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納税の休日窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月27日㈰　9時～

16時30分 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
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。 

 

将来に老齢基礎年金(国民年金)を
多く受けたい方は付加年金の加入を 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　付加年金は、付加保険料を

納めたことがある方が、老齢基

礎年金の受給権を得たときに、

老齢基礎年金に加算して支給

します。 

対　象　第1号被保険者(自営
業・農林漁業者などとその

配偶者、学生、任意加入者

を含む） 

※国民年金保険料を免除されて

いる方と国民年金基金の加入

者は除きます。 

付加保険料　月400円　 
年金額　200円×付加保険料
納付月数 

※例えば、40年間付加納付した方に

は、下記の年金額が支給されます。 

　79万2,100円(平成21年度老齢基

礎年金)＋200円×480カ月(付加年

金の額)＝88万8,100円(付加年金

の年金額は、年金額の改定が行わ

れた場合でも改定されません) 

申込み　年金手帳を持参の上、
保険年金課または地区市

民センターへ 

※国民年金基金について詳しくは、

三重県国民年金基金(　0120-

29-1284 (フリーダイヤル))へ 

 
障がい者の集い 

(就職面接会)を開催します 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　ハローワーク鈴鹿では、障が

い者の雇用を一層推進するため、

障がい者雇用に積極的な20社

ほどの企業が参加し、障がい

者就職面接会を開催します。 

と　き　10月19日㈪　13時

～15時45分 

ところ　市役所本館12階大
会議室 

問合せ　ハローワーク鈴鹿
専門援助部門　奥野(　382-

8609　　383-5619)
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　定額給付金の申請期限が近付いています。まだ申請を済

ませていない方は、お早めに申請書の提出をお願いします。

なお、下記に該当する方は、定額給付金推進室(　382-9290)へ

ご連絡ください。 

○申請書が届いていない方 

○申請書を紛失した方 

○申請後1カ月を経過しても市から連絡がなく、給付金を受

け取っていない方 

申請期限　10月17日㈯
※期限までに申請をされないと、給付を受けることができなくなり

ますのでご注意ください。 

企画課　 382-9290　 382-9040 　kikaku@city.suzuka.lg.jp

忘れずに申請を 
家族で確認を 

定額給付金の受け付けが間もなく終了します　申請がお済みでない方はお急ぎください 

ブロック塀などの除却工事に
助成を行っています 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック

塀などの倒壊事故を未然に

防ぎ、通行人の安全と災害

時の避難路を確保するため、

ブロック塀の除却に対して

助成を行っています。 

対　象　セットバックが必要な
道路を除く公道に面し、高さ

が1mを超えるものなど 

助成額　市の職員が現場確
認をした上で、市の積算

に基づいた除却費を算出し、

算出額の2分の1(限度額あり)

を助成します。 

※申請は、必ずブロック塀など

を壊す前に行ってください。 

※詳しくは、建築指導課へお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市健康づくり策定 
委員会の委員を募集します 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に在住し、健
康づくりに関心があり、

平日昼間の会議(1年目1回

程度、2年目3回程度)に出

席できる方 

任　期　2年 
定　員　2人(応募多数の場合
は抽選) 

申込み　10月9日㈮までに、応
募の動機(400字程度)、住所、

氏名、年齢、性別、職業、

電話番号を記入の上、郵送

または直接、〒513-0809　

西条五丁目118-3　健康づ

くり課へ 

 
ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　市の委託業者が自宅を訪

問して無料でふとんを預かり、

丸洗い、消毒、乾燥をして

お返しします。 

対　象　在宅で約3カ月以上
｢ねたきり｣などの症状に

より、寝具の衛生管理が

困難な40歳以上の方 

内　容　中わたが、綿・合成
繊維・羊毛・羽毛のいずれ

かのふとんで、サイズは問い

ません(毛布は対象外)。一

人あたり2枚までで、1週間か

ら10日間ほどお預かりします

(11月中に実施)。 

申込み　11月2日㈪までに、

申請書に必要事項を記入

の上、地域包括支援セン

ターなどを通じて長寿社

会課へ 

※地域包括支援センターの連絡先

など詳しくは、長寿社会課へ 

 
JICAのボランティアを

募集します 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　国際協力機構(JICA)は、

世界の開発途上国や日系社

会で、現地の人々と同じ生

活をしながら共に働き、人

づくりや国づくりに貢献す

る平成21年度秋ボランティ

ア(青年海外協力隊、日系社

会青年ボランティア、シニ

ア海外ボランティア、日系

社会シニアボランティア)を

募集します。 

募集期間　10月1日㈭～11月

9日㈪

お 知 ら せ  

2009・9・20
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比率区分 算定結果 早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

