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締切り　10月15日㈪必着
※応募は1人(グループ)1通に限ります。

※応募多数の場合は定員250組を

選出のうえ、予選受付票を返送

します。

※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

　入場無料ですが、本選日（11
月25日）の観覧希望の方は、事
前に申し込みが必要です。以下
を記入の上、往復はがきでお申
し込みください。
・往信表面　〒514-8531　Ｎ
ＨＫ津放送局「のど自慢・観
覧」係

・往信裏面　①郵便番号、②
住所、③名前、④電話番号

・返信表面　①郵便番号、②
住所、③名前

・返信裏面　何も記入しない
でください（抽選結果を印刷
します）

締切り　10月22日㈪必着
※応募多数の場合は抽選の上、1枚

につき2人入場できる整理券を

返送します。

※満1歳以上のお子さまから整理

券が必要です。

※売買を目的としたお申し込みは

固くお断りします。

※応募の際にいただいた個人情報

は、抽選、選出結果連絡のほか、

NHKの受信料のお願いに使用さ

せていただくことがあります。

第15回
鈴鹿シティマラソン

スポーツ課    382-9029     382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月16日㈰　7時30
分から順次受け付け（雨天
決行）

ところ　鈴鹿サーキット　国際
レーシングコースと周辺道路

内　容　
○ハーフマラソン
○5.6㎞
○2.0㎞
○競技用車いす5.6㎞
○生活用車いす1.5㎞
○ウオーク12.3㎞・5.8㎞
参加費　
○ハーフ　3,500円
○5.6㎞　高校生以上3,000円・
中学生2,500円
○2.0㎞　高校生以上2,500円・
中学生2,000円・小学生以下
1,500円・親子3,000円
○競技用車いす5.6㎞　3,000円
○生活用車いす1.5㎞　高校
生以上2,000円・中学生1,500
円・小学生以下1,000円・親子
2,500円
○ウオーク　1,500円
申込み　10月31日(水)（消印有
効）までに、スポーツ課、市内
スポーツ施設、公民館、地区
市民センターに備え付けの
所定の参加申込書に必要
事項を記入の上、郵便振替、
または公式ホームページ
（http://www.e-marathon.jp
/suzuka/　）、ランネット（http://
　runnet.jp/）、JTBスポーツステ
ーション（https://jtbsports.jp/）
から

※大会当日の運営スタッフも募集

します。業務内容は、受け付け・

選手誘導・給水などで7時ごろか

ら16時ごろまでの予定です。た

だし、中学生(保護者同伴)以上

に限ります。希望される方は、10

月19日(金)までにスポーツ課へ

「ＮＨＫのど自慢」
出場・観覧希望者募集
企画課　 382-9038　 382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市とNHK津放送局では、
「ＮＨＫのど自慢」を行います。
と　き　11月25日㈰　11時45
分～13時30分（11時開場）
（予定）
ところ　市民会館
ゲスト　千昌夫さん、
　香西かおりさん
問合せ　NHK津放送局
　（　059-229-3012　平日10時
～18時）
◆出場予選会

対　象　中学生を除く15歳以
上で、原則アマチュアの方

と　き　11月24日㈯　12時～
18時15分（予定）（11時受付）

ところ　市民会館
申込み　以下を記入の上、往
復はがきでお申し込みください。

・往信表面　〒514-8531　ＮＨ
Ｋ津放送局「のど自慢・出場」係

・往信裏面　①郵便番号、②
住所、③名前（フリガナ）、④
年齢、⑤性別、⑥電話番号、
⑦職業（具体的に。高校生は
部活動などを記入）、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

・返信表面　①郵便番号、②
住所、③名前

・返信裏面　何も記入しない
でください（選出結果を印刷
します）
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第41回三重県植木まつり
農林水産課    382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月20日㈯・21日㈰　
9時～16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　産地直送の植木大即
売会をはじめ、寄せ植え体験、
トピアリー作り体験、オークショ
ンなど
○寄せ植え体験　20日・21日　
13時から（11時30分から受け
付け）、先着30人、参加費
1,500円
○苗木プレゼント　20日・21日　
①10時から　②14時から　
各回、中学生以上を対象に
先着100人
○トピアリー作り体験　20日　 
10時（9時から受け付け）、先
着16人、参加費500円
○キッズECOハンギングバスケッ
ト作り　20日・21日　11時から
（9時から受け付け）、小学生
までを対象に先着30人、無料
○植木オークション　20日・21日
　14時から
○緑化相談
○鈴鹿の特産物・農産物の販売
問合せ　三重県花植木振興会
（三重県農畜産室内）（ 059-
224-2808    059-224-2558）
　当日の連絡先は、鈴鹿フラワ
ーパーク事務所（  367-3455）

※天候の都合で変更・中止になる場

合があります。

博物館入門講座第1回
「考古資料の年代測定」
考古博物館    374-1994     374-0986

    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　土器などの年代測定について
わかりやすく説明します。
と　き　10月20日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　田部剛士（考古博物
館学芸員）

聴講料　無料

考古博物館講演会
「朝日の歴史について  

-縄生廃寺と萬古焼から-」
考古博物館    374-1994     374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月14日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　竹内弘光さん（朝日町
教育委員会）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館サ
ポート会

～伊勢街道に息づく～
第4回「匠の里」
フォトコンテスト

商業観光課    382-9020     382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　白子まちかど博物館運営委
員会主催のフォトコンテストを行
います。
と　き　11月3日㈯・4日㈰　
ところ　伝統産業会館、伊勢
型紙資料館、白子・寺家・江島
地内

テーマ　伊勢街道に息づく「匠
の里」～くらし、まちなみ、ひと、
わざ～

応募サイズ　四つ切・Ａ4サイズ・
ワイド四つ切（カラー、モノクロ）

応募締切　11月30日㈮（消印
有効）

応募先　伝統産業会館内「匠
の里」フォトコンテスト係

※応募票は、伝統産業会館、伊勢型

紙資料館、鈴鹿市観光協会で配

布。応募作品の裏面に必ず応募

票を張りつけてください。

賞　金　グランプリ1点3万円 他
発　表　12月中旬に入賞者に
郵便で通知します。

問合せ　白子まちかど博物館
運営委員会事務局　伊藤久
嗣（  090-1728-8760）

※伊勢型紙産地協議会主催「伊勢

型紙フェスタ匠の里」に共催して

います。

第12回障がい者
ふれあい運動会

障害福祉課    382-7626     382-7607

　障がいのある方が、スポーツの
楽しさを体験すること、体感を通
しての親睦や交流を深めること
から、社会参加と自立の促進を
図れるよう、「ふれあい運動会」を
開催します。
　障がいのない方の参加やボラ
ンティアの参加も歓迎します。
と　き　10月28日㈰　10時～
15時

ところ　市立体育館
種　目　10種目程度
申込み　鈴鹿市障害者団体連合
会事務局　山田（  387-1168）
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