　5,100円（全6回）
◆はじめてみよう水泳(夜)
対　象　一般成人
と　き　9月10、24日、10月
15、29日、11月12、26日
各月曜日20時～21時

ところ　水泳場25ｍプール
内　容　クロール25ｍを目指
そう
定　員　15人
参加費 5,700円（全6回）
◆親子ジーウィ教室
対　象　未就園児（1～3歳）
と　き　9月11、25日、10月
9、23日、11月13、27日各
火曜日11時～12時

ところ　水泳場　会議室　
内　容　運動も英語も楽しく
学ぼう

講　師　服部さん
定　員　15人

　9月10日、10月15、
22、29日、11月12、26日、

　しなやかなカラダを

　9月10、24日、10月
15、29日、11月12、26日

　ゆっくりした動きとフ

　9月10、24日、10月
15、29日、11月12、26日

　未就園児（1～3歳）
　9月11、25日、10月

運動も英語も楽しく

参加料　7,500円（全6回）

　25mプールが遊べるプー
ルに大変身。
対　象　おむつのとれたお
子さんから(小学1年生以
下のお子さんは水着を着
た保護者の方の付添いが
必要)

と　き　8月26日㈰　13時
15分～15時
参加料　無料（入場料別途
必要）

※スイミングキャップは必ず着用
してください。
◆浮き輪が使用できます
　期間中は25ｍプール児童
優先レーンで直径60cm以
下のドーナツ型に限り使用で
きます。
と　き　8月22日㈬～31日㈮

　お茶を飲みながら日ごろの
ストレスや悩み事をゆっくり話
しましょう。聴き方を学んだス
タッフが、あなたの話をお聴き
します。
と　き　9月14日㈮、10月
12日㈮、11月9日㈮13時
～16時

※出入りは自由です。
※1人の相談時間は1時間が目安
です。

ところ 保健センター2階　
会議室（西条5-118-3）

参加料　無料
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手（宮崎　080-51
　33-3771）へ

夏だ！プールだ！
ちびっこ祭りだ！！
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2250　 372-2260

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課 　327-5030　  382-4187


