
14

8
90

　9月1日㈮は「防災の日」で
す。市内の防災スピーカーな
どから災害への備えについて
放送します。
と　き　9月1日㈮7時30分から
放送が流れる施設　市内93カ
所の防災スピーカー（各小中
学校・公民館など）、ラジオ（鈴
鹿ヴォイスＦＭ（78.3MHz））

※気象状況により中止する場合が
あります。

　この病気は、人体にはまった
く影響ありませんが、コイの大
量死を招く恐れがありますの
で、次のことを守ってください。
○コイを持ち出して放流しない。
○コイを放流するときはウイル
ス検査を受け、安全性を確
認する。

※河川やため池などでコイが死んで
いたら、下記へご連絡ください。
問合せ　県農林水産部水産資
源・経営課（ 059-224-2584 
　http://www.pref.mie.

防災スピーカーによる
案内放送
防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

コイヘルペスウイルス病の
まん延防止にご協力を
農林水産課 　382-9017　 382-7610

lg.jp/SUISAN/）三 重 県内
水面漁場管理委員会事務局
（　  059 - 224 - 3036　　
http://www.pref.mie.lg.jp/k
aikui/hp/）

みんなでつながろう！
すずかの『輪』出展団体募集
地域協働課　 382-8695　 382-2214

　さまざまな団体が協働して
行う出会いと交流の市民活動
フェスタです。体験・ＰＲコー
ナーや展示コーナー、ステー
ジショーなどに出展される団
体を募集します。
対　象　主に市内を活動拠点
としている市民活動団体な
ど
と　き　12月 3日㈰ 10時～
15時
ところ　鈴鹿ハンター 2階　
大催事場（予定）
主　催　すずかの『輪』実行
委員会
申込み　9月 15日㈮までに申
込書に必要事項を記入の上、
直接、郵便、ファクスまた
は電子メールで実行委員会
事務局（ＮＰＯ法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう　
〒510-0241 白子駅前 9-20
　イオン白子店 3階　   38
   7-0767　budou@mecha.ne
   .jp）、鈴鹿市社会福祉協議会
（〒513-0801 神戸地子町
383-1　382-5971　382-7
   330 ）、地域協働課へ
※申込書はＮＰＯ法人市民ネット

ワークすずかのぶどう、鈴鹿市社

会福祉協議会、地域協働課、市ホー

ムページから入手できます。

※出展団体説明会を 10 月 1 日 ( 日 )

13 時 30 分から開催します。

就業構造基本調査の
準備調査

～働く人の明日をつくる～

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。国民のふだんの就
業・不就業の状態を調査し、
その結果は各種雇用政策、少
子・高齢化対策などの基礎資
料となります。
　調査対象は、統計理論に基
づき無作為に選出されます。
調査対象を選出する準備調査
のため、対象となった調査区
内の世帯に、8月末から統計
調査員がお伺いし世帯主氏名、
住所などを確認します。
※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尋ねること

はありません。

※調査員には、調査で得た情報を漏

らしてはならない守秘義務が課せ

られています。

　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

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

かった場合、資格は喪失とな
ります）。
※日曜窓口を開設しますので、平
日に来庁できない方はご利用
ください。開庁日時など詳しく
は、郵送しました案内文書「児
童扶養手当現況届について」を
ご覧ください。

　 9月定例会の本会議を
ケーブルネット鈴鹿122cｈで

市議会テレビ中継
議事課　 382-7600　 382-4876

生放送します。
と　き　8月29日㈫、9月7日
㈭・8日㈮・11日㈪・12日
㈫・13日㈬・28日㈭いずれ
も10時から会議終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派
代表者会議、広報広聴会議お
よび議会だより編集会議は傍
聴することができます。

※日程は、市役所の掲示板と市
議会のホームページに掲載し
ます。ただし、日時が変更され

一般競争入札による
市有地売却

管財課　　 382-9009　 382-7615
住宅政策課　 382-7616　 382-8188

管財課　　 382-9009　 382-7615

◆入札　
と　き　9月 25日㈪（1）9
時（2）10時（3）11時
（4）13時 30分（5）14時
（6）14時 30分
ところ　市役所本館 10階　
1004 入札室
申込み　8月21日㈪から9月
21日㈭まで（土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時
15分）に、直接(1)～(4)は
管財課、(5)と(6)は住宅政策
課へ

