
　誰よりも「速く」、誰よりも・・・。 新たなる栄光を手にするのは誰なのか。激戦必至の鈴鹿 10 時間耐久レ

ースを戦うドライバーたちに熱い声援を。

P10 元気なすずか　情報局　　

P11 情報館１ F1鈴鹿市民応援席　

P12 情報館２ 2018 彩る感動 東海総体

P14 情報館３ 地域景観資産制度

P16 情報館４ 図書館夏休みイベント

P17 情報館５ 考古博物館

  夏休みイベント　

P18 お知らせ・催し物　

P31 ひろげよう人権尊重の輪

表紙写真

UZUKAUZUKAS

特 集・モータースポーツフェスティバル
・地域でつなぐ伝統の祭
・モータースポーツフェスティバル
・地域でつなぐ伝統の祭

広 報 す ず か

平成30年（2018年）

No.1511

7
5



久レースと言えば、2 輪の鈴鹿 8 時間耐久ロード

レース、いわゆる「鈴鹿 8 耐」を思い浮かべる

方も多いでしょう。しかし、日本初の耐久レース

の先駆けは、昭和 41 年に開催された 4 輪の「鈴鹿

1,000km レース」なのです。各チーム自慢の GT マシンを

ドライバーが操り、1,000km をいかに速く完走するかを競

うレースで、46 回開催されてきました。その歴史に終止符

を打ち、新たに世界各地で全 4 戦行われる国際シリーズの

一つとして生まれ変わります。

耐

GTマシン
とは？

●F1に並ぶ国内最高峰のレースマシンで、市販の自動車を元に改造されたもの。

●ホンダ、ニッサンといった国内メーカーや、ポルシェや、アウディ、フェラーリ、ラン

ボルギーニ、メルセデスなどの外国車勢も参戦。 

●各マシンの性能が同じくらいになるよう性能調整されている。

2018・7・52

は、より楽しく観戦できるよう、概要などについてお伝えします。

　世界の有力チーム・マシン・ドライバーが集まる国際4輪耐久レースが、鈴鹿サーキットで新しく始まります。今回

は、より楽しく観戦できるよう、概要などについてお伝えします。

バ が がバ が が

鈴鹿10時間耐久レース生誕!!
～新たな伝説の幕開け～ ８月２

４日
㈮～２

6日㈰



鈴鹿サーキット総支配人

塩津 宏幸さん
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●帽子、日焼け止めグッズ（夏の日差し対策）

●デジカメ、サインペン、色紙（ドライバーに遭えるかも）

●着替え、タオル（泡まみれで濡れたりします）

※熱中症にならないために、小まめに水分を補給し、

日陰で休むなど無理せず観戦しましょう。

※鈴鹿市民の方は、下記の入場券で鈴鹿サーキットの入場料・駐車場代が無料になります。

と思われる方、ご安心ください。イベント広場では、デ

コトラ十数台が集結し、音楽とともにみんなで泡まみ

れになって盛り上がる今話題の「泡トラ」が開催され

ます。ほかにもゆうえんちエリアの観覧車からレース

を眺めたり、暑さしのぎにプールで遊んだり、ホテルエ

リアでビュッフェを堪能したり、レースだけではない楽

しみ方が満載です。各々の楽しみ方で１０時間を満喫

し、世界一が決まる瞬間をその目でご覧ください。

　今回、8耐に並ぶ新たな4輪耐久レースの文化を創

りたいと思い開催することに至りました。GT3クラス

の世界一を決めるレースとして世界に誇れるビッグイ

ベントに育てていきたいと考えています。　

　この初開催となる「ＳＵＺＵＫＡ10Ｈ」に、モータースポ

ーツファン、自動車好きな方にお越しいただきたいのは

もちろんですが、自動車・レースに興味がない方にも、

「鈴鹿モータースポーツフ

ェスティバル」や、併催イベ

ントの「泡トラ」をきっかけ

に、レースの魅力に触れて

いただきたいと思います。

鈴鹿市内がたくさんのお

客さんで盛り上がり、関係

する皆さんにとって、新た

な価値を生み出す新しい

夏の祭典になることを期

待しています。

「　　ース以外も楽しみたいなぁ。」

　今年から国内シリーズに参戦した「Honda NSX 

GT3」がエントリーしています。鈴鹿サーキットを走り

慣れている国内勢と、海外の激しい耐久レースを走

り慣れている海外勢の戦い。マシンの性能はある程

度同じになるよう調整されている中、レース展開やマ

シンのセッティングなどの駆け引きが勝敗を分けま

す。賞金総額１億円をかけて、どのチームがより速く

10 時間を走り抜けるのか、最後まで目が離せません。 

注目チーム・ドライバー

　SUPER GT300 2017年の国内チャンピオン

チーム・GOODSMILE RACING & Team UKYO

のトリオ（小林可夢偉さん、片岡龍也さん、谷口信

輝さん） の走りにご注目ください。

レ

楽しむためのワンポイント

あると便利！

8月23日㈭ 鈴鹿市民デー モータースポーツフェスティバル

 

※当日限り有効　※5人まで　※切り取ってお持ちください

※入場券提示で1台駐車料金無料 ※乗り物代は別途必要 （鈴）

入
場
券

8月23日㈭ 鈴鹿市民デー モータースポーツフェスティバル

※当日限り有効　※5人まで　※切り取ってお持ちください

※入場券提示で1台駐車料金無料 ※乗り物代は別途必要 （鈴）

谷口 信輝さん谷口 信輝さん片岡 龍也さん片岡 龍也さん小林 可夢偉さん小林 可夢偉さん



ータースポーツフェスティバルでは、

2 輪・4 輪問わず、モータースポーツ

に関するイベントを行います。鈴鹿 10

時間耐久レースに出場するレーシングマシンの紹

介や、市内を拠点に活動するメイドイン鈴鹿の

レーシングマシンの展示、フリースタイルモトクロ

ス（FMX）の迫力あるジャンプを含んだパフォー

マンス、お子さん対象の交通安全教室などなど。

モータースポーツファンはもちろん、これまでレー

スを観戦したことがない方を含め、子どもから大

人まで誰もが楽しめます。

　そして最も注目すべきは「公道パレード」。こ

のパレードでは、三重県警察本部の白バイの先

導により、国内外のトップドライバーがレーシン

グマシンを使った模範運転を行うことで、交通

安全を呼びかけるほか、交通安全啓発用の小

旗を振り、交通安全やモータースポーツ都市鈴

鹿を全世界へ発信します。地域の皆さんや関係

団体のご協力のもと、市街地から近いところに

サーキットがある、という世界的にも稀な立地

にある鈴鹿だからこそ実現するこのパレード

を、まち全体で盛り上げましょう。

モ

ティバルを開催します。中でもレースに出場するマシン最大50台の公道パレードは必見です。 

　「鈴鹿10時間耐久レース」に先立ち、8月23日㈭にイオンモール鈴鹿をメイン会場に鈴鹿モータースポーツフェス

ティバルを開催します。中でもレースに出場するマシン最大50台の公道パレードは必見です。 

スパ・フランコルシャン（ベルギー）で行われた公道パレード

※これはイメージです。

スパ・フランコルシャン（ベルギー）で行われた公道パレード

※これはイメージです。
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「鈴鹿10時間耐久レ ス」に先立ち 8月23日㈭にイオンモ ル鈴鹿をメイン会場に鈴鹿モ タ スポ ツフェス「鈴鹿10時間耐久レ ス」に先立ち 8月23日㈭にイオンモ ル鈴鹿をメイン会場に鈴鹿モ タ スポ ツフェス

国内最大級の公道パレードへようこそ♪
～交通安全を世界へ～
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　パレード開催にあたり、次のとおり交通規制を行います。自家用車などを利用の方は迂

回路を、公共交通機関をご利用の方は休止するバス停や迂回運行路線を確認の上、利用

してください。ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 規 制 日 時　   8月23日㈭11時～12時30分（パレードは１１時３０分～１２時３０分）

パレード走行ルート　鈴鹿サーキット～イオンモール鈴鹿（往復6.6km）

三重交通 G

迂回運行ダイヤ

○白子駅

   9時42分発～

  12時42分発

   （平田町駅行き）

○平田町駅

   10時5分発～

  12時50分発

  （白子駅行き）

※その他のダイヤは、通

常どおりです。

休止バス停

南道伯、北道伯、東住吉、

西住吉、奈良、本田技研、

イオンモール鈴鹿正面前、

イオンモール鈴鹿けやき

通り、旭化成前

C-BUS

休止バス停

○全線のイオンモール鈴鹿

○太陽の街・平田線と

　白子・平田線の旭化成

○白子・平田線の白子

　サンズ 9時58分発

　とイオンモール鈴鹿

　11時23分発の住吉町

　奈良、住吉三丁目、鈴鹿

　コミュニティー、阿古曽

　西、鈴鹿ハンター

今回の特集に関するご意見・ご感想は地域資源活用課

　382-9020　　382-0304　　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

交通規制区間

迂回ルート

三重交通バス迂回ルート

観覧推奨エリア

※イメージ

・交通規制区間をバリケードで囲い込むため、車両や歩行者の通行、出入り、横断

などは一切できません。

・安全のため、ガードマンやボランティアの誘導などには従ってください。

・ドローンの使用など、観覧者の迷惑になることは禁止します。

・観覧推奨エリアにトイレはありません。　・駐車場には限りがあります。

交通規制

案内

※交通状況などにより変更する場合があります。
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開催日 ７月 28 日㈯　20 時から総叩き

 ７月 29 日㈰　18 時から渡祭※

   　　（巡行含む）

場　所 神戸宗社

　石取祭の始まりは、常
と

磐
きわ

町に

残る一番古い「祭
さい

車
しゃ

売
わ

渡
たり

証
しょう

」の日

付にある明治 32 年（1899 年）

で来年１２０年を迎えます。

　石取祭発祥の地である桑名から

山車を譲り受け、常盤町・北
き た

萱
がや

町・

南
みなみ

萱
がや

町がそれまで行われていた

夏祭りと合わせ、山
だ

車
し

を曳き、石

取祭へと変遷したと伝えられてい

ます。昭和に入り地子町、東町、

現六
ろく

郷
ごう

連
れん

、さらに平成に入り北十

日市町・北新町が加わり、山車

八台を擁する祭りとして、神戸石

取祭事委員会を中心に各町の青

年会、子ども会などと連携して発

展させてきました。

　町ごとに揃いの半
はん

纏
てん

を身に付

け、祭衆が威勢よく掛声とともに

鉦
かね

と太鼓を打ち鳴らしながら、

町独自の山車が神戸のまちを

巡行します。

※渡祭・・・石を神社に奉納するため、

祭車で神社に行くこと。今年は寿

橋を出発し、順番に神戸宗社へ向

かいます。

　市内では、地域に残る伝統行事を地域の手で伝承する活動

を各地で続けています。今回はその一部を紹介します。

　市内では、地域に残る伝統行事を地域の手で伝承する活動

を各地で続けています。今回はその一部を紹介します。

▼明治32年の祭車売渡証

取祭石

地域でつなぐ伝統の祭地域でつなぐ伝統の祭

（神戸地区）
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フォトコンテストを開催します

歴史を重ね、120年を迎えます

▲安達さん（左）と松永さん（右） ▲昭和23年頃の石取祭の様子（北萱町）

松永さん松永さん

安達さん安達さん

　子どもの頃から石取祭が大好きで、若い頃

は一緒に祭の役員をしたという北萱町の安達さ

んと松永さんにお話を伺いました。

　子どもの頃の楽しみと言えば、もちろん石取

祭。子どもたちは祭衆の大人にあこがれ、鉦と

太鼓の拍子を真似たそうです。祭りで配られる

お菓子も楽しみの１つだったとか。時代は変わ

り、今、祭に対する情熱は次世代に受け継がれ、

同居する松永さんの息子さんは祭継承に深く尽

力されています。離れて暮らす安達さんのご家

族も祭の日に合わせて毎年帰省されるそうです。

　役員の経験を経て続けていくことの難しさを

体験したお二人は、長い歴史を持つご自身の

町を誇りに思うと同時に、これからもずっと続

くことを願っています。

　お二人のお話からは、地域に根付く祭は家

族や地域をつなぐ「心のよりどころ」になって

いることが伝わってきました。

熱い思いを次世代の子どもたちへ

我がまち自慢の石取祭

石取祭体験授業（神戸小学校）

　祭の担い手（有志）の皆さんによる出前講座が

今年も行われました。祭についての詳しい説明と拍

子実演の後、３年生全員が鉦と太鼓の拍子を体験

しました。地域の祭を正しく学び、体験することで

祭をより身近に感じることができたようです。

　神戸石取祭１２０周年記念事業として、フォ

ト作品を募集します。対象は今年の神戸石

取祭に関する写真で、神戸石取祭事長賞に

選ばれた作品は、来年 2019 年度の祭ポス

ターに採用されます。

　詳しくは、公式ＨＰ(　http://www.kambe-

Ishidori.com)をご覧ください。
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　現在、市および県、国の無形民俗文化財の指定を受けていないもので、地域の皆さんの力により伝承している

伝統行事（祭）が市内にはたくさんあります。いずれの行事（祭）も社会情勢の変化などに伴って継続することの難しさ

を感じながらも「次の世代につなげたい」という思いから打合せや練習を重ね、開催に向けて準備をしています。

　現在、市および県、国の無形民俗文化財の指定を受けていないもので、地域の皆さんの力により伝承している

伝統行事（祭）が市内にはたくさんあります。いずれの行事（祭）も社会情勢の変化などに伴って継続することの難しさ

を感じながらも「次の世代につなげたい」という思いから打合せや練習を重ね、開催に向けて準備をしています。

地域の祭を誇りに思い、末永く 地域の祭を誇りに思い、末永く

（甲斐町・牧田地区）

の砂かけ神事馬
開催日 平成３１年２月10 日㈰

 19 時から

場　所 夜夫多神社

境内の敷地を水田に見立て、宮司が唱える御鍬目録に従って進行します。菅笠姿の男性が鍬で田を
耕した後、手綱を引かれ水田を往復する張り子の馬に、子どもたちが卯の花の木でできた小さい鋤で砂
をかけます。これは、田植えの前に行う代掻きの馬が
土や水をはね上げる様子を表現したものといわれていま
す。その後、地域から集まった早乙女姿の児童による田
植えが行われます。雨乞いや豊作祈願と考えられ、千
年の歴史があるといわれるこの行事は、寒空の下にもか
かわらず毎年大勢の人が集まり、一連の所作ごとに歓声
が上がります。

寒い時期でもあり、温かい振る舞いを用意しています
ので、ぜひ見に来てください。

（下大久保町・久間田地区）

天祭弁
開催日 ７月15日㈰

 下大久保町集落センター出発 １３時

 久間田神社弁天池周辺 １５時
▲下大久保町弁天祭保存会

　幹事長　伊藤慎也さん

　弁天池に祀ってある弁財天に水の恵みを祈願し、
感謝する踊りとして、下大久保町弁天祭保存会が中心
となり継承しています。直径、長さともに７０cmほ
ど、重さ２０kgの大太鼓を首にかけ、横笛、ほら貝に合
わせて打ち鳴らしながら、首をひねって頭上で一回転さ
せ、踊ります。二人の踊り手が挑みあうように勇壮に踊
る様は、迫力があり、見ごたえ十分ですので、皆さんぜ
ひお越しください。奉納後には、前日から用意された小
振りの餅「銭もち」が見にきた方々 に配られます。この「銭
もち」を食べると夏病みしないと言い伝えられています。

▲夜夫多神社氏子総代

薮田茂さん

や ぶ た

み  くわ  もく ろく

しろ　か
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く 続くことを願って 続くことを願って

（庄野町・庄野地区）

野大念佛踊り庄
開催日 ８月15日㈬20時から

場　所 庄野公園

　東海道の宿場町として栄えた江戸時代、お盆の行事として新仏を供養するための行事として始まっ

たといわれています。

　毎年8月15日の夜に、太鼓、笛、ほら貝が村中を練り歩き、初盆の家の前で供養をした後、大念佛踊り

の歌を唄い踊るという行事です。明治４０年に一時中止し、その後大正１１年に復活するも昭和１９年に

第二次世界大戦の影響でやむなく中止になり、昭和２２年に復活したと

いう記録が残っています。現在は個人宅ではなく、庄野にある４つの寺

を順番に回って初盆の合同供養をしています。

　大念佛踊りは音頭とりが独特の節回しで唄い、若者が首からかけた

大太鼓を頭上でたたきながら上下左右に操り、軽快に踊り回ります。

周りでは、浴衣を着た踊り手が扇子を上下させて静かに踊ります。

現在は庄野まちづくり協議会が中心となり、毎年盛大に開催しています。

（国府町・国府地区）年祭祈
開催日　平成３１年２月（未定）　※後日決定します。

場　所　三宅神社

　この地方では、祈年祭を「御鍬」と呼ぶ習わしがあり、

農作物の豊作祈願として獅子舞が行われます。獅子舞の

起源は定かではありませんが、現在残っている獅子頭か

ら推測すると、少なくとも数百年前から行われていたもの

と考えられます。現在は、三宅神社獅子舞保存会が中心

となり継承しています。

　獅子頭に噛み付いてもらうと丈夫になり、勉強ができ

るようになるとの言い伝えがあります。

下箕田虫送り 祭り太鼓・・・７月１４日㈯　18：50　地域を出発し箕田公園へ

虫送り（稲生地区）・・・・・・・７月２４日㈫　18：30　式典の後に伊奈冨神社を出発

下箕田虫送り 祭り太鼓・・・７月１４日㈯　18：50　地域を出発し箕田公園へ

虫送り（稲生地区）・・・・・・・７月２４日㈫　18：30　式典の後に伊奈冨神社を出発

※今回の特集「地域でつなぐ伝統の祭」の中で掲載した写真（一部）は、地元所蔵および坂尾富司写真集「鈴鹿の祭り

と年中行事」から提供いただいたものです。

　このほか、地蔵盆や秋祭りなど、各地域で伝統行事は開催されています。行事の由来や歴史、保存会など伝承に

携わっている方の思いなどに触れてみてください。

　このほか、地蔵盆や秋祭りなど、各地域で伝統行事は開催されています。行事の由来や歴史、保存会など伝承に

携わっている方の思いなどに触れてみてください。

あらぼとけ

み  くわ 



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／ 7月9日㈪～13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９月5日号掲載分です

とき／毎月第3火曜日13時～16時　
ところ／academia(岸岡町3081-1)　
※大切にしたいと思う心ときめく瞬間
を短歌に詠んでみませんか。詳しくは
ホームページか電話で

対象／小学生低学年と保護者　と
き／7月26日㈭9時30分～12時　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち
物／エプロン、三角巾、ふきん、上履
き

対象／市内在住の女性　とき／土
曜コース8月4日から、火曜コース8
月7日から10時～12時(全12回)　
ところ／華賀きもの学院内　内容
／自分の着付が完全にマスターで
きます。受講料／8,640円(12回分)

とき／7月8日㈰9時～12時　ところ／青少年
の森運動場　内容／2本のポールを使って簡
単に始められるレクリエーションスポーツで
す。郊外ウオーキングもあります。※毎週木曜
日10時から12時まで桜の森公園でも行って
います。詳しくはホームページまたは電話で

第12回公演を10月13日㈯、14日㈰ふ
れあいセンターふれあいホールで行
います。公演両日、ボランティアとして
お手伝いいただける方を募集します。
芝居創りを一緒に楽しみましょう。　
※送迎はありません。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／7月11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／
会員100円、一般200円、本人無料

対象／小学生以下　とき／7月28日
㈯、29日㈰　ところ／鈴鹿ハンター
1階サブコート　内容／子どもの自
立を願って掃除、洋服たたみの体験
コーナー、ワークショップ(材料費
別)　参加料／無料

とき／7月22日㈰15時～17時　とこ
ろ／鈴鹿カルチャーセンター　内容
／フランスのタイムトラベルムー
ビー。ただし中世から現代に来たコ
メディー映画　定員／20人程度　
参加料／500円　申込み／不要

とき／8月5日㈰(雨天時12日㈰)　
集合／近鉄内部駅9時40分　内容
／東海道を歩く4(9kmコース)　　
参加料／200円　※自由参加。初参
加者歓迎

とき／7月10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。　※7
月29日㈰14時よりアスト津3階で、
進学説明・相談会を開催

とき／7月17日㈫、8月7日㈫10時～
11時30分　ところ／白子コミュニ
ティセンター　内容／笑いが心身
の健康に果たす役割を体験しま
す。　参加料／無料　※水分補給
用の飲み物をご用意ください。

対象／幼稚園児～小学生　とき／7月7日
㈯～8月28日㈫9時30分～11時30分(全10
回)　ところ／神戸コミュニティセンター　
内容／浴衣を着て礼儀作法を楽しく学ぶ　
参加料／無料　申込み・問合せ／電話で　
※途中参加､１回のみの参加も可能です。

とき／8月31日㈮まで開催中　ところ
／百五銀行旭が丘支店　内容／書
道・筆ペン・ペンなどで書風、紙の色
などの変化を考えて書きました。ご
高覧をお待ちしております。

対象／どなたでも　とき／7月13日㈮14時～
16時、18時～20時、14日㈯10時～12時、14時
～16時　ところ／文化会館　内容／塗り替え
工事をする前に消費者が知っておくべき知識
を分かりやすく説明します。　参加料／無料　
申込み／当日までに電話またはファクスで

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／7月20日㈮10時から　ところ
／四日市市文化会館第3ホール　
講師／竹田優（聖母の家特定相談支
援事業所・希)　参加料／1,000円

対象／発達障がい児者の親ほかど
なたでも　とき／7月10日㈫10時か
ら　ところ／ジェフリーすずか会議
室　講師／障害者総合相談支援セ
ンターあい　参加料／1,000円　申
込み／前日までにメールで

とき／毎月第1、3金曜日19時30分
から　ところ／武道館　内容／骨
盤底筋を鍛えて尿もれ防止。スタイ
ルアップなどを図ります。　参加料
／1,000円　お気軽にお問い合わ
せください。

対象／在宅介護をされてる方、高齢者の
食事に興味ある方　とき／7月8日㈰14
時から　ところ／桜の森白子ホーム　
講師／中東真紀（鈴鹿医療科学大学准
教授）　参加料／300円　持ち物／ハン
カチ1枚　申込み／電話で

とき／毎週金曜日9時30分～11時
30分　ところ／ふれあいホール（南
玉垣町）　内容／3声に分かれて
ハーモニーを楽しんでいます。いつ
でも見学歓迎します。

対象／中学生以上　とき／毎週木
曜日19時30分～21時　ところ／文
化会館　内容／英会話を勉強して
みたい方、英語を話す機会を探して
いる方、お待ちしています。　参加
料／500円

身体に障がいをお持ちの皆さん､最近話
題の複式呼吸を使ったスポーツ吹矢で楽
しみながら健康づくりと仲間づくりをしま
しょう　とき／原則毎週月曜日13時～15
時　ところ／社会福祉センター　申込み
／電話で（車イス、歩行杖使用者も可）

とき／9月16日㈰　ところ／三重交
通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場　参
加料／1,500円（リレーは1チーム
1,000円）　申込み／7月20日㈮か
ら8月8日㈬までにホームページで

とき／8月4日㈯～7日㈫9時～17時
（最終日は16時）　ところ／市役所
1階市民ギャラリー　内容／原爆の
被害を示すパネルなどを展示し、核
兵器の廃絶を目指します。

内容／放 送 大学はテレビやイン
ターネット・スマートフォンで学べる
通信制の大学です。興味のある科
目を1科目から学べます。入学試験
はありません。　申込み／9月20日
㈭まで（必着）

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／
8月2日㈭10時～12時　ところ／市内飲
食店(申込み後に連絡)　内容／子どもの
ことで共感してくれる人に出会えます。　
参加料／500円程度(飲食代のみ)　申込
み／前日までに電話か電子メールで

とき／7月21日㈯9時30分～11時30分　と
ころ／津少年鑑別所（津市南新町12-12）　
内容／施設の見学や説明　定員／20人(先
着順)　参加料／無料　申込み／7月20日
㈮までに住所、氏名、参加人数を津少年鑑
別所へ(土・日曜日､祝日を除く9時～16時)

対象／子どもから大人　とき／毎月2回第
1・3木曜日13時～14時　ところ／鈴鹿カ
ルチャーステーション(阿古曽町14-28)　
内容／ゴスペルを皆で歌いましょう　参
加料／1回100円(子ども無料)　主催／庄
山ふみ　申込み／直接会場へ

犯罪や非行のない安心・安全な社会を築く
ための運動を展開しています。　とき／7月
8日㈰13時～16時　ところ／文化会館　内
容／式典・記念講演「中元実の犯罪講座」､神
戸小学校金管バンドクラブによる演奏　参
加料／無料　申込み／不要

青虹三重支部　     http://aoniji.academiasuzuka.com
　080-5292-4399

鈴鹿市食生活改善推進協議会
高桑　386-5289

民族衣裳着付同好会　386-3827 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/

劇団花さつき
長谷川　080-5106-9978

下野和子　370-4620 鈴鹿友の会　・　384-5567 キネマ倶楽部　389-6603

鈴木利昭　080-1611-9264 つぅの会　保井　090-4185-1514 笑っちゃおうかいしろこ
栗原　090-3154-7323

今村慶子　383-1740

木平桂洞　386-0587 ( 一社 ) 市民講座運営委員会
　0120-689-419　　0120-392-276

成人したわが子の生活を考える会
恒矢 　tunechan@f7.dion.ne.jp

こんぺいとう　堀井　
sas.tanpopo@gmail.com

H・B フィットネス　松尾　
090-8330-8852

桜の森白子ホーム　373-4650 鈴鹿女声コーラス
一柳　378-6171

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

三重県身障者スポーツ吹き矢協会
藤本治市　090-5037-4968

鈴鹿市水泳協会　末松　070-1733-7469
　http://www.swim-suzuka.com/

原水爆禁止鈴鹿市協議会　
090-6091-6465

放送大学三重学習センター　
059-233-1170

自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694　    tyaru0401@yahoo.co.jp 津少年鑑別所　059-228-3556 坂口　090-8553-1401 鈴鹿市保護司会　381-6800

短歌をご一緒に 夏休み親子クッキング きつけ着る着せる講座
ノルディックウオーキング

体験会

劇団花さつき公演
お手伝い募集

認知症の人と
家族の会のつどい

できるかな？やってみよう！ 映画講演会
「おかしなおかしな訪問者」

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会 笑いヨガ(ラフターヨガ)
体験会

鈴鹿市和装礼法こども教室

木平桂洞作品展 屋根・外壁塗り替えセミナー 本人・家族そして福祉サービス
～強い絆を築くために～

働く場所をきいてみよう!

ひめトレエクササイズで
健康美!

桜の森カフェ
～ごっくん体験～

鈴鹿女声コーラス
団員募集

英会話の勉強に
挑戦してみませんか　

スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

水の祭典inMIE2018 原爆と人間展 放送大学10月入学生募集中!

発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

津少年鑑別所施設見学会 日本語でゴスペルを歌おう! 第68回
社会を明るくする運動
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情報館�

　市民の皆さんに世界最高峰の自動車レースを肌で感じていただき、

モータースポーツに親しみを持っていただくため、「鈴鹿市民応援席」

を設置します。

　F1日本グランプリが鈴鹿サーキットで初開催された1987年以

降、数々 の名場面や名勝負、そして伝説を創り出しながらその歴

史を重ねてきました。今やSUZUKAは世界のF1ファンにとって

の聖地、そしてレーシングドライバー憧れの地となりました。

　今年は鈴鹿でのF1日本グランプリが30回目を迎える記念

の年。新たな伝説が刻まれます。

　今年のF1は、昨年と同様にメルセデスとフェラーリの2強、さらに

それを追うレッドブルの構図となっていますが、注目は今シーズンより

“トロロッソ”へのパワーユニット供給を開始したホンダです。同チー

ムに所属するピエール・ガスリー選手が、第2戦は4位、第6戦は7位

入賞するなど、上位をうかがうポジションに位置しており、日本グラン

プリでの活躍が期待できそうです。

F1日本グランプリは市民応援席で観戦しようF1日本グランプリは市民応援席で観戦しよう

F1鈴鹿市民応援席
地 域 資 源 活 用 課 　 3 8 2 - 9 0 2 0 　 　 3 8 2 - 0 3 0 4
　 chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp 

30回目の開催を迎える鈴鹿F1日本グランプリ

今年の見どころ
 

対　　象

と　  き

と こ ろ

定　　員

特別価格

販売期間

主　　催

協　　力

　　　　

鈴鹿市民でチケットの送り先が鈴鹿

市内の方

10月5日㈮～7日㈰

鈴鹿サーキット国際レーシングコース

1,000人（先着順）

大人21,100円（高校生以上）

子ども3,000円（3歳～中学生）
※5日間(4日(木)～8日(月・祝))の乗り物

　乗り放題付きです(一部を除く)。

7月5日㈭10時～9月21日㈮
※24時間受付

株式会社モビリティランド、鈴鹿市

鈴鹿商工会議所

一般社団法人鈴鹿市観光協会

NPO法人  鈴鹿モータースポーツ友の会

１．「鈴鹿市民応援席」申込み専用アドレスに

パソコン、スマートフォンなどでアクセス
※市ホームページからもアクセスできます。

２．画面の指示に従ってモビステーションID・

パスワード・優待コード「ＳＦ168223」(SFは

大文字）など必要事項を入力
※購入時にMOBILITY STATION（鈴鹿サーキッ

トオンラインチケットサイト）への会員登録が必

要となります。

※1人10枚まで

※精算方法はクレジットカードまたは代引き

※チケットは8月から順次発送

※8月末日までに申し込みされた方のチケットは、

プラスチック製のアニバーサリーチケット（鈴

鹿サーキットオリジナルデザイン）になります。

F1鈴鹿市民応援席 C席（第2コーナー～S字）の「鈴鹿市民応援席」を特別価格で購入いただけます。

申込み方法

「鈴鹿市民応援席」申込み専用アドレス　http://www.suzukacircuit.jp/suzukashi/
※パソコン、スマートフォンをお持ちでない方は鈴鹿サーキットへお問い合わせください。
　鈴鹿サーキット営業課　059-378-1111（代）（月～金曜日の10時～17時）

ピエール・ガスリー（トロロッソ・ホンダ）



国 体 推 進 課 　 　 3 8 2 - 9 1 0 6 　 　 3 8 2 - 9 0 7 1
　 　k o k u t a i s u i s h i n ＠ c i t y . s u z u k a . l g . j p

2018　彩る感動　東海総体情報館

2018 彩る感動 東海総体が開幕します2018 彩る感動 東海総体が開幕します
　高校生最大のスポーツの祭典『全国高等学校総合体育大会（インターハイ）』

が、7月26日㈭から三重県を中心とする東海ブロックで開催されます。

　ここでは、本市で開催される競技や日程などをご紹介します。

❷
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　本市で開催される競技は、ハンドボール、ソフトテニス、男子サッカー、水球の

4競技です。会場の三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿（御薗町1669番地）では、

全国各地で激しい戦いを勝ち抜いた選手の皆さんが、頂点を目指して熱戦を繰

り広げます。また、出場選手だけでなく、地元の高校生の皆さんが、広報活動、

大会の企画、準備、運営などに携わり、創意工夫を持って大会を盛り上げます。

　ぜひ会場で選手の皆さんにエールをお願いします。

繰り広げられる熱戦４競技

競技日程と見どころ

　“走る・跳ぶ・投げる”という3要

素が合わさったダイナミックな動き

が最大の魅力です。巧みで力強い

身体接触を伴った動きの中で、緩

急をつけたパス、フェイント、シュー

トやディフェンスの動作が連動す

るチームプレーが見どころです。 

と　き　7月27日㈮～29日㈰

ところ　三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館

ハンドボール（男子）

　ドリブルやパスなどの

巧みなボール扱い、各局

面でのボールキープや競

り合いなど、お互いの駆け

引きの中で相手ゴールを

狙っていくのが面白さであり、各チームのチームワー

クや応援団との一体感なども見どころです。

と　き　8月6日㈪～13日㈪

ところ　三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

　　　　サッカー・ラグビー場ほか

男子サッカー

四日市工業高校

　三重県民、鈴鹿市民の

皆さんの声援を力に変え、

全国最多57回目の全国総

体出場が優勝で終われる

ように頑張ります。

いなべ総合学園高校

　念願のインターハイ出場

です！初出場のチームらし

く、はつらつとしたプレー

で全国1勝を目指します。

応援よろしくお願いします。

三重高校

　3年連続5回目の出場。

目標は「全国ベスト4」、テ

ーマは「熱く！直向きに！泥

臭く！」です。開催県第1代

表として1戦必勝、気持ちを

1つにして戦います！

伊賀白鳳高校

　全国高校総体に出場さ

せていただけることに感

謝し、自分たちが全国の

舞台でどこまで通用する

のか挑戦していきたいと

思います。

三重県代表

ハンドボール（女子）は、津市内の会場で行われ
ます。三重県代表として四日市商業高校と暁高
校が出場します。

三重県代表
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　ゴム製の柔らかいボールを使う日本発祥のスポーツで、試合はダ

ブルスで行われます。ラリー中の相手との駆け引きや多彩な配球、

ペアの絶妙なコンビネーションなどが見どころです。

と　き　7月30日㈪～8月6日㈪

ところ　三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 庭球場

　水深２ｍ以上のプール内で攻防を繰り返します。特にゴール前で

のポジション争いや、ゴールキーパーとの駆け引きが見どころです。 

と　き　8月17日㈮～8月20日㈪

ところ　三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 水泳場

　　　　※7月21日・22日に開催される東海地区予選会で出場校が決定

　　　　　します。

ソフトテニス（男子・女子）

水球

三重高校

　校訓「真剣味」のもと、

地元開催という利点を生

かし、全力を尽くして上位

入賞を目指します。

近畿大学工業高専

　団体初出場となるので、

感謝の気持ちを忘れず、

まずは初戦突破を目指し

て全力で戦いたいと思い

ます。

三重高校

　春夏連覇を目指し、校

訓「真剣味」のもと、全力

を尽くして頑張ります。

松阪商業高校

　「チームが一つになれ

ば奇跡は起きる」をスロ

ーガンに、チーム全員で

最後の一球まで諦めない

テニスを目指していきます。

三重県代表～男子団体戦～

三重県代表～男子個人戦～ 三重県代表～女子個人戦～

三重県代表～女子団体戦～

三 重 高 校　大谷陽登・戸田佳惟斗 ペア   

　　 同　　　久我知輝・諸喜田圭之輔 ペア

　　 同　　　久保田篤司・西 泰右 ペア　

　　 同　　　岸原輝空・須賀夏希 ペア　

　　 同　　　中島 匠・中屋魁人 ペア　　

　　 同　　　濱口勇真・森 颯哉 ペア　　

　　 同　　　林 樹杏・岩本幸大 ペア

伊勢工業高校　藤原舜貴・谷口愛治 ペア

三 重 高 校 竹田真樹・藤城みちる ペア        

　　 同　　　田川美怜・浪岡菜々美 ペア

　　 同　　　花尻風夏・髙場姫菜 ペア　         

　　 同　　　勝田珠莉・石田恵美莉 ペア　

　　 同　　　矢作若葉・宮下史帆 ペア　　        

　　 同　　　小竹 花・矢作青葉 ペア　

　　 同　　　竹田奈生・吉村 華 ペア　　         

　　 同　　　大津陽菜・川俣 凜 ペア 

◆ソフトテニスおよび男子サッカーの開催期間中は、近鉄白子駅と競技会場、臨時駐車場と競技

　会場を結ぶシャトルバスを運行します。

◆大会日程や臨時駐車場など詳しくは、大会公式ホームページをご覧ください。

※競技写真：P&P浜松提供
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地域景観資産制度情報館

地域景観資産制度を
ご活用ください
地域景観資産制度を
ご活用ください
　地域の身近にある景観資源は、鈴鹿らしい景観を形成する重要な役

割を担っています。皆さんのまちで大切にされてきた景観資源の価値を

見直し、生かしていくために、地域景観資産制度をご活用ください。

❸

登録するとどうなるの？

　築造50年以上経過した建築物や工作物、

樹齢50年以上経過した樹木で景観的・文化

的価値があり、一定の要件を満たすものが対

象になります。存続させていきたい、と思われ

るものがあれば、気軽にご相談ください。

　保全や活用方法について景観アドバイザー

から無料でアドバイスを受けることができま

す。登録いただいた内容によって異なります

が、歴史的・文化的価値を残しながらリフォー

ムやリノベーション、耐震補強を行うための技

術的支援を受けられるなど、さまざまな活用

方法があります。

登録方法登録できるもの

所有者など 市役所

景観アドバイザー

❺派　遣 ❹派遣依頼❶相　談

❷登　録

❸派遣申請

❻結果報告

①市へご相談ください。

②職員が現地に行き、お話を伺います。

　要件を満たすものであれば、登録の「同意書」に     

　ご記入いただき、登録をさせていただきます。

　登録後、登録証などをお送りするほか、市ホーム

　ページで公表します。　　　　　

※登録後、景観アドバイザーの派遣申請をしていただく

と、景観アドバイザーが現地を確認し、活用方法につ

いて助言します。　　　　　

【要件】

■建築物・工作物　老朽化が著しくなく、

　修復・活用ができるもの

■樹木　樹木自体の手入れが行き届いて

　いるもの
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登録地域景観資産を紹介します

　平成30年6月末現在で登録された地域景観資産は12件（建築物10件、樹木2件）あります。地域の

貴重な景観資産として、大切に守り伝えましょう。

※詳しくは、市ホームページ（ホーム→行政ガイド→計画・財政・施策→景観づくり→地域景観資産制度の登録・    
　認定　　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index.html＃13）をご覧いただくか、
　都市計画課にお問い合わせください。
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大切 守り伝 う

①清水建築板金店

⑫稲生山のツツジ

⑦ソテツ

⑩西方寺書院（木枯亭） ③横田材木店 ⑥神﨑邸 ⑪伊達忠兵衛商家

④油伊旅館

⑤浅野弥衛旧宅②紙屋

⑨東海邸 ⑧テラコヤ伊勢型紙

建築物用 樹木用

登録された地域
景観資産には、
プレートを交付
しています。
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今年の夏も図書館へ
 
今年の夏も図書館へ
 

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

情報館�図書館夏休みイベント　
　図書館では、夏休みにさまざまなイベントを開催します。ぜひご参加ください。

夏休み図書館探検クイズ
と　き　7月21日㈯～9月2日㈰9時～16時30分
　　　　（休館日を除く）　　　　　　　
ところ　江島分館1階
内　容　江島分館を探検しながら、図書館や

　　　本に関するクイズに挑戦
　　　　※問題の難易度は小学校3年生程度です。
参加料・申込み　不要
※参加を希望する方は江島分館1階カウンターにお

声掛けください。

夏休み子ども映画会
対　象　幼児、小学生

とき・ところ　 

　　　　

内　容　昔話などのアニメーション映画上映 

定　員　各100人（出入り自由）

参加料・申込み　不要　

※満員時は入場をお断りさせていただく場合があります。
※本館と江島分館の日程の違いにご注意ください。おりがみ教室

対　象　小学生(小学校3年生以下は保護者同伴)

と　き　8月20日㈪10時～11時30分

ところ　江島分館2階 ギャラリー

内　容　おりがみを組み合わせた作品づくり

定　員　25人（保護者除く、応募者多数の

　　　　場合は抽選）

参加料　無料

申込み　7月19日㈭まで(必着）

　　　　に、往復はがきで図

　　　　書館へ

夏休みに図書館で本立てを作ろう！
と　き　8月24日㈮　A時間：10時～12時　

　　　　　　　　　B時間：14時～16時

ところ　図書館本館2階　視聴覚室

内　容　三重県の木材を使った本立て作り

定　員　各30人（保護者除く、応募者多数の場

　　　　合は抽選。小学生以下は保護者同伴）

参加料　無料　

申込み　7月19日㈭まで（必着）に、往復はがき

　　　　で図書館へ　

夏休み手作り絵本教室

対　象　市内在住のおおむね3歳～12歳（小学校３年生以下は保護者同伴）
と　き　8月8日㈬・9日㈭9時30分～15時
ところ　図書館本館2階 視聴覚室 
内　容　のびる絵本作り
定　員　各48人（保護者除く、応募者多数の場合は抽選）
参加料　400円（当日徴収）
　　　　　※おつりがいらないようにお願いします。

申込み　7月19日㈭まで(必着)に、往復はがきで図書館へ　
　　　　　※申し込みは家族単位でお願いします。

〈往信宛名面〉〒513-0802 飯野寺家町812「(希望するイベント名を記入してください)」係
〈往 信 文 面〉住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、希望日(絵本教室のみ)、希望

　　　　　時間（本立て作りのみ）
　　　　　　※氏名と年齢は来場者全員分記入し、制作を希望する方の氏名を丸で囲んでください。

〈返信表面〉郵便番号、住所、氏名

往復はがきの
記入内容

※各イベント全て託児はありません。　※消せるペンでの往復はがきへの記入はおやめください。　※抽選結果は7月26日㈭ごろに発
送予定です。連絡がない場合はお問い合わせください。　※詳しくはお問い合わせいただくか、図書館ホームページをご覧ください。

7月28日㈯、8月25日㈯江島分館2階 

ギャラリー

8月1日㈬・2日㈭図書館本館2階 視聴覚室

全日とも10時からと13時30分から



172018・7・5

情報館�

　夏休み期間中の考古博物館では、さまざまな体験を行います。一日ゆっ

くり過ごすことができますので、ぜひお越しください。

　と　き　7月21日㈯～9月2日㈰　※休館日（毎週月曜日・第3火曜日）を除く。８月12日㈰は開館します。

　ところ　考古博物館講堂、ホール、玄関前など

　受付時間　9時～10時、13時～14時
　材 料 費　勾玉300円、土笛200円

夏休み子ども体験博物館2018夏休み子ども体験博物館2018

考古博物館夏休みイベント
考 古 博 物 館 　 3 7 4 - 1 9 9 4 　 　 3 7 4 - 0 9 8 6

　 k o k o h a k u b u t s u k a n @ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

体験講座（休館日以外毎日実施）

夏休み限定！日替り体験講座
 

●伊勢型紙のしおりを作ろう（1時間）

　7月25日㈬、8月24日㈮、各回10人　材料費100円

●編みかごを作ろう(2時間）

　丸型　7月26日㈭、材料費300円

　角型　8月31日㈮、材料費500円

　各回10人

●万華鏡を作ろう（30分）

　8月8日㈬午前・午後各2回

　各回20人　材料費500円

●博物館キーホルダーを作ろう（1時間）

　8月9日㈭・22日㈬

　各回14席入替制（先着順）　材料費200円

●アート体験（石、缶、流木など）をしよう(1時間）

　8月10日㈮・16日㈭

　各回16席入替制（先着順）　材料費400円

●草木染めをしよう(2時間）

　8月15日㈬、各回10人、材料費500円

●竹笛を作ろう(1時間)

　8月17日㈮、各回12席入替制（先着順）

　材料費100円

●ペーパークラフト(1時間)

　8月29日㈬、各回12席入替制（先着順）

　材料費100円

●麦わらで虫かごを編もう(1時間)

　8月30日㈭、各回30人、材料費500円

勾玉作り・土笛作り

　受付時間　10時～11時30分、
　　　　　　14時～15時30分
　体 験 料　150円

火起こし体験　※悪天候時は中止

工作をしてみよう
対　　象　小・中学生
　　　　　※小学3年生以下は保護者同伴

受付時間　【定員制受付時間】
　　　　　9時～９時15分、13時～13時15分
　　　　　※希望者が定員を超えた場合は抽選します。
　　　　　※事前の申し込みは受け付けていません。

　　　　【入替制受付時間】　
　　　　　9時～11時（開始時間9時30分）
　　　　　13時～15時（開始時間13時30分）

陶土で製作体験をしよう

●土鈴を作ろう（1時間）

　7月27日㈮、8月1日㈬　　　

　各回12人　材料費200円

●埴輪の鉛筆立てを作ろう

　(2時間）

　8月3日㈮、各回10人、材料費300円

※土鈴および埴輪の鉛筆立ては、乾燥・焼成後お渡しします。

縄文時代の布を作ろう

●アンギンのコースター（2時間）

　7月21日㈯

　各回10人　材料費300円

プチ考古学者体験講座

●古墳の模型を作ろう（1時間30分）

　8月23日㈭　各回10人、材料費300円

●瓦や土器の拓本をとってみよう (1時間30分)

　8月2日㈭　各回10人 、材料費200円

※土笛を夏休み期間中に受け取りたい方は、 
　8月5日㈰までに制作してください。

※勾玉・土笛作り、火起こし体験は大人も参加できます。

詳しくは、チラシや考古博物館ホームページをご覧

いただくか、直接考古博物館へ問い合わせください。



　

国民健康保険料の
納付は期限内に

保険年金課　382-9290　 382-9455

　平成30年度から、国民健康
保険税を国民健康保険料に変
更しています。納付期限を毎月
広報すずか5日号に掲載します
ので、期限内の納付をお願いし
ます。

日曜日の
マイナンバーカード
受取窓口開設日変更

戸籍住民課　327-5056　 382-7608

　全国的なシステムメンテナン
スのため、通常第4日曜日の受
付窓口を第5日曜日に変更しま
すので、ご注意ください。
と　き　7月29日（第5日曜日）
9時～11時40分

※日曜日は予約枠が埋まりやすい

ので、早めの予約をお願いしま

す。（4週間先まで予約可能）

※平日のマイナンバーカード受け

取りは、月～金曜日（年末年始、

祝日を除く）9時～16時40分

クールシェア
環境政策課　382-7954　 382-2214

　市では、環境省が提唱する
「COOL　CHOICE」に賛同
し、さまざまな啓発活動に取り
組んでいます。その取り組みの
一つとして、市内公共施設で
「クールシェア」を実施します。
　クールシェアとは、夏の暑い日
に涼しい場所をみんなで共有し
ようという取り組みです。例とし
てはエアコンが効いている図書
館で過ごすといったことです。
　皆さんもクールシェアに取り組
んで、暑い夏を乗り切りましょう。
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市嘱託職員（事務）募集
人事課　382-9037　 382-2219

対　象　地方公務員法第16条
の欠格条項に該当せず、パ
ソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方（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）

採用時期　9月1日㈯
業務内容　窓口や出先機関な
どでの一般事務業務

定　員　6人程度
申込み　7月2日㈪から13日㈮
まで（土・日曜日を除く8時
30分～17時15分）に、「嘱
託職員採用試験申込書」を
人事課へ

※申込書は、直接または郵便で請求し

てください。郵便で請求する場合

は、封筒の表に朱書きで、「嘱託職

員採用試験申込書希望」と記入の

上、返信用封筒（宛先を明記し、82

円切手を貼った12cm×23cm程度

のもの）を必ず同封してください。

また、市ホームページ「人事・職員採

用コーナー」からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　7月28日㈯9時から
ところ　市役所本館12階　会
議室

内　容　事務適性検査（10
分）、事務補助職一般教養試
験（90分）

◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して
面接試験を行います。試験内
容、日時、会場など詳しくは第
一次試験合格者通知の際に指
定します。

アカウミガメの
産卵・足跡を見つけたら

ご連絡を
環境政策課　382-7954　 382-2214

　以前は市内の海岸でもアカウ

ミガメがたくさん産卵していま
したが、海の汚染や乱獲のた
め産卵数は減ってしまいまし
た。近年は保護活動などの影
響で、ウミガメの上陸・産卵が
少しずつ回復してきています。
不定期ではありますが、現在も
上陸や産卵が確認されていま
す。ウミガメ保護のため、海岸
で産卵・足跡を見つけたら静か
にその場から離れ、環境政策
課またはウミガメネットワーク
にご連絡ください。
問合せ　ウミガメネットワーク（　
090-5600-0221（米川）
　 umigamenetmie@gmail.
　com）

夏の交通安全県民運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　7月11日㈬から20日㈮まで
の10日間、夏の交通安全県民
運動が実施されます。運動の
重点は、高齢者と子どもの交
通事故防止、シートベルトとチ
ャイルドシートの正しい着用の
徹底、飲酒運転の根絶です。



国民健康保険「高額療養費制度」の改正

保険年金課　382-7605　 382-9455�平成30年8月受診分から、70歳以上75歳未満の方の自己負担
限度額が変更になります。
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国民健康保険

「限度額適用認定証」

「限度額適用・標準負担額

減額認定証」の申請

保険年金課　382-7605　 382-9455

　現在発行している認定証の

有効期限は7月31日㈫です。8

月以降も限度額適用認定証の

交付を希望される方は、新たに

申請が必要となりますのでご

注意ください。

　また、8月以降は70歳以上

75歳未満の、所得区分が現役

並み所得者Ⅰ・Ⅱの方も限度額

適用認定証が必要となります。

申請をしないと、各区分の限

度額における現物給付を受け

ることができなくなるのでご注

意ください。

申　請　7月5日㈭から

申請場所　保険年金課、地区

市民センター

◆70歳未満の方　

対象の認定証　限度額適用認

定証（住民税課税世帯）、限

度額適用・標準負担額減額認

定証（住民税非課税世帯）

◆70歳以上75歳未満の方

対象の認定証　限度額適用認

定証（現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ

世帯）、限度額適用・標準負

担額減額認定証（住民税非

課税世帯）

※所得区分については、保険年金

課へお問い合わせください。

※申請には、本人確認できるもの

と個人番号（マイナンバー）が確

認できる書類が必要です。

※70歳未満の方の場合、国民健

康保険料(税)に未納があると交

付できません。

※地区市民センターで申請の場合

は郵送します。

国民健康保険脱退の

届出をお忘れなく

保険年金課　382-7605　 382-9455

　社会保険、国民健康保険組

合などの保険に加入した場合、

鈴鹿市国民健康保険脱退の届

出が必要です。脱退の届出が

ないと、医療機関の診療報酬

請求に混乱が生じるほか、納

付する必要のない保険料がい

つまでも課されます。

持ち物　本人確認書類、個人

番号（マイナンバー）の分かる

もの、国民健康保険の被保

険者証（全員分）、新しい職

場の健康保険証（全員分）

電　話 電子メール ホームページファクス

所得区分について

　・　現役並み所得者Ⅲ…世帯内の70歳以上の国保被保険者のうち、

住民税の課税所得が690万円以上の人がいる世帯

　・　現役並み所得者Ⅱ…世帯内の70歳以上の国保被保険者のうち、

住民税の課税所得が380万円以上の人がいる世帯

　・　現役並み所得者Ⅰ…世帯内の70歳以上の国保被保険者のうち、

住民税の課税所得が145万円以上の人がいる世帯

　・　一般…「現役並み所得者Ⅰ～Ⅲ」・「低所得者Ⅰ・Ⅱ」以外の世帯

　・　低所得者Ⅱ…世帯主および世帯の国保加入者全員（70歳未満

の人を含む）が住民税非課税の世帯（低所得Ⅰの世帯を除く）

　・　低所得者Ⅰ…世帯主および世帯の国保加入者全員（70歳未満

の人を含む）が住民税非課税で、かつ所得が0円の世帯（年金の

所得は、控除額を80万円として計算）

現役並み所得者Ⅲ

現役並み所得者Ⅱ

現役並み所得者Ⅰ

一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

所得区分

自己負担限度額（月額）

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人ごと）

3回目まで 4回目以降

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円57,600円

24,600円

15,000円

18,000円
（年間上限144,000）

8,000円
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　市立小中学校図書館
支援員募集

教育指導課　382-9028　 383-7878

対　象　市内在住の方で、次の

いずれかの資格をお持ちの方

・ 図書館司書、図書館司書補、司  

書教諭

期間　9月3日㈪～平成31年3

月15日㈮

勤務条件　時給1,150円（交通

費含む）で、勤務時間は9時

から16時までの実働6時間

（途中昼休憩1時間）。

申込み　7月31日㈫までに市販

の履歴書に記入・押印し、資格

を証明できるもの（コピー可）を

添付の上、直接教育指導課へ

経済的な理由で国民年金
保険料の納付が困難な
場合の免除・猶予制度

保険年金課 　382-9401　 382-9455

　本人・配偶者・世帯主の前年

度の所得に応じて、国民年金保

険料免除・猶予制度が利用でき

ます。

申　請　平成30年度分は7月

2日㈪から申請可。原則、毎年

手続きが必要(平成29年度

免除申請で継続審査の承認

を受けた方は除く）。

※所得によっては対象にならない場

合もあります。

申込み　年金手帳、身分証明

書、印鑑を持って保険年金課、

地区市民センター、年金事務

所へ

※本人・配偶者・世帯主の中に平成

28年12月31日以降に失業(退職)

した方がいる場合は、雇用保険

の離職票または受給資格者証の

写しをお持ちください。失業によ

る特例により、免除または猶予が

承認されやすくなる場合がありま

す。詳しくはお問い合せください。

問合せ　津年金事務所(　

059-228-9112)

がん検診
無料クーポン券を送付

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　がん検診無料クーポン券を、6

月中旬ごろに対象の方へ紫色の

封筒で送付しました。このクーポ

ン券で、個別検診（市内の指定

医療機関で実施）または集団検

診（保健センターなどで実施。毎

月広報すずか健康館掲載）が無

料で受けられます。

対　象　市内に住民登録があ

り、平成29年度に次の年齢に

なった方

　・　胃がん検診　40歳、45歳、50

歳、55歳、60歳

　・　乳がん検診　40歳女性

　・　子宮頸部がん検診　20歳女

性

※対象の方でクーポン券が届いて

いない方はお問い合せください。

介護保険負担限度額
認定申請の受付
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3201　 369-3202

　介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）、介護老人保健

施設、介護医療院、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活

介護、短期入所サービス（ショー

トステイ）利用時の自己負担費用

のうち、食費、居住費（滞在費）

について、申請により負担が軽

減されます。

対　象　次の全てに該当する方

　・　本人、配偶者および世帯全員が

市町村民税非課税であること。

　・　預貯金などが、配偶者がいな

い方は1,000万円以下、配偶

者がいる方は合計額が2,000

万円以下であること。

対象となる預貯金などの具体的な例

　現金、預貯金（普通、定期）、

有価証券（株式、国債、地方

債、社債など）、投資信託、金

や銀など、購入先の口座残高

によって時価評価額が容易

に把握できる貴金属

※負債（借入金、住宅ローンなど）

は、預貯金などから差し引いて

計算します。

※生命保険、自動車などは対象外

です。

※虚偽の申告により不正に支給を

受けた場合は、介護保険法第22

条第1項の規定に基づき、支給さ

れた額の返還および加算金を求

めることがあります。

認定有効期間　申請月の1日

から翌年7月31日まで

内　容　次の区分に応じて軽

減の内容が分かれます。

①生活保護受給者または老齢

福祉年金受給者

②本人の合計所得金額と課税

年金収入額および非課税年

金収入額（遺族年金や障害

年金など）の合計金額が80

万円以下の方

③上記の①②に該当しない方

申込み　7月2日㈪から介護保

険負担限度額認定申請書兼

同意書（鈴鹿亀山地区広域

連合ホームページで入手可）､

認定を受ける本人の印鑑・直

近2カ月以内の残高が確認で

きる通帳など（生活保護受給

者は不要)の写し(配偶者がい

る方はその方の通帳と印鑑も)

を持って鈴鹿亀山地区広域

連合（市役所西館3階）へ

◆更新手続きはお早めに

　現在交付されている「介護

保険負担限度額認定証」の有

効期限は、7月31日㈫までです。

8月1日㈬以降も継続して認定



放課後児童クラブの放課後児童支援員など・児童募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

詳しくは、直接放課後児童クラブへお問い合わせく

ださい。

※放課後児童支援員は保育士などの資格をお持ちの方で、

都道府県が行う研修を修了した方が対象です。補助員に

必要な資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。

電　話 電子メール ホームページファクス

平成31年鈴鹿市成人式
文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　平成10年4月2日～平

成11年4月1日生まれで、市

内在住または市内出身者

と　き　平成31年1月13日㈰

13時～14時15分（開場12時)

ところ　市民会館

※対象の方へ個々の通知はしません

ので、ご自由にお越しください。

認定を受ける主な条件

　・　属する世帯の構成員の数が2

人以上であること。

　・　世帯の年間収入から施設の利

用者負担の見込額を除いた額

が80万円以下であること。

　・　世帯全員の合計預貯金などが

450万円以下であること　など

を受けようとする方は、8月31日

㈮までに手続きしてください。

◆市町村民税課税層における

食費・居住費の特例減額措置

　　介護保険負担限度額認定

に該当しない方で、施設に入

所したことにより、残された世

帯員の生計が困難になる場

合には、特例減額措置制度

があります。
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　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで

昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後から

18時ごろまで、保護者に代わって児童をお預か

りする場です。

　現在、次の放課後児童クラブで、放課後児童

支援員や補助員および児童の募集を行っています。

放課後児童クラブ名 学校区 所在地 電話番号

放課後
児童支
援員等
募集

児童
募集

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 庄野 庄野東二丁目5-35 ☎379-0811 ○

竹野の森放課後児童クラブ 清和 竹野町305-2 ☎090-6098-3215 ○

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 白子 白子二丁目7-38 ☎388-2774 ○

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ
東旭が丘四丁目
9-19

☎368-2033 ○

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子 白子町2006-1 ☎386-2611 ○

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　かけはし 中旭が丘三丁目
13-25

☎386-2939 ○

桜島学童保育ももたろう　１組・２組 桜島 桜島町三丁目10-1 ☎387-0371 ○

○愛宕小学校区放課後児童クラブ　あおぞら　第１・第２ 愛宕 北江島町43-8 ☎368-1223

○鈴鹿わかすぎこどもクラブ 稲生 稲生西二丁目4-3 ☎367-7075

○飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 阿古曽町25-6 ☎367-3367

○放課後児童クラブ　日の本クラブ飯野 阿古曽町31-6 ☎379-3517

○明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目4-29 ☎367-1711

○河曲地区学童クラブ　かわたろう 河曲 河田町1341 ☎383-3070

○一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 一ノ宮 高岡町2665-2 ☎369-2780

○箕田学童保育所 箕田
南堀江一丁目
14-19

☎395-1003

○玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣レインボー 玉垣 東玉垣町523-1 ☎373-4734 ○

神戸小学校区かんたろう学童保育所 神戸 神戸八丁目9-15 ☎383-1519 ○

天名小学校区放課後児童クラブ　ピース天名 天名 御薗町2500 ☎080-9495-4497 ○

○

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 椿
山本町1255-4
小山組集会所内

☎371-2300 ○

庄内小学校区放課後児童クラブ　学童たけっこクラブ 庄内 東庄内町2458-1
　☎371-2317
（庄内青い鳥保育園）

○

旭が丘

飯野
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ジャンル 応募規格 賞

作文・童話等 400字詰め原稿用紙
で本文20枚以内 最優秀賞

優秀賞

奨励賞

４人以内〔賞状と図書カード〕

４人以内〔賞状と図書カード〕

若干名〔賞状と図書カード〕

詩 １編
短歌 ３首まで
俳句・川柳 ３句まで

第27回鈴鹿市文芸賞作品募集
鈴鹿市文化振興事業団　384-7000　 384-7755　 http://www.s-bunka.net

対　　象　市内在住・在勤・在学または市内の文化団体などに所属している方

※前回（第26回）の一般の部で最優秀賞を受賞した方は、今回同じジャンルには応募できません。

※ジュニアの部は、中学生以下に限ります。

出 品 料　一般の部は1作品につき1,000円、ジュニアの部は無料　

募集期間　11月2日（金）まで

※自筆またはパソコンを使用

した作品で未発表のもの

で、日本語で書かれたもの

に限る。

※一般部門「小説・評論等」「エ

ッセイ」でパソコンを使用し

た作品の場合は、データ

（CD-R）を併せて提出してく

ださい。（USBメモリー、メー

ル添付は不可）。また、必ず

原稿用紙設定を行った作品

を提出してください。

※詳しくはお問い合わせいた

だくか、文化振興事業団ホ

ームページをご覧ください。

ジャンル 応募規格 賞
 

散　
　

文

小説・評論等
400字詰め原稿
用紙で本文50枚
以内

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

１人以内〔賞状と賞金５万円〕

１人以内〔賞状と賞金２万円〕

若干名〔賞状と図書カード〕

エッセイ
400字詰め原稿
用紙で本文20枚
以内

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

１人以内〔賞状と賞金2万円〕

１人以内〔賞状と賞金５千円〕

若干名〔賞状と図書カード〕
 

アフォリズム
（警句）

１句80字以内
１人５句以内

（タイトル不要）

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

１人以内〔賞状と賞金1万円〕

１人以内〔賞状と賞金５千円〕

若干名〔賞状と図書カード〕

 

短
詩
型
文
学

詩（漢詩含む）

短歌

俳句

川柳

１編

１作品10首

１作品10句

１作品10句

最優秀賞

優秀賞

奨励賞

４人以内〔賞状と賞金３万円〕

４人以内〔賞状と賞金１万円〕

若干名〔賞状と図書カード〕

 

◆一般の部

◆ジュニア（小中学生）の部

　

　架空請求詐欺にご注意を
鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　架空請求詐欺と思われるは

がきや電子メールが届いたとい

う相談が多く寄せられています。

　

　このようなはがきや電子メール

が届いても決して連絡せず、不安

を感じたら消費生活センターへ

相談してください。

相談時間　9時～16時（祝日・
祭日を除く月～金曜日）

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所

（　351-1723）､自衛官募

集コールセンター（　0120-

　063-792（年中無休12時～

20時)）

◆航空学生

対　象　海上：高卒(見込みを
含む)23歳未満の方、航空：

高卒（見込みを含む）21歳

未満の方

申込み　7月1日㈰～9月7日
㈮

一次試験　9月17日(月・祝)(
津市予定)

◆一般曹候補生

対　象　18歳以上27歳未満
の方

申込み　7月1日㈰～9月8日㈯
一次試験　9月21日㈮～23日
(日･祝)(四日市市予定)

◆自衛官候補生

対　象　18歳以上27歳未満
の方

申込み　随時
試　験　受け付け時にお知ら
せします。（津市予定）

事　例　「消費料金に関する

訴訟最終告知のお知らせ」、

「登録料金の未納が発生して

います。本日ご連絡なき場合、

法的手続きに移行します」
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第51回鈴鹿市美術展の作品募集

鈴鹿市文化振興事業団　384-7000　 384-7755　 http://www.s-bunka.net

対　象　市内に在住・在勤・在学する高校生以上の年齢の方

部門・規定

※自作の未発表作品で、1部門1人1点のみ（複数部門への出品は可）　※共同作品・コラボ作品は不可。

※どの部門に出品するかは、出品者の意向を尊重します。

※ガラス付き額縁は不可。日本画・洋画・美術工芸の額装作品は、必要最低限のつり金具だけをつけてください。

※乾燥していない作品は出品できません。

出品料　1作品につき1,000円（高校生無料）。作品搬入時にお持ちください。

◆出品手続き

①申込み　10月9日㈫から17日㈬まで(土・日曜日を除く9時～17時）（必着）に、申込書に必要事項を

記入の上、直接または郵送で鈴鹿市文化振興事業団事務所（文化会館内）へ

　※申込書は切り離さずに提出してください。

　※10月9日(火)・15日(月)・16日(火)は休館日のため、第1駐車場東側入口のインターホンでお知らせください。

②作品の搬入　10月20日㈯9時30分から16時、または10月21日(日)9時から12時までに文化会館へ

◆公開審査

と　き　10月23日㈫10時から

ところ　文化会館（飯野寺家町810）

◆展覧会

と　き　10月31日㈬～11月4日㈰9時～17時（最終日は16時展覧会終了）

ところ　文化会館（飯野寺家町810）�
内　容　入賞、入選作品と会員、審査員から出品された作品の展示

入場料　無料

◆ギャラリートーク

と　き　11月4日㈰14時15分～16時(予定)

ところ　文化会館（飯野寺家町810）�
※詳しくは、文化振興事業団ホームページをご覧いただくか、公民館などに備え付けの「第51回鈴鹿市美術展作

品募集のご案内」をご覧ください。

部　門 規　　　　　　　　　　定

日本画 10号以上60号以内で額縁付
（ただし、60号は縦描きのみ）

アクリル付額縁は不可

洋　画 20号以上80号以内で額縁付
ポスターなどはパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

 

彫　刻 　手動可能なもので
　縦・横とも２m以内、高さ2.5m以内

 
著しく破損しやすい作品は不可

美術工芸

 
 

・立体作品 50cm四方立方以内
　（①1辺1m以内②125,000cm3）
・平面作品 縦2m、横1.2m以内とし展示でき
　　　　　　　　　　る形態のもの(額縁など)

 アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

写　真
　白黒またはカラー、半切以上全紙まで
・パネルの規格　木製73cm×61cm以内
・組写真　　　 パネルの規格と同じ

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

書　道

・額装または枠張り
　仕上がり寸法は半切以上12平方尺以内
　縦210cm（7尺）、横182cm（6尺）以内
・折帳、巻子
　縦45cm以内×横300cm以内

 
 

 

作品は全て表装
楷書以外は所定の様式（ハガキ大）の釈文を添付
アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
軸装の出品は不可
高校生作品は臨書可(全紙判可)
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沖縄などに旅行を
される方へ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　沖縄・奄美・トカラ・小笠原には、

さつまいもなどに被害を与える害

虫が、また、沖縄・奄美の一部で

はみかん類に被害を与える病気

が発生しています。これらの病害

虫のまん延を防止するために、一

部の植物は植物防疫法により未

発生地域への持ち出しが規制さ

れています。該当の地域へ旅行

される方はご注意ください。

　公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　368-1674　 368-1685

　下水道の普及により、水路から

汚れた水がなくなり、蚊やハエな

どの発生を防いで伝染病が予防

されるなど、清潔で快適な生活

環境が確保されます。

　また、家庭や工場から流され

た汚水は処理場で処理される

ので、海や川がきれいになりま

す。公共下水道への接続に関

しては、以下の点にご注意くだ

さい。

○「排水設備」は供用開始後

1年以内に設置していただか

なければなりません。また、く

み取り便所は、3年以内に水

洗便所に改造し、公共ますに

接続してください。

○排水設備工事が適正に施工

されるよう、工事店を指定し

ています。｢鈴鹿市排水設備

指定工事店｣でないと工事は

できません。

※契約するときは、あとでトラブル

が生じないように工事の内容・

支払方法などを十分検討し、納

得のいく内容で契約しましょう。

○公共下水道への接続切り替

え工事を行っていただく費用

に対する｢融資あっせん制度

｣がありますので、指定工事

店にお問い合わせください。

※上下水道局では、下水道への接

続を普及促進するため戸別訪問

をしています。訪問者は、「身分

証明」を携帯しています。不審な

点があれば確認してください。

◆下水道は大切に使ってくだ

さい

○油を下水道に流すと施設を

傷めたり、環境に負荷がかか

ります。油のついた食器など

は、キッチンペーパーなどで

ふき取ってから洗い、油を含

んだスープ類は、浮いた油を

除いてから流してください。

○事業所・飲食店の方は、「除

害施設」を通してから、下水

道に流してください。除害施

設は油や残飯でいっぱいにな

っていると十分な能力を発揮

することができないだけでなく、

そのままにしておくと、悪臭の

原因にもなりますので、適時

点検してください。

中小企業退職金共済制度
産業政策課　382-8698　 382-0304

　この制度は、中小企業で働く

従業員（パートも含む）のための

外部積立型の国の退職金制度

で、次のメリットがあります。

○新規に加入する事業主に対

して1年間掛金の一部を国と

市が助成します。

○掛金は法人企業の場合は損

金として、個人企業の場合は

必要経費として全額非課税

となり、手数料もかかりません。

※資本金または出資金が1億円を

超える法人の法人事業税には、

外形標準課税が適用されます。

○社外積立で管理が簡単です。

従業員ごとの納付状況や退

職金試算額を事業主にお知

らせします。

問合せ　中小企業退職金共済

事業本部（　03-6907-1234）、

　中退共名古屋コーナー（　

052-856-8151）

治療と仕事の両立支援
産業政策課　382-8698　 382-0304

　病気の治療と仕事の両立支

援は「働き方改革」の一環とし

て重要です。両立支援の相談

内容や窓口を掲載したリーフレ

ットなど、詳しくは三重労働局ホ

ームページ(トップ→各種法令・

制度・手続き→安全衛生関係

→治療と仕事の両立支援)をご

覧ください。

問合せ　三重県地域両立支援

推進チーム事務局(三重労

働局労働基準部健康安全

課（ 059-226-2107））

県営住宅7月定期募集
住宅政策課　382-7616　 382-8188

ところ　北勢ブロック：桑名市、

川越町、四日市市、鈴鹿市、

亀山市

申込み　7月3日㈫から31日㈫

まで(消印有効)に、鈴鹿亀山

不動産事業協同組合にある

申込用紙に必要事項を記入

し、郵送で同組合へ

問合せ　鈴鹿亀山不動産事業

協同組合（〒510-0253寺家町

1085-1　373-6802）

鈴鹿の街音楽祭2018
出演者募集

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

対　象　次の全てに該当する方

　・　生演奏による出演であること



申込み　当日9時45分までに

男女共同参画課へ

納税の休日窓口・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　7月29日㈰9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　7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。

鈴鹿市国民健康保険
特定健康診査開始

保険年金課　382-9401　 382-9455

　特定健康診査は、高血圧や

糖尿病などの生活習慣病、特に

メタボリックシンドローム（内臓脂

肪症候群）の予防に着目した健

康診査です。対象の方に受診券

を送付しています。同封の一覧

表にある医療機関などで、11月

30日まで受診できます。

対　象　鈴鹿市国民健康保険

加入者で、次の全てに該当

する方

○昭和18年9月1日～昭和54

年3月31日生まれの方

○平成30年9月上旬までに届

出をして加入した方

○受診時に鈴鹿市国民健康保

険に加入している方

※健康診査実施期間中に75歳に

なる方は、誕生日前日までが有

効期間です。

※5月中旬から9月上旬までに届出

をして加入した方には、加入時期

に応じて8月中旬から10月中旬

までに受診券を送付します。

　・　1人から8人程度の編成で、

本番前日または当日のリハー

サルに必ず参加できること

と　き　11月18日㈰

ところ　文化会館（飯野寺家

町810）

申込み　7月25日㈬までに、応

募用紙、デモ音源2曲（CDま

たはDVD）、写真（普通版　

横・データ可）1枚を鈴鹿市

文化振興事業団へ　

※審査後、郵送で結果報告。

※デモ音源は演奏スタイルでの録

音で、通常のデッキで再生でき

るものに限る（mp3・mp4・

WAVなどデータ形式は不可）。

平成31年度地域密着型
サービス事業者説明会

鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3205　 369-3202

対　象　鈴鹿・亀山市内で地

域密着型サービス事業を計

画している法人

と　き　7月24日㈫11時から

ところ　市役所本館12階　

1203会議室

内　容　定期巡回・随時対応

型訪問介護看護、看護小規

模多機能型居宅介護に関す

る施設整備について

※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連合

ホームページ（　http://www.

　suzukakameyama-kouiki.jp/）

　をご覧ください。

男女共同参画審議会を
傍聴できます

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

と　き　8月8日㈬10時から

ところ　男女共同参画センター

内　容　平成29年度鈴鹿市

男女共同参画基本計画の進

捗状況評価

定　員　10人(先着順)

電　話 電子メール ホームページファクス
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※鈴鹿市国民健康保険以外の方

や資格を喪失した方は、加入し

ている医療保険者（保険証に記

載）にご確認ください。

持ち物　特定健康診査受診

券、質問票、自己負担金（受診

券に記載）、鈴鹿市国民健康

保険被保険者証（短期被保

険者証、資格証明書を含む）

夏休み親子計量教室
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象 小学5・6年生とその保

護者（2人1組）で、市が指

定する店舗および市役所ま

での交通手段を確保できる

方

と　き　8月9日㈭10時30分～

15時

ところ　市役所別館第3　2階

会議室

内　容　

　・　市内の店舗に行き、正味量

や内容記載または量り売りで

販売されている商品を購入

して、その商品の実量をはか

り、表示内容との差を検査し

ます。

　・　計量（はかること）について

専門家がわかりやすく説明し

ます。

定　員　8組16人（先着順）

参加料　無料（昼食付）

※購入代金（予算3,000円）は教室終

了後に支払いますので、レシートを

必ずお持ちください。3,000円を

超えた額、重さのはかれない商品

の代金は各自負担となります。

申込み　7月25日㈬までに直

接産業政策課へ
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子ども防災サミット
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

対　象　小学1年生以上
と　き　8月4日㈯・5日㈰1泊

2日
ところ　社会福祉センター(神

戸地子町383-1)、県消防学
校（石薬師町452）

定　員　50人（先着順）
参加料　学生1,000円、一般

3,000円
申込み　7月20日㈮までに、

電話または電子メールで災害
ボランティアネットワーク鈴鹿

（伊藤　 cc-ito@mecha.
　ne.jp　090-3481-9135）へ

バルーンキャラバン

inイオンモール鈴鹿
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　「鈴鹿バルーンフェスティバ
ル2018」のPRや、熱気球に親
しんでもらうために熱気球の
仕組みを知ることができる熱
気球教室や熱気球の係留飛
行（搭乗体験）を行います。
と　き　7月21日㈯17時から

20時ごろ
ところ　イオンモール鈴鹿　西

大駐車場（庄野羽山4-1-2）
内　容　熱気球教室、熱気球

の係留飛行（搭乗体験）
定　員　各80人(先着順)
料　金　中学生以上1,000円、

小学生500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）

申込み　当日16時30分から
と17時30分から会場内設
置テントで整理券を配布し
ます。

当日の問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
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 （　090-6468-2012　16時
30分～20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。

小学生のための

読み聞かせ会
図書館　382-0347　 382-4000

　小学生向けの本の読み聞か
せと、夏休みの読書や読書感
想文におすすめの本を紹介し
ます。
対　象　小学生(親子で参加可)
とき・ところ　7月22日㈰江島

分館2階ギャラリー（中江島
町3-27）、29日㈰図書館本
館2階視聴覚室（飯野寺家
町812）いずれも10時～11時
（低学年・中学年向け）、13
時30分～14時30分（中学
年・高学年向け）

参加料　無料
主　催　グランま～ま

折り紙で作ってみよう
図書館　382-0347　 382-4000

  折り紙で犬や猫を作り、図書
館本館ロビーの壁面に飾りま
す。持ち帰ることもできます。
対　象　未就学児・小学生と

その保護者
と　き　7月21日㈯～23日㈪9

時30分～16時30分
ところ　図書館本館　1階　

ロビー（飯野寺家町812）
参加料　無料
主　催　すずか子ども読書サ

ポートぶっくりん
◆読書ノートの配布

　夏休み期間中に読んだ本の
タイトルや簡単な感想を9冊分
書き込める「読書ノート」を配
布します。
※3冊読むごとに図書館カウンタ

ーにお持ちいただくと、オリジ

ナルのキャラクターカードをお

渡しします（全6種類）。

開館20周年記念特別展

「三重のはにわ大集合！」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　県内から出土した人や馬、家
などさまざまな形をした埴輪
が博物館に勢ぞろいします。
と　き　7月14日㈯～9月30

日㈰
ところ　考古博物館　特別

展示室（国分町224）
観覧料　一般・学生：特別展・

常設展セット300円、特別展
もしくは常設展のみ200円。
小中学生：特別展無料、常設
展のみ100円

※未就学児、70歳以上の方、障がい

者手帳などをお持ちの方とその付

き添いの方1人は無料。

※毎週月曜日・第3火曜日は休館日

（7月16日(月・祝)・8月12日

（日）、9月17日(月・祝)・24日(月・

振休)は開館）

◆関連講演会

　「埴輪の語りを読む‐三重県の

スペシャルな埴輪から‐」

と　き　7月14日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂（国

分町224）
講　師　穂積裕昌さん（三重

県埋蔵文化財センター）
聴講料　無料
※講演会参加の方は、常設展と特別

展の観覧料が無料になります。

遺跡発掘体験
考古博物館　374-1994　 374-0986

対　象　小・中学生(小学校3
年生以下は保護者同伴)

と　き　7月29日㈰9時から、
13時30分から

※雨天などの場合は8月5日㈰に

延期



電　話 電子メール ホームページファクス

ところ　保健センター（西条

5-118-3）

内　容　生活習慣病予防の講

話、運動体験、調理実習

定　員　30人（先着順）

費　用　運動編　無料、栄養

編　500円（食材費）

申込み　7月9日（月）8時30分か

ら電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治

医に確認の上、お申し込みくだ

さい。

※2回とも参加できる方を優先し

ます。

鈴鹿市民大学文芸学科
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

ところ　文化会館2階　第1研

修室（飯野寺家町810）

定　員　各70人（先着順）

申込み　電話、はがき、ファク

ス、電子メールなどで、受講

希望日・住所・氏名・電話番

号を記載の上、鈴鹿市文化

振興事業団(〒513-0802　

飯野寺家町810)へ

◆あなたの歩みと視点

　～エッセイとアフォリズム～

と　き　7月11日㈬13時30分

～15時30分

講　師　河原徳子さん、衣斐

弘行さん

受講料　1,000円（税込）

◆夏休み特別企画 ジュニア講座

対　象　小学1年生～中学3年生

と　き　7月28日㈯13時～15時

内　容　作文、詩、短歌、俳

句、川柳などの先生から話を

聞き、創作します。

講　師　福嶋礼子さん、佐藤

貴宜さん、達知和子さん、山

中悦子さん、青砥たかこさん

受講料　無料

定　員　150人（先着順）

参加料　無料

申込み　当日18時30分からプ

ラネタリウムギャラリーで受

け付け

※雨天時は中止します。当日16時

30分に判断しますので、文化会

館へお問い合わせください。

親子体操　わんぱく教室 
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学1年生～4年生と

保護者

と　き　7月26日㈭・30日㈪、

8月6日㈪9時30分～11時、

8月7日㈫・10日㈮・20日

㈪・21日㈫・24日㈮13時30

分～15時(全8回）

ところ　武道館　第1道場（江

島台2-6-1

定　員　20組

参加料　1組5,600円（保険料

込。子ども1人増えるごとに

＋2,300円）

申込み　7月7日㈯から18日㈬

まで（7月9日㈪を除く9時～

20時）に、参加料を添えて

直接武道館へ

問合せ　鈴鹿市体育協会（桜

島町7-1-1　399-7120）武

道館（　388-0622）

すずか健康マイレージ

対象講座
健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆健康力アップ教室

　～知る！わかる！できる！

　高コレステロール予防～

対　象　20歳～64歳の市民で

生活習慣病予防に関心のあ

る方

と　き　

　運動編：8月17日㈮10時～12時

　栄養編：9月21日㈮10時～12

時30分　

ところ　磐城山遺跡(木田町)

定　員　各20人 (先着順)　 

参加料　無料

申込み　7月9日㈪から13日㈮

までに、電話で考古博物館

へ(受付時間9時～17時)

※持ち物・注意事項などは申し込

み後に案内します。

博物館「なるほど探検隊」

スタンプラリー
考古博物館　374-1994　 374-0986

　考古・天文・偉人・歴史・文化な

ど専門的な分野を学習しながら

市内の7施設を巡り、スタンプを

集め「なるほどクイズ」に挑戦して

いただきます。

対　象　小・中学生(未就学児

の方は保護者同伴なら可)

と　き　7月14日㈯～9月30日

㈰

ところ　考古博物館、文化会

館プラネタリウム、佐佐木信

綱記念館、大黒屋光太夫記

念館、庄野宿資料館、伊勢

型紙資料館、稲生民俗資料

館の7施設

記念品　スタンプ5個：5館目

施設のオリジナル缶バッジ。

スタンプ7個とクイズ全問正

解：認定証と達成記念品

※スタンプラリー台紙は各施設また

は考古博物館ホームページから

入手できます。

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方

※中学生以下は保護者同伴

と　き　7月28日㈯19時から

ところ　文化会館プラネタリウ

ム（飯野寺家町810）

内　容　月、木星、土星、地球

に大接近する火星を望遠鏡

で観察します。
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問合せ　NPO法人shining
（岡田　090-6647-1011)

つどいの広場
トゥインクルユース
ボランティア養成講座
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　つどいの広場トゥインクルは、子
育て中の家庭の育児支援を目的と
している施設です。0歳から3歳の
乳幼児とその保護者がいつでも親
子で気軽に立ち寄り、ゆったり過
ごすことができます。中学生から
大学生世代の皆さんにボランティ
アに関心を持ち、赤ちゃんとふれ
合ったり生命の大切さを知る機会
として養成講座を行います。
対　象　市内在住または在学

の中学生から大学生世代ま
での方

とき・内容　

　8月18日㈯10時～12時：ボラ
ンティアって？子どもの権利を
考えてみよう、13時～15時：助
産師が送るいのちの授業
　8月19日㈰9時30分～12時：赤
ちゃんと出会ってみよう、13時～
15時：積み木ワークショップ、15
時30分～16時30分：まとめ
ところ　男女共同参画センター

（神戸2-5-18）
講　師　助産師ほか
定　員　20人（先着順）
受講料　無料
申込み　7月10日㈫から電話ま

たはファクスでNPO法人こど

もサポート鈴鹿｢つどいの広場
トゥインクル｣（桜島町6-20-3
　・　383-1322　土・日曜日、祝
日を除く10時～16時30分）へ

※受講後、ボランティア参加認定

証を発行します。また、トゥイン

クルのボランティアスタッフとし

て登録することができ、夏休み

などに活動していただけます。

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
ている方や、実際に創業・起業
したけれども悩みを抱えている
方

と　き　7月29日㈰10時～11
時または11時～12時

ところ　市役所別館第3　2
階会議室

相談員　杉山正和さん（㈱タス
クールPlus　中小企業診断
士）

定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　創業・起業に興味の
ある方や市内で創業・起業を
お考えの方、実際に創業・起
業に向けて取り組んでいる方、
すでに起業して悩んでいる方

と　き　7月29日㈰13時～16
時15分（開場12時30分）
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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。

　

親子でワクワククッキング
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学生と保護者
とき・内容　7月23日㈪五平も

ち、8月8日㈬くるくるサンド
イッチ　9時30分～13時（全
2回）

ところ　農村環境改善センター
料理実習室(岸田町1549-12)

講　師　豊田栄美子さん(アグ
リロマン鈴鹿)

定　員　12組(最少催行8組) 
参加料　1組2,500円(2回分

材料費・保険料込)
持ち物　エプロン、マスク、三

角巾、上靴、ふきん2枚
申込み　7月7日㈯から18日㈬

まで(9時～20時)に、参加料
を添えて直接農村環境改善
センターへ

問合せ　鈴鹿市体育協会（　
399-7120)、農村環境改善
センター(　374-3455)

子ども達のやりたい
やってみようを育てよう
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　地域企業にご協力いただき、た
くさんのお仕事体験ができます。
と　き　7月31日㈫10時～15時
ところ　コンフェット鈴鹿平安

閣（算所町1233-1）
参加料　無料
※材料費が必要な体験もあります。



中会議室（神戸地子町383-1）

内　容　地域イベントでのかり

んちゃんコーナーのサポート、

かりんちゃん活動の企画立案

定　員　20人(先着順)

申込み・問合せ　7月31日㈫ま

でに、電話またはファクスで

鈴鹿市社会福祉協議会(　

382-5971　382-7330)へ

外国につながる
児童・生徒の学習支援
ボランティア養成講座

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

対　象　地域や学校で学習支

援活動に参加できる方で、でき

る限り全講座に参加できる方。

と　き　8月2日㈭・9日㈭10

時～11時30分

※8月下旬に市内小学校での活動

見学を予定

ところ　男女共同参画センタ

ー（神戸2-15-18）

活動内容　市内小・中学校で

の放課後教室や長期休み時

の支援、ボランティア運営の

学習支援室など

講　師　日本語教育コーディ

ネーター

定　員　15人

参加料　無料

申込み　7月25日㈬までに、郵

便番号、住所、名前、電話番号

を記入の上、はがき、ファクス、電

子メールで、鈴鹿国際交流協会

(〒513-0801　神戸1-17-5)へ

代6,000円）

申込み　7月27日㈮まで（必着）

に三重県社会福祉協議会へ

問合せ　三重県社会福祉協議

会（福祉人材課　059-227-

　5160）

こどもフェスティバル
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

と　き　7月28日㈯10時30分

～15時30分

ところ　文化会館（飯野寺家町

810）

内　容　遊びの広場（カプラの

積み木・的当てなど）、書き方

講座、夏休みポスター教室、こ

ども科学教室、ホール探険など

入場料　無料（参加料が必要

なイベントもあります）

※参加料、申込みなど詳しくはお問

い合わせいただくかホームページ

（　http://www.s-bunka.net）で

あつまれ！
かりんちゃんサポーターズ
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　鈴鹿市社会福祉協議会のイ

メージキャラクター「かりんちゃ

ん」の活動を応援していただけ

る皆さんを募集します。

対　象　市内に在住・在勤・

在学の小学生以上の方

と　き　8月4日㈯13時30分

～15時

ところ　社会福祉センター2階　

ところ　市役所別館第3 2階

会議室　

内容・講師

第1部　講演会｢不屈の精神で

開業！実父の廃業にもめげず

真珠卸加工業を立ち上げ｣河

井淳さん(㈱アイ・K代表取締

役社長)　

第2部　セミナー｢夢を現実に！

起業のビジョンと自己分析｣　

高見啓一さん(鈴鹿大学国際

人間科学部准教授、㈱鈴りん

探偵舎代表取締役）

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。

※セミナー終了後、希望者には日本

政策金融公庫融資担当者による

個別相談会を行います。

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）

長寿社会課　382-7935　　382-7607

対　象　三重県に住民登録し

ている働いていない方で概

ね70歳未満の方

研修期間　8月7日㈫～10月16

日㈫

ところ　三重県社会福祉会館

（津市桜橋2-131）

定　員　39人（応募者多数の

場合は抽選）

受講料　無料（別途テキスト

電　話 電子メール ホームページファクス
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340㎜×奥行265㎜×座面

高320㎜）作製

定　員　各30人（先着順）

参加料　500円（材料費）

申込み　7月10日㈫から電話

で鈴鹿青少年の森へ

※飲み物は各自で

レッツ・チャレンジ2018

鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

と　き　8月22日㈬～25日㈯

3泊4日

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ターやその周辺、県立熊野少

年自然の家

内　容　カヤック体験、野外炊

飯、創作活動、キャンプファイ

ヤー、熊野古道ハイキングなど

定　員　36人（応募多数の場

合は抽選）

参加料　1万3,000円（別途バ

ス代2,000円）

申込み　7月3日㈫から22日㈰

まで(必着)に、センター所定

の用紙に記入の上、郵送、フ

ァクスまたは直接鈴鹿青少

年センター(〒513-0825　

住吉町南谷口)へ

野外活動体験研修

鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

対　象　高校生以上で野外活

動の指導やボランティアに

興味のある方

と　き　8月5日㈰9時30分～

18時30分ごろ

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ターやその周辺

内　容
　午前　

　薪の焚きつけ方法を覚える、

おいしいアウトドアクッキングの

コツ、野外炊飯時の安全管理

鹿高専ホームページ（地域の

皆様「公開講座・大会」→小・

中学生対象「ものづくり体験

教室（小・中学生向け公開講

座））で

※原則1人1講座。

※定員を超えた場合は抽選を行

い、7月20日までに全員に連絡

します。

問合せ　鈴鹿工業高等専門学

校(　368 -1717　 387-

　0338) 

◆機械工学のひとこま　機械
工学科

と　き　8月4日㈯・5日㈰

定　員　各20人

◆リサイクル電子工作　電気
電子工学科

と　き　8月8日㈬・9日㈭

定　員　各24人

◆マイコン電子制御（Arduino
コース、IchigoJamコース）
電子情報工学科

と　き　8月28日㈫ 

定　員　42人

◆身のまわりのおもしろ化学
実験　生物応用化学科

と　き　8月21日㈫・22日㈬

定　員　各32人

◆Material Craft Tour in 
SUZUKA KOSEN　材料工
学科

と　き　8月25日㈯・26日㈰

定　員　各20人

親子木工教室

鈴鹿青少年の森

　378-2946　 370-4706

対　象　小学生（保護者同伴）

と　き　8月4日㈯・19日㈰9

時30分～12時（雨天決行）

ところ　鈴鹿青少年の森公園

（受付事務所集合）

内　容　三重県産スギ材を使

用してリトルチェア（座面幅

　夏休み自由研究

「ようこそ！裁判所へ」

市民対話課　382-9004　 382-7660

対　象　小学5・6年生の児童

と保護者

※保護者は小学生1人につき1人

と　き　8月7日㈫13時30分～

16時（13時15分現地集合）

ところ　津地方裁判所（津市

中央3-1）

内　容　裁判員裁判○×クイ

ズ、模擬裁判員裁判、裁判官

への質問コーナー　など

定　員　20組40人（応募者多

数の場合は抽選）

申込み　7月23日㈪まで（必

着）に往復はがきに次の事項

を記入の上、津地方裁判所

事務局へ

○往信宛名面　〒514-8526

津市中央3-1　津地方裁判

所事務局総務課庶務係

○往信文面　夏休み自由研究

「ようこそ！裁判所へ」参加

希望、参加者の氏名・ふりが

な・学年、保護者の氏名、住

所、電話番号

○返信宛名面　抽選結果送付

先の郵便番号、住所、氏名

※1組につき、1枚の応募に限る。

問合せ　津地方裁判所事務局

総務課庶務係（土・日曜日、祝

日を除く9時～17時　059-

　226-4172）

鈴鹿工業高等専門学校

平成30年度夏季ものづくり

体験教室

総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　中学生

ところ　鈴鹿工業高等専門学

校（白子町）

申込み　7月10日㈫までに、鈴

30 2018・7・5



　世界人権宣言が発表されて今年で70年で

す。その間に人権を大切にする社会を築くため

のさまざまな施策や教育がなされてきましたが、

依然として、さまざまな偏見や差別は社会に存

在しています。また、近年、貧困からくる格差や

児童虐待も大きな社会問題となっています。

　このような状況は、子どもたちの成長を阻ん

でいく要因となります。その結果、自尊感情が

低下したり、友だち関係をうまく築けなかったり、

学習意欲が低下して学力不振になるなど、課

題としてその子の姿に現れることがあります。

　人権教育は、子どもたちに現れるそうした課

題をつかみ解決していく教育活動です。例えば、

主体的に授業に参加できるような工夫をしたり

補充学習を行ったりすることで、学習意欲が低

下している子どもや学力不振の子どもを支援し

ます。また、互いの思いを出し合える授業を学

級のみんなでつくったり、部活動で力を合わせ

たりすることの積み重ねは、誰にとっても居心

地のよい集団をつくることにつながります。さま

ざまな人権問題を解決するための学習は、生

き方を学んだり自尊感情を膨らませたりします。

　市民の皆さんに、授業や生き方を学ぶ学習

に参加していただくことで、人権教育はより充

実した取組みとなります。今後も、人権教育の

取組みへの市民の皆さんのご理解とご協力を

お願いします。

人権教育

教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　午後　

　消防署による胸骨圧迫とAED

　講習、キャンプファイヤー体験

※内容は天候・都合などにより変

更する場合があります。

募集人数　20人（応募者多数

の場合は抽選）

参加料　2,000円（昼食込み）

申込み　7月3日㈫から23日㈪

まで(必着）に、センター所定
の用紙に記入の上、郵送、フ 
ァクスまたは直接鈴鹿青少

年センター(〒513-0825　

住吉町南谷口)へ

高齢者のための

公園施設管理剪定講習
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　シルバー人材センター

へ入会し就業を希望する方、ま

たは、すでにシルバー人材センタ

ーの会員で就業を希望する方

と　き　9月10日㈪・11日㈫・

25㈫・26日㈬

ところ　（株）幸泉(石薬師町

318)　

内　容　植木剪定作業の技能

および知識を学習します。

定　員　15人

受講料　無料

申込み　7月10日㈫から8月10

日㈮までに電話で鈴鹿市シ

ルバー人材センターへ

三重県

食の安全・安心研修会

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　8月8日㈬13時30分

～16時（受付13時から）

ところ　鈴鹿医療科学大学千

代崎キャンパスＢ棟（鈴鹿市

岸岡町1001-1）

内容・講師　「最近の食の安

全・安心をめぐる動きについ

て」　長村洋一さん（鈴鹿医

療科学大学副学長）、「食の安

全・安心に関する三重県の取

組について」　三重県農林水

産部農産物安全・流通課、「食

を取り巻く国際情勢と開発途

上国の衛生事情について」　

髙田将成さん（津生協病院管

理栄養士）

定　員　300人

参加料　無料

主　催　三重県

共　催　鈴鹿医療科学大学、

鈴鹿市

申込み　7月31日㈫までに三重

県ホームページ（下記ＱＲコー

ド）またはファクスで三重県農

林水産部農産物安全・流通課

（　059-224-3154　 059-

　223-1120）へ

○固定資産税・都市計画税…2期

○国民健康保険料…1期

【納期限は7月31日㈫です】

の7 月 納税 納付・

電　話 電子メール ホームページファクス

312018・7・5
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　今回、地域の方が中心となって続けている伝統行事
を特集するにあたり、代表の方たちにお話を伺う中で、
皆さん共通して郷土愛にあふれ、自分の地域を誇ら
しく思われていると感じました。
　また、親や地域の大人の背中を見て育ったことから、
こうした活動を自然体で行い、仕事や家庭の都合も
ある中、次の世代へ伝えることを真剣に考えておられ
るのだと思いました。きっと参加した子どもたちも同じ

ような気持ちを持って成長し、これからも受け継が
れていくことでしょう。
　この特集を機に、皆さんに地域の伝統行事の
素晴らしさを改めて見つめていただけるとうれし
いです。
　今回紹介できたのは、ほんの一部であることが
残念です。また次の機会にお伝えできれば、と思っ
ています。(由)

■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

　二輪オフロードスポーツを自転車で気軽に体験しな
がら、プロのデモンストレーションも見学できる「自転
車でトライアル・モトクロス体験」を8月19日㈰に開催し
ます。
　トライアルとモトクロスは二輪オフロードの代表的な競技
ですが、身近で見たり体験する機会があまりないスポーツ。
鈴鹿市を本拠とする国内トップクラスの選手とチームがこ
の状況を危惧し、それぞれの競技の魅力を知っていただく

イベントを初開催したのが平成26年。今年で5回目を迎
え、すっかりおなじみのイベントになりました。
　イベントでは、鈴鹿のトライアルトップチーム

「TEAMミタニ」所属ライダーと、元全日本モトクロス
選手権チャンピオンで「鈴鹿と・き・め・きモータース
ポーツ大使」を務める小島庸平選手が、あっと驚くパ
フォーマンスで会場を盛り上げます。
　幼児から大人まで参加でき、現在参加者を募集中。
詳細は株式会社44ホームページ

（　 http://44company.com/）
をご確認ください。
　夏休みの思い出に、ぜひご
参加ください。

■語り手　下野雅司（株式会社44）

スマートフォン用

広報すずか

が

快適空間

憩える

学べる

自転車で気軽にオフロードスポーツ体験！

　日本には8月から9月にかけて多くの台風が上陸

します。毎年やってくる台風ですが、発生の仕組み

や準備しておいた方がいい物、どのように行動し

たらいいのかなど、意外と知らないことも多いの

ではないでしょうか。

　図書館には台風などの気象に関する本や、防災

に関する本がたくさんありますので、ぜひ読んでみ

てください。この機会に台風のことをよく知り、防災

にお役立てください。

　きのうまで　ぴかぴかにはれて　あおかった　
そらは、きょうは　はいいろだ。「たいふうがくるよ」
とおじいちゃんがいった。おねえちゃんは、だまって

　ぷりぷりしてる。「はや
くねましょう」おばあちゃ
んがいった。でも、ぼくは、
たいふうがみたいんだ。
夏休み祖父母の家に滞
在中、大きな台風にあっ
た姉弟の一夜の物語。

（武田 美穂／作　講談社） 『たいふうのひ』 
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」。今回は「台風シーズン到来に

備えよう！台風や気象についての本」を2冊ご紹

介します。 

　「蛇抜けの前は、きな臭い」

「海鳴が聞こえると暴風雨」

「一つ雷、雪起こし」……現代

科学でも予測し得ない急激

な気象変化によって起きる災

害から、自分と家族の命を守

るために覚えておきたい全国

各地のことわざや言い伝えを

やさしく解説します。

台風シーズンに向けて

（弓木春奈／著　河出書房新社） 

『気象災害から身を守る大切なことわざ』 


