
純真な笑顔の赤ちゃん（10ヵ月）とほほえむお母さん。これからたくさんのことを経験することでしょう。
健やかな成長が楽しみですね。　

P6 元気なすずか　レンズ・情報局
P8  情報館1 里親制度
P9 情報館2 子育て支援～あそぼうデー・
  園庭開放～
P10 情報館3 災害時要援護者台帳

P11 情報館4 高齢者インフルエンザ予防接種
P12 情報館5 シルバー人材センター
P13 お知らせ・催し物
P27 ひろげよう人権尊重の輪
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一人じゃない

　「どうすればいいのか分からない。」「私の育児は間違っているの？」「どうしてうちの子だけ・・・。」このような
気持ちになるのはあなただけではありません。子育ての不安や悩みを「笑顔」の原動力に変えるために、本市では
さまざまな子育て支援を行っています。

　「どうすればいいのか分からない。」「私の育児は間違っているの？」「どうしてうちの子だけ・・・。」このような
気持ちになるのはあなただけではありません。子育ての不安や悩みを「笑顔」の原動力に変えるために、本市では
さまざまな子育て支援を行っています。

育て中の保護者にアンケート調査を行うと、半
数以上の方が不安や負担を感じている傾向に
あります。安心して子育てをするためには気軽

に相談できる、親同士仲間づくりができる、そして子育て
に関する情報を得ることができる環境が必要です。本市
では結婚、妊娠・出産、子育てなどさまざまな支援を行う
ことで、笑顔で子育てができる環境づくりに取り組んでい
ます。子どもの成長とともに悩みも変わっていくもの。自分
にあった形で、悩みを抱え込む前に気軽に相談できる人
や場所を見つけましょう。

子どもと一緒に防災講座子どもと一緒に防災講座 　乳幼児の保護者の皆さんを対象に
行った防災講座。お子さんを包み込むよ
うに身を守るダンゴムシポーズを実際に
行ったり、災害発生時に避難する際のポ
イントなど、役立つ情報が盛りだくさん。

～子育て支援番外編～

こんなことも
行っています

～みんなで育む子どもの笑顔～～みんなで育む子どもの笑顔～

子
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「優先的に持ち出したほうがよい物は？」
「電気、水道、ガスなどが止まったときの
対応は？」「食料や水はどこでもらえる
の？」などの疑問を解消し、万が一のと
きの不安を和らげていただきました。

結婚支援
・・宣誓式から婚姻届の提出まで一貫して行う「届け出
挙式」（詳しくはｐ17へ）

・婚活イベント実施団体への支援
妊娠・出産支援
・マタニティ講座で妊婦さん同士の交流やお世話体験
・新生児（生後28日まで）や生後4カ月までの赤ちゃん訪問
子育て支援
・子育て支援センター、つどいの広場で多角的サポート
・保護者の病気など緊急時に保育所で児童の一時預かり
・子育てを助けてほしい人と助ける人の相互マッチング
「ファミリー・サポート・センター」
・転入3年以内のお母さん対象の「転入ママのつどい」で
仲間づくり支援

子育て応援サイト「きら鈴」子育て応援サイト「きら鈴」悩む前にク
リック！

育て支援センターやつどいの広場、保育所・幼稚園の園庭開放
など、お子さんを連れて遊びに行ける「お出かけスケジュール」を
カレンダー形式で掲載しており、各イベントの詳細も確認でき

ます。「カレンダー形式で一括して見やすい」、「きら鈴を見て
から出かけています」など保護者の方に好評です。
　また、全般的な子育て支援情報やお父さん向けのお知らせ
のほか、「友活・恋活・婚活」情報なども掲載しています。

お子さんを連れて遊びにいける
子育て支援センター、つどいの
広場の詳細は次のページへＧＯ

子

マタニティ講座

転入ママのつどい

　また、原則として市内医療機関での 0 歳から 3 歳
までの窓口負担無料や、市内全小学校区への放課後
児童クラブ（各施設情報はｐ18 へ）設置など、さま
ざまな支援を行っています。
　妊娠期から子育てに関する情報については、妊娠
届出時や転入時にお渡ししている「すずっこナビ」に
まとめてありますので、参考にしてください。

　子育てに関する案内やイベント情報などを配信しています。手軽に情報を得る手段として
活用してください。
登録方法　　merumoni.suzuka-city@raiden2.ktaiwork.jp に空メールを送信。返信
メールに記載されているホームページから登録手続きができます。

ぜひ登録を！メルモニ「子育てメール」

@raiden.ktaiwork.jp

@raiden.ktaiwork.jp

りん

2018・10・5 3



親子のオアシスで憩いのひと時
気軽においでよ♪気軽においでよ♪

どもを同年代の子と遊ばせてあげたい、
近所に知り合いがいない、子育ての悩
みを聞いてほしい・・・。そんな悩みを解

消するためにお手伝いを行う子育て支援拠点として、
市が直営する「子育て支援センター」が2カ所と、
ＮＰＯや社会福祉法人、医療機関へ委託する「つどい
の広場」が8カ所あります。年間利用者数は9万人

を超えており、いつでもスタッフが温かく迎え入れ
てくれます。気軽に立ち寄り、施設内のおもちゃや
遊具などで子どもたちを遊ばせることができます。
　また、保護者同士交流したり、スタッフに子どもの
健康や子育てへの不安など、さまざまな相談をする
こともできるので、子どもだけでなく保護者の方も
安らぐことができます。

子

2018・10・54

　お子さんの笑顔。保護者の皆さんの笑顔。自然と笑みがこぼれる子育て支援センターやつどいの広場。
家では気付かなかった子どもの一面が発見できるかも。「どこに行こうかな。」「何をしようかな。」
迷った際は気軽に遊びに来てください。

　お子さんの笑顔。保護者の皆さんの笑顔。自然と笑みがこぼれる子育て支援センターやつどいの広場。
家では気付かなかった子どもの一面が発見できるかも。「どこに行こうかな。」「何をしようかな。」
迷った際は気軽に遊びに来てください。



子育て支援センター子育て支援センター

屋　　内　広々 としたプレイルーム、
　　　　　手作りおもちゃ、絵本コーナー
屋　　外　砂場コーナー、滑り台など
利用時間　9時30分～16時30分
　　　　　（第2火曜を除く火～土曜日）
問 合 せ 　　372-3303　372-3338（相談専用）

