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○お知らせ

 
鈴鹿市緑の基本計画素案への

意見を募集します
市街地整備課　 82-9025　 82-8222

shigaichisebi@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

　市では、平成15年度から緑の

基本計画の策定を進めています。

この計画は、市民と行政が共通

の認識と目標を持って、市の公

共施設や民有地における緑を｢将

来も守り、創り、育てていく｣た

めに策定するものです。 

　これまで、市民アンケートな

どの調査をはじめ、公募市民を

加えた計画策定委員会の設置、

計画づくりの検討を行ってきま

したので、緑の基本計画として

まとめた素案について、広く市

民の皆さんにご意見を求めます。 

募集期間　11月24日㈭～12月22日㈭ 
閲覧場所　市街地整備課、市政
情報課、地区市民センター、

市ホームページ 

意見提出方法　意見書に氏名、
住所を記入の上、直接、また

は郵便、ファクス、電子メー

ルで市街地整備課へ 

※意見書の様式は問いません。 

 
市議会をテレビ中継します
議会事務局　 82-7600　 82-4876

giji@city.suzuka.mie.jp

　12月定例会での一般質問をケ

ーブルネット鈴鹿(CNS20ch)で生

放送します。 

と　き　12月9日㈮、12日㈪、

13日㈫　10時から当日の会議

終了まで 

※本会議や常任委員会、議会運営委

員会、特別委員会は傍聴できます。

日程は、市役所と地区市民センタ

ー掲示板、市議会ホームページに

掲載します。ただし、日時が変更

になる場合がありますので、傍聴

する場合は、事前に議会事務局へ

ご確認ください。 

 
建物を取り壊したら

忘れずに申告を
資産税課　 82-9007　 82-7604

shisanzei@city.suzuka.mie.jp

　住宅や倉庫などの建物を取り

壊したときは｢滅失家屋申告書｣を、

未登記家屋の所有者名義を変更

するときは｢名義人変更届｣を、

年内に資産税課へ提出してくだ

さい。 

　｢滅失家屋申告書｣は資産税課

と各地区市民センターに、｢名義

人変更届｣は資産税課にあります。

なお、売買や贈与などによる変

更の場合は、旧所有者の印鑑登

録証明書が、相続の場合は相続

関係がわかる書類(戸籍など)、

遺産分割協議書、印鑑登録証明

書などが必要となりますので、

詳しくは資産税課にお問い合わ

せください。 

※申告書は市のホームページからも

ダウンロードできます。 

 
三重県交通災害共済への
加入をおすすめします

防災安全課　 82-9022　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　11月21日㈪から平成18年の三

重県交通災害共済への加入手続

きが始まります。昨年同様、自

治会を通じての加入はできません。 

　加入を希望される方は、本紙

折り込みの加入申込書に必要事

項をご自分で記入の上、市内の

金融機関、または防災安全課、

地区市民センターへ共済掛金と

ともにご提出ください。 

※詳しくは、加入申込書の説明、記

入例をご参照ください。 

※加入申込書は、防災安全課、地区

人権擁護委員にご相談を

納税の夜間窓口を開設します

戦没者等のご遺族の方へ
第８回特別弔慰金の請求は

お済みですか

市民会館が
使用できません

三重県屋外広告物条例が
改正されました

鈴鹿市都市マスタープラン素案への意見を募集します　都市計画課　 82-9024　 82-7615　 toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

平成17年度上半期水道事業の業務状況

　新しい総合計画の策定に合わせて、｢鈴鹿市都市

マスタープラン｣の見直しを行っています。 

　｢鈴鹿市都市マスタープラン｣は、将来の都市づく

りに大きくかかわる土地利用や道路、公園などに関

する都市計画の基本的な方針を示すもので、市全体

を考える全体構想と、地域を分けて考える地域別構

想から構成されます。 

　今回、全体構想に関する｢土地利用計画｣｢都市づ

くりの基本方針｣と地域別構想に関する｢地域別まち

づくりの方針｣の素案がまとまりましたので、広く

市民の皆さんのご意見を求めます。 

募集期間　11月24日㈭～12月22日㈭ 
閲覧場所　都市計画課、市政情報課、各地区市民セ
ンター、市ホームページ 

意見提出方法　住所、氏名を記入の上、窓口持参、郵

送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で都市

計画課へ。 

【地域別説明会】 
　地域の皆さんにご意見をいただくため、説明会を

開催します。 

○11月25日㈮　白子地区市民センター 

○11月29日㈫　牧田コミュニティセンター 

○12月２日㈮　神戸コミュニティセンター 

○12月９日㈮　鈴峰公民館 

○12月13日㈫　御薗ふれあい会館 

○12月16日㈮　箕田公民館 

※全会場とも、時間は19時～20時30分(予定) 

※今回、寄せられたご意見は、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を

通じ、後日公表します。なお、個別には回答いたしません。 

お知らせお知らせ お知らせ 

石垣池公園石垣池公園
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鈴鹿市緑の基本計画素案への
意見を募集します

市議会をテレビ中継します

建物を取り壊したら
忘れずに申告を

三重県交通災害共済への
加入をおすすめします

市民センター、市内の金融機関に

も備えてあります。 

人権擁護委員にご相談を
人権政策課　 82-9011　 82-8188

jinkenseisaku @city.suzuka.mie.jp

　12月4日から人権週間が始まり

ます。隣近所のもめごと、家庭

内の問題、いじめや体罰、職場

でのセクハラなどでお悩みの方は、

人権擁護委員、または相談所へ

ご相談ください。相談は無料で、

秘密は守られます。 

■特設人権相談
と　き　12月5日㈪　10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター 
 
納税の夜間窓口を開設します

納税課　 82-9008　 82-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月29日㈫、30日㈬　

20時まで 

ところ　納税課(西館2階) 
内　容　市・県民税、固定資産
税・都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税の納税、納税

相談、口座振替手続きなど 

戦没者等のご遺族の方へ
第８回特別弔慰金の請求は

お済みですか
生活支援課　 82-9012　 82-7607

seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

対　象　戦没者等の死亡当時の
ご遺族で平成17年4月1日にお

いて、公務扶助料や遺族年金

などを受ける方がいない場合

の先順位の方で手続きがお済

みでない方 

請求期間　平成20年3月31日まで
(土・日曜日、祝日を除く8時

30分～17時) 