20 

40 

35

将来負担比率

－ 

－ 

9.2 

71.2

11.51 

16.51 

25 

350 － 

会　計　名 資金不足比率 経営健全化基準

水道事業会計 －  

下水道事業特別会計 － 20

農業集落排水事業特別会計 －  

※実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字額がないため「-」で表示しています。 ※各特別会計とも資金不足額がないため「-」で表示しています 

（単位：％） （単位：％） 

　平成20年度決算に基づいて算定した健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率)と公営企業を対象とした資金不足比率を公表します。算定内容など

詳しくは、市ホームページ(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index5.html)をご覧ください。 

健全化判断比率等を公表します 財政課　 382-9041　 382-9040　 zaisei@city.suzuka.lg.jp

【体験談＆説明会】
　帰国した隊員の体験談や

募集に関する説明会(青年海

外協力隊、日系社会青年ボ

ランティア、シニア海外ボ

ランティア、日系社会シニ

アボランティアの合同)を開

催します。 

とき・ところ
○10月4日㈰　14時から 

　アスト津3階(津市) 

○10月15日㈭　18時30分から

じばさんみえ4階(四日市市) 

問合せ　(社)青年海外協力協会

中部支部(　052-459-7229

　chubu-bosetu@joca.or.jp

　http://www.jica.go.jp) 

 
図書館を休館します 

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

　10月15日㈭から21日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理

期間により休館します。なお、

本の返却は夜間返却口をご

利用ください。 

 
公証人無料相談会を 

行います 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月1日から7日までは｢公

証週間｣です。次の公証役場

では、遺言、相続、離婚、

各種契約などについて、無

料相談会を行います。 

と　き　10月3日㈯、4日㈰

　10時～16時 

ところ　津合同公証役場(津
市丸之内養正町7-3山田ビル

　059-228-9373(要電話予約))、

四日市公証人合同役場(四日

市市朝日町1-9千賀ビル2階

　 353-3394(電話予約も可)) 

 
広報すずかの表紙写真を
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募

集しています。行事や風景など、

生活感・季節感あふれる作品

をお待ちしています。 

規　定　市内で撮影されたカ
ラー写真(横判)で、未発表

のもの(サイズは問いません) 

申込み　随時受付をしています。
写真(一人1点)の裏面に、郵

便番号、住所、氏名、電話

番号、作品のタイトル、撮影

場所、撮影日時、撮影に関

するエピソード(80字程度)を

記入の上、直接または郵送で、

〒513-8701　秘書広報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像

権に関する責任は、すべて応

募者に属するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、

市に譲渡をお願いします。 

※提出作品の表紙写真への採用

の有無については、応募者へ

個別には回答しません。 

※同じ年度内で、同一応募者から

の表紙写真への採用は1回です。 

 
一筆地調査(地籍調査)が

始まります 

土木総務課　 382-9072　 382-7612
dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　市では、9月28日㈪から約4

カ月間、江島・白子地域で一

筆地調査を行います。この調

査は、地籍調査の中心的な作

業で、地籍の明確化を図るため、

一筆ごとの土地の所有者、地番、

地目、境界(筆界)の位置を確

認します。調査へのご理解とご

協力をお願いします。 

2009・9・20

白江土地区 
画整理事業 
（施行中） 

白子地区 
市民センター 

近鉄 
白子駅 

市立 
体育館 

国道 
23号 

県道 
稲生山線 



くらしの情の情報 くらしの情報 

4

中学校ランチサービス 
業者を募集します 

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp 

　平成22年度中学校ランチ

サービス業者を募集します。 

対　象　10月1日㈭までに、

｢タ3｣の業種登録がなされ

ている市の指名登録業者 

内　容　弁当の調理、配達など 
申込み　10月1日㈭から15日㈭
までに、参加申請書を学校

教育課へ 

 
 
 

自然観察会(きのこ) 

環境政策課　 382-7954 　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市内の自然を市民の方に親

しんでいただくため、きのこの

自然観察会を行います。 

と　き　10月17日㈯　10時

～15時(雨天

の場合中止

あり) 