屋　　内　スタッフ手作りのおもちゃなど
屋　　外　河曲保育所の園庭
※併設のため、園児との交流や保育所生活の見学もできます。

利用時間　9時30分～15時
　　　　　（第2・第4金曜を除く月～金曜日）
問 合 せ 　　383-1643　383-7750（相談専用）

つどいの広場つどいの広場

　382-7661　　382-9054　　kodomoseisaku@city.suzuka. lg . jp

・りんりん 御薗町4135-124

・ハーモニー 十宮町283（河曲保育所内）

●トゥインクル 桜島町6-20-3 383-1322

●サラダの国 長太旭町2-3-6 385-7676

●ハピーの広場 南江島町6-17 388-7717

●プラスドゥ元気っ子 長澤町1095 371-0151

つどいの広場一覧
●スマイルキッズ 竹野町305-2 384-3215

●愛あい 安塚町787-3 381-1333

●おひさま 算所2-1-20 379-0180

●乳幼児ママのホッとスペースnico＊mama cafe
 稲生3-8-2 386-2539

今回の特集に関するご意見・ご感想は子ども政策課

利用者の声　いろんなイベントをしてくれ
るので楽しいです。まだ赤ちゃんですけ
ど、安心して遊ばせることができます。

利用者の声　家にはないおもちゃで
遊べるのでよく利用します。同じ月齢
の子どもを持つお母さんといろんな
話もできて楽しいです。

2018・10・5 5

利用者の声　
・りんりんは広くて園庭や遊具も充実しており、のび
のびと遊ばせることができます。

・小さい子用に和室もあり、落ち着いて遊ばせること
ができます。

・他のパパとも交流でき、楽しく遊べました。

利
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8月26日㈰
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このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは
二次元コードからアクセスしてください。動画

　夏の鈴鹿川体験が行われました。残暑が厳しい
中、タモで魚とり、浮輪で川流れ、浮き島渡り、いか

だ流しなど、さまざま
な楽しみ方で満喫し
ていました。

夏の鈴鹿川で流れにゆられて大はしゃぎ！

8月26日㈰鈴鹿で始まる新たな世界一決定戦「鈴鹿10Ｈ」開幕

9月8日㈯げんきをお届け！鮮やかに咲く大輪の花火

夏の鈴鹿川で流れにゆられて大は

　鈴鹿げんき花火大会が白子港緑地周辺
で開催されました。約5,000発の花火が鈴

鹿の空に打ち上げ
られ、みんなに「げ
んき」を届けてくれ
ました。周囲が花火
の色に染まるほど
の水上花火には大
歓声とともに賞賛
の拍手が沸き起こ
りました。

　鈴鹿サーキットで「鈴鹿10時間耐久レース（鈴鹿
10Ｈ）」が開催されました。鈴鹿1,000kmの伝統を
継承し生まれ変わったレースには世界各地から、
35チームが参加し、10時間に
及ぶ激戦を繰り広げた結果、
香港のグループＭレーシングが
初代チャンピオンに輝きました。
今後どのように歴史を積み重
ねていくのか注目です。

動画



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／10月15日㈪～19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12月5日号掲載分です

とき／11月25日㈰13時30分から（開
場13時）　ところ／市民会館　内容
／アルヴァマー序曲・千と千尋の神隠
し・ピンクレディーメドレーほか　入
場料／無料　※ご家族でお越しくだ
さい。

とき／10月21日㈰　集合／8時45分白
子駅東口　内容／歴史解説を聞きなが
ら、伊賀上野天神祭と上野城付近を散
策します。　定員／35人(先着順)　参
加料／3,500円(昼食は各自)　申込み
／ファクスまたは電子メールで

とき／10月14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楽しく、
体力向上と健康づくり。誰にでもできる歩くス
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いま
す。詳しくはホームページまたは電話で

とき／10月13日㈯・14日㈰10時～17
時（１４日は15時まで）　ところ／文化
会館さつきプラザ　内容／市内公民
館で水墨画を学ぶ生徒の合同展で
す。

とき／10月27日㈯・28日㈰9時～18
時　ところ／鈴鹿ハンター1階サブ
コート　内容／秋の山野草展示会と
余剰品の即売を行います。　※新入
会員を募集しています。初心者も歓
迎します。

とき／毎週土曜日7時～9時　ところ／白子
コミュニティセンター　内容／北京出身の
女性講師による和やかな雰囲気で真面目
に勉強する中国語教室です。教室参加者
による自主運営を行っています。初心者も
歓迎です。　参加料／月3,000円

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
／10月30日㈫10時～12時　ところ／鈴
鹿商工会議所別館会議室　内容／生活
が楽になるヒントを同じ母親目線でお伝
えします。　参加料／1,000円　申込み
／前日までに電話または電子メールで

とき／10月20日㈯13時30分～15時30分　
ところ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／「助けっぱなし助けられぱなっしで
成り立つ地域」　一部：支える人たちと患
者・介護者の実例トークセッション、二部：
暮らしの保健室　参加料／500円

とき／10月21日㈰13時30分～15時　
ところ／図書館2階視聴覚室　内容
／午後のひとときを心温まる民話の
世界に誘います。興味のある方、ぜひ
一度軽い気持ちでお越しください。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／10月10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／一般の方　とき／毎週日曜日
7時から　ところ／青少年の森コース
とグラウンド（キャンプ場内東屋に集
合）　内容／ジョギングとウオーキン
グ　参加料／月300円
　

対象／俳句に関心のある方　とき／
毎月第１土曜日13時～16時　ところ
／文化会館研修室　内容／俳句の
投句・互選・講評、吟行会、他俳句会
との交流。　※入会随時

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／文化会
館研修室　内容／伊勢型紙の技法
を活用した創作絵画の作成　講師
／大杉華水　※初心者大歓迎

とき／10月20日㈯・21日㈰9時～21
時(21日は18時まで)　ところ／鈴鹿
ハンターサブコート　内容／小品盆
栽展示と即売会。盆栽相談コーナー
もあります。　入場料／無料

とき・内容／11月4日㈰東海道を歩こう
5(9ｋｍ)、11月18日㈰東海道を歩こう
6(11ｋｍ)　集合／近鉄平田駅9時
35分　参加料／各200円　※初参
加者歓迎

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／10月18日㈭10時から　ところ
／四日市市文化会館第3ホール　講
師／徳永桂子さん(思春期保健相談
士)　参加料／1,000円

対象／どなたでも　とき／10月28日㈰
10時～15時　ところ／デイサービス
きらめき(地子町字金生水620-1)　
内容／ステージ、模擬店、体験、抽選
会　※保育園、障がい者・高齢者施
設、企業合同の催しです。