支給内容　額面40万円、10年償
還の記名国債 

申込み　請求期間内に生活支援
課へ 

 
市民会館が

使用できません
市民会館　 82-0654　 82-3109

bunka@city.suzuka.mie.jp

　市民会館電気設備改修工事な

どにより、平成19年1月15日㈪か

ら平成19年2月28日㈬まで、ホー

ルおよび展示室が使用できません。

工事中はご迷惑をお掛けしますが、

ご理解とご協力をよろしくお願

いします。 

 
三重県屋外広告物条例が

改正されました
都市計画課　 82-9024　 82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

　10月21日に三重県屋外広告物

条例が改正され、公布されました。

これにより、平成18年4月から違

法屋外広告物への罰則が厳しく

なります。また、屋外広告業を

営む場合には、これまでの届出

に変わり三重県への登録が必要

になります。 

　違法な屋外広告物を設置した

場合や登録せずに屋外広告業を

営んだ場合などは、1年以下の懲

役もしくは、50万円以下の罰金

などが科されることになります。

また、屋外広告物を設置するよ

う依頼した依頼主に対しても、

県公報、県ホームページによる

公表などのペナルティが科され

ることがありますのでご注意く

ださい。 

鈴鹿市都市マスタープラン素案への意見を募集します

区 　 　 分  
水道事業収益  

水道事業費用  

資 本 的 収 入  

資 本 的 支 出  

予算現額  
4 ,088 ,000 

3 ,874 ,000 

1 ,592 ,697 

3 ,824 ,456

　執 行 額  
2 ,100 ,085 

1 ,722 ,450 

   181 ,027 

1 ,075 ,393

区 　 　 分
水道事業収益  

水道事業費用  

資 本 的 収 入  

資 本 的 支 出  

予 算 額
4 ,105 ,000 

3 ,965 ,000 

1 ,268 ,853 

3 ,781 ,321

 決 算 額
4 ,198 ,228 

3 ,780 ,549 

855 ,842 

2 ,869 ,670

事業の概況　給水戸数は、9月30日現在7万
4,564戸で、昨年度下半期に比べて553戸増

加しています。また、総配水量は1,405万

4,023㎥、一日平均配水量は7万6,798㎥で、

昨年同時期に比べると1.51％増加しています。 

主な事業
○開発工事に伴う配水管布設工事など　　44件　1億9,190万円 

○上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など　　16件　2億8,531万円 

○上水道水源更生工事および関連施設改良工事など　2件　1,475万円 

○上水道施設改良に伴う配水管布設工事など　19件　8,989万円 

平成17年度上半期水道事業の業務状況　水道総務課　 68-1674　 68-1688　 suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　平成17年度上半期(17年4月～9月)の水道事業の業務状況をお知らせします。 

借　　方 貸　　方
営 業 費 用  

営業外費用 

特 別 損 失  

当年度純利益  

計 

2,940,344 

704,949 

7,972 

346,434 

3,999,699

営 業 収 益  

営業外収益 

特 別 利 益  

 

計 

3,957,341 

42,345 
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3,999,699

借　　方 貸　　方
固 定 資 産  

流 動 資 産  

 

 

計 

40,253,073 

3,738,909 

 

 

43,991,982

固 定 負 債  

流 動 負 債  

資 本 金  

剰 余 金  

計 

676,591 

618,335 

24,732,521 

17,964,535 

43,991,982

■平成16年度水道事業損益計算書(単位：千円)
　(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

■平成16年度水道事業貸借対照表(単位：千円)
　(平成17年3月31日現在)

■平成16年度決算状況(単位：千円)■平成17年度予算の執行状況(単位：千円)

お知らせ 

石垣池公園
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○お知らせ

 
幼稚園児を募集します

学校教育課　 82-7618　 82-9071
gakkokyoiku@city.suzuka.mie.jp

■平成17年度市立幼稚園(追加)
　国府、稲生の2園で、4歳児学

級に定員の空きがありますので、

追加募集します。 

対　象　市内に在住し、平成12
年4月2日から平成13年4月1日

までに生まれた幼児 

定　員　国府幼稚園14人、稲生
幼稚園4人 

申込み　11月24日㈭から平成18年
3月末まで(土・日曜日、祝日を

除く8時30分～17時)に、各園に

ある｢入園願｣に必要事項を記入

の上、入園希望の幼稚園へ 

※定員になり次第、締め切ります。 

■平成18年度市立幼稚園
対　象
○4歳児　市内に在住し、平成
13年4月2日から平成14年4月1

日までに生まれた幼児 

○5歳児　市内に在住し、平成
12年4月2日から平成13年4月1

日までに生まれた幼児 

定　員 
○4歳児　国府6人、加佐登3人、
白子8人、旭が丘10人、玉垣7

人の5園で募集します。 

※定員になり次第、締め切ります。 

○5歳児　市内の市立幼稚園全
23園で募集します。希望者は

全員入園できます。 

申込み　11月24日㈭から平成18

年3月末まで(土・日曜日、祝

日を除く8時30分～17時)に、

各園にある｢入園願｣に必要事

項を記入の上、入園希望の幼

稚園へ 

 
ネズミ駆除剤を

無料でお渡しいたします
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　希望される方は、お近くの地

区市民センターまたは環境政策

課でお受け取りください。 

期　間　11月21日㈪～12月22日㈭
(土・日曜日、祝日を除く) 

 
石垣池公園陸上競技場の
使用を一時中止します

スポーツ課　 82-9029　 82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

　石垣池公園陸上競技場の第3種

公認更新工事に伴い、使用を一

時中止します。ご迷惑をおかけ

しますが、ご理解をお願いします。 

使用できない期間　平成18年1月
～2月末日(予定)　 

 
都市再生街区基本調査に伴い

測量を実施します
国土地理院中部地方測量部測量課　   

052-961-5590　 052-961-5639

都市再生機構中部支社業務企画チーム

052-968-3354　 052-968-3344

　国土交通省が実施する｢都市再

生街区基本調査｣の一環として、

国土地理院と独立行政法人都市

再生機構が、測量などを実施し

ます。民有地に立ち入ることは

ありませんが、作業期間中ご迷

惑をおかけすることもあります。

皆さんのご理解とご協力をお願

いします。 

と　き　本年12月～平成19年3月 
ところ　市内の人口集中地区 
内　容 
○現地踏査(公共基準点、街区の

角などの状況調査) 

○測量作業(基準点の設置、街区

の角などの測量) 

 

 

○催し物

 
健全育成の集い

生涯学習課　 82-7619　 82-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月18日㈰　13時～15

時40分(開場12時30分) 

ところ　文化会館けやきホール 
テーマ　夢・希望にむかって～か
たろう、すずかの井戸端会議～ 

内　容 
○千代崎中学校吹奏楽部演奏
○子どもたちに｢人間力｣を育む

鈴鹿の取組み(教育長　水井健次)
※すずか夢工房－達人に学ぶ－、青

少年対策推進本部の取組み(青少

年マナーアップ事業、サンデーコ

ミュニティスクール事業)につい

て紹介します。 

○井戸端会議
　子どもたちの夢や希望がテー

マです。参加者全員で話し合

います。 

案内人：柾木　卓さん(俳優)、

県立飯野高校教諭 

夢追い人：県立飯野高校生徒、

プロ車いすランナー、人情集

団An-Pon-Tan代表、宮本建築

代表、成人式実行委員長 

定　員　300人 
参加料　無料 
申込み　12月8日㈭(必着)までに、

往復はがき(1人1枚)または電

子メールで、住所、氏名、電

話番号を記入の上、〒513 -

0801　神戸八丁目9-22　鈴鹿

市青少年育成市民会議事務局

(　82-0713、 shogaigakushu 

　@city.suzuka.mie.jp)へ。受付後、

入場整理券としてはがき、ま

たは返信メールを送ります。 

 
子育て支援に取り組む

地域活動推進シンポジウム
in三重  

子育て支援課　 82-7661　 82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月11日㈰　10時30分～15時 
ところ　ジェフリ－すずかホ－ル 
内　容　地域における子育て支援
活動の重要性についての講演、｢地

域ぐるみで子育て支援｣をテーマ

に子育て支援活動の発表と討論 

主　催　(財)あしたの日本を創る
協会・三重県新生活運動推進

協議会 

協　賛　鈴鹿市 
定　員　100人(先着順) 
入場料　無料 
申込み　12月5日㈪(必着)までに、

道を通じた美しい風景づくりの
調査結果発表会

公開講座
｢理解しよう､メディアの仕組み｣

南 部 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス の 運 行

まさ　き　　　たく 

お知らせお知らせ お知らせ 

催し物催し物 催し物 

講座・教室 
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　10時15分、13時15分（土曜日は

12時30分）、17時15分、21時15分

からの各15分 

○11月21日㈪〜30日㈬
『ベルディ便り』･･･「防災館」、

清掃・保健情報など 

○12月1日㈭〜10日㈯
『ベルディ便り』･･･「市長へビデ

オレター」、スポーツ・文化国際

情報など 

○12月11日㈰〜20日㈫ 
『ふるさとの心』･･･市内に伝わ

る民話を簡易アニメーション

で放送 

の 11月 納 税 

国民健康保険税・・・・・・・・・・5期
【納期限は11月30日㈬です】
※納税は、便利な口座振替で 

幼稚園児を募集します

ネズミ駆除剤を
無料でお渡しいたします

石垣池公園陸上競技場の
使用を一時中止します

都市再生街区基本調査に伴い
測量を実施します

健全育成の集い

子育て支援に取り組む
地域活動推進シンポジウム

in三重

はがきに住所、氏名、電話番

号を記入の上、〒513-8701子

育て支援課へ。 

※託児あり(先着10人)3歳～未就学

児(託児希望の方は、申込はがき

の裏面に、｢託児希望｣と記入の上、

お子さんの氏名、年齢を記入して

ください) 