ところ　海の
みえる岸岡

山緑地 

内　容　秋の丘陵地に生育
するきのこを採集して、

観察し、学習します。 

定　員　30人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　無料 
申込み　10月8日㈭までに、住
所、氏名、電話番号、参加

人数を記入の上、はがき、

電話、ファクス、電子メール

で環境政策課へ 

※詳しくは、後日申込みいただ

いた方に連絡します。 

鈴鹿バルーン 
フェスティバル2009 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月10日㈯～12日㈪ 
ところ　鈴鹿川河川緑地(庄
野橋付近) 

内　容　競技飛行(6時30分か
ら、15時から(12日は午前

のみ))、熱気球教室、熱気

球係留フライト、バルー

ンドーム、ミュージック

フェスティバル、スケッ

チコンテスト、バルーン

イリュージョン(11日19時

から鈴鹿サーキット)など 

※詳しくは、広報すずか10月5日号

の折り込みチラシをご覧ください。 

※10月5日(月)から11日(日)まで、

市役所本館1階市民ギャラリーで、

昨年のスケッチコンテストとフォトコン

テスト優秀作品の展示を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

考古博物館特別展 
｢美への誘い～いにしえの
アクセサリー～｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

と　き　10月3日㈯～12月6日㈰ 
ところ　考古博物館特別展示室 
内　容　遺跡から出土した勾玉、
耳飾りなどの装身具や埴輪

などをもとに、古代のファッ

ションを探ります。 

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円(常設展と共通) 

※10月3日(土)17時から19時30

分は、伊勢国分寺跡十五夜観

月会の開催に合わせ、特別展

示室のみ無料開放します。 

◆関連講演会｢アクセサリー
の着装について〜中国の
美人画をヒントに〜｣

と　き　10月10日㈯　14時

～15時30分 

ところ　考古博物館講堂 
講　師　岩崎雅美さん(奈良
女子大学生活環境学部教授) 

聴講料　無料 
 

 

 

 

 
スライド解説 

｢伊勢国分寺の時代｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

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

と　き　10月3日㈯　15時～

16時30分 

ところ　考古博物館講堂 
内　容　伊勢国分寺跡十五夜
観月会にちなんで、伊勢国分

寺跡の発掘調査の成果につ

いて報告します。 

講　師　当館学芸員 
聴講料　無料 
 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿川クリーン大作戦 

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.jp

対　象　ボランティア団体、
自治会、一般団体、個人 

と　き　10月25日㈰　8時か

ら(小雨決行) 

ところ　河川防災センター 

お 知 ら せ  

2009・9・20

催 し 物  
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内　容　庄野橋付近から定
五郎橋付近まで、1時間程

度の鈴鹿川の清掃 

申込み　10月14日㈬までに、

電話またはファクスで河

川課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 
親子芋掘り体験 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月27日㈰、10月4日㈰、
11日㈰、18日㈰、24日㈯、

25日㈰、11月7日㈯、8日㈰、

15日㈰、22日㈰　10時～12時

30分(雨天中止) 

ところ　津賀町地内の芋畑
(鈴鹿さつき温泉前に9時45分

集合) 

持ち物　イモを入れる袋、園芸
用小スコップ、軍手、昼食時

の敷物 

※汚れてもよい服装、長靴でお

越しください。 

※1組2株の芋掘り体験を行います。 

定　員　一日70組(1組2人で、
子どもは3歳から18歳まで) 

参加料　880円 
申込み　各開催日の5日前ま
でに、参加者の氏名(ふりがな)、

年齢、郵便番号、住所、電話

番号(携帯番号)、ファクス番号

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで、〒510-0874　

四日市市河原田町712　

北勢公設地方卸売市場三

重促成(株)内　そら(空)っこ

野菜もぎとり会(　347-1651

　347-1270　　http://www. 

　miesok.co. jp/)へ 

 
錦秋花火大会 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月10日㈯　18時30

分から(予備日：10月12日㈪) 

ところ　池田町町民会館前広場 
内　容　400発の花火の打ち
上げ(尺玉、仕掛け花火あり) 

※後日、ＮＨＫで放送予定です。 

問合せ　池田町自治会長　
北川保(　 382-1884) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ガーデンフェスタ’09 

