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とき  ①茶道裏千家：5月22日・9月18日・令和5年2月19日 ②表千家流：6月19日・令和5年1月15日 
③遠州流茶道 :10月9日・令和5年3月19日　いずれも日曜日　10：00～12：00、13：00～15：30
※令和4年度から華道展の併催は終了となりました。
場所  六華苑 和館一の間　　
料金  前売券1,000円（入苑料込み、六華苑・茶道各流派師範宅で販売 )、当日券700円（入

苑料460円別）　※最新の情報は文化協会ホームページをご覧ください。
問  市文化協会事務局 (ブランド推進課内 ) （☎ 24－1361 FAX  24－2474)

　 7/15㈮～17㈰に開催する市民展の作品を募集します。
応募資格  市内在住・在勤・在学、市内で活動している人（高校生以上）、桑名市出身の人
応募規定  作品は創作品で未発表のもの
応募部門  日本画・洋画・美術工芸・書道・写真・陶芸の各部門につき１点
申込  募集要項と申込用紙をブランド推進課、各まちづくり拠点施設など、市内公共

施設で受け取り、直接または、ファクス、郵送、メールでブランド推進課へ提出。
※文化協会ホームページでも申込用紙をダウンロードすることができます。

期間  4/11㈪～5/31㈫ 必着　　 料金  1点につき1,500円（高校生は無料）
※募集の詳細については、文化協会ホームページまたは、募集要項をご覧ください。
問  ブランド推進課 （☎ 24－1361 FAX  24－2474  bunkaka@poem.ocn.ne.jp）

●各種お問い合わせ・お申し込みは、各施設の
　業務時間内にお願いします。

※施設によって業務日、業務時間が異なります
　のでご注意ください。（本庁、各地区市民センター
　など：平日8：30～17：15）

電話番号の
市外局番は ０５９４

新型コロナウイルス感染症に関連して、各種イベントなどが中止や延期に
なる場合がありますので、ご了承ください。

お　知　ら　 せ

【人権尊重宣言都市 桑名市】【非核平和宣言都市 桑名市】
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　第68回桑名市民展には、計194点の出品がありました。下記写真は、一般の部の各部門で最優秀
賞金賞に選ばれた作品です（作品の展示は終了しています）。
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期間  5/8㈰まで

秋季企画展
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期間  9/10㈯～10/10(祝)

2階学習支援展示

壬申の乱と桑名
期間  7/20㈬～8/28㈰

初夏の企画展

とりてん
期間  5/21㈯～7/3㈰

特別企画展

華ひらく近代工芸の美
－板谷波

は ざ ん

山と香取秀
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真－
期間  10/22㈯～11/27㈰

春季企画展

浮世絵B
ボ ン

on v
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oyage！
期間  令和5年3月11日㈯

～4月9日㈰

新春企画展

こうなる徳川将軍家
期間  令和5年1月14日㈯

～2月26日㈰

企画展

SYMBOL of MIE－ヴィア
ティン三重、2022年の軌跡－
期間  12/10㈯～18日㈰

　市は「株式会社柿安本店」と地域のより一層の活性化を図るため、地域活性化包括連携協定を締結
しました。
　桑名市民会館のネーミングライツや、施設周辺の清掃活動、和菓子教室などのイベント開催を行っ
ていただきます。
ネーミングライツとは　　　 市の施設に企業名などの愛称を付与することです。

スポンサーとなった企業は企業 PRとなり、市は財源の確保ができます。
愛称  柿安シティホール
期間  4/1㈮から7年間　 金額  年額50万円の総額350万円
問  柿安シティホール （☎ 22－8511 FAX  22－8510）

期間  ①7/20㈬～24㈰ ②7/27㈬～31㈰ ③8/10㈬～14㈰ ④8/17㈬～21㈰ ⑤8/24㈬～28㈰
※利用期間はいずれも5日で1団体に限る。作品などの搬入は前日（火曜日）、搬出は最終日（日曜日）。
料金  1期間  62,590円（空調使用料含む。スポットライト使用料は別途）
申込  電話または、メール　 期間  4/1㈮～4/23㈯

※年間展覧会スケジュールの詳細、展示室の使用を希望の人は、市ホームページをご覧ください。
問  博物館 （☎ 21－3171 FAX  21－3173  hakubutum@city.kuwana.lg.jp）

ー 第69回 桑名市民展の作品を募集します ー

第68回 桑名市民展優秀作品発表

４月から市民会館の愛称が「柿安シティホール 」に変わります

博物館の年間展覧会スケジュールご案内

ー 博物館では、展示室の使用を希望する団体を募集します ー

六華苑で月釜茶会を行います

その他、受賞者について
は市ホームページをご
覧ください。

※年間展覧会スケジュールは予定であり、予告なく変更となる場合があります。
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対象  桑名市国民健康保険の加入者で、国民健康保険税に未納のない世帯で昭和22年9月1日～昭
和58年3月31日生まれの人。ただし、令和4年4月1日～令和5年3月31日に40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳、70歳になる人を優先します。
定員  500人　 料金  9,000円　 期間  7月～11月　 場所  市指定医療機関
内容  問診、診察、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査、胸部Ｘ線検査、上部

消化管検査、便検査、腹部超音波検査、前立腺がん検査（男性のみ）
申込  ①から③のいずれかの方法で申し込みください。

①右記二次元バーコードから申し込みフォームへ入力。
②被保険者証を持参し、保健医療課または、各地区市民センター、
　サテライトオフィスで申込書を提出。
③はがきに「住所、名前、生年月日、電話番号、人間ドック希望」を記入し、
　保健医療課（〒511-8601 中央町2-37）へ郵送。　 締切  4/22㈮　当日消印有効
※6月下旬に受診券を送付します。定員を超えた場合は抽選。抽選結果は落選の人のみ5月中旬に通知します。
問  保健医療課 （☎ 24－1182 FAX  24－3032）

対象  過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン（※1）の接種をしていない人で、①または②に該当し、接種を
希望する人　( ※1）23価肺炎球菌莢

きょうまく

膜ポリサッカライドワクチン
①令和4年度に次の対象年齢となる人：65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳
※対象年齢に該当し、桑名市に高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種歴のない人に3月末に予診票を送付しました。
②60歳から65歳未満の人で心臓、腎臓または、呼吸器の機能障害により、自己の身辺の日常生活活動

が極度に制限される人や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により、日常生活がほとん
ど不可能な人。

とき  4月1日㈮～令和5年3月31日㈮　 場所  市内実施医療機関　 料金  2,500円
※場所や持ち物などの詳細は、送付文書または市ホームページをご覧ください。
問  保健医療課 （☎ 24－1182 FAX  24－3032）

　住宅用火災警報器の多くは、寿命が約10年
の電池を使用しています。火災時に適切に作動
するようにボタンを押す、または、ひもを引いて
ご自身で作動確認をしてみましょう。
　設置から10年以上経過している場合は、電
池切れや本体内部の電子部品の劣化により火
災を感知しなくなることが考え

られるため、音が鳴らなかったら本体の交換をおすすめします。
　住宅用火災警報器は、大切な家族の暮らしと命を見守ります。「住警器が鳴って助かっ
た！」というお話しもたくさんいただいています。必ず点検を行いましょう！
問  予防課 （☎ 24－5279 FAX  24－5281）

【交通安全宣言都市 桑名市】【青少年健全育成宣言都市 桑名市】

申し込みフォーム 市ホームページ

創業９１年 不動産の総合コンサルタント
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　新型コロナウイルスの感染症感染拡大防止策として、郵送申請による交付手数料の無料期間を6月
30日㈭まで延長し、窓口の混雑緩和を図ります。
対象   【戸籍・住民登録課】住民票の写し（世帯全員、世帯の一部）※電子（オンライン）申請も対象

                                         住民票記載事項証明書（世帯全員、世帯の一部）
【税務課】評価証明書、公租公課証明書、名寄帳（課税台帳）、所得証明書、所得課税証明書

条件  市内在住者で送付先は住民票所在地に限る（弁護士、司法書士などの特定事務受任者、債権者、
法人からの請求は除く）、3件まで（4件以上を希望する場合は事前にご相談ください）
期間  4/1㈮～6/30㈭（当日消印有効）
方法  ①～③を各担当課宛に郵送してください。

①申請書（住民票等交付申請書、市税証明申請書）：申請書は、市ホームページでダウンロードできま
すが、必要事項を記載いただければ、任意の様式でも申請が可能です。

②申請者の本人確認できるもののコピー：運転免許証・マイナンバーなどの写真付きは1点、保険証・
診察券などの写真無しは2点

③返信用封筒：住所・名前を記載し、切手を貼ってください。
問  戸籍・住民登録課 （☎ 24－1158 FAX  24－1353）、税務課 （☎ 24－1145・1147 FAX  24－1253）

　市の仕事や市政の重要な課題などを市民の皆さんの前で説明する「桑名ふれあいトーク」を実施し
ています。あらかじめ設定したテーマについて、職員が集会などに伺ってお話しをします。新しいテー
マは、市ホームページに掲載しています。
対象  市内の公的団体、自治会などが主催する集会、参加者が10人以上であること  など
実施日時  原則として月～金曜日の9：00～17：00（トーク時間 1時間～1時間30分程度）　
場所  申し込む団体などが手配・準備　 料金  無料
申込  直接または、メールで提出　※市ホームページからダウンロードできます。
問  秘書広報課 （☎ 24－1492 FAX  24－1119  hisyom@city.kuwana.lg.jp）

郵送申請による各種証明書の交付手数料無料期間を延長します

住宅火災による「逃げ 遅れゼロ！」へ

「桑名ふれあいトーク」新テーマ決定

高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期接種

国民健康保険人間ドック

　令和元年から実施している、風しんの抗体検査・定期予防接種の事業を延長します。すでに対象の
人に送付しているクーポン券は有効期限が切れるため、4月以降は使用できません。新しい
クーポン券は、4月末ごろに送付します。4月中にクーポン券の利用を希望する人は、保健
医療課へご連絡ください。詳細は、市ホームページをご覧ください。
対象  昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性　 期間  令和7年3月31日まで
場所  本事業に参加している全国の医療機関などや事業所健診（勤務先の健診）と一緒に受けられま

す（実施については、各健診機関にご確認ください）。
料金  無料　※令和元年度以降に、クーポン券を使用して抗体検査・予防接種（検査の結果、必要な

人のみ）を受けたことがある場合、2回目以降の費用は全額自己負担になります。
問  保健医療課 （☎ 24－1182 FAX  24－3032）

風しんの抗体検査・定期予防接種

鳴らぬなら 鳴らしてみよう 住警器！
鳴らぬなら 交換してしまえ 住警器！
鳴らぬなら 備えて待とう 住警器！
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場所  パブリックセンター　 料金  いずれも3,000円
申込  メールまたは、往復はがきで申し込みください。

【メール】 件名に「くわな市民大学受講希望」、文章内容に「希望学科、郵便番号、住所、名前（ふりがな）、
電話番号、年齢」を入力し、パブリックセンターへ送信してください。
※受付完了のメールが2～3日しても届かない場合は、電話でご連絡ください。

【往復はがき】 往復はがきの往信裏面に「希望学科、郵便番号、住所、名前（ふりがな）、電話番号、年齢」、
返信表面に「郵便番号、住所、名前」を記入し、パブリックセンター「くわな市民大学」係（〒511-0068 
中央町3-44）へ。
※ご希望の学科1つにつき、メール（1人1通）、往復はがき（1人1枚）で申し込みください。
※応募多数の場合は抽選となります（市民優先）。抽選の結果は、後日お知らせします。
締切  【メール】4/13㈬ 17:00　【往復はがき】4/13㈬ 必着　締切に未着のものは無効
問  パブリックセンター （☎ 23－4103  FAX  23－5255  tyuokom@city.kuwana.lg.jp）

タイトル ①ゼミナール「郷土史学科」 ②古典を学ぶ「文学科」 ③わかりやすい「芸術文化学科」

テーマ 桑名の史跡を深堀りする
ー「久波奈名所図会」を中心にー 「十

じっきんしょう

訓抄」を読む２ 名画の魅力と天才たちの時代的
精神を読み解く

と　き

5 / 2 、 6 / 6 、 7 / 4 、 9 / 5 、
10/3、11/14、12/5（全7回）
いずれも月曜日
13:30～15:30

5/16、6/20、7/4、9/5、
10/3、11/21、12/19（全7回）
いずれも月曜日
9:30～11:30

5/25、6/22、7/27、9/28、
10/26、11/30、12/21（全7回）
いずれも水曜日
9:30～11:30

定　員 60人 80人 50人

募　集

と　き と　こ　ろ 問い合わ せ 先

① 4/12㈫ 14：00～15：00 桑名の杜「私ん家」
（桑部1464-1）

西部地域包括支援センター
☎25-8660

② 4/12㈫ 14：00～15：30 シャトークワナ
（内堀124）

東部地域包括支援センター
☎24-8080

③ 4/15㈮ 14：30～15：30 木金堂
（松ヶ島109）

北部東地域包括支援センター
☎42-2119

④ 4/19㈫ 10：00～11：30 コミュニティハウス縁
（上野2-300）

南部地域包括支援センター
☎25-1011

⑤ 4/23㈯ 14：00～15：30 五大茶屋
（南寺町45）

東部地域包括支援センター
☎24-8080

イ　ベ　ン　ト

種目 団数 種目 団数
陸上 2 柔道 2

サッカー 7 少林寺拳法 1
ミニバスケット 10 軟式野球 17

卓球 2 剣道 8
空手 4 バレーボール 3

【暴力追放宣言都市 桑名市】【子どもを虐待から守る宣言都市 桑名市】
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オレンジカフェ（認知症カフェ）を開催します

　オレンジカフェとは、認知症の人や、その家族、専門職や地域の人など、どなたでも気軽に集えるカフェです。

※①③は、事前申し込みが必要です。開催日前日までに問い合わせ先へ申し込みください。
　全ての会場で参加費（飲み物代など）が必要です。
問  介護予防支援室 （☎ 24－5104 FAX  27－3273）

令和4年度　くわな市民大学の受講生

　くわな市民大学では、テーマについて専門的な内容を深く学びます。

スポーツ少年団 新入団員

　小学校のグラウンドや体育館、武道場などで主に活
動しています。入団の申し込みは、各団で随時受け付け
ています。詳細は、市ホームページをご覧ください。
問

スポーツ振興・国体推進室（☎ 24－1251  FAX  24－1355）
スポーツ少年団事務局 （☎ 23－4826  FAX  41－4826）

あなたが 主役　くわな市民大学「市民企画講座」

　「市民企画講座」とは、企画から運営までを市民が主役で行う講座です。どなたでも講座を提案する
ことができます（1団体または1個人につき、1企画の応募に限る）。
申込  パブリックセンターで募集要項、市民企画講座提案書を受け取り、提出。

※募集要項、提案書は市ホームページからもダウンロードできます。　 締切  4/25㈪ 必着
問  パブリックセンター （☎ 23－4103 FAX  23－5255）

　新型コロナワクチンの3回目接種については、2回目接種完了から6カ月経過した18歳以上の人を対
象に3回目接種を順次行っています。

新型コロナワクチン接種のお知らせ

新型コロナワクチン3回目接種について

　国の指針のもと、5歳～11歳の小児へのコロナワクチン接種の接種券を3月上旬に発送しています。
ただし、ワクチン接種は義務や強制ではありません。本ワクチンを受ける際には、感染症予防などの効
果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人および保護者の意
思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。また、周りの人に接種を強制したり、接種
していない人に対して差別的な対応をすることのないようお願いします。
問  コロナワクチン接種課 （☎ 24－1496 FAX  41－2170）

5歳 ～ 11歳のコロナワクチン接種について

接種券の発送
２回目接種日 接種券送付日

令和3年10月以前の人 発送済

令和3年11月中の人 4月中旬以降

令和3年12月以降の人 5月以降

　接種券の発送スケジュールは右のとおりです。接種券
が届き次第、予約が可能です。
※2回目接種後に桑名市へ転入した人は、3回目接種を受
けるための接種券発行申請が必要です。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
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　4月から開講する各教室の参
加者を募集します。

対象  市内在住で 障害者手帳
をお持ちの人

内容  編物、朗読、絵画、書道、
俳句、生け花、カローリング、園芸、
手芸、料理、カラオケ、卓球、絵
手紙、体操、ピアノ教室（ピアノ
教室 は15歳以上 の 療育手帳を
お持ちの人）

申込  直接または、電話、ファ
クス
問  障害福祉課

☎ 24－1171 FAX  24－5812

【歩行訓練】自宅まで歩行訓練士
が伺い指導します。

とき  5/10㈫以降の10回
　　　（1回2時間）

定員  9人　 料金  無料
【点字教室】

とき  5月～令和5年3月までの
原則第2・第4木曜日
9：30～11：30

場所  総合福祉会館
定員  5人　 料金  無料
申込  いずれも電話、ファクス

※新規の人を優先します。
締切  4/15㈮
問  障害福祉課

☎ 24－1171 FAX  24－5812

　第二言語として日常会話程度
の手話を習得し、手話を必要と
する人のコミュニケーションサ
ポートにご協力いただける「手
話奉仕員」を養成します。

とき  5月17日～ 令和5年3月
14日の火曜日 19：00～20：30　

場所  市役所
内容  実技25回、講義5回
対象  市内在住・在勤・在学す

る手話学習の経験がない高校生
以上の人

定員  15人　 料金  1,000円
※受講の可否は、申込期間終了
後応募者全員に通知します。

申込  直接または、電話、ファ
クス、メール

とき  4/22 ㈮ ① 14：
00 ～ 16：00 ② 18：00
～20：00

場所  市役所
※説明会に出席できなくても「ほ
んぱくパートナー」に参加するこ
とができます。

申込  電話または、メール
締切  4/15㈮

※パートナー募集は5/20㈮まで
問  ブランド推進課

☎ 24－1258 FAX  24－2474
 brandm@city.kuwana.lg.jp

募　集※ファクス、メールでの申し込み
は「住所、名前、電話番号」を記
入してください。

期間  4/1㈮～5/2㈪
問  障害福祉課

☎ 24－1171 FAX  24－5812
 jfukusim@city.kuwana.lg.jp

①乙種防火管理講習②甲種防火
管 理 新 規 講習③ 防 災 管 理 新 規
講習

とき  ①6/1㈬ 9：00～16：00
②6/1㈬・2㈭ 9:30～16:00
③6/3㈮ 9：30～15：30

場所  くわなメディアライヴ
定員  ①②合計60人③60人

※いずれも先着順
料金  ①③3,000円②4,000円

※いずれもテキスト代含む。
申込  下記 QR コードから申し

込み

期間  4/11㈪～22㈮
問  予防課

☎ 24－5282 FAX  24－5281

【危険物取扱者試験】
とき  6/11㈯・12㈰・18㈯
場所  くわなメディアライヴなど
申込  消防本部または、各消防

署、分署で願書を受け取り、郵送
で㈶消防試験研究センター三重
県支部（〒514-0002津
市島崎町314）へ。

期間  4/11㈪～21㈭
【予備講習会（乙種第4類）】

とき  5/12㈭ 9：00～17：00
場所  くわなメディアライヴ
定員  60人（先着順）
料金  

・一般：5,500円
・桑名危険物安全協会員、桑名
防火協会員または高校生以下：
4,500円

申込  予防課またはいなべ 消
防署、東員消防署で申込用紙を
受け取り、提出。
詳細は、市ホームページ
をご覧ください。

期間  4/11㈪～5/6㈮
問  予防課

☎ 24－5280 FAX  24－5281

【普通救命講習Ⅰ（定期開催）】
とき  6/6、7/4、10/3、11/7、

12/5、2/6
いずれも月曜日 9：00～11：00

場所  消防署西分署
申込  市ホームページから申込

用紙をダウンロードし、ファクス
または、直接、メールで提出
※上記講習以外にも、さまざま
な講習があります。詳細
は、市ホームページをご
覧ください。
問  防災・危機管理課

☎ 24－5297 FAX  24－2945
 bosaim@city.kuwana.lg.jp

　ファミリー・サポート
センターは「子育ての手
助けをしてほしい」「 子

育てのお手伝いがしたい」と思っ
ている人が会員となり、地域の
子育て・子育ちを支援していく組
織です。一緒に活動しませんか。
資格はいりません。子育て中の
人も参加できます。お気軽にお
問い合わせください。

とき  ・6/4㈯ 9：30～16：10
・6/11㈯ 9：30～16：40
・6/18㈯ 9：30～15：00
・6/19㈰ 9：30～16：30
・6/25㈯ 9：30～16：00

【全13講座】身体の発育と病気、子
どもの生活へのケアと援助、小児
看護の基礎知識、保育の心  など

場所  新西方コミュニティセン
ター（新西方7-2）

定員  15人（先着順）
料金  無 料（ テ キ ス ト 必 要 ）
申込  直接または、電話、ファ

クス
問  子ども未来課

☎ 24－1172 FAX  24－1393

　桑名ほんぱく（本物力博覧会）
とは、桑名の地域資源を活用し
た地域体験プログラムの集まり
のことです。体験プログラムの企
画・実施をしていただけるパート
ナーを募集するとともに説明会
を開催します。詳細は、市ホーム
ページをご覧ください。

①・② ③

在宅障害者デイサービス事業・
福祉文化教室

視覚障害者の歩行訓練・点字教室

手話奉仕員養成講座（初級）

防火管理講習・防災管理講習

危険物取扱者試験・予備講習会

令和4年度 救命・救急講習

桑名ファミリー・サポートセンター
2022年度援助会員養成講座

桑名ほんぱくパートナー

お知らせ

　４/1㈮からビデオテープなど
のテープ類は「有害ごみ」ではな
く「可燃ごみ」として収集します。
一度に多量に出さないように注
意してください。
問  廃棄物対策課

☎ 24－1436 FAX  22－5183

　４/1㈮から以下のアプリ決済
サービスでも上下水道料金の納
付ができるようになりました。
・J-Coin 請求書払い
・auPAY 請求書支払い
・PayPay 請求書支払い
・銀行 Pay（ゆうちょPay など）
・楽天銀行コンビニ支払サービス
※詳細は、市ホームページをご
覧ください。
問  お客さま総合センター

☎ 24－1260 FAX  84－6021

　申込受付を一時停止していた
水道料金などのクレジット払い
について、４/1㈮から受付を再
開します。再開後の受付につい
ては、ウェブでの申し込みになり
ます。
　市ホームページをご
覧いただき、お手続きく
ださい。
問  お客さま総合センター

☎ 24－1260 FAX  84－6021

　４/1㈮から「適応指導教室（ふ
れあい教室）」の名称を「教育支
援センター（ふれあい教室）」に
変更しました。引き続き、不登校
児童生徒およびその保護者に対
して、ニーズに沿った幅広い支援
を行っていきます。
問  学校支援課

☎ 24－1242 FAX  27－5827

　春から、新入学児童の登下校
が始まります。通学路などでは、
速度を落とす、交差点でしっかり
安全確認をするなど、交通ルー
ルを守るのはもちろん、思いやり
運転を心がけましょう。
問  危機管理室

☎ 24－1337 FAX  24－2945

　市内で活動する市民活動団体
が行うまちづくり活動事業に補
助します。

要件  活動が政治、宗教、営利
を目的にしていない、市から他の
補助金を受けていない  など
補助金額  

・一般部門　限度額20万円
・育成部門　限度額5万円
※いずれも事業経費の1/2以内

申込  申込用紙を受け取り、提出
締切  4/22㈮
問  地域コミュニティ課

☎ 24－1204 FAX  24－1735

　宝くじの助成金でコミュニティ
活動に必要な備品の整備を実施
しました。
　この助成は、一般財団法人自
治総合センターが宝くじの社会
貢献広報事業として、宝くじの受
託事業収入を財源として実施し
ているコミュニティ助成事業に
よるものです。

問  地域コミュニティ課
☎ 24－1204 FAX  24－1735

　青少年の健全育成を図るため
に青少年育成団体が行う活動事
業に補助します。

対象  市内に活動の本拠があ
り、法人格を有しない団体または、
NPO 法人が実施する地域イベン
ト、体験活動、その 他青少年 の
健全育成に資する事業
※他の補助や助成を受けていな
いこと。
補助金額  補助対象経費の1/2
以内（限度額3万5千円）

申込  申込用紙を受け取り、提出
※市ホームぺージからダウンロー
ドできます。
問  生涯学習・スポーツ課

☎ 24－1245 FAX  24－1355

　二十歳を祝う「令和5年桑名市
二十歳のつどい」を実施します。

とき  令和5年1月8日㈰ 13：30
場所  柿安シティホール（市民

会館）
対象  平成14年4月2日～平成

15年4月1日生まれの人
※10月末現在、桑名市に住民登
録されている人に案内状を送付
します。
※運営するスタッフを募
集 し ま す。詳 細 は、市
ホームペ ージをご 覧く
ださい。
問  生涯学習・スポーツ課

☎ 24－1244 FAX  24－1355
 shogakum@city.kuwana.lg.jp

とき   4/13 ㈬ 9：30 ～ 11：30　
場所   市役所

※献血にご協力いただける人には
要件があります。
問  保健医療課 

☎ 24－1195 FAX  24－3032

　4/29㈷ に市役所電気設備点
検 に伴うシステム停止 のため、
臨時休館します。
問  サテライトオフィス

☎ 27－5037 FAX  27－5038

水道料金などのアプリ決済サービス

水道料金などのクレジット払い
申込受付再開

春の全国交通安全運動
4/6㈬～15㈮

まちづくり活動助成

コミュニティ助成事業の実施

青少年健全育成事業補助金

桑名市二十歳のつどい

献血にご協力ください

サテライトオフィス臨時休館

桑名市適応指導教室の名称変更

テープ類の捨て方

半
はんてん

纏
水引幕

川口町自治会
宮本町連合自治会