とき／10月27日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町垣下464-2)　
内容／忙しい毎日、手軽で便利な作
りおきおかずの実習　参加料／
1,500円(材料費含む)　申込み／電
話またはファクスで

とき／10月20日㈯9時30分～15時
30分　ところ／鈴鹿厚生病院(岸岡町
589-2)　内容／バンド演奏やベリーダ
ンス、食品模擬店、アトラクションなど
を用意してお待ちしています。

とき／毎週水曜9時30分から　ところ／
武道館　内容／円柱形のポールの上で
寝て運動するだけで感動の効果。1人ずつ
丁寧に身体をチェックします。　参加料
／1,000円(ポールレンタル200円)　申込
み／電話で　※他の日時もあります。

対象／大家さん、大家さんを目指す方　
とき／10月20日㈯9時30分～11時30
分　ところ／伝統産業会館　内容／
賃貸経営の勉強会と情報交換をして
います。　参加料／300円

とき／10月27日㈯・28日㈰10時～15
時　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　内容／陶芸、手織り、手編
み、組ひもなどの展示や体験。ベル
ホームの作品販売、くじ引きもありま
す。　※駐車場あり

とき／10月9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持つ親を中心と
した集まりです。小学生から高校生
までの親など、多くの方が参加してい
ます。共に学びましょう。

対象／発達障がい児の親　とき／11
月13日㈫10時～12時30分　ところ
／社会福祉センター　講師／山根一
枝さん　参加料／1,000円(お弁当・
お茶代込み)　申込み／前日までに
電子メールで

対象／どなたでも　とき／10月13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

とき／10月20日㈯9時30分～11時30
分　ところ／桜の森公園　内容／誰
でも簡単に出来る手軽で効果的な
今注目のフィットネス運動です。　講
師／音無武さん　参加料／300円

とき／10月28日㈰14時～16時　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／土づくりについて、土壌診断の意味
合い、土のサンプリングの仕方　講
師／板坂康行さん　参加料／300円

対象／小学生　とき／10月28日㈰10
時～15時　ところ／鈴鹿青少年セン
ター　内容／国体ダンス、ドラム缶ピ
ザ作り、クラフト　参加料／500円　
申込み／電話または電子メールで

かるがもブラスアンサンブル
　http://www.karugamobrass.com/

NPOドリーム21
　384-0028　kitosan@apwave.co.jp

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/ 南墨会　渡邉　090-6396-1121

鈴鹿山野草の会
宮口　090-2611-6727

ニーハオ会
堤忠彦　090-3424-1946

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

理想の暮らしを語る会
　389-6603

民話語り　すず音
　090-9932-9225 下野和子　370-4620 鈴鹿ランニングクラブ

篠原利彦　059-379-4451 幹事　小山　090-4469-2596

彫型画鈴鹿教室
中城昇　383-5393

三重小品盆栽会
岡本幸治　386-3468 鈴木利昭　080-1611-9264 成人したわが子の生活を考える会　恒矢

　tunechan@f7.dion.ne.jp　090-5606-8721

ふくふくまつり実行委員会
森　383-0955 鈴鹿友の会　・　384-5567 鈴鹿厚生病院　382-1401 伴　080-5298-6403

三重大家さんの会
　http://mieooya.com NDC本部　386-2509 つぅの会　保井　090-4185-1514 こんぺいとう　堀井

　sas.tanpopo@gmail.com

(一社 )市民講座運営委員会
　0120-689-419　 0120-392-276

すずか生涯学習インストラクターの会　事務局(一尾)
　090-8864-0211　  tka-ichi@mecha.ne.jp 自然農法研究会　378-0041 ガールスカウト三重県連盟　中野

　080-5100-9380 　gsmie1@yahoo.co.jp

第24回かるがも演奏会
（吹奏楽）

第11回
歴史散策バスの旅

ノルディックウオーキング
体験会 第14回南墨会展

第51回秋の山野草展示会 中国語教室受講生募集 将来の不安が安心になる
学童期の関わり方講座 介護は新しい文化を創造する

第4回民話語りのつどい 認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿ランニングクラブ
会員募集 泉句会会員募集

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室
生徒募集 小品盆栽銘品展 鈴鹿市民歩こう会 発達に困難のある人への

性教育

第3回ふくふくまつり 作りおきおかず講習会 鈴鹿厚生病院第29回病院祭 3人限定で肩腰体幹姿勢
治します

大家さんの勉強会 すずか陶芸・NDC教室生
作品展 鈴鹿不登校を考える親の会 息子(自閉症中度)の

東京一人暮らし

屋根・外壁塗り替えセミナー 初めての
ノルディックウオーキング 自然農法セミナー第4講 みんなで

とこわか国体ダンスを
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 里親制度は、さまざまな事情で家庭での養育が困難になった子どもたちを、温かい愛情
と正しい理解をもった家庭環境の下で養育する制度です。特定の大人との愛着関係の中
で養育することにより、子どもの健全な育成を図ります。

 「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として、
保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責
任で社会的に養育し保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への
支援を行うことです。里親制度は、この社会的養護の一つです。

里親としての認定を受ける必要があります。詳しくは、北勢児童相談所（　347-2030）へお問い合わせ
ください。

　家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭
に迎え入れて養育する里親

　養子縁組によって、子どもの養親となることを希望
する里親

里親について理解を深めましょう里親について理解を深めましょう

里親制度情報館 ❶
子ども家庭支援課　　382 - 9 1 4 0　　38 2 - 7 6 1 5
　  k o d omo k a t e i s h i e n＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

社会的養護とは

4つに分かれる里親制度

養育里親 養子縁組里親

　養育里親のうち、虐待や非行、障がいなどの理由に
より専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親

　実親が死亡、行方不明などにより養育できない場
合に、祖父母などの親族が子どもを養育する里親

専門里親 親族里親

期待される子どもへの効果

　特定の大人との愛着関係
の下で養育されることにより、
自分の存在を受け入れられて
いるという安心感の中で自己
肯定感を育むとともに、人と
の関係において不可欠な基
本的信頼感を獲得することが
できます。

 里親家庭において、適切な
家庭生活を体験する中で、家
族それぞれのライフサイクル
におけるありようを学び、将来
家庭生活を築く上でのモデル
とすることが期待できます。

里親になるために
問問問問問問問問問問いいいいいいいいい合合合合合わわわわ

　家庭生活の中で人との適
切な関わり方を学んだり、身
近な地域社会の中で必要な
社会性を養うとともに、豊かな
生活経験を通じて生活技術
を身に付けることができます。