県営鈴鹿スポーツガーデン

372-2250　 372-2260

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

と　き　10月12日㈪　9時～

17時 

ところ　県営鈴鹿スポーツ
ガーデン全施設 

内　容　水泳場やテニスコー
トを無料開放し、白子高校

吹奏楽部による演奏、ビーム

ライフル、クライミングウォール、

キンボール、護身術などの

体験コーナー、キッズスポン

ジテニス教室、的当てテニス、

地震体験、煙体験などのイ

ベントを行います。 

 
 
 

高齢者のためのパソコン
活用会計事務講習 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseiskau@city.suzuka.lg.jp

対　象　60歳台前半の方 

と　き　10月5日㈪から14日㈬
の平日7日間　9時～16時 

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(市役所別館第3 

　2階会議室) 

内　容　パソコンの基本操作
ができる方を対象としたワード、

エクセル、簿記、会計ソフトな

どの基本操作の習得、会計ソ

フトの基本操作、演習の習得 

定　員　25人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　(社)三重県シルバー

人材センター連合会(　059-

221-6161) 

 
ワーク・ライフ・ 
バランスセミナー 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　従業員の労働意欲の向上、

生産性の向上には、｢私生活｣

と｢仕事｣のバランスのとれ

た職場環境づくりが欠かせ

ません。セミナーを通じて、

仕事と生活の調和のとれた

働き方を考えます。 

対　象　事業主、労務管理
担当者 

と　き　10月7日㈬　14時～

16時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　講演会｢ワーク・ライフ・
バランスについて考えよう～

ちょっとした工夫で、人も会社

も元気倍増～｣(講師：(株)百

五経済研究所部長兼主席

研究員　大地勉さん)、事例

発表((有)くろべ代表取締役

中村弥生さん) 

定　員　50人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　電話で全国労働基
準関係団体連合会三重県

支部(　 059-227-1051)へ 
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脳ドック受診の抽選方法について

 
 
 

日本語ボランティア 
｢ブラッシュアップ講座｣ 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　｢日本語でうまくコミュニ

ケーションができない、簡

単な絵で伝えられたらいいな｣、

｢絵教材を上手に作りたい｣、

こうした思いを形にする講

座です。 

対　象　日本語教室で活動し
ている方、外国人とコミュニ

ケーションをとりたい方 

と　き　10月25日㈰　10時

～15時30分 

ところ　牧田コミュニティ
センター 

内　容　ピクトグラムの描
き方、絵教材のポイント、

ワークショップ 

講　師　山中まいさん(飯野
高等学校応用デザイン科教諭) 

定　員　30人(先着順) 
参加費　1,000円 
申込み　10月15日㈭までに、

郵便番号、住所、名前、

電話番号、所属教室を記

入の上、はがき、ファクス、

電子メールで、〒513-0801

神戸1-1-1　(財)鈴鹿国際交

流協会へ 

 
パソコン講座 

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み　9月28日㈪(平日10時
～18時)から、電話で｢すず

かのぶどう｣(　・　387-

0767　 387-0764)へ 

とき・内容　パソコン初心
者を対象に、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　10月10日㈯と11日㈰ 
○基礎2　10月27日㈫と28日㈬ 
○ワード基礎　10月6日㈫と

7日㈬、10月13日㈫と14日㈬ 

○ワード応用　10月24日㈯と
25日㈰ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎1　10月27日㈫と28日㈬ 
○基礎2　10月13日㈫と14日㈬ 
○エクセル基礎　10月6日㈫と

7日㈬、10月24日㈯と25日㈰ 

○エクセル応用　10月10日㈯と
11日㈰ 

ところ　図書館2階視聴覚室
ほか 

定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000円(教材費別途
必要) 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿地域 

職業訓練センター講座
(10・11月) 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

申込み　高所作業車技能講習、
フォークリフト技能講習以外は、

受講開始日の1カ月前から

受け付けを行います。直接、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　387-1900　   http://www. 

　mecha.ne.jp/̃suzukatc)へ 

※講座によっては、申込時に必

要な書類などがありますので、

事前に同センターへお問い合

わせください。 

◆Excel中級(表計算中級)
　グラフ機能、ワークシート、

データベース、ピポットテーブル、

マクロ作成を行います。 

と　き　10月19日㈪、21日㈬、
23日㈮、26日㈪　18時～

21時 

受講料　4,000円 
◆陶芸教室
　酔月窯清水酔月さんと語

りながら、土に触れ、花器、

茶器、ロクロでの創作(作品2

点の焼き上げまで)と展示を

行います。 

と　き　10月20日㈫　9時～

16時 

受講料　4,000円(教材費含む) 
◆アーク溶接特別教育
　労働安全衛生法｢アーク溶

接特別教育修了証｣取得講座

です。この資格がないとア

ーク溶接の業務に従事でき

ません。 

と　き　10月21日㈬～23日㈮
8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
900円必要、県内在住の求