※郵送による申し込みはできません。

※入札参加資格など詳しくはお問い

合わせください。
※郵送による申し込みはできません。※入札参加資格など詳しくはお問い合わせください。

物件番号 地　目 地　積 用途地域 売却最低価格所在地
（1） 宅　地 257.51㎡ 準工業地域 618万9,000円磯山二丁目1979番1
（2） 宅　地 57.78㎡ 準工業地域 188万4,000円矢橋町字大日645番9

（3）
公衆用道路
山林・井溝 計1,826.37㎡ 市街化調整区域 847万4,000円

上野町字壱反通750番1
外2筆

（4） 計919.98㎡宅　地 第一種住居地域 3,814万7,000円
神戸九丁目263番2

外1筆

（5） 556.24㎡ 第一種中高層
住居専用地域 2,160万0,000円道伯三丁目1723番2 宅　地

（6） 559.83㎡宅　地 2,421万7,000円第一種中高層
住居専用地域道伯三丁目1723番6

鈴鹿市土地開発公社所有地
と市有地を先着順で売却

一般競争入札を行ったのち、
随時売却している物件です。
申込み　管財課（鈴鹿市土地
開発公社事務局）へ

※先着順での申込受付となりますの

で、申込済みの場合はご容赦くだ

さい。

※郵送による申し込みはできません。

※申込資格、申込方法など詳しくは

お問い合わせください。
※郵送による申し込みはできません。※申込資格、申込方法など詳しくはお問い合わせください。

物　件 地　目 地　積 用途地域 売却価格所在地
A2 宅　地 194.84㎡ 準工業地域安塚町字野瀬1505番5
A4 原　野 119.65㎡ 市街化調整区域西条二丁目644番1
A5 雑種地 99.85㎡ 第一種住居地域寺家四丁目2957番2

A6
公衆用道路
雑種地 計1,689.46㎡ 工業地域

平野町字森山489番4
外5筆

408万3,000円
　19万0,000円
238万6,000円

1,621万2,000円

る場合がありますので、傍聴
される場合は事前に議事課へ
ご確認ください。

http://www.pref.mie.lg.jp/SUISAN/
http://www.pref.mie.lg.jp/kaikui/hp/


　今年26回目となる鈴鹿バ
ルーンフェスティバルの当日ボ
ランティアを募集しています。
対　象　高校生以上（1日以
上参加できる方）

※未成年の方は保護者の同意が
必要

と　き　11月24日㈮～26日㈰
※26日は午前中のみ
ところ　鈴鹿川河川緑地、
鈴鹿サーキット
内　容　当日の係留飛行（搭
乗体験）や熱気球教室、イ
ベント運営などのサポート

※事前に熱気球教室を行います
（日程は後日お知らせします）。
申込み　10月31日㈫までに
ファクスまたは電子メール
で地域資源活用課へ　

※募集要項、申込書は地域資源活
用課または次のホームページ
（　http://suzuka-balloon.
　jp/）で入手できます。

　平成28年度の公文書公
開請求件数は528件で、こ
のうち取下げが11件、残る
517件の主な請求内容は、
市発注公共工事の設計書
345件、開発行為に関する
文書21件でした。
　なお、528件の請求に対
する延べ決定件数は556件
で、その内訳は、公開決定が

「鈴鹿バルーンフェスティバル」
当日ボランティア募集

地域資源活用課　 382-9020　 382-0304
   chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

平成28年度
情報公開制度実施状況
総務課 　382-8659　 382-2214

　鈴鹿川河川緑地、

517件の主な請求内容は、

3 9 9件、部分公開決定が
115件、非公開決定が2件、
存否応答拒否決定が0件、
公文書不存在決定が40件、
請求却下が0件でした。公開
率は99.6％です。
　また、実施機関の決定に
対する審査請求が2件あり
ました。
※公開率＝（公開＋部分公開）÷
（公開＋部分公開＋非公開＋存
否応答拒否）×100

実施機関別公開等決定件数

○個人情報の開示、訂正及
び利用停止等請求の状況
　平成28年度の個人情報
の開示請求件数は38件、訂
正請求、利用停止等請求は
ありませんでした。開示請求
38件の請求に対する延べ決

「鈴鹿バルーンフェスティバル」

平成28年度
個人情報保護条例運用状況
総務課 　382-8659　 382-2214

実　施　機　関 件数
危機管理部

市 長

9
政策経営部 6
総務部 32
地域振興部
文化スポーツ部

23

環境部
3

子ども政策部
16

健康福祉部
0

産業振興部
8

土木部
12

都市整備部
138
97

会計課 2
消防本部 2
小計 348

教育委員会 17
選挙管理委員会 1
公平委員会 0
監査委員 0
農業委員会 9
固定資産評価審査委員会 0
上下水道事業管理者
議会

180
1

合計 556

115件、非公開決定が2件、
存否応答拒否決定が0件、
公文書不存在決定が40件、

る審査請求が2件あり

定件数は42件で、その内訳
は、開示決定が32件、部分
開示決定が5件、不存在決定
が5件でした。
　また、実施機関の決定に
対する審査請求はありませ
んでした。
○個人情報取扱事務登録の
状況

　実施機関は、個人情報を
取り扱う事務のうち、個人情
報を一定の基準で検索でき
る公文書を使用している事
務を個人情報取扱事務登録
簿に登録しています。平成
29年３月31日現在の登録
件数は732件です。個人情
報取扱事務登録簿は、市役
所４階情報公開コーナーで
閲覧することができます。
実施機関別個人情報取扱事
務登録状況

個人情報保護条例運用状況

実　施　機　関 件数
危機管理部

市 長

13
政策経営部 13

50
87
51
50
23
80
57
41
84

会計課 2
消防本部 35

地域振興部
総務部

文化スポーツ部
環境部
子ども政策部
健康福祉部
産業振興部
土木部
都市整備部

計 586
教育委員会 63
選挙管理委員会 17
公平委員会 0
監査委員 1
農業委員会 10
固定資産評価審査委員会 0
上下水道事業管理者 49
議会 1
共通事務 5
合計 732

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者の方に対し、
学用品費・学校給食費など就
学に必要な経費の一部を援助
します。援助を希望される方
は、各学校に備え付けの申請
用紙に必要事項を記入し、学
校へ提出してください。
※一定額の所得基準を設けてい
ます。

と　き　10月6日㈮～8日㈰
のうち、ご都合の良い日

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

就学援助制度
学校教育課 　382-7618　 382-9054

にお困りの保護者の方に対し、

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　8月31日㈭ま
でに、電話またはファクスで
鈴鹿商工会議所（　382-
　3222　383-7667）へ

　高齢者や障がい者をめぐ
る種々の人権問題の解決に
向けた取り組みを強化するた
めに実施します。相談は人権
擁護委員または津地方法務
局職員がお受けします。相談
は無料で秘密は厳守します。

全国一斉
「高齢者･障害者の人権
あんしん相談」強化週間
人権政策課 　382-9011　 382-2214

近鉄白子駅前、伊勢
鉄道鈴鹿サーキット稲生
駅、鈴鹿サーキット内・鈴鹿

ま
ファクスで

　高齢者や障がい者をめぐ
る種々の人権問題の解決に
向けた取り組みを強化するた
めに実施します。相談は人権
擁護委員または津地方法務
局職員がお受けします。相談
は無料で秘密は厳守します。

と　き　9月4日㈪～10日㈰
8時30分～19時

※土・日曜日は10時から17時まで
名古屋法務局の担当者が対応
します。
相談電話
　　0570-003-110（全国
統一番号）

問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193）

◆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。

納税の夜間窓口
納税課 　382-9008　 382-7660

有 料 広 告

告

広

料

有

※「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

http://suzuka-balloon.jp/


農園名

鈴木農園
ニコちゃん農園2
ニコちゃん農園3
ニコちゃん農園4

開園者（連絡先）

鈴木 則夫（  382-3071）

面　積

30㎡～
30㎡～
30㎡～
15㎡～

年間利用料
（1区画）
4,000円
3,000円
3,000円
2,000円

区画数

2
7
2
8

ところ

竹野二丁目723
東江島町2858-1
江島町1229-1
中江島町326

山形　納（  387-0166）

ふれあい農園の利用者を
募集します

農林水産課　 382-9017　 382-7610

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむ
ことができる「ふれあい農園」
の利用者を募集しています。
利用希望者は開園者へお問い
合わせください。

ープ　鈴の音」の方たちが、

し、ＣＤ録音を行っています。

後援を受けて9月2 1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。期間中は世界
70以上の国と地域で認知
症に関する啓発や、患者と
介護者を支援する活動が展
開されています。市内でも
関係団体がさまざまな啓発
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9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　「公益社団法人認
知症の人と家族の会」、オ
レンジサポートかりん（認
知症ボランティア）による
認知症の啓発活動、認知
症初期集中支援チームに
よる認知症のチェック、相
談コーナーなど

◆認知症サポーター養成講座
対　象　市内に在住・在勤し
ている方
と　き　9月28日㈭18時30
分～20時

ところ　市役所12階　1203
会議室

※南玄関からお越しください。
内　容　認知症の基本的な
知識・対応と支援の方法

「世界アルツハイマーデー」
について学んでいただきま
す。また「公益社団法人認
知症の人と家族の会」の
介護経験者によるお話も
あります。
定　員　70人（先着順）
申込み　健康福祉政策課へ

対　象　市内に在住・在勤・
在学の親子（子どもはお
おむね10歳以上）

と　き　9月9日㈯9時3 0
分～11時30分

ところ　中央消防署4階　
多目的室（飯野寺家町
217-1）
定　員　 2 0 組 4 0 人程度
（先着順）
参加料　無料
内　容　救急の日にちなん
で救命入門コースで心肺
蘇生法の習得、ＡＥＤの取
り扱い要領を学んでいた
だきます。講習終了後に
救急車の見学をします。
申込み　電話で中央消防
署へ

※講習終了後、救命入門コース
参加証をお渡しします。

親子救急教室
中央消防署　 382-9165 　382-3905

　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
具や装置などの各学校にお
ける代表作品を展示します。
と　き　9月9日㈯～11日㈪
10時～17時(最終日は14
時まで)

ところ　鈴鹿ハンター1階　
センターコート（算所2-5-1）
入場料　無料

平成29年度下水道推進標語
下水道　水が自然に

帰る道

　下水道の役割の一つに雨
水対策があることから、立春
から数えて220日の台風シー
ズンにあたる9月10日は「下
水道の日」と定められていま
す。市ではこの日を中心に、
下水道の普及促進のため、
毎年下水道に関するイベント
を開催してます。
と　き　9月10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）
内　容　紙の分散性の比較
実験、下水道に関するクイ
ズ、DVDの放映、パネルの
展示、マンホールトイレの紹
介、啓発物品の配布

参加料　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

下水道フェア
営業課　368-1673　 368-1685

センターコート（算所2-5-1）

す。市ではこの日を中心に、
下水道の普及促進のため、

対　象　福祉・介護の職場に
就職希望、または関心のある
一般・学生

と　き　9月24日㈰13時～
15時30分

ところ　ホテルグリーンパー
ク津 6 階（ 津 市 羽 所 町
700）
内　容　就職活動の支援や
求人情報の提供、福祉施
設などとの個別面接会お
よび福祉の仕事などにつ
いての相談
参加料　無料
申込み　電話で三重県社会
　 福 祉 協 議 会（ 　
059-227 - 5160）へ

※託児を希望される方は9月19
日㈫までに申し込みください。

対　象　福祉・介護の職場に
就職希望、または関心のあ
る一般・学生
内　容　伊勢志摩地区の福
祉施設の見学、現地職員
による働きがいや仕事内容
についての話
定　員　20人（先着順）
申込み　電話で三重県社会
　 福 祉 協 議 会（ 　
059-227 - 5160）へ

福祉・介護の就職フェア
長寿社会課　382-7935　 382-7607

福祉の職場見学バスツアー
inみえ

長寿社会課 　382-7935　 382-7607

059-227 - 5160）へ

　8月下旬から10月上旬に
かけて、斎苑の空調設備工
事を実施する予定です。工
事期間中も施設を利用して
いただけますが、騒音や作業
スペース確保のため、利用
者の方にご迷惑をお掛けし
ます。また工事期間中に、作
業の工程上、やむを得ず一
時的に空調設備が停止する
ことがあります。

　広報すずかは、「音訳グル
ープ　鈴の音」の方たちが、

斎苑の空調設備工事
環境政策課 　382-9014　 382-2214

「広報すずか」を声でお届け
障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

ね

　国際アルツハイマー病協会
は、世界保健機関（WHO）の

催 し 物

世界アルツハイマー月間
健康福祉政策課 　382-9012　 382-7607

視覚障がい者の方のために
写真やグラフなどの説明を
含むすべての内容を音訳し
、ＣＤ録音を行っています。
広報すずかの発行に合わせ
て、5 日号と 20 日号に分けて
作成しています。ご利用を希
望される方は、社会福祉協議
会（　382-5971）まで連絡
してください。



　鈴鹿ジュニアリーダー会は
市内の子ども会活動のお手
伝いをする団体で、年間に3
回野外活動研修を行ってい
ます。
対　象　市内小学5・6年生
と　き　9月10日㈰10時～
16時

ところ　鈴鹿市青少年セン
ター、三重県営青少年の森
公園
内　容　野外活動の体験、カ
レー作り、ゲーム交流など
定　員　30人程度
参加料　500円
主　催　鈴鹿市子ども会連
合会
申込み　8月30日㈬までに
氏名・学年・性別・住所・電
話番号をファクスで鈴鹿市
子 ど も 会 連 合 会（ 　
382-4886）へ
問合せ　鈴鹿市子ども会連
合会（　382-4886毎週
水曜日9時～15時）

対　象　事業を営んでいる方
と　き　9月8日㈮15時～16
時30分

鈴鹿ジュニアリーダー会
年少リーダー研修

文化振興課 　382-7619　 382-9071

消費税軽減税率・
転嫁対策セミナー

「人のココロを動かす
コミュニケーション術」

産業政策課 　382-8698　 382-0304

ところ　鈴鹿商工会議所2
階特別会議室
内　容　
・伝わらなければ意味がない
・伝わるように伝えるコミュニ
ケーション方法とは　など
講　師　山本衣奈子さん(E
－ComWorks（株）代表
取締役)
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月31日㈭までに電
話で鈴鹿商工会議所（　
382-3222）へ

と　き　9月17日㈰10時～
16時

ところ　三重県総合博物館
（MieMu）（津市一身田上津
部田3060）
内　容　県内を走る鉄道会社
全てが参加し、未就学児から
小学生を主な対象にした、
「体験」を中心とした無料イ
ベント、鉄道各社によるPR・
体験ブース、クイズラリー、巨
大プラスチックレール鉄道お
もちゃの運動会など

※公共交通機関でお越しください。
主催・問合せ　三重県鉄道網
整備促進期成同盟会事務
局（三重県交通政策課　
059-224-2805　059-
　224-2418　kotsu@pref.
　mie.jp）

こんなにあるんだ
みえの鉄道展

都市計画課 　382-9024　 384-3938

　224-2418 kotsu@pref.
　mie.jp）

小学生を主な対象にした、

ベント、鉄道各社によるPR・

公共交通機関でお越しください。

　三重県青年司法書士協
議会と全国青年司法書士
協議会では、養育費に関す
る相談会を「～子どものか
けがえのない今と、未来の
ために～」をテーマに開催
します。
と　き　9月2日㈯1 0時～
16時

内　容　面談（三重県司法
書士会（津市丸之内養正
町1 7 - 1 7））、電話相談
（　0120-567-301）
※相談料は無料です。秘密は厳
守します。

問合せ　三重県青年司法書
士協議会（水谷　364-36
　31）

とき･内容
◆4水女性セミナー
　9月27日㈬10時30分～
12時　韓流から地域劇場
へ、10月25日㈬10時30分
～12時　留学生が教える
韓国語講座、11月22日㈬
10時30分～12時　心をつ
なぐ楽しい絵手紙
◆楽しい手作りパン講座
　10月7日㈯13時～15時
30分　パンプキンパン、11
月4日㈯13時～15時30分
シュトーレン
◆簡単！おとこの料理教室
　10月28日㈯10時～13時
チキンカレーなど、11月25
日㈯10時～13時　四日市
トンテキなど
◆高齢者向け音楽療法

司法書士による
全国一斉養育費相談会

市民対話課 　382-9004　 382-7660

鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部公開講座

総合政策課 　382-9038　 382-9040

　10月14日㈯、12月16日㈯
10時～11時
◆生涯学習シニアシリーズ
 10月7日㈯10時30分～
12時　軽運動で楽しめる
レクリエーションゲーム、
10月14日㈯10時30分～
1 2時　はじめてのスマー
トフォン、11月4日㈯10時
3 0 分～1 2 時 　終活セミ
ナー、11月4日㈯10時30
分～1 2時　歌って行き活
き、1 1月2 5日㈯1 0時 3 0
分～1 2時　あそんで笑っ
て心も体もリフレッシュ、
11月25日㈯13時～14時
30分　認知症セミナー
ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大
学短期大学部（郡山町
663-222）

定　員
　4水女性セミナー、シニア
シリーズ各20人、音楽療
法各30人、楽しい手作りパ
ン講座各32人、簡単！おと
この料理教室各24人

※申し込み多数の場合は抽選
参加料
　4水女性セミナー、音楽療
法、シニアシリーズ各500
円、楽しい手作りパン講座
各2,200円、簡単！おとこ
の料理教室各1,200円
申込み・問合せ
　各講座 1 週 間前までに
鈴鹿大学総務課（　372-
　2121、　372-2827、　
kou k a i@ s u z u k a - j c .
ac . j p）へ

※詳しくは同大学ホームページ
（　https://www.suzuka
　-iu.ac.jp/local/courses.
　html）をご覧ください。

https://www.suzuka-iu.ac.jp/local/courses.html


　サワシロギク、ミズギクを
ご覧いただく予定です。
と　き　9月1 6日㈯1 0時
(少雨決行)

ところ　金生水沼沢植物
群落

※自動車の方は9時45分に飯野
地区市民センターで受け付け
をして駐車案内図を受け取っ
てください。なお、以前参加さ
れ駐車場をご存知の方や徒
歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接植物群落に来てくだ
さい。現地付近の道路は駐車
厳禁です。

定　員　25人（先着順）
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレーなど（雨天
時は雨具も）

※沼沢内は地面がぬかるむと
ころもありますので、長靴を
着用ください。

申込み　9月1日㈮から電話
で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込め
ます。

第5回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課
　382-9031　 382-9071

水筒、タオル、帽子、

　サイエンスをテーマに「最
先端技術ロボットHAL」と
「腰痛の対処法」について講
演を行います。
と　き　9月2日㈯10時から
（受付9時20分から）
ところ　鈴鹿医療科学大
学 千 代 崎 キャン パ ス
J A R T 記 念館（岸岡町
1001-1）
内　容　 午 前の部：講 演
「最先端技術HALの活
用法と食事の重要性」
「腰痛の鍼治療とセルフ
ケア」、午後の部：東洋医
学でほっとするひととき
（疲労改善ハリ体験コー
ナー、薬膳茶コーナー
参加料　薬膳弁当1,080円
（要予約)、「疲労改善ハ
リ体験」5 0 0円 (当日受
付)
定　員　230人
主催・問合せ　鈴鹿医療科
学大学(　383-9208に
かけていただき、内線番
号9406または9412へ）
共　催　日本薬膳学会
申込み　無料。弁当は8月
28日㈪までに電話で、同
大学代表(　383-8991
　8月11日(金・祝)～21日㈪
を除く)へ

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座
健康づくり課

　382-2252 　382-4187

を除く)へ

用法と食事の重要性」

　お茶を飲みながら日頃の
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、あなたのお話
をお聴きします。気軽にお越
しください。
と　き　9月8日㈮、1 0月
13日㈮、11月10日㈮13
時～16時（出入り自由）

※1人1時間が目安です。
ところ　保健センター　2階
会議室
参加料　無料
申込み・問合せ　参加される
方は事前に電話でハーティ
友手（宮崎　080-5133-
　3771）へ

◆危険物取扱者試験（鈴鹿
会場）

と　き　
○乙種第4類　11月18日
㈯・19日㈰
○丙種　11月18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10日㈰9時から22日㈮
17時までに、(一財)消防試験
研究センターホームページ
（　https://www.shoubo
　-shiken.or.jp/）で
○書面による申請の場合
　9月1 3日㈬から2 5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

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課 　382-9159 　383-1447

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課

　327-5030　 382-4187

入の上、郵送で(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6日㈮9時30
分～16時

ところ　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1日㈮から鈴鹿
市防火協会事務局（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

と　き　9月2日㈯14時から

博物館入門講座「瓦を学ぶ」
考古博物館 　374-1994　 374-0986

ところ　考古博物館　講堂
内　容 博物館では今年度
3回の入門講座を開催し
ます。1 回目は「瓦を学
ぶ」をテーマに伊勢国分
寺・国府跡から出土した
瓦に触れてもらいながら、
専門家の研究するポイン
トなどを一緒に学びます。
※参加者は常設展と企画展の観
覧料が無料になります。

　奈良・平安時代の重要遺
跡と斎宮の関係について、
研究者が現地で徹底トーク
します。
と　き　1 1月4日㈯ 1 3時
30分～16時30分

博物館入門講座「瓦を学ぶ」

斎宮と古代の三重
～伊勢国府・鈴鹿関・斎宮～
考古博物館 　374-1994　 374-0986

瓦に触れてもらいながら、

トなどを一緒に学びます。

跡と斎宮の関係について、

ところ　考古博物館　講堂
内容・講師　
○斎宮跡の発掘成果と整備
　川部浩司さん(斎宮歴史
博物館)
○伊勢国府の発掘調査と
その成果　文化財課長
○｢明らかになった鈴鹿関と
その歴史　山口昌直さん
(亀山市まちなみ文化財
室長)
○シンポジウム　｢伊勢国府・
鈴鹿関・斎宮を結ぶ道｣　
榎村寛之さん(斎宮歴史
博物館学芸普及課長)
定　員　100人(先着順)
申込み　9月1日㈮から10月
27日㈮までに、住所・氏名
(2人まで)・ふりがな・電話
番号を電話またはファクス
で考古博物館へ

～伊勢国府・鈴鹿関・斎宮～

https://www.syoubo-shiken.or.jp/


日本ハンドボールリーグ
三重大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　鈴鹿市を拠点に活動する女
子ハンドボールチーム「三重
バイオレットアイリス」が参
戦する第42回日本ハンドボー
ルリーグが開幕します。市内
の試合日程をお知らせします。

入場料　一般 2,000 円（前売
り 1,500 円）、中高生 1,200
円（前売り 1,000 円）

※小学生以下は無料

前売券販売場所　AGF 鈴鹿体
育館、鈴鹿市観光協会、鈴
鹿ハンター（インフォメー
ション）
問合せ　三重花菖蒲スポーツ
クラブ事務局（　372-2244）

と　　き ところ 対戦チーム

平成30年1月21日(日)13時30分～ AGF鈴鹿体育館 ＨＣ名古屋

平成30年3月3日(日)14時～ AGF鈴鹿体育館 北國銀行

9月3日(日)16時～　
三重交通Gスポーツの杜

鈴鹿　体育館 PIアランマーレ

9月17日(日)16時30分～ AGF鈴鹿体育館
飛騨高山

ブラックブルズ岐阜

申込み　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。
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（鈴鹿ハ
イツ1-20）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。
◆樹木剪定講座
と　き　9月23日㈯・24日㈰
9時～16時　

受講料　8,640円
◆クレーン運転業務特別教育

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

の1カ月前から受け付け。

※オーダーメイド講習も可能です。

(5t未満)
と　き　9月26日㈫・27日㈬
8時45分～17時

受講料　1万28 5円（教材
費込）

◆玉掛技能講習
と　き　学科：10月2日㈪・
3日㈫ 実技：10月4日㈬・
5日㈭・6日㈮の中で選択
受講します。8時45分～
17時

受講料　1万2 , 4 4 5円（教
材費込）

◆有機溶剤取扱業務安全衛
生教育

と　き　10月18日㈬9時50
分～15時50分　

受講料　6,264円（教材費込）
◆フォークリフト運転技能
講習（31時間講習）

学科：10月2日㈪・
3日㈫ 実技：10月4日㈬・

6,264円（教材費込）

対　象　普通自動車運転免
許証をお持ちの方　

と　き　学科：10月10日㈫
8時～17時30分　実技：
Ⅰコース　10月15日㈰・21日
㈯・22日㈰　Ⅱコース　10月
11日㈬～13日㈮　Ⅲコース
　10月17日㈫～19日㈭8時
～17時15分　
受講料　2万8 , 0 0 0円（教
材費込）

申込み　9月1日㈮から
◆パソコン講座＜Word・
Ex ce lパソコンスキル
アップ塾＞
　Wordは長文作成、文章
の校正、Excelは関数、条件
付き書式、ユーザー定義の
表示、入力規則など中級レベ
ルの講習を行います。
と　き　隔週水曜日　18時～
18時50分、19時～19時50
分　隔週土曜日10時～10
時50分、11時～11時50分
受講料　1 講 座（ 5 0 分 ）
1,000円
申込み　随時

平成 29年度
 後期スポーツ教室
参加者募集
AGF鈴鹿体育館

　 387-6006　 387-6008

申込み　8月 21日㈪から 9
月 5日㈫まで（ウオーキン
グとスロージョギングは 8
月 30日㈬まで）（28日（休
館日）を除く）に参加料と
保険料を添えて各会場へ
教室名 会場/参加料/申込み

ウオーキング
会場/鈴鹿回生病院
・ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場
・石垣池公園野球場
・AGF鈴鹿体育館
参加料/6,000円
（保険料・血液検査代含む）
申込み/AGF鈴鹿体育館または
石垣池公園管理事務所（　383-9010）

対象/定員

対象：50歳以上
定員：50人

開催日時

9月5日～12月12日火曜日
全14回

9時30分～11時30分
1

そば打ち体験教室

会場/農村環境改善センター（岸田
町1549-12　374-3455）
参加料/5,400円（保険料込）
申込み/農村環境改善センターまた
はAGF鈴鹿体育館

対象：一般
定員：12人

9月16日、10月14日、
11月4日土曜日

全3回
9時30分～12時

☆

スロージョギング 対象：50歳以上
定員：50人

9月8日～12月22日金曜日
全14回

9時30分～11時30分
2

弓　道 会場・申込み/
鈴鹿市武道館（　388-0622）
参加料/3,000円
保険料/800円

対象：一般
定員：30人

9月13日～11月29日水曜日
全12回

9時30分～11時30分
3

なぎなた 対象：小学生以上
定員：30人

9月13日～11月29日水曜日
全12回

19時～21時
4



対　象　60歳以上の方
と　き　9月7日㈭9時～16
時（雨天の場合13日㈬)

ところ　鈴鹿市不燃物リサイ
クルセンター(国分町1700)
定　員　20人程度
受講料　無料
申込み　8月21日㈪から31
日㈭までに電話で鈴鹿市
シルバー人材センターへ

申込み　8月23日㈬より先着
順受け付け。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11日・25日、10
月16日・30日、11月13日・
27日、12月11日・18日各
月曜日11時～12時

ところ　水泳場スタジオ
定　員　15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11日・25日、10
月16日・30日、11月13日・
27日各月曜日19時30分
～20時30分
ところ　水泳場スタジオ

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

高齢者のための技能講習
(剪定技能講習)

鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092 　382-6093

1 講 座（ 5 0 分 ）

月16日・30日、11月13日・

月16日・30日、11月13日・

定　員　20人
参加料　5,100円（全6回）
◆パワーヨガ
対　象　一般成人
と　き　9月15日・29日、10
月6日・20日、11月10日・
24日、12月1日・15日各金
曜日10時～11時
参加料　6,800円（全8回）
定　員　20人
◆はじめてみよう水泳（夜）
対　象 一般成人
と　き　9月11日・25日、10
月16日・23日・30日、11月
13日・20日・27日各月曜日
20時～21時

ところ　水泳場　25ｍプール
定　員　20人
参加料　7,600円（全8回）
◆ベビービクス・ママビクス
対　象　2か月から歩く前ま
での親子

と　き　9月20日㈬　午前
の部11時～12時30分、午
後の部13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
定　員　各30人
参加料　1,200円
◆第2回お泊り合宿　
  プールあり、ヨガあり、ス
ポーツ吹矢あり盛りだくさ
ん、夜は温泉でまったりしよう
対　象　一般成人
と　き　9月26日㈫13時～
27日㈬11時

ところ　水泳場　スポーツ
マンハウス
定　員　20人
参加料　9,980円（税込）から

スポーツの杜鈴鹿で
スポコン～スポーツを通じて

素敵な出逢い～
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071 　372-2260

月6日・20日、11月10日・

　2か月から歩く前ま

ん、夜は温泉でまったりしよう

　9月26日㈫13時～

対　象　20代から40代まで
の健康な男女

と　き　10月7日㈯10時～
15時

ところ　体育館　
定　員　男女各24人
参加料　男性 3 , 5 0 0 円、
女性2 , 5 0 0円
申込み　9月8日㈮から22日
㈮までに三重交通Gスポー
ツの杜 鈴鹿ホームページ
（　http://www.garden.
　suzuka.mie.jp/）で

対　象　18歳以上でクライ
ミングに興味がある方
と　き　9月2日㈯午前の部
10時～12時・午後の部　
13時～15時

ところ　三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　サッカー・ラ
グビー場
内　容　高さ12m、登攀距
離15m、オーバーハング最
大4m、傾斜最大130度の
県内唯一の本格的な施設
で体験
定　員　各10人(先着順)
参加料　1,200円　　
※動きやすい服装(ジーンズ不
可)、飲み物(自販機あり)、ハー
ネス・クライミングシューズな
どをご持参ください。

※お持ちでない方は準備します。
申込み　9月1日㈮までに、
直接サッカー場窓口か、
電話またはホームページ
で三重交通Gスポーツの
杜 鈴鹿へ

クライミング体験会
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2511 　372-2260

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