社会性を養う家庭生活のぬくもりを知る自己肯定感を育む
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 市では、保育所の子どもたちと一緒に遊んだり、保育所のことを知っていただくため、
あそぼうデーや園庭開放を行っています。
　今回は、平成30年度後期の日程を紹介します。ぜひ気軽に遊びに来てください。

親子で一緒に楽しく遊びましょう親子で一緒に楽しく遊びましょう

子育て支援～あそぼうデー・園庭開放～情報館 ❷
子ども育成課　　382 - 7 6 0 6　　38 2 - 9 0 5 4
　    k o d omo i k u s e i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

●牧田保育所　　　378-2010
10月13日(土) 運動会
10月17日(水) 運動会ごっこ
11月28日(水) やきいも大会
12月12日(水) ミニクリスマス会
  1月18日(金) 人形劇観劇（2歳以上対象要予約）
  2月13日(水) 出前保育(牧田コミュニティセンター)
※園庭開放は毎週水曜日（平成31年3月13日まで）

●白子保育所　　　386-2010
10月13日(土) 運動会
10月24日(水) お出かけ保育(はぐはぐ)
12月20日(木) クリスマスを楽しもう
  1月23日(水) お正月遊びを楽しもう
  1月28日(月) 人形劇観劇
  2月13日(水) お店屋さんごっこ
※毎回予約が必要です。
※園庭開放は毎週水曜日(１０月10日、12月26日
　を除く。平成31年2月27日まで）

●神戸保育所　　　382-0537
10月20日(土) 運動会
11月14日(水) お散歩
  1月17日(木) 作って遊ぼう
※1月17日は発育測定を開催
※園庭開放は毎日(土・日曜日、祝日、年末
年始を除き、平成31年3月20日まで)

●玉垣保育所　　　382-2737
10月13日(土) 運動会
11月  6日(火) お散歩
12月18日(火) クリスマス飾りを作ろう
  1月  9日(水) 児童センターで遊ぼう
  2月19日(火) 保育所の友だちと遊ぼう
※園庭開放は毎週火曜日（平成31年2月26日まで）

●合川保育所　　　372-0058
10月13日(土) 運動会
11月  9日(金) 出前保育（御薗ふれあ

　い会館）
12月20日(木)  クリスマス会
  1月17日(木)  お正月遊び
  2月  7日(木)  人形劇観劇
※毎回発育測定を開催
※園庭開放は毎週水曜日(平成31年２月27日まで)

●河曲保育所　　　383-1643
10月17日(水)  運動会ごっこ
11月21日(水)  体を使って遊ぼう
12月12日(水)  保育所の友だちと遊ぼう
  1月16日(水)  作って遊ぼう
  2月13日(水)  保育所の友だちと遊ぼう
  3月  6日(水)  体を使って遊ぼう
※毎回発育測定を開催
※園庭開放は毎日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

●算所保育所　　　378-4569
10月13日(土) 運動会
12月11日(火) 出前保育(清和公民館)
※園庭開放は毎週水曜日（平成31年2月
　27日まで）

●深伊沢保育所　　 374-2797
10月10日(水) 0・1歳児と遊ぼう
11月14日(水) 2歳児と遊ぼう
12月12日(水) 出前保育（3歳児と遊ぼう）
12月13日(木) クリスマス飾りを作ろう
  1月  9日(水) 出前保育（5歳児と遊ぼう）
  2月13日(水) 出前保育（4歳児と遊ぼう）
※１２月12日、１月9日、2月13日は深伊沢
　公民館で行います。
※園庭開放は毎月第1.3.4水曜日（平成
　31年3月6日まで）

●西条保育所　　　382-6511
11月13日(火) 芋掘りや秋の自然物に
　　　　　　　触れて遊ぼう
12月11日(火) クリスマス会
 1月 8日(火) 看護師のお話「冬の病
　　　　　　　気について」
　　　　　　　お正月遊び
  2月26日(火)  人形劇観劇
※園庭開放は毎週火曜日(平成３１年３月12日まで)
※毎月最終火曜日は発育測定と誕生会を開催 

●一ノ宮保育所　　　383-0407
10月18日(木) 秋だ！わくわくタイム　　
11月21日(水) お楽しみ
12月  6日(木) クリスマス飾りを作ろう
  1月23日(水) 人形劇観劇(要予約)
　2月14日(木) みんなで触れ合って遊ぼう
※１０月18日、１２月6日、２月14日は、一ノ宮団地児童
　センターで乳幼児と保護者の集いと合同開催です。
※園庭開放は毎日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

※あそぼうデーの時間は10時から11時までです。各保育所に直接お越しください。
※白子保育所の全日程、牧田保育所と一ノ宮保育所の人形劇は予約が必要です。事前
に保育所へお電話ください。他の日程は予約不要です。
※運動会では旗とりなどに参加できます。詳しくは各保育所にお問い合わせください。
※園庭開放…保育所の園庭にある好きな遊具を使って自由に遊べます。時間は10時
ごろから11時ごろまでで、予約は不要です。
※鈴鹿私立保育連盟の各保育園も園庭開放を行っています。詳しくはホームページを
ご覧ください。     http://www.suzuka-shihoren.com/schedule/index.html

※子育て応援サイト
　きら鈴でも確認で
　きます。
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健康福祉政策課　　382 - 9 0 1 2　　38 2 - 7 6 0 7
　kenkoｆｕｋｕｓｈｉｓｅｉｓａｋｕ@city .suzuka. lg . jp

災害時要援護者台帳に登録して安心安全を災害時要援護者台帳に登録して安心安全を
　災害時要援護者台帳は、災害時の安否確認など、地域の中で活用していただくものです。
台帳に登録して、災害時や日ごろの安心安全につなげましょう。
　災害時要援護者台帳は、災害時の安否確認など、地域の中で活用していただくものです。
台帳に登録して、災害時や日ごろの安心安全につなげましょう。

災害時要援護者台帳情報館 ❸

災害時の安否確認や見守り活動に役立てられます
　災害時要援護者台帳には、災害時に何らかの支援が必要な方のうち、個人
情報の開示について同意をいただいた方を登録しています（平成30年8月現在
8,184人）。
　台帳に登録すると、この情報を民生委員・児童委員、自治会長などが共有し、
災害時に安否確認などの支援に役立てられます。また、日ごろの見守り活動に
も活用しています。
※登録することで優先的に避難や援助を受けられるものではありません。

①65歳以上の一人暮らしの高齢者の方
②75歳以上のみの世帯の方
③65歳以上のみの世帯で、要介護3から5の方が
　いる世帯の方
④介護認定を受けている一人暮らしの方

⑤身体障害者手帳1級か2級を持つ一人暮らしの方
⑥療育手帳を持つ一人暮らしの方
⑦精神障害者保健福祉手帳を持つ一人暮らしの方

⑧これらに準じる状態で援護が必要な方

民生委員・児童委員に直接または長寿社会課へ申込み
※10月31日（水）までに、新たに①または②に該当される
　方は担当区域の民生委員・児童委員が登録の案内（申
　請書の配布、台帳登録にかかる同意の確認作業、申請
　書の受理など）に伺います。

障がい福祉課へ

健康福祉政策課へ

簡単に登録できます

登録の対象者 手続きなど
　対象となるのは、在宅で生活をしている方です（施設入所者は除きます）。　※登録は任意です。

すでに登録している方で連絡先などの変更があったときは、民生委員・児童委員または各担当課へご連絡ください。

○地域支援者について
　申請書には、災害時に要援護者の支援を行っ
ていただける近隣の方を記入する「地域支援者」
欄があります。原則としてご自身や家族の方で依
頼し、必ず了解を得てください。

○地域の皆さんへ
　依頼を受けた際には、共に助け合う精神をご理
解いただき、ご協力をお願いします。地域支援者
の方に義務や責任を課すものではありません。

問合せ
健康福祉政策課
長寿社会課
障がい福祉課
ファクス番号は、上記三つの課共通で    382-7607です。

382-9012
382-7935
382-7626

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp
chojushakai@city.suzuka.lg.jp
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
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健康づくり課　　382 - 2 2 5 2　　38 2 - 4 1 8 7
kenkozukur i@city .suzuka. lg . jp

インフルエンザは予防が大切ですインフルエンザは予防が大切です
　高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれています。イン
フルエンザが流行する前に予防接種を受けることは、発病防止、特に重症化防止に有効です。
　高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれています。イン
フルエンザが流行する前に予防接種を受けることは、発病防止、特に重症化防止に有効です。

高齢者インフルエンザ予防接種情報館 ❹

あかね小児科クリニック
朝川クリニック
旭が丘ファミリークリニック
朝日皮膚科
あなざわクリニック
いいだ皮膚科・形成外科
家田クリニック
イタニ・クリニック
いちかわ内科クリニック
市場内科医院
上田内科クリニック
浦川内科クリニック
浦田内科クリニック
尾池整形外科
おおたキッズクリニック
おかべ泌尿器科・皮フ科
沖中内科循環器科
おざき内科クリニック
おの内科クリニック
笠間医院
加藤内科
かわぐち脳神経クリニック
かわばた皮フ科
川村外科内科
岸本内科
北村記念しばた小児科医院
きのしたクリニック
くまざわクリニック
くまざわ整形外科
黒田クリニック
小寺内科循環器科
国立病院機構鈴鹿病院
小西内科クリニック
駒田医院
西城外科内科
坂倉ﾍ ｲ゚ﾝｸﾘﾆｯｸ

383-7666
374-5500
386-1222
387-5312
380-2600
380-2700
388-8778
386-0605
380-0810
385-5313
371-6000
382-6611
378-7008
388-3115
381-0002
386-7886
381-2727
370-5119
380-2211
382-0669
370-5234
384-5111
373-7688
379-3900
383-5515
386-0362
380-0777
371-6990
378-7701
375-2600
382-2633
378-1321
395-0007
386-0507
385-5511
386-0007

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇

対　象　市内に住民登録をしている満65歳以上の
方、または満60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん
臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が
極度に制限される程度の障がいを有する方、および
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

期間・回数　10月15日㈪～平成31年1月31日㈭までに１回
ところ　下記実施医療機関
費　用　1,500円（対象の方で生活保護受給者は無料）
持ち物　予診票、健康保険証、健康手帳（接種の
記録をします。ご希望の方は健康づくり課・福祉医療

課・地区市民センターで交付しています。）

■高齢者インフルエンザ・肺炎球菌（23価）予防接種　市内実施医療機関（平成３０年10月現在・50音順）

※予診票は、下記医療機関、健康づくり課、地区市民セ
ンター、長寿社会課で、10月15日㈪より交付します。
市外(三重県内)で受ける場合は、事前に受け取ってく
ださい。
※期間、費用については、変更する場合があります。　
※高齢者用肺炎球菌（23価）予防接種の費用助成は、
平成31年3月31日までの実施となります。詳しくは、
健康づくり課または実施医療機関へ。 
※これらの予防接種は義務ではなく、本人が希望する
場合に行うものです。理解いただいた上で、かかりつ
け医で接種しましょう。

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

さわ内科胃腸科クリニック
サンクリニック太陽の街
塩川病院
嶋内科
しまヒフ科クリニック
しまむらクリニック
しまむら外科内科
しもむら内科
白子ウィメンズホスピタル
白子クリニック小児科
すずかいとう皮膚科クリニック
鈴鹿クリニック
すずかこどもクリニック
鈴鹿さくら病院
鈴鹿腎クリニック
すずか泌尿器科・腎クリニック
すずきメディカルクリニック
せと整形外科
高木病院
竹島医院
玉田クリニック
玉田内科循環器内科
知念外科内科
椿診療所
どうでんクリニック
道伯町林医院
冨田内科
留奥内科
永井外科内科
中沢内科
長瀬内科
中谷医院
中野整形外科
中村医院
新田外科内科
ハートフルクリニック北井内科

368-0003
372-0212
378-1417
382-1504
369-3636
386-6161
380-1600
375-6111
388-2221
388-8988
380-4112
371-6800
380-1800
378-7107
381-0880
383-1000
367-0100
375-0225
382-1385
381-1500
389-6660
381-0011
387-5611
371-3511
382-2111
379-3868
386-7768
387-0070
382-0576
385-0337
386-5121
379-2220
382-6110
386-6911
386-0137
381-0600

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

萩原内科胃腸科
白鳳クリニック
服部医院
花木内科クリニック
浜口整形外科
羽山クリニック
はる整形外科クリニック
ばんクリニック
樋口胃腸科・内科クリニック
平井医院
ひらいファミリークリニック
ひらぬま内科クリニック
ひろせ胃腸科外科
ふくしま整形外科クリニック
別府内科クリニック
前川小児科医院
ますずがわ神経内科クリニック
松岡ハートクリニック
松尾内科クリニック
まつだクリニック
松本クリニック
三重心身クリニック
水口内科クリニック
みその内科クリニック
宮崎産婦人科
宮本心身クリニック
むらしま整形外科・リハビリテーション科
村瀬クリニック
村瀬病院
村田整形外科
八木医院
山下内科外科
山本胃腸科
湯浅整形外科
吉野クリニック

383-0011
378-2311
388-1682
370-6663
386-6211
378-3113
380-1200
374-0020
386-2012
378-1054
375-2266
381-3535
383-3993
382-7272
386-1117
387-3988
369-0001
385-1056
378-8600
378-0456
388-4000
375-1100
387-0851
372-8778
378-8811
374-1200
381-1199
388-3700
382-0330
381-3322
383-1661
382-5007
387-2090
383-1338
370-0008

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌
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産業政策課　　38 2 - 8 6 9 8　　38 2 - 0 3 0 4
　 s a n g y o s e i s a k u＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

　シルバー人材センターでは、働く意欲を持った高齢者の皆さんに就業
機会を提供しています。皆さんの豊富な知識や経験などを生かせるだけ
でなく、地域社会に貢献することができます。

シルバー人材センター情報館

シルバー人材センターであなたの
できることを生かしましょう
シルバー人材センターであなたの
できることを生かしましょう

❺

2018・10・5

シルバー人材センターについて

こんな仕事をしています

　「自主、自立、共働、共助」の基本理念
のもと事業を展開している公益社団法
人で、高齢者の皆さんの豊富な知識や
経験、技能を活用することができる仕
事を一般家庭や企業などから受注して
います。
　鈴鹿市シルバー人材センターでは、
850人を超える会員が登録しており、短
期や軽易な就業を希望される高齢者
（会員）に働く場を提供するほか、研修
会や講習会などを開催して、会員の教
育訓練も行っています。
　働くこと以外にも、公共施設の美化
などのボランティア活動を通して、地域
社会に貢献しています。

・除草
・農作業
・洗車
・不用品などの運搬
・屋内外清掃など

・庭木の剪定
・自動車の運転
・左官
・大工など

・家事援助
・介護補助など

・経理
・筆耕
・アンケート調査
・建物、施設の管理
・商品管理など

仕事の発注

料金の支払い

仕事の提供

配分金・賃金
支払い

就業

シルバー人材センター 企業、家庭、官公庁など

公益社団法人　鈴鹿市シルバー人材センター(業務時間　8時15分～17時)
神戸一丁目17-5　市役所別館第3　1階
　382-6092　　382-6093 　 suzuka-sjc@sjc.ne.jp

問合せ

一般作業一般作業 技術・技能技術・技能

事務・管理事務・管理 福祉サービス福祉サービス

一般作業 技術・技能

事務・管理 福祉サービス

さまざまな
分野で

活躍できます

会    員

剪定講習会の様子剪定講習会の様子剪定講習会の様子 ボランティア活動の様子ボランティア活動の様子ボランティア活動の様子

公園管理の様子公園管理の様子公園管理の様子

せん　てい



13

電　話 電子メール ホームページファクス

国民年金出張納付相談会
保険年金課　382-9401　 382-9455

　年金制度に対する理解を深
めていただくため、日本年金機
構津年金事務所が国民年金出
張納付相談会を行います。国
民年金保険料の納付相談をは
じめとして、年金受給、その他
制度に関する相談ができます。
予約は必要ありません。気軽に
ご利用ください。
と　き　10月16日㈫10時～
15時
ところ　市役所本館12階　
1201会議室
持ち物　年金手帳、印鑑、身分
証明証、相談したい書類

※代理人が相談する場合は委任状
および代理人の身分証明証が必
要です。委任状は、本人の基礎年
金番号、住所、氏名、生年月日、代
理人の氏名、住所、本人との関
係、委任する内容を記入し、押印
したものをお持ちください。
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

コミュニティバス
（C-BUS）への広告募集
都市計画課　382-9024　 384-3938

　平成31年度の鈴鹿市コミュ
ニティバス関係媒体への広告
（有料）を募集します。広告掲載
を希望される事業者の方は、
12月14日㈮までに都市計画課
へ申し込んでください。
※詳しくは、市ホームページ「コミュ
ニティバス広告事業（　http://

　www.city.suzuka.lg.jp/ad.
　html）」をご覧ください。

「鈴鹿市総合計画2023」の
アンケート調査にご協力を
行政経営課　382-9005　 382-9040

　「鈴鹿市総合計画2023」に掲
げた将来都市像の達成度を測
るために設定した成果指標の
進捗状況を把握するため、アン
ケート調査を実施します。調査
票が届いた方は回答にご協力く
ださい。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から無作為に抽出した
4,000人
実施期間　10月31日㈬まで
実施方法　調査票が郵便で届
きますので、ご記入の上、同
封の返信用封筒で返送して
ください。

知事と市長の1対1対談を
傍聴できます

総合政策課　382-9038　 382-9040

　オープンな場で知事と市長
が対談形式で、市の具体的な
課題について議論する「1対1
対談」を開催します。課題に対
して共通した認識を醸成する
とともに、解決に向けて1歩で
も前に進めることを目的として
います。
　今年度は「鈴鹿市版途切れ
のない支援システムの確立に向
けて」をテーマに子どもと子育
てについて対談します。
と　き　10月22日㈪14時30分
～15時30分
ところ　市役所本館12階　
1203会議室
定　員　80人程度
参加料　無料
※出入りは自由です。

　

嘱託職員募集（相談支援員）
保護課　382-7640　 382-7607

対　象　下記の全てに該当す
る方
　・社会福祉士資格を取得して
　いる方
　・福祉関係の職場で1年以上の
　実務経験がある方
　・地方公務員法第16条の欠格
　条項に該当しない方　　
　・パソコン操作（入力、検索な
　ど）ができる方
業務内容　生活困窮者からの各
種生活相談業務、適正な助
言および指導業務
募集人数　1人
勤務条件　月額18万9,400円で、
その他各種手当（期末手当、通
勤手当など）があります。また、
社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。
申込み　10月9日㈫から16日㈫
まで(土・日曜日を除く8時30
分～17時15分)に、嘱託職員
採用試験申込書と受験票に
必要事項を記入の上、直接ま
たは郵送で保護課(〒513-
8701住所不要)へ

※嘱託職員採用試験申込書は、直
接または郵送で保護課へ請求し
てください。郵送の場合は、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（宛先を記入し、92円
切手を貼った12cm×23cm程度
のもの）を同封してください。
◆採用試験　　
と　き　10月24日㈬9時30分
から
ところ　市役所本館1階　106
ミーティングルーム
内　容　個別面接試験

2018・10・5



ところ　神戸保育所（神戸
4-4-40）
内　容　面接と簡単な実技
※合否については、提出書類を含
め総合的に判断し、11月下旬（予
定）に文書で通知します。

ペットのしつけと飼い主の
マナーを守りましょう
環境政策課　382-9014　 382-2214

　犬や猫などのペットによる鳴
き声やふん害などの苦情が多く
寄せられています。飼い主はマナ
ーをよく守り、近隣の迷惑になら
ないよう十分注意しましょう。
○犬を屋外で飼育する時や散歩
の時などは、リードや鎖でつ
なぎましょう。放し飼いは県の
条例で禁止されています。
○犬の放し飼い、ペットの失
踪、犬や猫の適正飼育、野犬
の目撃などに関する相談は、
県鈴鹿保健所衛生指導課
（　382-8674）へお問い合
わせください。
○ペットが散歩中にふん尿をした
ら必ず飼い主が後始末をしま
しょう。また、鳴き声や無駄吠
えなどで近隣住民の迷惑にな
らないように注意しましょう。
○狂犬病予防法により、生後
91日以上の犬の飼い主は、
犬の生涯1回の登録と毎年1
回の狂犬病予防注射が義
務付けられています。登録
は、環境政策課または市内
の動物病院でできます。
○狂犬病予防注射を行っていて
も登録がされていないケースも
見受けられますので、ご注意く
ださい。また、ペットショップな
どで購入した犬が、販売者を所
有者として登録済みの場合は、
購入者による登録事項の変更
手続きが必要になります。

○犬が死亡したり、市内で犬
の飼い主や飼う場所が変わ
ったときは、環境政策課へ
届け出てください。また、飼
い主の転出などで犬を飼う
場所が市外に変わったとき
は、転出先の市町村に届け
出てください。
○猫を屋外で飼うことで、他人
の敷地内でふん尿をするな
ど、飼い主の知らないところ
で近隣住民に迷惑を掛けて
いることがあります。また、
交通事故などの危険もあり
ます。屋内で飼育することに
より、これらの危険から猫を
守ることができます。猫は立
体的な動きができる環境で
あれば運動不足にならず、広
い生活空間を必要としない
と言われています。
○飼い主のいない猫に対して、
安易な置き餌をすることで、
ふんや餌の食べ残しなどが
放置され、近隣の住環境に
悪影響を及ぼす可能性があ
ります。無責任な餌やりは避
けましょう。
○犬や猫は一度にたくさんの子
を産みます。増え過ぎて飼え
なくなることもあります。不妊・
去勢手術を検討しましょう。

○愛情を持って最後までペット
の面倒をみるのが飼い主の
義務です。やむを得ない事
情により飼えなくなったら、
まず、新しい飼い主を探しま
しょう。どうしても新しい飼
い主が見つからない場合は、
県鈴鹿保健所衛生指導課
（　382-8674）へご相談く
ださい。

平成31年度嘱託職員募集
（保育士・幼稚園講師）
子ども育成課　382-7606　 382-9054

対　象　保育士資格・幼稚園
教諭免許のいずれも取得の
方または平成31年3月末まで
に取得見込みの方

※全ての職種において、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。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。
業務内容　保育所または幼稚
園での保育に関する業務
募集人数　10人程度
申込み　10月1日㈪～26日㈮
（土・日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分)までに、必
要事項を記入し最近3カ月以
内に撮影した写真を貼った申
込書、作成した作文、エントリ
ーシート、保育士証の写しお
よび幼稚園教諭免許状の写
しを添付して、直接または簡
易書留で子ども育成課（〒
513-8701住所不要）へ

※申込書とエントリーシート、作文
用紙は、直接または郵送で子ど
も育成課へ請求してください。
郵送の場合は、封筒の表に「試
験申込書希望」と朱書きして、返
信用封筒（宛先を明記し、92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。市ホームページでも入手で
きます。
※郵送での申し込みの場合、受
験票は郵送で送付しますので、
届かない場合は連絡してくださ
い。

※提出された書類は返還しません。
◆試験
と　き　11月11日㈰10時から
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近鉄白子駅周辺自転車等放置禁止区域の拡大
交通防犯課　382-9022　 382-7603

近鉄白子駅西
第2・第3自転車駐車場は
工事のため利用できません
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　鈴鹿市自転車駐車場整備方
針に基づき、近鉄白子駅西第
2・第3自転車駐車場の整備工
事を行います。このため、現在
利用いただいている駅西第2・
第3自転車駐車場は、工事が完
了するまで利用できなくなりま
す。工事期間中は臨時自転車駐
車場を利用してください。なお、
工事完了後は有料自転車駐車
場になります。
期　間　11月1日㈭～平成31
年2月末（予定）

※閉鎖後、駐車場内に残っている自
転車などは全て臨時自転車駐車
場に移動します。

鈴鹿市地方創生会議を
傍聴できます

行政経営課　382-9005　 382-9040

と　き　10月17日㈬13時30
分から
ところ　市役所本館6階　庁
議室
定　員　5人程度（先着順）
申込み　当日13時から13時20
分まで会場で受け付け

民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　市内で民間賃貸住宅
をお探しの方

※主に住宅の確保に配慮が必要な
高齢者、障がい者、外国人、子育
て世帯など
と　き　10月26日㈮10時～16時
ところ　社会福祉センター本
館2階　中会議室（神戸地
子町383-1）

内　容　住まい探しに関する
困りごとの相談、市内の民間
賃貸住宅の情報提供

※ポルトガル語通訳があります。
※当日は物件の見学、契約などは
できません。
相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会
問合せ　市住宅政策課、県住宅
政策課（　059-224-2720）

電　話 電子メール ホームページファクス
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　近鉄白子駅西の自転車駐車場の整備に伴い、放置自転車などの
対策として、11月1日から駅周辺の自転車等放置禁止区域を拡大しま
す。禁止区域内に自転車などを放置した場合、警告札を取り付けて2
時間経過したものはチェーンロックなどを切断し、市の保管場所へ
移動させます。損害については責任を負いません。自転車などの保管
期間は60日間で、防犯登録などから所有者を調査し、はがきで所有
者に通知します。また、撤去された自転車などを引き取るためには、
保管料が必要となります（自転車1,500円、原付2,000円）。
　自転車などの放置は街の美観を損ね、交通障害を招き多くの人の
迷惑となります。一人一人が駐輪マナーを守りましょう。