職中の方でハローワーク

に登録のある方は無料) 

◆ガス溶接特別教育
　労働安全衛生法｢ガス溶接

技能講習修了証｣取得講座です。

この資格がないとガス溶接

の業務に従事できません。 

と　き　11月10日㈫、11日

㈬　8時50分～17時 

受講料　8,000円(別途教材費
700円必要、県内在住の求

職中の方でハローワーク

に登録のある方は無料) 

◆ホームページの作成(ホー
ムページ・ビルダーV9)
　IBMホームページ・ビルダ

ーを使用して、簡単なホー

ムページの作成からサーバ

への転送まで行います。 

と　き　11月4日㈬～6日㈮

　9時～16時 

講座・教室 



電　話 電子メール ホームページ ファクス 

くらしの情報 

 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）　 382-9004　　 382-7660
   http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

72009・9・20

脳ドック受診の抽選方法について

　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。

　何度も脳ドック受診の申し込みを

していますが、毎年抽選にもれてし

まいます。1回の応募で受診できたとい

う方もいます。応募回数に応じて優先的

に受診できるような方法を考慮してもらえ

ませんか。 

 

　鈴鹿市国民健康保険における脳ド

ックは、被保険者の皆さんの関心も

高く、毎年多数の方にご応募いただいてい

ます。一方、受診できる医療機関は、鈴鹿

中央総合病院、鈴鹿回生病院、塩川病院の

3医療機関に限られており、受け入れ人数

もそれぞれの医療機関で異なっています。

こうした中、今年度の応募者数は募集定員

の3倍弱という状況であり、なかなか抽選に

当たらないとのご意見もあり、大変ご迷惑

をおかけしています。 

　そこで市としては、多数回落選者への改

善策として、前年度より過去3年間に当選さ

れた方については、応募をご遠慮いただく

とともに、医療機関のご協力により募集枠

も拡大するなど、引き続き改善に努めてい

きたいと考えています。 

受講料　6,000円 
◆データベース初級
　(Access初級)
　MS-Accessの基本的な操作、

データベースの基本講習です。 

と　き　11月9日㈪、11日㈬、

13日㈮、16日㈪、18日㈬、

20日㈮　18時～21時 

受講料　6,000円 
◆高所作業車技能講習
　労働安全衛生法｢高所作業

車運転技能講習修了証｣取得

講座です。作業床の高さが10m

以上上昇する高所作業車の運

転に必要な資格を習得します。 

と　き　学科講習：11月27日㈮
8時20分～18時、実技講習：

11月28日㈯または29日㈰

　8時～17時 

受講料　3万4,500円(小型移
動式クレーン技能講習修

了者は2,000円減額) 

申込み　9月28日㈪から 

◆フォークリフト運転技能講習
(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免
許証取得者 

と　き
○学科講習　10月26日㈪(1、
2、3コース共通で受講)、

11月14日㈯ (4、5、6コー

ス共通で受講) 

○実技講習　1コース：10月
28日㈬～30日㈮、2コース：

11月1日㈰、7日㈯、8日㈰、

3コース：11月4日㈬～6日㈮、

4コース：11月15日㈰、21日㈯、

22日㈰、5コース：11月17日㈫

～19日㈭、6コース：11月25日

㈬～27日㈮ 

定　員　各コース30人 
受講料　2万6,500円 
申込み　1、2、3コースは9月
15日㈫8時30分から、4、5、

6コースは10月1日㈭8時

30分から 

いきいき健康づくり教室 

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　一般成人 
と　き　10月19日、26日、
11月9日、16日、23日、30日、

12月14日、21日の各月曜日

14時～16時 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　ストレッチ体操や
軽スポーツを楽しみなが

らの健康づくり、栄養士

による食生活相談 

定　員　30人(先着順) 
参加費　3,000円(8回分、保
険料含む) 

申込み　9月20日㈰から、氏名、
住所、性別、年齢を記入

の上、はがきまたはファ

クスで、〒513-0825　鈴鹿

市住吉町南谷口　鈴鹿青

少年センターへ 

保険年金課　 382-9401　 382-9455 
　 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp


