
郡山まちづくり協議会主催の防災イベントが行われ、子どもたちも水消火器を使って消火体験をし
ました。子どもから大人まで思いは一つ「いざというときは自分たちで自分たちの命や街を守る。」

P8 元気なすずか　レンズ・情報局
P11 情報館１　深谷公園の魅力
P12 情報館２　上下水道事業
P14 情報館３　保育所（園）・幼稚園などの申込受付開始
P16 情報館４　すずか市民アカデミー「まなベル」

P18 情報館５　福祉医療費の受給資格更新
P19 お知らせ・催し物
P28 広げよう人権尊重の輪
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～地震や風水害ごとの避難先を考えましょう～
避難のために正しい知識を

2017・8・52

　災害には、地震や津波、大雨、洪水、土砂災害などさまざまな種類があります。災害から身を守るために、
災害の種類やその状況に応じた避難について正しい知識を持ち、いざという時には落ち着いてすぐに行動で
きるよう、あらかじめお近くの避難場所を確認しておきましょう。

平成28年熊本地震発生時の被害状況



まずは一時的・緊急的に避難する場所へ
震や火災などが発生した時に、一時的に避難
するオープンスペースが「避難地」です。周囲に
倒壊のおそれがある建物などがなく、落下物

や火災の心配も少ない屋外の公園や広場など381カ所が
指定されています。平成26年度に整備された桜の森公園
は、災害用マンホールトイレや防災井戸などの防災機能が
備えられた避難地です。
　また、一時的に避難したり、安否確認や救出、炊出しな
ど地域の防災拠点として、自治会が管理する集会所など
203カ所が「緊急避難所」に指定されています。

波発生時に身体の不自由な方や、地震の揺れで逃
げ遅れた方などが緊急的に避難する施設として、
津波浸水予測区域内にある小中学校の校舎や防

災協定を締結した民間の建物など27カ所が「津波避難ビル」
に指定されています。 津波避難ビルに指定された小学校7校
（長太、箕田、若松、愛宕、白子、鼓ヶ浦、栄）と中学校2校（大
木、鼓ヶ浦）には、校舎の玄関に震度5弱以上の揺れで自動的
に解錠されるキーボックスが備えられています。ボックスの中
にある校舎の鍵を取り出して、校舎の3階や屋上へ避難しま
しょう。 

種　類 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急）

状　況

とるべき
行動

危険度

　避難が必要となるような災害が発生する
恐れがあるため、速やかに避難できるよう準
備を促すとき。

　人的被害が出る危険が
高まったため、安全のため
に早めの避難を促すとき。

　人的被害の発生が
確実に迫っているとき。

　危険が目の前に迫
っているため、一刻も
早く避難する。

　気象情報や市からの情報に注意し、いつで
も避難できるよう準備する。
　お年寄りや身体の不自由な方、小さい子ども
など避難に時間がかかる方は、避難を始める。

　家族や近所の方と協力
し、速やかに避難する。
　家族と連絡を取る。

避難情報の種類
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地

津
緊急避難所

マンホールトイレ

防災井戸

校舎の玄関横に設置されています。

校舎玄関の鍵が入っています。



自宅に被害があり生活でき 
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容避難所は、南海トラフ地震などの大
規模災害により家を失った方などが避
難生活を送るための施設で、92カ所が

指定されています。非常食や生活物資、発電機や
非常用トイレ、照明などの防災資機材が備蓄され、
市職員が派遣される「基幹収容避難所」が37カ
所、市職員が派遣され、食料などの配給先となる
公民館が31カ所、市職員の派遣や非常食、防災
資機材の備蓄はありませんが、状況に応じて開設
されるその他の避難所があります。

地震時の避難所開設

津波対応収容避難所 

収 　全小学校30校、中学校6校（平田野、神戸、千代
崎、白子、天栄、鈴峰）、市武道館

　基幹収容避難所での長期の避難生活が困難な災
害時要援護者などを優先的に受け入れます 。
※南海トラフ地震などの大規模災害発生時には、安全
点検後すぐに開設されますが、津波浸水予測区域内
の長太、箕田、若松、愛宕、白子、鼓ヶ浦、栄の小学校
と公民館は、 避難者の安全を考え開設されません。

基幹収容避難所　

公民館

旭が丘小●

武道館●

●
千代崎中

●
玉垣小

●津波対応収容避難所

●
一ノ宮小

●
神戸中

●
箕田小

●
長太小

●
若松小

●津波浸水予測区域内の基幹収容避難所

●
愛宕小



ないときは収容避難所へ
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　南海トラフ地震発生時には、津波浸
水の恐れがない津波浸水予測区域外
の基幹収容避難所30カ所（津波対応
収容避難所11カ所を含む）と公民館
24カ所の同時開設を想定しています。 

風水害時の避難所開設

○初めに開設される自主避難用の
　避難所
 ・ 地区市民センター併設の公民館20カ所
 ・ 公民館4カ所（愛宕、白子、長太、神戸）
 ・ 鼓ヶ浦小学校
○雨量や河川の状況などに応じて
　開設される避難所
 ・ 公民館7カ所（住吉、清和、旭が丘、
　鼓ヶ浦、一ノ宮、郡山、ふれあいセンター）
 ・ 鼓ヶ浦小学校を除く小学校29校
 ・ 天栄中学校

　小学校の近くには
避難場所誘導看板が
設置されており、避難
の目安となります。な
お、津波浸水予測区域
内に避難所がある場
合には、その避難場所
の標高や浸水区域内
である旨が示されて
います。

※河川が氾濫したり、氾濫の恐れがある
場合、浸水の恐れがある避難所は開設
できないこともあるため、災害時に市
が発信する避難情報や避難所開設情
報に常にご注意ください。

収容避難所

合　計

想定避難者数

基幹収容避難所 16,225人

21,161人

12,000人
19,000人

公民館 4,936人

発災1週間後
発災1日後

収容可能人数

への避難イメージ　

　南海トラフ地震が発生した場合、津波浸水予測区域の
近くにある津波浸水の恐れがない基幹収容避難所には、
津波からの避難者が数多く集中することが予想されま
す。避難者の集中に対応するため、小学校6校（一ノ宮、
玉垣、旭が丘、稲生、郡山、天名）と中学校4校（神戸、千
代崎、白子、天栄）、市武道館の計11カ所が「津波対応収
容避難所」に指定されています。今後は非常食や生活物
資、防災資機材などの備蓄をさらに強化したり、停電時
の電源を確保するための整備を進めていきます。

津波対応収容避難所

●
郡山小

●
天栄中

●
稲生小

●白子中

●
天名小

●
白子小

●
鼓ヶ浦小

●
栄小

（平成25年度三重県地震被害想定調査結果より）
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●地震時に避難する時はできるだけ徒歩
で避難しましょう。車を使うと渋滞を引き
起こし、消防・救急活動などに支障をおよ
ぼす恐れがあります。
●いつもの道が地震の被害により非常に歩
きにくくなっている場合もあるため、携帯
品は歩きやすいよう背負える程度の量に
し、活動しやすい服装で避難しましょう。

※一定の条件下において、家屋の倒壊・流出をもたら
発生することが想定される区域では、2階などへの
詳しくは国土交通省三重河川国道事務所 ホームページ

　index_suzukagawa.html）で。

山まちづくり協議会
地域内で楽しみな
災害にもさまざまな

　こういった機会を定期的に
り、非常時においても適切に
も活動を続けていきます。

大きな地震が発生

津波から
逃げられる人

津波から
逃げられない人

地域で救出・救護や
初期消火活動を実施

自宅に被害がない 自宅に被害が
あり生活できない

地震編

自宅に戻る 近くの基幹収容避難所・
公民館へ避難

津波は繰り返し襲っ
てくるので、警報等
が解除されるまで
避難を継続する

津波による浸水の恐れがある地域
（津波警報などが発表された場合）

避難地へ避難し、家族や地
域住民の安否確認を実施

津波避難ビル
などの高い建物
へ緊急避難

浸水予測区域
外の避難地へ
避難

津波による浸水の恐れ
がない地域

南海トラフ地震では、発生
から約60分で津波到達

郡山まちづくり協議会
会 長　戸口 孔二さん

郡
昭和34年伊勢湾台風発生時の被害状況
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●台風による災害の恐れがあるときは、台風の
影響が出る前に避難所を開設する場合があ
ります。市が発信する情報を積極的に入手し、
不安がある場合は事前に避難しましょう。
●大雨によりすでに道路や地下道などが冠水
している場合は、むやみに外へ避難するより
も2階などへ垂直避難した方が安全な場合
もあります。

すような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が
垂直避難ではなく、早めの立ち退き避難が求められます。
（　http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/inundation/

●市ホームページトップ画面やフェイスブック、ツイッター
で災害情報表示

●「すずか減災プロジェクト」における「市からのお知ら
せ」に避難情報掲載

●市内93カ所に設置している防災スピーカーから災害情
報放送（放送内容の確認は　383-8007）

●緊急速報メール（エリアメール）やメルモニ災害メールで
災害情報配信

●いのちの鐘（寺院の鐘の乱打）による津波避難呼びかけ
●ラジオ、ケーブルテレビ（Ｌ字放送）による災害情報配信
●広報車による災害情報発信

●物資拠点
　大規模災害時には、ＡＧＦ鈴鹿体育館と西部体育館に
国から食料などの緊急物資が配送されます。

●ボランティアなどの活動拠点
　社会福祉協議会が中心となり、社会福祉センターと
労働福祉会館にボランティアセンターを設置します。

　避難情報や避難所開設情報はさまざまな手段を用
いて発信されます。確実に情報を入手するために、複数
の方法での入手を心掛けてください。

情報収集はこちらから

その他活動拠点

防災マップが新しくなります
　平成30年3月ごろに全戸配布します。

今回の特集に関するご意見・ご感想は
防災危機管理課　　382-9968　　382-7603
   bosa i k i k i kan r i@suzuka .c i t y. l g .jp

では、地震や風水害の知識を共有する場として、毎年
がら学ぶことができる防災訓練を実施しています。
種類があり、その対応もそれぞれ異なります。
設けることで、幅広い知識が住民の皆さんに備わ
避難する風土が築かれることを期待し、これから

風水害編

避難を開始

一刻も早く
避難する

原則、外出しな
い。側溝などの
排水路から水が
溢れるなどの内
水氾濫が発生し
た際は２階など
に垂直避難

河川氾濫や土
砂災害の恐れ
がない地域

避難勧告もしくは
避難指示（緊急）が
発令されている

テレビ・ラジオな
どで情報収集

河川氾濫時の浸水想定区域や
土砂災害危険箇所内にいる

避難準備・高齢者等避難
開始が発表されている

大雨等が発生もしくは
発生の恐れ有り

災害時要援護
者以外の人

高齢者等の災
害時要援護者

市ホームページ 防災スピーカー

緊急速報メール いのちの鐘

※施設数などは平成29年8月5日現在のものです。



鈴鹿市駅自転車駐車場オープン
　近鉄鈴鹿市駅第1・第2自転車駐車場が利
用開始になりました。
合計300台駐輪で
き、安心して快適に
利用してもらえるよ
う防犯カメラなどを
設置し、24時間利
用できます。ぜひご
活用ください。

元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

M a c h i k a d o  S h o t

6月23日㈮

男女共同参画連携映画祭2017
　「男女共同参画」を身近に感じてもらうために
県内の男女共同参画センターと市町が連携して
映画祭を行いました。本市では「この世界の片隅
に」を上映し、男女（ひと）の優しさや強さを感じ

てもらいました。また、
各種パネル展も行い、
訪れた人たちに「男
女共同参画」につい
て考えを深めてもら
いました。 

6月24日㈯

ぶつかり合う気迫と魂！わんぱく相撲大会
　小学生の男女が参加
するわんぱく相撲大会が
武道館相撲場で行われ
ました。気迫のこもった熱
い戦いが繰り広げられ、
子どもたちは全力を出し
切りました。訪れた人たち
は、子どもたちの一生懸
命戦う姿に歓声を送りま
した。

6月25日㈰

2017・8・58

男女共同参画連携映画祭2017

ぶつかり合う気迫と魂！わんぱく迫と魂！わんぱく相撲大会大 6月25日㈰

ン



　今年度、第1回目となる「市長
と話そう！鈴

ま

鹿
ち

づくりミーティング」
を開催し、子育て応援ボランティ
ア団体エンジェルハウスの皆さん
と「未来につなげる子育て応援」
をテーマに、意見交換を行いまし
た。託児ボランティアや子育てサ
ロンの活動を通して感じることや
子育て環境について活発に話し
合われました。

6月27日㈫

後世に語り継ぐために  2017平和への祈り展開催
　原爆・戦争の悲惨さや恐ろしさを風化させること
なく後世に伝え、核兵器のない平和な世界を願っ
て「2017平和への祈り展」をイオンモール鈴鹿のイ
オンホールで開催しました。父親が被爆された被爆

二世の佐藤直子さんに
よる講話や各種パネル
展示などを行い、訪れた
人たちに核の恐ろしさと
「平和」の尊さと「命」の
大切さを改めて感じても
らいました。

6月30日㈮～7日2日㈰

Ｈｏｎｄａ鈴鹿硬式野球部　23年ぶりの黒獅子旗目指して
　本市の代表としてHonda鈴鹿硬式野球部が出場し、
延べ208人の市民応援団が応援に駆けつけました。第
一回戦は、きらやか銀行（山形市代表）に3対2の接戦
で勝利。第二回戦は三菱日立パワーシステムズ（横浜
市代表）に0対1で惜しくも敗れましたが、応援団の熱
い声援を受け鈴鹿旋風を巻き起こし、気迫溢れる試合
を見せてくれました。

7月15日㈯

市長と話そう！鈴
ま

鹿
ち

づくりミーティング
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とき／9月9日㈯から毎週土曜日
(全10回)ジュニア(小学生)18時か
ら、一般中級と一般初級19時20
分から　ところ／市立テニスコー
ト　受講料／一般6,500円、ジュ
ニア5,500円(保険別)　申込み
／住所、氏名、年齢、連絡先、希望
クラスを明記し電子メールで

とき／9月1日㈮～3日㈰10時～18
時(最終日は17時)　ところ／文化会
館さつきプラザ　内容／35年以上
挑んできた300点以上の楽しいパ
ッチワーク作品の展示　※布で作
った楽しい作品です。

ノルディックウオーキングで健康と
仲間づくり　とき／8月13日㈰9時
～12時　ところ／青少年の森運動
場　参加料／500円　※毎週木曜
日10時～11時30分　桜の森公園
でも行います。　※第3または第4
日曜日に郊外ウオーキング。詳しく
はホームページまたは電話で

対象／美術工芸に興味のある
方　とき／9月26日㈫　とこ
ろ／国際陶磁器フェスティバ
ル美濃多治見会場　集合／近
鉄白子駅9時　定員／10人(入
場券、交通費支給)　申込み／
8月20日㈰までに電話で鈴鹿
市芸文協(船戸)へ

とき／8月19日㈯　ところ／鈴
鹿カルチャーステーション　
内容／ケアマネージャーが語
る在宅看取り　講師／萩貴子
さん(在宅看取り支援・訪問看
護ステーションゆずりは)　参
加料／500円

とき／毎週木曜日19時30時～21
時　ところ／文化会館　内容／
英会話の上達を目的としたクラ
ブです。一緒に英会話に挑戦し
てみませんか？　参加料／500
円　申込み・問合せ／必ずホーム
ページで　※文化会館へのお問
い合わせは行わないでください。

とき／8月17日㈭～21日㈪　
ところ／図書館2階視聴覚室　
内容／平和への思いを表す市
民の作品・戦争遺跡・遺品など
の展示やアニメ映画、体験談な
ど　入場料／無料

対象／小学生以上　とき／
9月3日㈰10時～15時　と
ころ／白子港緑地　内容／
パラグライダー浮上体験　
参加料／300円　申込み／
当日会場で　※雨天強風時
は9月10日㈰に延期

対象／小学生～中学生　と
き／8月8日㈫・16日㈬・19
日㈯・20日㈰・21日㈪9時～
12時　ところ／花のいろ(伊
船町1002－6)　受講料／１
回1,500円　申込み・問合
せ／ホームページで

先人達への感謝と歴史の引
継ぎ。日本の戦争映画を観
ながら戦争と平和・日本の
未来について考えてみましょ
う。　とき／8月15日㈫19
時～21時　ところ／桜の森
公園サブエントランス広場　
入場料／無料

再就職を希望する看護職員の
円滑な職場復帰の研修　とき
･ところ／9月11日㈪・12日㈫・
15日㈮・21日㈭・22日㈮津
会場　10月23日㈪～27日㈮
四日市会場　受講料／無料　
※申し込みなど、詳しくはお問
い合わせください。

対象／本人、家族、関心のある
方どなたでも　とき／8月9日
㈬13時30分～15時30分　と
ころ／牧田コミュニティセンタ
ー　内容／悩み相談、情報交
換、介護家族との交流　参加
料／本人無料、会員100円、一
般200円

とき／8月27日㈰13時30分
から　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　内容／秋冬
野菜の特徴と栽培、播種方
法、野菜個々の植え方と栽
培方法　講師／板坂康行　
参加料／300円

2月本公演に向けて、一緒に舞
台づくりをしてくださる方を募
集します。　内容／毎週土曜
日の夜、白子近辺で練習。役者、
裏方共に大歓迎です。会費／
大人：月500円　※詳しくはホ
ームページで

とき／8月13日㈰16時～18
時　ところ／鈴鹿カルチャー
ステーション　内容／映画
「女と男の危機」を通して、
フランス語講師の大嶋さんが
フランス文化を語ります。　
参加料／500円

とき／10月1日㈰　ところ／
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
水泳場　内容／水泳大会　
参加料／1,000円（リレーは1
チーム1,000円）申込み／8月
7日㈪までにホームページで

とき／8月8日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　参加料／
100円　※不登校のお子さんを
お持ちの親を中心とした集まり
です。夏休みどう過してみえま
すか。いろいろ話し合いましょ
う。

とき／第1・3木曜日10時30分
～11時30分　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　参加料
／700円　身体を動かす事が
好きな方大歓迎　※子ども連
れOK体験可。　気軽にお問い
合わせください。

対象／発達障害児(グレー・ボーダ
ー含む)の母親　とき／8月22日㈫
11時～13時　ところ／市内飲食店　
内容／同じ境遇のママとの情報交
換やお悩みが共有でき、心が軽く
なれます。　参加料／1,000円程
度(飲食代のみ)　申込み／8月20
日㈰までに電話か電子メールで

鈴鹿テニス協会
川出　090-2138-7281　
suzuka_ts@yahoo.co.jp

小髙　379-3944
すずかノルディックウオーキングクラブ
　伊藤　090-1747-3394　　
http://www.snwc1130.com/

鈴鹿市芸文協
船戸豊　090-4264-5244

理想の暮らしを語る会
　389-6603

鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com

九条の会すずか　稲垣　
371-0246

三重県フライヤー連盟
石田隆久　080-4226-3976 清水　http://paint.chu.jp おおにし　090-3582-9178 津会場／三重県ナースセンター　059-222-0466

四日市会場／四日市サテライト　325-7170

下野和子　370-4620
鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　　378-0041

長谷川　080-5106-9978
　http://gekidan-hanasatsuki.la.coocan.jp/

アズワンキネマクラブ
　389-6603

鈴鹿市水泳協会
北川　080-3678-6782

　http://www.swim-suzuka.com/
保井　090-4185-1514 永溝深雪　090-5860-6735

自閉症の子育て相談室
樋口さおり　090-1632-3694
　tyaru0401@yahoo.co.jp

秋季テニス教室
受講生募集

小髙紀子
パッチワーク古希個展

ノルディックウオーキング
体験会

国際陶磁器フェスティバル
美濃鑑賞会

人生の完成期(最期)を最も
自分らしく生きるために 英会話に興味のある方募集 戦争なんか大きらい

平和のメッセージ展

みえスポフェスパラグラ
イダー浮上体験会

夏休み限定
ポスター教室 慰霊・戦争映画上映会 潜在看護職員等

復職研修受講者募集

認知症の人と
家族の会のつどい

自然農法セミナー
第5講 劇団花さつき団員募集 映画を通して知る

フランス文化

水の祭典inMIE2017 鈴鹿不登校を考える親の会 エアロビクスを
楽しみませんか

発達障害(グレー・ボーダー含む)児を持つ
ママのための心が軽くなるランチ会

2017・8・510

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／8月14日㈪～18日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、政治、宗教活動と
　　　　　　認められるものは、お断りします(企業・自営業者の活動を含む)。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

次回の募集は10月5日号掲載分です



　「深谷公園」には、自然散策路や遊具広場など、さまざまな施設がそろって
います。
　周辺の豊かな自然を実感しながら散策やスポーツを楽しめますので、ぜひ
ご利用ください。

　深谷公園の魅力
 「深谷公園」は、典型的な里山の風景が展開する市の南西部に位置し、周辺の豊かな自然環境との調
和に配慮しながら、散策やスポーツなどの市民レクリエーションの拠点として、整備されています。
※多目的広場を土・日曜日、祝日、振休に利用される場合は、国府地区市民センター
　（国府町3294番地　378-0522　平日8時30分から17時15分まで）で
　申し込み手続きをしてください。

自然豊かな「深谷公園」の魅力をお伝えします

深谷公園の魅力情報館❶
市街地整備課　38 2 - 9 0 2 5　　38 2 - 7 6 1 5  

 shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp
   

112017・8・5

利用マナーを守りましょう
 ・トイレやベンチなどの施設は大切に使いま
しょう。
 ・ごみは持ち帰るなど、公園を清潔に保ちまし
ょう。
 ・犬の散歩マナーを守りましょう。
 ・公園内での花火は禁止です。
 ・多目的広場での野球は禁止です。 

自然との触れ合いを
実感できます。

健康遊具や複合遊具
などが設置されてい
ます。

ソフトボール・サッカー・
グラウンドゴルフなど
ができます。

駐車場
Parking

障がい者用施設
Handicapped Facilities

お手洗
Toilets

ふか   だに

●三重交通Ｇ
スポーツの杜鈴鹿

深谷公園★
●天名小

●合川小

中勢バイパス

国道 号

●国府地区市民センター

八野
鈴鹿サーキット前

徳居橋北詰

サーキット道路
国府町東



　公営企業が、将来にわたって健全な経営を維持していくための
中長期的な経営の基本計画です。 
　施設や設備の見通しである「投資試算」と財源の見通しである
「財源試算」が均衡するように「投資・財政計画」を作成します。
　「経営戦略」策定にあたり、学識経験者や市民委員で構成された
「上下水道事業経営審議会」を立ち上げ、持続可能な経営を目指し
て、今後の経営のあり方について検討しています。

水道事業

　近い将来、南海トラ
フ地震などの発生が
予想されており、施設
や管路の耐震化は喫
緊の課題です。
　現在、布設から30
年以上経過している
管路が全体の約30％
を占め、老朽化が進ん
でいます。管路事故
の未然防止のため、
優先度が高い管路か
ら耐震化を進めてい
ます。　
　平成38年度までの
計画では、約133億円
の投資費用を試算し
ています。
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上下水道総務課　　368-1696　　368-1688
　　jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp 

上下水道事業経営情報館

　鈴鹿市上下水道局は、生活に欠かすことのできない水の安全で安定的な供給と公共用水域の水質を保全し、衛
生的な生活環境を維持するため、公営企業として健全な経営に努めています。
　しかし、人口減少などによる料金収入の減少傾向の中、老朽化に伴う施設の更新費用増大などにより、経営状況
は厳しさを増しているのが現状です。

事業の効率化・経営の健全化を図る
ため「経営戦略」を策定します
 

事業の効率化・経営の健全化を図る
ため「経営戦略」を策定します
 

経営戦略とは？

投資試算の課題と目標

古い水道管

新しい水道管

写真（実例）

（提供）株式会社クボタ

千葉県における土砂災害状況

写真（実例）

（提供）日本ダクタイル鉄管協会

(提供)日本ダクタイル鉄管協会(提供)日本ダクタイル鉄管協会

管が抜けやすい構造のため、破裂しやすい

耐震管とよばれる構造で抜けにくく、
壊れにくいため長持ちする

熊本県における地震被害状況



　また、市内には送水場が7カ所、配水
池が15カ所あり、順次耐震化を実施して
います。平成38年度までの計画では、約
55億円の投資費用を試算しています。
　これらの財政負担を考慮し、投資の平
準化を図るほか、配水区域ごとの状況に応
じて水道施設の規模の適正化や有効利
用について、長期的な視点で検討します。

公共下水道事業の目標（平成29～平成38年度）
・下水道普及率　約55％（H28現在）→約70％

132017・8・5

　下水道には、生活環境の改善、雨水の処理、
公共用水域の水質保全といった重要な役割
があります。下水道整備の計画区域面積は
4,429haで、平成28年度末時点の供用開始
面積は2,010haです。
　このため、平成38年度末を目途に概ね整
備を完了するとした国の方針に沿って市街化
区域を中心に優先順位を設けて効果的な整
備を行い、未普及解消を目指します。
　平成38年度までの計画では、約190億円
の投資費用を試算しています。
　また、平成38年度末までに整備が完了し
ない区域については、整備手法の見直しも含
め検討します。

公共下水道事業

　農業集落排水施設は、平成27年度に整備が完了し、
維持管理の段階に移行しています。
　市内には18施設が点在しており、平成38年度までの
維持管理費用は約37億円を試算しています。
　このため、既存設備の更新時期、計画的な維持管理手
法を検討します。

農業集落排水事業

水道事業の目標（平成29～平成38年度）
・基幹管路の耐震化率　約38％(H28現在)→約49％
・送水場の耐震化率　 　約79％(H28現在)→約85％
・配水池の耐震化率　 　約45％(H28現在)→約85％

～「上下水道事業経営審議会」パネル展示～
　上下水道事業について、より詳しく知っていただくために、経営審議会で審議されている投資試
算や財源試算などについて、8月14日㈪から18日㈮まで、市役所1階市民ロビーにてパネル展示を
行います。ぜひお越しください。

水
源 塩素消毒

導水管

地
下
水

浄水池

送水管

配水管

給水管送水
ポンプ 消

火
栓

送水場 配水場

農業集落排水事業の目標　
　・ストックマネジメントの導入による、
　持続的な保全に備える計画の策定。
　・維持管理費用（約37億円／10年）を
　平準化し、長寿命化に向けた維持
　管理を実施。 

※

（出典：国土交通省ホームページ）

※既存の建築物（ストック）を有効に活用し、
　長寿命化を図る管理手法
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子ども育成課　　38 2 - 7 6 0 6　　38 2 - 9 0 5 4
　ko d omo i k u s e i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

保育所（園）・幼稚園など申込受付開始情報館❸

　来年度から保育所（園）、認定こども園または幼稚園の利用を希望される方の

申し込みを、9月から受け付けします。

対　象

申込み

市内在住の0歳から5歳までの乳幼児で､保護者が就労（育休復帰を含む）や出産前後、疾病
や障がい、求職活動、就学、同居の親族の介護や看護などにより家庭で保育できない方（平
成30年4月、5月利用希望の方）
※上記の理由以外でも利用できる場合がありますのでご相談ください。
9月1日（金）から22日（金）まで（土･日曜日、祝日を除く9時～16時）に、利用希望の保育所
（園）で支給認定申請書と利用申込書を受け取り､必要事項を記入の上、第一希望の施設へ
提出してください。
※複数の園を第一希望に指定することはできません。
※保育料は、市民税額により決定します。
※平成30年6月以降の利用を希望する場合は、利用希望の前月の10日までに利用希望の園で申し込みをしてください。

保育所（園）への入所（園）申込み方法

平成30年度の入園の申込受付を
開始します
平成30年度の入園の申込受付を
開始します

施設名
牧田保育所
白子保育所
神戸保育所
玉垣保育所
合川保育所

大池二丁目2-2
北江島町5-30
神戸四丁目４-40
東玉垣町1386-１
三宅町1749

378-2010
386-2010
382-0537
382-2737
372-0058

長太の浦保育園
くまだ保育園
栴檀保育園
岸田保育園
旭ヶ丘保育園
ながさわ保育園
庄内青い鳥保育園
鼓ヶ浦保育園
石薬師保育園
あおい保育園
白鳩保育園
いそやま保育園
第２石薬師保育園
ひので保育園
ひばり保育園

長太栄町三丁目4-34
下大久保町481-5
国府町2539-1
岸田町1491
中旭が丘一丁目2-29
長沢町1095
東庄内町3797-1
寺家三丁目40-15
石薬師町1735-1
白子本町2-27
加佐登一丁目8-10
東磯山二丁目26-18
自由ヶ丘二丁目18-14
平野町1167-1
岸岡町2707-174

385-0302
374-1952
378-0918
374-1955
386-1647
371-0151
371-2317
386-2071
374-1398
387-5220
378-1610
387-6012
374-0730
373-7000
386-7982

あかつき保育園
くすのき保育園
野町保育園
サラナ保育園
高岡ほうりん保育園
トーマスぼーや保育園
ハートピア保育園
みそら保育園
ドリームハウス保育園
竹野の森こども園
ぐみの木ほいくえん
第二長太の浦保育園
おおとり保育園
かもめ保育園

地子町906-2
若松西六丁目28-11
野町西二丁目15-10
岸岡町3527
高岡町1843-7
平田東町10-13
算所町563-3
岸岡町3280
寺家町1308
竹野町305-2
安塚町331-74
南長太町2303
白子町2006-1
加佐登町2059-2

382-5201
385-5388
386-2338
368-3766
349-1100
375-2468
381-1555
380-6339
388-3398
384-3215
382-5409
395-2200
386-2611
389-5115

河曲保育所
算所保育所
深伊沢保育所
西条保育所
一ノ宮保育所

十宮町283
算所五丁目17-1
深溝町352
西条二丁目5-1
一ノ宮町500-45

383-1643
378-4569
374-2797
382-6511
383-0407

所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号

施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号

公立保育所

私立保育園

ぜんだん



※今年度休園している牧田幼稚園は牧田小学校（　378-0516）、河曲幼稚園は河曲小学校（　382-0268）、一ノ
　宮幼稚園は一宮小学校（　382-0311）へお問い合わせください。
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対　象

申込み

対　象

申込み

市内在住の5歳児（平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれ）と4歳児（平成25年4月2日
～平成26年4月1日生まれ）。ただし、☆印のついた園は５歳児のみ募集します。
9月1日（金）から22日（金）まで（土･日曜日、祝日を除く9時～16時）に、入園願に必要事項を
記入の上、入園を希望する幼稚園へ提出してください。
※複数の園に申請することはできません。　※入園願は8月1日（火）から各幼稚園で配布します。
※牧田幼稚園、河曲幼稚園および一ノ宮幼稚園については、入園希望者が15人に満たないときは、開園
しません。

対　象
申込み

3歳から5歳までの幼児
9月1日（金）から入園願書に
必要事項を記入の上、各私立
幼稚園へ提出してください。
※入園願書は、8月2日（水）から
各幼稚園で配布します。
※詳しくは各幼稚園へお問い合
わせください。

　認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能を併せ持ち、就学前の子どもに教育と保育を一体的に提
供する施設です。 

私立認定こども園への入園申込み方法

公立幼稚園への入園申込み方法

私立幼稚園への入園申込み方法

2017・8・5

施設名
　国府幼稚園
　加佐登幼稚園
☆牧田幼稚園
　白子幼稚園
　旭が丘幼稚園
　稲生幼稚園
　飯野幼稚園

国府町3519-1
高塚町1087-1
岡田町701
白子一丁目12-12
東旭が丘五丁目3-33
稲生三丁目10-1
三日市南二丁目1-7

378-4523
379-1518
      －
387-5325
387-5326
387-5338
382-3698

☆河曲幼稚園
☆一ノ宮幼稚園
　箕田幼稚園
　玉垣幼稚園
　神戸幼稚園
　栄幼稚園
　椿幼稚園

十宮町719-2
一ノ宮町557
南堀江一丁目2-26
北玉垣町734
神戸七丁目4-12
五祝町1068
山本町750

      －
      －　
385-1493
382-3663
382-3275
387-6246
371-3715

所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号

〈教育希望〉市内在住の3歳から5歳までの幼児〈保育希望〉市内在住の0歳から5歳までの
乳幼児で､保護者が就労（育休復帰を含む）や出産前後、疾病や障がい、求職活動、就学、同
居の親族の介護や看護などにより家庭で保育できない方（平成30年4月、5月利用希望の方）
※上記の理由以外でも利用できる場合がありますのでご相談ください。
9月1日（金）から22日（金）まで（土･日曜日、祝日を除く9時～16時）に、入園希望の認定こども園で
支給認定申請書と利用申込書を受け取り､必要事項を記入の上、認定こども園へ提出してください。
※教育と保育の併願はできません。 
※教育希望の場合、複数の園に申請することはできません。
※保育希望の場合、第一希望の施設へ提出
してください。
※平成30年6月以降の保育利用を希望する
　場合は、利用希望の前月の10日までに利
　用希望の施設で申し込みをしてください。

372-2123
386-6228
385-0190

郡山町2001-10
東磯山二丁目3-1
北長太町4119

サン認定こども園
認定こども園白百合幼稚園
ほうりん認定こども園

施設名 所在地 電話番号

すずか幼稚園
第2すずか幼稚園
道伯幼稚園
白子ひかり幼稚園
第一さくら幼稚園
第二さくら幼稚園

神戸二丁目20-18
岸岡町2815
道伯一丁目12-27
白子本町2-38
寺家三丁目2-12
鈴鹿ハイツ5-45

382－3272（代）
386－6129
378－6713（代）
386－1150
380－0188（代）
378－4085（代）

施設名 所在地 電話番号
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すずか市民アカデミー「まなベル」情報館❹

すずか市民アカデミー「まなベル」の
受講者を募集します
すずか市民アカデミー「まなベル」の
受講者を募集します
　今年は「学びゲーション　一歩ふみだす　新しい道」 をテーマに開校します。ぜ
ひご参加ください。

　すずか市民アカデミー「まなベル」は、市内の高等教育機関と連
携し、市民の「さらに詳しく知りたい」という専門的分野への学習
ニーズに応えると共に、学びの楽しさを実感していただき、生涯学
習をさらに深めていくことを目的としています。
　各高等教育機関を会場として、それぞれの特徴をいかした専門
性のある教育内容を、分かりやすく楽しい講座として提供します。

「まなベル」とは？

「まなベル」に参加するには？
　事前申込が必要です。応募方法などは次のとおりです。

１０月　５日(木)・１０月２０日(金)　鈴鹿医療科学大学
１０月１２日(木)・１０月２８日(土)　鈴鹿大学短期大学部、鈴鹿大学
１１月１８日(土)・１２月　３日(日)　鈴鹿工業高等専門学校

高校生以上の方なら、どなたでも受講可能。

①郵便番号・住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 
⑤希望する講座番号と講座日 
①～⑤を記入の上、はがき・ファックス・電子メールのいずれかで、お申し
込みください。電話での申し込みはできません。

文化振興課
〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号　　　
　059-382-9071　　　　　　
　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp
※申込完了後、受講決定書を送付します。
　講座開催日の３日前になっても受講決定書が届かないときは、ご連絡ください。

8月４日(金) ～ ９月６日(水)（必着）

各講座５０人程度（先着順）

・１講座５００円（傷害保険料を含む。全６講座一括申込の場合は2,500円）
　※高校生は、無料（人数制限あり）
・受講料は、当日受付でお支払いください。
・受講料払込後の返金はできません。

1

7

6

5

4

3

2 対　　　象

申 込 方 法

申　込　先

申 込 期 間

定　　　員

受　講　料

開催日・会場

まナ ビ
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｢まなベル」に関するお問い合わせ　文化振興課(市役所本館９階)　 382-7619　　382-9071

1１月１８日(土) 10時３０分～1２時

「身の回りの情報セキュリティ」
講師 : 箕浦弘人さん
内容 : 誰もが当たり前のようにインターネットを使うようになり、イン
ターネット利用による被害が身近なものとなってきました。どのよう
な被害があるのか、被害に遭わないためにはどうすればよいのかを、
実例を挙げながらお話していきます。

1２月３日(日) 10時～11時30分　

「健康のための食事と運動」　
講師 : 村松愛梨奈さん
内容 : 日 を々健康に過ごすには、どんな食事やどんな運動が効果的で
しょうか。健康な生活に必要な知識を一緒に学びましょう。
活動量を体感するために、軽い運動も体験していただきます。動きやす
い服装でお越しください。

（白子町会場　鈴鹿工業高等専門学校 ）

2017・8・5

１０月１２日(木) 10時～1１時30分　

「旅して学ぶ　～日本再発見、そして海外へ～」
講師 : 髙井和男さん(鈴鹿大学短期大学部）
内容 : 学生時代、バイクや車で47都道府県を周りました。30代で日本
百名山をすべて登頂しました。そのほか、これまでに海外43カ国を巡り
ました。これらの経験をもとに、教科書には載っていない知恵、教室で
は教えてもらえない体験・巡りあいについてお話します。

1０月28日(土) 10時３０分～1１時３０分　

「異文化理解の第一歩　～小さな習慣の違いが招く誤解を解く～ 」
講師 : 崔載弦（チェ　ジェヒョン）さん(鈴鹿大学)
内容  : 訪日外国人2500万の時代。増え続ける外国人旅行者を理解す
るために、日本と韓国の生活習慣の違いを紹介します。本講座を通じ
て、文化や習慣の違いから生じる誤解を防ぎ、ゲストとホストどちらも
心地よい「国際観光時代の形成」に役立てることを期待しています。

（郡山町663番地222）会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

１０月５日(木) 1０時～１１時30分　

「終末期の医療とケアにおける倫理 」
講師 : 藤原芳朗さん
内容 : 日本は今、超高齢化による多死社会を迎えつつあります。終末
期を迎えたとき、医療やケアについて「お任せします」ではなく、家族間
で話し合って自己が意思表示することの大切さや、胃ろう・経管栄養を
含め人生の店じまいにおける倫理について説明します。

１０月２０日(金) 1４時～1５時２0分　

「万病の元、冷え症の対策」
講師  :  山本晃久さん　 
内容 : 「冷え」は生まれもった体質や生活習慣などによって表れる症
状です。怖いことに、「冷え症」は放っておくと新たな症状や病気を引き
起こすことがあるため、冷え症は万病の元と言われています。この講座
では、冷え症の東洋医学的対処法についてお話します。

（岸岡町1001番地1）会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス

まナ　 ビ

講
座
①

講
座
③

講
座
②

講
座
④

講
座
⑤

講
座
⑥

今年度のテーマは「学びゲーション　一歩ふみだす　新しい道」
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福祉医療費の受給資格更新情報館❺
保険年金課　　38 2 - 7 6 2 7　　38 2 - 9 4 5 5
h o k e n n e n k i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

福祉医療費の受給資格を更新します福祉医療費の受給資格を更新します
　福祉医療費助成制度は、障がい者、一人親家庭等、子どもの医療費を助
成する制度です。この制度の認定を受けている方の受給資格を更新します。

見
本

※受給資格証には福祉医療で届出されている健康保険証の情報も表示されています。健康保険証の情報に変更が
あった場合は、印鑑、対象者の健康保険証、受給資格証、個人番号のわかるもの（マイナンバー通知カードなど）、
申請者の本人確認ができるもの（運転免許証など）をお持ちいただき、速やかに保険年金課か地区市民センターで
届出を行ってください（郵送可）。

●身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
●療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中
度)をお持ちの方、または知能指数が50
以下の方
●精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

●18歳未満児（年度末児童）を
扶養している一人親家庭な
どの母または父およびその
児童
●父母のいない18歳未満児

●各医療保険法の規定による自己負担相当額
●入院時の食事療養に係る標準負担額（住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から減額認定を
受けた方のみ対象）
※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、通院分のみが助成対象です。

●0歳から15歳到達年度末
（中学生）の子ども対

象
者

対
象
医
療
費

障がい者医療費 一人親家庭等医療費 子ども医療費

※申請方法など、詳しくは、市ホームページ(市ホームページ→生活ガイド→生活便利帳→福祉)をご覧いただくか、
保険年金課医療給付グループへお問い合わせください。

福祉医療費助成制度の概要

　平成 29年度（平成 28 年中）の所得額によって判定後、更新した受給資格証を8月下旬に対象者へ
郵送します。また、後期高齢者医療制度に加入中の方には、受給資格証の交付はなく、受給資格決定
通知書を郵送します。なお、所得制限額を超えるなど、医療費助成の対象に該当しなかった方には、その
旨を通知します。
※転入された方など、本市で平成28年中の所得が確認できない方は、所得課税証明書の提出をお願いする場合があります。

受給資格の更新

　各助成制度には、下記の所得制限があります。判定の対象となる所得金額は、合計所得金額から各
種控除を行った額になりますので目安としてください。

所得制限額

障がい者医療費

本人所得額扶養親族
などの数

0人
1人
2人

配偶者および
扶養義務者所得額

養育者、配偶者および
扶養義務者所得額

以降1人増えるごとに38万円を加算以降1人増えるごとに
21万3,000円を加算

以降1人増えるごとに
38万円を加算

本人所得額 保護者所得額

622万円
660万円
698万円

236万円
274万円
312万円

192万円
230万円
268万円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円

一人親家庭等医療費 子ども医療費



 

空き家バンク制度への
登録物件募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188

　空き家バンク制度は、空き家
に関する情報を市に登録し、空
き家の売却や購入、賃貸借を
希望する方々に情報を提供する
ものです。空き家に関する情報
を発信し、空き家の流通と利活
用を促進し、居住支援の充実
や地域の活性化を図ることを
目的としています。現在空き家
を所有・管理している方で、売
却や賃貸を検討されている方
はぜひ登録してください。購入
や賃借をお考えの方も登録して
いただけます。
　登録いただいた情報は、個人
情報を除き市ホームページ（引
越・住まい→空き家バンク制
度）で公開します。詳しくは、住
宅政策課へお問い合わせくだ
さい。

児童扶養手当の現況届
受付開始

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　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
をしなかった場合、資格は喪失
となります）。
※日曜窓口を開設する予定です。
平日の来庁が困難な方はご利用
ください。詳しい日程などは、順
次郵送している案内「児童扶養
手当現況届について」に記載し
ますのでご覧ください。

※住所や氏名、家族構成などに変更

があった場合は、戸籍住民課での
手続きとは別に、子ども政策課
への届出が必要です。この届出
をしていない方には、現況届の
案内が届きません。また、手当の
支払いを差止めることがありま
すので、該当される方は至急子ど
も政策課へご連絡ください。
◆ハローワーク特別出張窓口
と　き　8月14日㈪・31日㈭
各日13時30分～16時30分
（最終受付16時）
ところ　市役所本館11階　子
ども政策課窓口

国民年金保険料のお支払
いは便利な口座振替を
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の納付は口
座振替を利用できます。口座振
替には、当月分保険料を当月末
に振替納付することで月々50
円割引される早割制度や、現金
納付よりも割引額が多い6カ月
前納、1年前納、2年前納があり
ます。下半期の6カ月前納（10月
分～翌年3月分）は8月末日まで
に申し込んでください。
申込み　年金手帳(基礎年金
番号がわかる物)、預金通帳、
通帳届出印を持参の上、金
融機関または年金事務所へ

※市役所では手続きできません。
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

鈴鹿市学校規模適正化
検討委員会が傍聴できます
教育政策課　382-9112　 383-7878

と　き　8月18日㈮14時から
ところ　市役所本館11階　教
育委員会室
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時30分から13

時50分まで会場で受け付け

臨時福祉給付金（経済対策分）
の申請受付を間もなく終了
臨時給付金室　382-9886　 382-9887

　8月31日㈭をもって臨時福祉給
付金（経済対策分）の申請期間が
終了します。申請期間を過ぎると
受け付けはできませんので、早め
に申請してください。
　支給対象と思われる方に、3月
中旬に申請書類を送付しまし
た。申請書を紛失された場合
や申請方法などについて不明
な点は臨時給付金室へお問い
合わせください。

学校給食物資納入業者募集
教育総務課　382-1214　 383-7878

対　象　鈴鹿市入札参加資格
者名簿の「1701食料品」に
市内登録があるまたは申請
中の事業者
内　容
○小学校・幼稚園
　1日約1万3,000食分の乾物
（常温保存できるもの）、冷
凍・冷蔵食品を指定した期間
に小学校、学校給食センター
などへ納入
○中学校
　1日約6，300食分の乾物、冷
凍・冷蔵食品、鶏卵、こんに
ゃく、味噌・醤油、豆腐類、
麺類を指定した期間に第二学
校給食センターなどへ納入
申込み　8月7日㈪から31日㈭
までに教育総務課へ

※詳しくは市教育委員会ホームページ
（　http://www.city.suzuka.
　lg.jp/kyoiku/）をご覧ください。

電　話 電子メール ホームページファクス

192017・8・5
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ハチの駆除
環境政策課　382-9014　 382-2214

　夏から秋にかけて、ハチの
活動が活発になります。ハチ
の巣が私有地内にある場合、
土地の所有者（管理者）の方
が処理してください。市では、
駆除する際に使用する防護服
の貸し出しを無料で行ってい
ます。貸し出し中の場合があ
りますので、使用する際は事
前に環境政策課へ電話で予
約してください。
※ハチ駆除用スプレーなど、防護服
以外の作業に必要な物品は、ご
自身で用意してください。
貸出期間　貸出日を含めて3
日以内（返却日が閉庁日の
場合は翌開庁日まで）
貸出数　1組
申込み　平日8時30分から
17時15分までに環境政策
課へ

※スズメバチなどハチの種類や巣
の場所によっては危険が伴うこ
とがあります。ご自身での駆除が
困難な場合は、専門の駆除業者
にご相談ください（有料）。業者を
ご存知で無い場合、市では斡旋
などは行っておりませんので、電
話帳などで探してください。

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　382-9008　 382-7660

◆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。

原爆の日と
終戦記念日に黙とうを
人権政策課　382-9011　 382-2214

　8月6日㈰に広島市で、8月9
日㈬に長崎市で、原爆死没者
の冥福と世界恒久平和を願う
式典が行われます。
　また、8月15日㈫には日本武
道館で、先の大戦において亡く
なられた方 を々追悼し平和を祈
念するため、全国戦没者追悼式
が行われます。
　それぞれの式典の中で、1分
間の黙とうが捧げられるのに
合わせ、皆さんも恒久平和の
実現を願い、ご一緒に黙とうい
ただきますようお願いします。
と　き
○広島市　8月6日㈰8時15分
から
○長崎市　8月9日㈬11時2分
から
○全国戦没者追悼式　8月15
日㈫12時から

人権啓発・人権教育研修会
などの参加費用助成

人権政策課　382-9011　 382-2214

　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。
対　象　市内在住・在勤の方
◆部落解放研究第51回全国集会
と　き　11月6日㈪～8日㈬
ところ　大阪府
◆第69回全国人権・同和教育
研究大会
と　き　12月2日㈯・3日㈰
ところ　島根県
◆第32回人権啓発研究集会
と　き　平成30年1月11日㈭
～12日㈮
ところ　兵庫県
定　員　各会若干名（予算の
範囲内で、応募者多数の場
合は抽選）

申込み　9月5日㈫まで（土・
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分）に申込用紙に
必要事項を記入し、直接ま
たは郵送で人権政策課（〒
513-8701（住所不要、当日
消印有効））へ

※申込用紙は、人権政策課にあり
ます。

※研修後、必ず報告書を提出して
ください。

トイなおす
（おもちゃ病院）の開設
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共に
お持ち込みください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課に持参してください。
　修理後は、廃棄物対策課に
取りにきていただきます。当日
修理が完了したものは、当日お
渡しできます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。
と　き　8月20日㈰10時～13
時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室（立体駐車場南側）

※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器（電子ピア
ノ・笛・ハーモニカほか）などは
修理できません。

三重おもいやり駐車場
利用証制度

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　三重おもいやり駐車場利用
証制度とは、障がい者や要介護
認定者、妊産婦、けがなどで歩
行が困難な方の外出を支援す

ーで申請してください（障がい
福祉課、健康づくり課、保健所
は即日交付、地区市民センター
は後日県から自宅に郵送）。「お
もいやり駐車場」を利用の際に
は、ほかの人からも分かるよう
に、利用証を車内のルームミラ

ーなどに掲示してください。
※交付対象者、交付要件、必要書
類など詳しくは県ホームページ
（　http://www.pref.mie.lg.
　jp/UD/HP/73426012526.
　htm）をご確認ください。
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原爆の日と
終戦記念日に黙とうを
人権政策課　382-9011　 382-2214

　8月6日㈰に広島市で、8月9
日㈬に長崎市で、原爆死没者
の冥福と世界恒久平和を願う
式典が行われます。
　また、8月15日㈫には日本武
道館で、先の大戦において亡く
なられた方 を々追悼し平和を祈
念するため、全国戦没者追悼式
が行われます。
　それぞれの式典の中で、1分
間の黙とうが捧げられるのに
合わせ、皆さんも恒久平和の
実現を願い、ご一緒に黙とうい
ただきますようお願いします。
と　き
○広島市　8月6日㈰8時15分
から
○長崎市　8月9日㈬11時2分
から
○全国戦没者追悼式　8月15
日㈫12時から

人権啓発・人権教育研修会
などの参加費用助成

人権政策課　382-9011　 382-2214

　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。
対　象　市内在住・在勤の方
◆部落解放研究第51回全国集会
と　き　11月6日㈪～8日㈬
ところ　大阪府
◆第69回全国人権・同和教育
研究大会
と　き　12月2日㈯・3日㈰
ところ　島根県
◆第32回人権啓発研究集会
と　き　平成30年1月11日㈭
～12日㈮
ところ　兵庫県
定　員　各会若干名（予算の
範囲内で、応募者多数の場
合は抽選）

申込み　9月5日㈫まで（土・
日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分）に申込用紙に
必要事項を記入し、直接ま
たは郵送で人権政策課（〒
513-8701（住所不要、当日
消印有効））へ

※申込用紙は、人権政策課にあり
ます。

※研修後、必ず報告書を提出して
ください。

トイなおす
（おもちゃ病院）の開設
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共に
お持ち込みください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課に持参してください。
　修理後は、廃棄物対策課に
取りにきていただきます。当日
修理が完了したものは、当日お
渡しできます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。
と　き　8月20日㈰10時～13
時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室（立体駐車場南側）

※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器（電子ピア
ノ・笛・ハーモニカほか）などは
修理できません。

三重おもいやり駐車場
利用証制度

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　三重おもいやり駐車場利用
証制度とは、障がい者や要介護
認定者、妊産婦、けがなどで歩
行が困難な方の外出を支援す

るため、公共施設や商業施設
などに設置された「おもいやり
駐車場」を使用できる利用証
を必要な方に交付する制度で
す。希望される方は障がい福
祉課、健康づくり課（主に妊産
婦）、保健所、地区市民センタ

ーで申請してください（障がい
福祉課、健康づくり課、保健所
は即日交付、地区市民センター
は後日県から自宅に郵送）。「お
もいやり駐車場」を利用の際に
は、ほかの人からも分かるよう
に、利用証を車内のルームミラ

ーなどに掲示してください。
※交付対象者、交付要件、必要書
類など詳しくは県ホームページ
（　http://www.pref.mie.lg.
　jp/UD/HP/73426012526.
　htm）をご確認ください。
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職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許等 年齢 学歴

事務1
（身体障がい者）

1人程度

○身体障害者手帳の交付を受けている方
○介護者なしに事務職としての職務の遂行が
　可能な方
○活字印刷文による出題に対応できる方

昭和57年4月2
日以降の生まれ
の方

事務2
10人程度

技術
（土木）
5人程度

土木に関する技
術的業務

技術
（建築）
1人程度

建築に関する技
術的業務

保健師
1人程度

保健に関する相
談・指導業務

保健師免許を取得の方または平成30年3月末日
までに取得見込みの方

昭和52年4月2日
以降の生まれの方

保育士・
幼稚園教諭
11人程度

幼児の保育業務 保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取得の方
または平成30年3月末日までに取得見込みの方

昭和57年4月2
日以降の生まれ
の方

消防
5人程度

火災予防、救急、
救助、消火活動
等の消防業務

日本国籍を有し、青色、赤色および黄色の色彩
識別ができる方

昭和62年4月2
日以降の生まれ
の方

労務
（調理員）
2人程度

学校、保育所等
での給食調理
業務

調理師免許を取得の方または平成30年3月末日
までに取得見込みの方

昭和57年4月2
日以降の生まれ
の方

―

昭和62年4月2
日以降の生まれ
の方

※技術については上記
　の学校においてそれ
　ぞれの職種に関する
　専門課程・科目を履
　修していることが必
　要になります。

―

企画、庶務、予
算、経理、調査、
指導等の一般行
政事務

※採用予定人数については、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。
※職種区分「消防」以外を受験される外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。
※すべての職種について地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。
◆第1次試験
と　き　9月17日㈰9時から
ところ　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（消防以外の職種）、消防本部（消防）
申込み　8月4日(金)から28日(月)まで（土・日曜日、祝日を除く8時30分～17時15分）に、職員採用試験申
込書を直接または郵送で人事課へ

※郵送の場合は、8月28日(月)17時15分到着分まで有効
申込書の入手方法　人事課へ直接または郵便で請求するか、市ホームページ(人事・職員採用)で入手し
てください。

※郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで「職員採用試験申込書希望」と記入の上、返信用封筒（宛先を記入
し、82円切手を貼った12cm×23cm程度のもの）を必ず同封し、鈴鹿市人事課人事研修グループ(〒513-8701
（住所不要）)に請求してください。

学校教育法に定める
大学院、大学、短期
大学、修業年限が2
年以上の専修学校
専門課程、高等専門
学校、高等学校、特
別支援学校高等部
など高等学校に準
ずる学校を卒業した
方または平成30年3
月末日までに卒業見
込みの方

◆平成30年4月1日採用分



集を休業します。
※収集の依頼は、各地区の担当業
者または鈴鹿市清掃協同組合
（　382-3331）へ

自転車でトライアル・
モトクロス体験と

プロライダーのデモ走行
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　トライアルやモトクロスプロラ
イダーのデモ走行を見学したり、
ご自身の自転車に乗ってオフロ
ードコースで遊んでいただき、面
白さを知っていただく体験型イ
ベントです。
　デモ走行では2015年モトクロ
ス全日本チャンピオン小島庸平
選手、トライアル全日本チャンピ
オン小川友幸選手の迫力ある走
りを目の前でご覧いただけま
す。
と　き　9月17日㈰9時30分
～15時
ところ　フジコウオフロード

市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188
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公立保育所の臨時保育士
募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

対　象　昭和33年4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得の方
業務内容　保育所での保育

に関する業務
勤務条件　
・給与は時給1,020円（参考：
平成29年度）です。通勤手当
（直線2キロ以上の場合に
通勤日数×100円）や年次有
給休暇もあります。
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時までで、週休2日制

（土・日曜日、祝日休み）です。
申込み　子ども育成課窓口へ
※勤務条件などをお伺いし、条件の
合う保育所に勤務していただき
ます。ご希望に沿えない場合は求
人が出たら改めて紹介します。

※公立保育所延長保育補助員、臨時
給食調理員の登録も随時受け付
けをしています。

パーク（住吉町8440）
定　員　60人（先着順）
参加料　無料
持ち物　自転車、ヘルメット、
手袋（レンタル有）
申込み・問合せ　9月8日㈮まで
に電話、ファクスまたは電子
メールで㈱フォーティーフォー
(下野　 39 5 - 6 6 4 4　
395-6645 m.shimono@-
seizo-

　web.com　http://44com
　pany.com/archives/2314)
　へ
※デモ走行の見学は申込不要
※天候により中止になる場合があ
ります。

申込み資格　次の要件全てに該当する方
1.市内に在住または勤務している方
2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
3.現に住宅に困っている方
4.市税の滞納がない方
5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方
6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満たし、60歳以上の
方がいる世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1と3から6を全て満
たし、1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が
対象です。

※単身者の入居資格要件については、住宅政策課まで
お問い合わせください。

申込み　8月7日㈪から31日㈭まで（土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時15分）に、所定の
申込書類に必要書類を添えて、直接住宅政策
課へ

※申込書類は8月7日(月)から住宅政策課窓口で配布
します。　
選考方法　応募者多数の場合は、9月21日㈭・22
日㈮（予定）に公開抽選会で決定します。
入居時期　10月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けら
れる世帯がありますので、申し込みの際に申し出てく
ださい。

※募集戸数、内容については、状況により変更する場合
があります。

団  地 所 在 地 構  造 募集 
戸数 家  賃 

安 塚 団 地  安 塚 町3 1 5番 地  中層耐火造4階建て  2戸  11,000円～23,400円 

一 ノ 宮 団 地  一ノ宮町1177番地の3  中層耐火造4階建て  2戸  13,700円～27,000円 

桜 島 団 地  桜 島 町 五 丁 目  中層耐火造4階建て  3戸  15,600円～32,100円 

安 塚 団 地  安 塚 町3 1 5番 地  中層耐火造4階建て  1戸  12,100円～23,700円 

一 ノ 宮 団 地  一ノ宮町1177番地の3  中層耐火造4階建て  1戸  12,600円～24,700円 

桜 島 団 地  桜 島 町 五 丁 目  中層耐火造4階建て  1戸  14,500円～28,500円 

高 岡 山 杜 の 郷  高 岡 台 四 丁 目  中層耐火造3階建て  3戸  20,200円～41,300円 

潮 風 の 街 磯 山  東 磯 山 二 丁 目  1戸  24,100円～47,400円 中層耐火造3・4階建て

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

◆高齢者世帯（単身者も可）

◆高齢者世帯（単身者は不可）

◆世帯区分なし（一定の条件を満たす場合は単身者も可）

◆世帯区分なし（単身者は不可）

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。



市役所で誓う「届け出挙式」参加者募集
総合政策課　382-9038　 382-9040　 sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

集を休業します。
※収集の依頼は、各地区の担当業
者または鈴鹿市清掃協同組合
（　382-3331）へ

自転車でトライアル・
モトクロス体験と

プロライダーのデモ走行
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　トライアルやモトクロスプロラ
イダーのデモ走行を見学したり、
ご自身の自転車に乗ってオフロ
ードコースで遊んでいただき、面
白さを知っていただく体験型イ
ベントです。
　デモ走行では2015年モトクロ
ス全日本チャンピオン小島庸平
選手、トライアル全日本チャンピ
オン小川友幸選手の迫力ある走
りを目の前でご覧いただけま
す。
と　き　9月17日㈰9時30分
～15時
ところ　フジコウオフロード

2017・8・5 23

に関する業務
勤務条件　
・給与は時給1,020円（参考：
平成29年度）です。通勤手当
（直線2キロ以上の場合に
通勤日数×100円）や年次有
給休暇もあります。
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時までで、週休2日制

（土・日曜日、祝日休み）です。
申込み　子ども育成課窓口へ
※勤務条件などをお伺いし、条件の
合う保育所に勤務していただき
ます。ご希望に沿えない場合は求
人が出たら改めて紹介します。

※公立保育所延長保育補助員、臨時
給食調理員の登録も随時受け付
けをしています。

ホストファミリー募集
市民対話課　382-9058　 382-7660

　IATSS（イアッツ）フォーラ
ムは東南アジアの将来を担う
若者の人材育成を行う研修機
関です。研修期間中、研修生
（会話は英語）を受け入れ、日
本の生活を体験させていただ
けるご家庭を募集します。
と　き　10月21日㈯・22日㈰
1泊2日
募集数  17家族（応募多数の
場合は抽選）
申込み  9月1日㈮までに、（公
財）国際交通安全学会
IATSSフォーラム（廣野・池田
　370-0511　370-0505
　　http://www.iatssforum.
　jp/applications/index.
　html）へ

し尿収集休業
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　8月11日（金・祝）から13日
㈰までと8月15日㈫は、し尿収

パーク（住吉町8440）
定　員　60人（先着順）
参加料　無料
持ち物　自転車、ヘルメット、
手袋（レンタル有）
申込み・問合せ　9月8日㈮まで
に電話、ファクスまたは電子
メールで㈱フォーティーフォー
(下野　395-6644　395-
　6645 m.shimono@seizo-
　web.com　http://44com
　pany.com/archives/2314)
　へ
※デモ走行の見学は申込不要
※天候により中止になる場合があ
ります。

電　話 電子メール ホームページファクス

市役所において、未来への一歩を踏み出す新郎新婦の門出を祝う“届け出挙式”を実施します。

対　象　各回の対象となる婚姻届出期間に、婚姻
届を提出または提出予定で、新郎新婦どちらかが
鈴鹿市に住民登録がある、または登録予定の方
ところ　市役所本館1階 市民ギャラリー、市民
ロビー
内　容　宣誓式（誓いの言葉、宣誓書署名など）、
記念撮影など

※挙式形式は人前式
※所要時間は1組20分程度
※宣誓書、記念写真（ＤVD）はお渡しします。
定　員　各回2組（応募者多数の場合は抽選）

参加料　無料
申込み　応募用紙に必要事項を記入の上直接、
郵送、ファクスまたは電子メールで総合政策課へ

※応募用紙は総合政策課、各地区市民センター窓口また
は市ホームページで入手できます。

※服装は自由で、ブーケなど
は用意します。

※詳しくは総合政策課へ
お問い合わせください。

第1回
第2回
第3回

10月22日㈰
11月22日㈬
平成30年2月22日㈭

8月4日㈮～10月5日㈭
8月4日㈮～11月9日㈭
12月20日㈬～平成30年2月1日㈭

3月23日㈭～10月22日㈰
3月23日㈭～11月22日㈬
11月23日㈭～平成30年2月22日㈭

と　　き 募　集　期　間 対象となる婚姻届出期間



　この養成講座修了後、農業ジ
ョブトレーナーとして登録・活動
をしていただきます。活動に対し
ては報酬などを支払います。
対　象　農業分野の知識や経験
が豊富な方（年齢は問いません）

と　き　9月12日㈫・13日㈬・19
日㈫の3日間9時～17時

ところ　市役所本館5階　503
会議室など

定　員　5人程度（簡単な面接
で選抜します）
受講料　無料（テキスト代は実
費徴収）

申込み　8月31日㈭までに電話
またはファクスで社会福祉法
人朋友（　385-7878　 385-
　2829）へ
※この事業は地方創生推進交付金を活用
して、一般社団法人障がい者アグリ就
労人材センターが実施するものです。

マイカー無料点検
交通防犯課　382-9022　 382-7603

対　象　自家用乗用自動車、軽
自動車（軽貨物を含む）

と　き　9月2日㈯10時から
※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　東
駐車場の北側

内　容　日常点検と粗品の進呈
受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組合
（　373-6800）

子メールで産業政策課へ
※手話通訳を希望される方は、申
し込み時にお知らせください。

※終了後、希望者には日本政策金
融公庫および三重県信用保証
協会による個別相談会を行い
ます。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　創業・起業準備を進め
る中で事業計画書の作成方法
など、不安や悩みを抱えている方
と　き　9月3日㈰10時～11時、
11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3　2階
北会議室

講　師　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　
定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

農業ジョブトレーナー養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　農業ジョブトレーナーとは、農
業に参入している市内福祉事業
所や、障がい者を雇用する農業
法人などからの支援依頼に応え
て出向き、障がい者に農業の指
導をしたり、農産物の品質向上
や生産管理の手伝いなど、農業
分野における障がい者雇用の促
進を目的に活動する方です。

　

夏の鈴鹿川体験
環境政策課　382-7954　 382-2214

と　き　8月27日㈰9時30分～
15時（雨天中止）

ところ　鈴鹿川河川緑地（定五
郎橋西、駐車場あり）

参加料　無料
内　容　川遊び体験（魚とり・水
遊び）、いかだ流し体験、エコ
工作　他　

※暑さ対策をし、ぬれてもよい服
装で、またお子さんは保護者同
伴で参加してください。

※タモ・容器・浮き輪など遊び道
具は持参してください。
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（　・　
387-0767　budou@mecha.
　ne.jp　当日は　090-1860-
　6228（小﨑））

バルーンキャラバン
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

  夏の鈴鹿川体験のイベントの1
つとして開催します。
と　き　8月27日㈰7時～9時ごろ
ところ　鈴鹿川河川緑地（定
五郎橋西、駐車場あり）
内　容　熱気球教室や熱気球
係留飛行（搭乗体験）を行
います。
定　員　150人程度（先着順）
料　金　小学生500円、中学生

以上1,000円
※未就学児は、保護者1人につき2
人まで無料（要保護者同乗）。
主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すずか
熱気球市民クラブ

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会（　
090-6468-2012（当日朝
6時30分～9時ごろ）)

※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。開催
の有無は次のホームページ（　
http://suzuka-balloon.jp/）で
も確認できます。

すずか地域づくり塾
地域協働課　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域づくり活動団体
などの活性化を図るために開
催します。
ところ　市役所本館12階　
1203会議室

講　師　NPО法人Мブリッジ
定　員　各50人（先着順）
申込み　8月25日㈮までに申込
書に必要事項を記入の上、直
接、郵送、ファクスまたは電子
メールで地域協働課へ

※申込書は地域協働課窓口または
市ホームページで入手できます。

とき・内容
　9月2日㈯　やさしい事業計画
の組み立て方（濱田昌平さん）

　9月30日㈯　「住民の声」の
集め方、まとめ方（米山哲司
さん）
　11月4日㈯　情報発信とデ
ザイン、良い例・悪い例（澤
卓哉さん）
　12月2日㈯　プロから学ぶチ
ラシづくりのコツ（澤卓哉さん）

※各回９時30分～１２時
※1講座から参加可

摺り友禅の美世界展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　8月24日㈭～27日㈰
10時～16時（最終日は15時まで）

ところ　伊勢型紙資料館（白子
本町21-30）

内　容　
・摺り友禅の展示
・伊勢型紙復刻作品の展示(伊
勢型紙技術保存会会員製作)

・伊勢型紙復刻作品による試
験染め生地の展示
・小紋染め着物の展示
・伊勢型紙彫刻の実演（8月26
日㈯・27日㈰13時～15時）
・摺り友禅体験（Ｔシャツ・ハン
カチ）
・伊勢型紙彫刻体験
入館料　無料
※駐車場がありませんので、公共
交通機関をご利用ください。
主　催　伊勢型紙技術保存会   
問合せ　伊勢型紙資料館(　
368-0240）

24 2017・8・5
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※｢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。



クラシックコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　8月20日㈰10時30分
から、14時から

ところ　考古博物館　展示
ホール
演　奏　Duoさやかずな
入場料　無料
※展示ホールでは、ミニコンサートが
開催できます。ご利用希望の方は、
考古博物館ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味のあ
る方、市内で創業・起業をお考
えの方、また実際に創業・起業
に向けて取り組んでいる方

と　き　9月3日㈰13時30分～
16時30分(開場13時)

ところ　市役所別館第3 2階北
会議室　

内　容
◆定年後の生きがい探しの旅
講　師　杉村至さん（NPO法
人エルダーシステム理事長）

◆事業企画づくり
講　師　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは電

　この養成講座修了後、農業ジ
ョブトレーナーとして登録・活動
をしていただきます。活動に対し
ては報酬などを支払います。
対　象　農業分野の知識や経験
が豊富な方（年齢は問いません）

と　き　9月12日㈫・13日㈬・19
日㈫の3日間9時～17時

ところ　市役所本館5階　503
会議室など

定　員　5人程度（簡単な面接
で選抜します）
受講料　無料（テキスト代は実
費徴収）

申込み　8月31日㈭までに電話
またはファクスで社会福祉法
人朋友（　385-7878　 385-
　2829）へ
※この事業は地方創生推進交付金を活用
して、一般社団法人障がい者アグリ就
労人材センターが実施するものです。

マイカー無料点検
交通防犯課　382-9022　 382-7603

対　象　自家用乗用自動車、軽
自動車（軽貨物を含む）

と　き　9月2日㈯10時から
※雨天の場合中止あり
ところ　イオンモール鈴鹿　東
駐車場の北側

内　容　日常点検と粗品の進呈
受付台数　100台（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿自動車整備組合
（　373-6800）

子メールで産業政策課へ
※手話通訳を希望される方は、申
し込み時にお知らせください。

※終了後、希望者には日本政策金
融公庫および三重県信用保証
協会による個別相談会を行い
ます。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　創業・起業準備を進め
る中で事業計画書の作成方法
など、不安や悩みを抱えている方
と　き　9月3日㈰10時～11時、
11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3　2階
北会議室

講　師　池田裕一さん（㈱日本
能率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　
定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

農業ジョブトレーナー養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　農業ジョブトレーナーとは、農
業に参入している市内福祉事業
所や、障がい者を雇用する農業
法人などからの支援依頼に応え
て出向き、障がい者に農業の指
導をしたり、農産物の品質向上
や生産管理の手伝いなど、農業
分野における障がい者雇用の促
進を目的に活動する方です。

以上1,000円
※未就学児は、保護者1人につき2
人まで無料（要保護者同乗）。
主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すずか
熱気球市民クラブ

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会（　
090-6468-2012（当日朝
6時30分～9時ごろ）)

※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。開催
の有無は次のホームページ（　
http://suzuka-balloon.jp/）で
も確認できます。

すずか地域づくり塾
地域協働課　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域づくり活動団体
などの活性化を図るために開
催します。
ところ　市役所本館12階　
1203会議室

講　師　NPО法人Мブリッジ
定　員　各50人（先着順）
申込み　8月25日㈮までに申込
書に必要事項を記入の上、直
接、郵送、ファクスまたは電子
メールで地域協働課へ

※申込書は地域協働課窓口または
市ホームページで入手できます。

とき・内容
　9月2日㈯　やさしい事業計画
の組み立て方（濱田昌平さん）

　9月30日㈯　「住民の声」の
集め方、まとめ方（米山哲司
さん）
　11月4日㈯　情報発信とデ
ザイン、良い例・悪い例（澤
卓哉さん）
　12月2日㈯　プロから学ぶチ
ラシづくりのコツ（澤卓哉さん）

※各回９時30分～１２時
※一講座から参加可

摺り友禅の美世界展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　8月24日㈭～27日㈰
10時～16時（最終日は15時まで）

ところ　伊勢型紙資料館（白子
本町21-30）

内　容　
・摺り友禅の展示
・伊勢型紙復刻作品の展示(伊
勢型紙技術保存会会員製作)
・伊勢型紙復刻作品による試
験染め生地の展示
・小紋染め着物の展示
・伊勢型紙彫刻の実演（8月26
日㈯・27日㈰13時～15時）
・摺り友禅体験（Ｔシャツ・ハン
カチ）
・伊勢型紙彫刻体験
入館料　無料
※駐車場がありませんので、公共
交通機関をご利用ください。
主　催　伊勢型紙技術保存会   
問合せ　伊勢型紙資料館(　
368-0240）

電　話 電子メール ホームページファクス
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電話番号を記入の上、郵送で鈴
鹿市グラウンド・ゴルフ協会（〒
513-0012　石薬師町2132-3　
事務担当副部長　太田義明）へ

ペルーの家庭料理講座
国際交流協会　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

と　き　9月10日㈰10時～14時
ところ　文化会館　調理室
料　理　ロモ・サルタード、カウサ・
レジェーナ、レモンパイ（予定）

講　師　大山ロザナさん 
定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）
参加料　一般 1,500円、賛助
会員 1,100円
申込み　9月1日㈮までに郵便
番号、住所、氏名、電話番号を
はがき、ファクスまたは電子メ
ールで国際交流協会（〒
513-0801　神戸1-17-5）へ

高齢者のための技能講習
（介護補助員講習）
鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

　三重県シルバー人材センタ
ー連合会が厚生労働省の委託
を受けて実施するものです。
対　象　60歳以上の求職者の方
と　き　10月10日㈫～13日
㈮（4日間）　
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター研修室、2階会議室
（神戸1-17-5）
内　容　介護補助の仕事に就
くために基本技能や知識を
習得し、関係する事業所で
の就業を目指します。
定　員　15人
受講料　無料
申込み　8月10日㈭から9月8日
㈮までに鈴鹿市シルバー人
材センターへ

・女性消防団員による人形劇、
消防車両と救急車両の展示
・鈴鹿医療科学大学学生、市
民救命インストラクターによ
る応急手当体験
・119番通報から病院までの応
急処置と救命処置の展示
・鈴鹿の地域医療を応援する
会のパネル展示・勉強会
・スポーツ推進委員協議会によ
るウオーキングの紹介・ニュ
ースポーツ体験
・大学による各種コーナー
入場料　無料

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　一人で悩まずに、同じ病気の方
とお互いに悩みを語り合いましょう。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方
と　き　8月25日㈮13時30分
～15時30分
ところ　保健センター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

鈴鹿市グラウンド・ゴルフ
大会の参加者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学5年生以上の市
内在住の方
と　き　9月23日(土・祝)（予
備日10月1日㈰）
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（第1・第2グラウンド）
（御薗町1669）
内　容　ブロック別での個人戦
参加料　無料
申込み　8月29日㈫まで（必着）
に、申込用紙に氏名、性別、年齢、

ご存知ですか？ディスレクシア？？
～読み書きが困難な子どもたち～
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　学習障害（LD）における識字障が
い（ディスクレシア）について知ってい
ただくための講演会を開催します。
対　象　一般保護者、支援者、
教職員など
と　き　8月24日㈭13時30分
～15時30分
ところ　男女共同参画センタ
ー　ホール
講　師　藤堂栄子さん（NPO
法人エッジ会長）
参加料　無料
主催・問合せ　NPO法人21世
紀の子育てを考える会．鈴鹿
（　090-1415-3749）

救急・健康フェア
消防課　382-9155　 383-1447

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　9月17日㈰13時～16時
ところ　鈴鹿医療科学大学　
白子キャンパス（南玉垣町
3500-3）
内　容　　
・医師による健康相談、血液
検査（15歳以上先着120人）
・血圧測定、骨密度測定
・歯科検診と相談、歯周ポケット測
定、虫歯・歯周病リスクチェック

・歯医者さん、薬剤師さんのお
仕事体験（子ども対象）
・お薬相談、健康茶の試飲
・認知症初期集中支援チーム
による認知症簡易チェック、歌
を唄って脳を活性化しよう、スク
エアステップの紹介
・栄養相談、健康レシピの紹介、
アルコールパッチ体験、育児相
談、乳がんのしこりを知ろう、
薬物乱用・HIV予防、こころの
健康づくり

と　き　9月5日・12日・19日、10
月3日・10日・17日、11月7日・14
日・21日各火曜日　13時～14時
ところ　水泳場　25ｍプール
定　員　20人
参加料　5,400円（全9回）
◆バレトン教室
　フィットネス・ヨガ・バレエを
組み合わせた有酸素運動
対　象　一般女性
と　き　9月8日・22日、10月
13日・27日、11月10日・17
日、12月8日・22日各金曜日
  一般女性9時45分～10時45
分、ママクラス11時～12時
ところ　スタジオまたは会議室
定　員　各20人
参加料　6,800円（全8回）
◆ママのためのベリーダンス教室
対　象　一般女性（お子さん
連れ可）
と　き　9月5日・19日、10月3日・
17日、11月7日・21日、12月12日・
19日各火曜日14時10分～15時

ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人

参加料　6,800円（全8回）

クライミングジュニア体験会
三重交通Ｇスポーツの杜
　372-2511　 372-8002

対　象　小学3年生～中学生
（保護者同伴）
と　き　8月27㈰9時30分～
10時30分、11時～12時、13
時30分～14時30分（開始30
分前から受け付け）
ところ　三重交通Ｇスポーツ
の杜　サッカー・ラグビー場
定　員　各10人（先着順）
参加料　500円
申込み　直接サッカー・ラグ
ビー場窓口へ

※必要な道具は用意します。
※タオル、飲み物などは各自で用意
してください。
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　毎日のように「いじめ」が新聞などで報道され
ています。横浜では、福島県から避難していた子
が、同級生から「保証金をもらっているんだろ
う。」といじめられ、金銭をたかられていたようで
す。このニュースを初めて聞いたとき、胸を締め
付けられるような気持ちになったのは私だけでは
ないと思います。寄って集って弱い立場の一人
をいじめる。このようなことは、子どもであっても
決して許されない行為だと思います。
　では、なぜいじめが止められないのでしょうか。
それは、自分がいじめられることになってしまう
ことが怖いからです。いじめを止めようとした子
が、新たないじめのターゲットにされてしまうと
いうこともあるのです。
　大人の社会にも似たようなことがあります。不

合理であることが分かっていながら、自分の立場
を守るために正しいことが言えず、見て見ぬふり
をしてしまう。あるいは、同調してしまう。つまり、
「長いものには巻かれよ」です。
　昔、「弱きを助け、強きをくじく」という言葉があ
りました。しかし、今は逆になって、「強きを助け、
弱きをくじく」になっているのではないでしょうか。
特に、大人の社会がそのようになっているような
気がします。
　いじめをなくす根本は、「自分にされたらいや
なことは、人にもしない」ということではないかと
思います。これは、誰もが子どもの頃に、親や先
生から教わってきていることです。未来を生きる
子どもたちには、人として生きる根本を大切にす
る大人になってほしいと願っています。

自分にされたらいやなことは、人にもしない
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜
　392-7071　 372-2260

申込み　8月9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。
◆こども水泳教室
対　象　年長～中学生
と　き 9月6日から毎週水曜
日、9月8日から毎週金曜日16
時クラスまたは17時クラス
ところ　水泳場　25ｍプール
定　員　各30人
参加料　12,960円（全8回）
◆はじめてのスティラミックス
　シンプルなエアロと筋トレ、
太極ヨガをミックス
対　象　一般成人
と　き　9月5日・19日、10月3
日・17日、11月7日・21日各火
曜日　11時～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　20人
参加料　5,100円（全6回）
◆いきいき水中ウォーキング教室
対　象　一般成人

電話番号を記入の上、郵送で鈴
鹿市グラウンド・ゴルフ協会（〒
513-0012　石薬師町2132-3　
事務担当副部長　太田義明）へ

ペルーの家庭料理講座
国際交流協会　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

と　き　9月10日㈰10時～14時
ところ　文化会館　調理室
料　理　ロモ・サルタード、カウサ・
レジェーナ、レモンパイ（予定）

講　師　大山ロザナさん 
定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）
参加料　一般 1,500円、賛助
会員 1,100円
申込み　9月1日㈮までに郵便
番号、住所、氏名、電話番号を
はがき、ファクスまたは電子メ
ールで国際交流協会（〒
513-0801　神戸1-17-5）へ

高齢者のための技能講習
（介護補助員講習）
鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

　三重県シルバー人材センタ
ー連合会が厚生労働省の委託
を受けて実施するものです。
対　象　60歳以上の求職者の方
と　き　10月10日㈫～13日
㈮（4日間）　
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター研修室、二階会議
室（神戸1-17-5）
内　容　介護補助の仕事に就
くために基本技能や知識を
習得し、関係する事業所で
の就業を目指します。
定　員　15人
受講料　無料
申込み　8月10日㈭から9月8日
㈮までに鈴鹿市シルバー人
材センターへ

・女性消防団員による人形劇、
消防車両と救急車両の展示
・鈴鹿医療科学大学学生、市
民救命インストラクターによ
る応急手当体験
・119番通報から病院までの応
急処置と救命処置の展示
・鈴鹿の地域医療を応援する
会のパネル展示・勉強会
・スポーツ推進委員協議会によ
るウオーキングの紹介・ニュ
ースポーツ体験
・大学による各種コーナー
入場料　無料

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　一人で悩まずに、同じ病気の方
とお互いに悩みを語り合いましょう。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方
と　き　8月25日㈮13時30分
～15時30分
ところ　保健センター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

鈴鹿市グラウンド・ゴルフ
大会の参加者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学5年生以上の市
内在住の方
と　き　9月23日(土・祝)（予
備日10月1日㈰）
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（第1・第2グラウンド）
（御薗町1669）
内　容　ブロック別での個人戦
参加料　無料
申込み　8月29日㈫まで（必着）
に、申込用紙に氏名、性別、年齢、

と　き　9月5日・12日・19日、10
月3日・10日・17日、11月7日・14
日・21日各火曜日　13時～14時
ところ　水泳場　25ｍプール
定　員　20人
参加料　5,400円（全9回）
◆バレトン教室
　フィットネス・ヨガ・バレエを
組み合わせた有酸素運動
対　象　一般女性
と　き　9月8日・22日、10月
13日・27日、11月10日・17
日、12月8日・22日各金曜日
  一般女性9時45分～10時45
分、ママクラス11時～12時
ところ　スタジオまたは会議室
定　員　各20人
参加料　6,800円（全8回）
◆ママのためのベリーダンス教室
対　象　一般女性（お子さん
連れ可）
と　き　9月5日・19日、10月3日・
17日、11月7日・21日、12月12日・
19日各火曜日14時10分～15時
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　各20人

参加料　6,800円（全8回）

クライミングジュニア体験会
三重交通Ｇスポーツの杜
　372-2511　 372-8002

対　象　小学3年生～中学生
（保護者同伴）
と　き　8月27㈰9時30分～
10時30分、11時～12時、13
時30分～14時30分（開始30
分前から受け付け）
ところ　三重交通Ｇスポーツ
の杜　サッカー・ラグビー場
定　員　各10人（先着順）
参加料　500円
申込み　直接サッカー・ラグ
ビー場窓口へ

※必要な道具は用意します。
※タオル、飲み物などは各自で用意
してください。

の8 月 納税
○市民税・県民税…2期
○国民健康保険税…２期
【納期限は8月31日㈭です】

電　話 電子メール ホームページファクス
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広 報すずか 　2 0 1 7 年 8 月 5 日 号

今回の特集は災害が発生したときの避難に関すること

でした。今までの私自身を振り返ってみると、防災意識が

不足していたことを改めて感じました。

南海トラフ巨大地震の発生が予想されている中で、被害

を最小限に抑えるためには、まず身近なことから防災意識

を高めることが重要です。私は実際に自宅から避難所まで

歩いてみました。その結果、建物の倒壊が予想されるため

避けたほうがよさそうな場所やこの経路の方がスムーズに

たどり着くことができそうだ、などの発見がありました。

また、十分な非常持出品はあるか、家具の転倒防止はし

ているかなど家族と防災について話し合いました。

小さな積み重ねがいざというとき、自分の命はもちろ

んのこと、大切な家族や近所に住む高齢者、体の不自由

な方 の々命を守れることにつながると思います。災害は

いつ発生するか分からないので、普段から防災意識を

高めておきましょう。(和)　　　　　　　　　　　　　

　■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表） http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

　ランニングバイクを活用し幼稚園・保育園児の心と体

づくりを目的とした、ＳＵＺＵＫＡ産学官交流会＆鈴鹿

大学・鈴鹿大学短期大学部＆株式会社フォーティー

フォーの産学官連携プロジェクトが始動しました。

　ランニングバイクとは、子ども向けペダルなし自転車

のことです。このプロジェクトは、市内幼稚園、保育園に

ご協力いただき、株式会社フォーティーフォーがモトク

ロスで培った経験・技術を基に、ランニングバイクを活

用した子どもの心と体づくりを支えるプログラムを提

案、鈴鹿大学の教員が研究を担当します。乗車前後

でのバランス感覚などの運動能力の向上を観察、ま

た園児同士で乗り方を教え合うことによる心理的発

達や友人関係への影響などを調べていきます。

　この活動を

通じ 、“ モ ー

タースポーツ

のまち鈴鹿”

の振興に寄与

したいと考え

ています。 

■語り手　下野　雅司　株式会社フォーティーフォー

スマートフォン用

広報すずか

グバグバ

快適空間

憩える

学べる

ＳＵＺＵＫＡ産学官交流会
「鈴鹿ランニングバイクプロジェクト」が発足

図書館の魅力

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただ

ける憩いの場「図書館」。その魅力についてお

伝えしていきます。今回は「視聴コーナー」を

紹介します。

　図書館本館1階の特別閲覧室内にある

視聴コーナーでDVDを視聴していただくこと

ができます。映画や

歴史、健康、子ども

向けアニメーション

などいろいろな種

類のDVDがありま

す。また、図書館に

は映画の原作と

なった小説や絵本

なども多く備えてい

ますので、合わせて

お楽しみください。

　DVDの視

聴を希望さ

れる方は、視

聴コーナー

に設置してい

る「視聴覚資

料（視聴コーナー）利用票」に必要事項を記入の

上、貸出カードまたは本人確認書類（運転免許

証や保険証、学生証など）とともにカウンターへ

お持ちください。

　夏休みはゆっくりＤＶＤを見たり、たくさん本

を読むチャンスです。今年の夏は図書館で

DVDを視聴し、お家で原作本を読むといった

楽しみ方はいかがでしょうか。

視聴コーナー

※DVDは館内での視聴に限ります。貸出はできません。

※作品の再生時間と利用時間により、最後までご視聴

　いただけないこともあります。ご注意ください。

9時～16時30分＜土・日曜日、祝日＞

9時～17時＜平　日＞利用時間

9時～16時受付時間