※このシンポジウムは、独立行政法

人福祉医療機構(子育て支援基金)

の助成によって実施するものです。 

 
道を通じた美しい風景づくりの

調査結果発表会
都市計画課　 82-9024　 82-7615

toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

　国土交通省三重河川国道事務

所は、道路を軸に地域の風景を

美しくしていこうと、津市、鈴

鹿市、久居市の調査員約40人に

より、大切にしていきたい重要

な風景を調査しましたので、そ

の結果を発表します。 

と　き　11月30日㈬　10時～12時 
ところ　文化会館 
参加料　無料 
申込み　(財)地域総合研究所(担当：
篠田、窪田、吉田　 058-274-

9555)へ 

※当日午後に県教育文化会館(津市内)

で3市合同の発表会を行います。

希望者はバス送迎します。詳しく

は、(財)地域総合研究所へ 

 

 

○講座・教室

 
公開講座

｢理解しよう､メディアの仕組み｣
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp
http://www.gender-free.city.suzuka.mie.jp/

　どんなに良い企画も広報が大切。

2人の講師をお迎えして、パネル・

ツアー～企画のヒントを広告か

ら～と題し、｢笑い｣と｢納得｣い

っぱいの講座を開きます。 

と　き　12月17日㈯　13時30分

～15時30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　メディアの動きと効果につ
いて、パネルを見ながら学びます。 

講　師　上鵜瀬孝志さん（名古屋
学芸大学講師、コピーライター）、

重原惇子さん（つながれっと

NAGOYA協働運営NPO室、

キャリア・サポーター） 

定　員　30人(定員になり次第締切り) 
受講料　無料 
申込み　ファクスまたは電子メール
で、住所、氏名、連絡先を記入

の上、男女共同参画課へ 

※託児あり(1歳6カ月～就学前児童：

先着10人)(事前に申込みが必要です) 

 
おわびと訂正 

　11月5日号情報館4の一部に誤りが

ありましたので、訂正しおわびします。 

(誤)公金の状況の表中、金額の計：

27,346,101 

(正)公金の状況の表中、金額の計：

21,737,711

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）　82-9040　　82-2214

　http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html

商業観光課　 82-9016　 82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

南 部 コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス の 運 行
　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
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　10月1日から南部コミュニティバス（白子・

平田線、太陽の街・平田線）の運行が開始さ

れましたが、その運行経路や運行時間はどのように

決めたのですか。また、実証運行ということですが、

今後変更する予定はあるのですか。 

 

　南部コミュニティバスの運行経路や運行時

間については、地域説明会を開催し、その中

でいただいたご意見やご要望を参考に、ルート全体の

所要時間・学校や駅への到着時間を考慮しながら、

実際に運行する事業者と協議をして決定しました。 

　また、今回の運行は平成20年3月までの｢実証運行｣

でありますが、運行システムについては、まだまだ改善

の余地が多いものと考えていますので、今後、地域の

皆さんや利用者の皆さんか

らのご意見などを参考に、ダ

イヤおよびルートさらにはバ

ス停の見直しなどの改善を

図っていきたいと考えています。 

お知らせ 

催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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○講座・教室

 
古文書を読む

-もんじょで覗く江戸時代の鈴鹿-
考古博物館　 74-1994　 74-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　｢古文書は初めて｣という方も気

軽に参加できる初心者向けの講座

です。地元の古文書を読みます。 

と　き　11月27日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　代田美里(文化課学芸員) 
 

パソコン講座
市政情報課　 82-9003　 82-2219

shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　11月28日㈪ (平
日の10時～18時)から、電話で

｢すずかのぶどう｣(　 ・　 87-

0767　 87-0764)へ 

対　象　市内在住のパソコン
初心者 

とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います。 

午前の部：9時30分から
○基礎1
　12月7日㈬、8日㈭ 

○ワード基礎
　12月3日㈯、4日㈰ 

○ワード応用
　12月10日㈯、11日㈰ 

○ワード・エクセル実用
　12月13日㈫、15日㈭ 

午後の部：13時30分から
○基礎2
　12月10日㈯、11日㈰

○ワードで年賀状
　12月3日㈯、4日㈰ 

○エクセル基礎
　12月7日㈬、8日㈭

○エクセル応用
　12月13日㈫、15日㈭ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各15人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代とし
て基礎1と基礎2は兼用で1,000円、

ワード基礎とエクセル基礎は

いずれも800円、ワード応用と

エクセル応用はいずれも1,050円、

ワード・エクセル実用は1,300円、

年賀状は500円が別途必要) 

 
国際理解料理講座
｢ブラジル料理｣ 
(財)鈴鹿国際交流協会

　 83-0724　 83-0639
sifa@mecha.ne.jp

と　き　12月11日㈰　10時～14時 
ところ　文化会館調理室 
内　容　ホットプレートで作る
イタリア風ピザなど 

定　員　30人(応募者多数の場合
抽選) 

参加料　賛助会員1,200円、一般
1,500円 

申込み　11月30日㈬までに、電

話で鈴鹿国際交流協会へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター

12月の講座
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■固定式クレーン特別教育
と　き　12月15日㈭、16日㈮の

2日間 

内　容　工場などで使うクレー
ンを操作する資格です。 

受講料　9,700円(テキスト代含む) 
■ワードで年賀状
と　き　12月6日㈫～8日㈭の

3日間 

内　容　ワードで、オリジナル
の年賀状の作成とあて名印刷

を行います。 

受講料　7,500円(テキスト代含む) 
※受講料にはいずれも教材費を含ん

でいます。 

申込み　いずれも、鈴鹿地域職
業訓練センター(　 87-1900、

　http: / /www.mecha.ne. jp/  

　̃suzukatc)へ 

 
冬季スポーツ教室

県営鈴鹿スポーツガーデン
　 72-2250　 72-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

申込み　11月20日㈰から12月10

日㈯(必着)までに、直接来場し

ていただくか、ファクス(1枚に

つき1人分を記入)に住所、氏名、

年齢、性別、電話番号、コー

ス名を記入の上、県営鈴鹿ス

ポーツガーデンへ 

※インターネット(最終日17時まで)

でも受付しています。 

※応募者多数の場合は抽選。大幅に

定員に満たないときは中止になる

場合があります。 

※受講料にスポーツ安全保険料を含

みます。 

■泳法マスター(昼)
対　象　高校生を除く18歳以上で、
クロール25m以上泳げる方 

と　き　平成18年1月19日から3
月9日までの毎週木曜日　14時

～15時30分(全8回) 

内　容　背泳・平泳・バタフラ
イの習得 

定　員　30人 
受講料　7,000円 
■ピラティス(夜)
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　平成18年1月24日から2月
28日までの毎週火曜日　19時

～20時(全6回) 

内　容　呼吸を意識しながら行い、
体の深部から鍛えるエクササ

イズ 

定　員　25人 
受講料　4,000円 
■冬季ベーシックテニス(朝)
対　象　高校生を除く18歳以上
の方で、テニスが初めてかラ

リーが少し続く程度の方 

と　き　平成18年1月19日から3
月9日までの毎週木曜日　10時

30分～12時(全8回) 

内　容　実践的な技術の習得 
定　員　20人 
受講料　8,000円 
※その他、泳法マスター(夜)、アク

アビクス(朝)中級、アクアビクス(夜)

中上級、フィットネスヨガ(朝)①、

フィットネスヨガ(朝)②、フィッ

トネスヨガ(夜)、冬季ベーシック

テニス(夜)があります。詳しくは、

県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

講座講座・教室教室 講座・教室 

71-1476

72-2285 72-2250

87-6006 88-0622

82-0347