自転車等放置禁止区域 今回の拡大部分

子育て
応援館

（新生公園内）



※面積に応じて以下の上限があり
ます。
○1,000平方メートル以上
2,000平方メートル未満の場
合　3万円
○2,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満の場
合　5万円
○3,000平方メートル以上
4,000平方メートル未満の場
合　8万円
○4,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満の場
合　10万円
○5,000平方メートル以上の場
合　12万円
◆1人が所有する農地での申
請の場合
　防護柵の設置に必要な資材
の購入に要した費用の4分の
1の額（千円未満の端数があ
るときは、これを切り捨てた
額）または受益地の面積の
区分に応じて定める額の2
分の1のうち、いずれか少な
い額とします。

行政相談週間
市民対話課　382-9004　 382-7660

　「行政相談」とは、国や
NTTなどの特殊法人などの仕
事について、皆さんから苦情や
意見、要望をお聞きし、その解
決促進を図る制度です。この
行政相談制度を皆さんにもっ
とよく知って利用していただく
ため、10月15日㈪から21日㈰
までの一週間を「行政相談週
間」として、全国的にさまざま
な行事を行います。
　市では次のとおり行政相談
を行っていますので、気軽にご
相談ください。
と　き　10月19日㈮10時～
12時

ところ　市役所本館2階　市
民対話課

※「行政相談委員」とは、総務大臣が
委嘱している民間有識者で、皆さ
んの身近な相談相手です。相談は
無料で、秘密は固く守ります。

※当日ご都合の悪い方は、三重行
政監視行政相談センター行政監
視行政相談課(〒514-0033津市
丸之内26-8　津合同庁舎3階　
0570-090110(平日8時30分～
17時15分))で行政相談に応じて
いますので、ご利用ください。

※土・日曜日、祝日、上記以外の時
間帯は留守番電話で対応します。

※PHS、IP電話などをご利用の場合
は　059-227-1100へ

※相談の電話は相談内容の正確な
把握のため、録音させていただい
ています。

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重県司法書士会鈴亀支部
が司法書士無料相談会を開催
します。
と　き　10月18日㈭18時～20
時30分（最終受付20時）

ところ　男女共同参画センター
(神戸2-15-18　381-3113)
相談内容　相続・遺言、不動産、
会社の登記、成年後見に関す
る相談や金銭トラブルなど身
近な法律相談に関する相談
相談料　無料
問合せ　三重県司法書士会鈴
亀支部（日々 野　387-5667）

臓器移植普及推進月間
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　10月は臓器移植普及推進月
間です。臓器移植は臓器の機能
が著しく低下し、移植によっての
み、その回復が見込まれる人に
対して行う医療で、臓器の提供

社会保険労務士・行政書士
合同無料相談会

市民対話課　 382-9004　 382-7660

と  き　10月13日㈯9時30分
～15時30分
ところ　イオン白子店2階(白子
駅前9-2）
相談内容　
　社会保険労務士：労災保険、
社会保険、年金などに関する
相談
　行政書士：相続、遺言書、離
　婚協議書作成、各種許認可
　などに関する相談
問合せ　三重県行政書士会鈴
鹿支部（樋口　378-7506）

獣害防護柵設置への
補助金交付

農林水産課　382-9017　 382-7610

　サルやシカ、イノシシなどに
よる農作物の被害対策として、
防護柵を設置する費用の一部
を補助します。
対　象　市内に農地を有する
方、土地の所有者から同意
を得た耕作者
対象農地　面積が1,000平方
メートル以上の農地のうち次
のいずれかに該当するもの
○2人以上で所有する2筆以上
の連続した農地
○1人が所有する農地で隣接
する農地がないか、隣接する
農地と連続して防護柵を設
置できないもの
対象設備　電気柵またはトタン、
鉄線、網、板などにより作成され
た柵のいずれかで、農作物の被
害防止効果が発揮できるもの

補助金額　防護柵の設置に必
要な資材の購入に要した費用
の2分の1
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「婚姻届を提出する市役所で誓う“届け出挙式”」の参加者募集
総合政策課　382-9038　 382-9040   　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

者はもとより、広く社会に理解と
支援があって成り立つ医療です。
　臓器移植が広がっていくため
には、私たち一人一人が臓器提
供について考え、家族と話し合
い、自分の臓器提供に関する意
思表示をしておくことが大切です。
運転免許証や健康保険証、マイ
ナンバーカードで意思表示が可
能ですので、自分の意思を記入し
ておきましょう。
問合せ　（公財）三重県角膜・腎臓
バンク協会（　059-224-2333
平日8時30分～17時15分）

鈴鹿市ふるさと就職者等
雇用支援補助金の
創設について

産業政策課　382-8698　 382-0304

　人材不足に悩む市内のものづ

り中小企業などが、市外・県外か
ら移住した若者を雇用した場合
にかかる費用の一部を補助します。
対　象　市外から移住した市
内在住の40歳未満の方を
正規職員として雇用した、市
内に本社または主な事業所
を有する中小ものづくり企
業または建設企業
内　容　雇用した方が引越し
業者などに依頼した移送など
にかかる費用の半額（上限20
万円）
申込み　申請書に雇用証明書、
対象費用の分かる資料（移送
見積書、領収書原本、契約書
原本など）、住民票を添付し
て産業政策課へ

※申請書は鈴鹿市ホームページまた
は産業政策課窓口で入手できます。

鈴鹿市議会報告会
議事課　382-7600　 382-4876

とき・ところ
・10月29日㈪19時～20時45分
郡山公民館
・10月30日㈫19時～20時45分
住吉公民館
・10月30日㈫19時～20時45分
ふれあいセンター
内　容　
第1部　9月定例議会で審議を
行った昨年度決算などの報告
と質疑応答
第2部　常任委員会の所管事
務調査報告、意見広聴

電　話 電子メール ホームページファクス
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　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。“届け出挙
式”は、市が目指す「安心して結婚・出産・子育てができる環境づくり」を達成するため、「まち」の活力の源となる
若い世代の定住人口の確保と結婚支援につなげていく取組みの一つとして行う、市民参加型のイベントです。

と　　き 募　集　期　間 対象となる婚姻届出期間
11月22日(木) 10月5日(金)～11月5日(月) 9月23日(日)～11月22日(木)

平成31年2月22日(金) 平成31年1月7日(月)～2月5日(火) 11月23日(金・祝)～平成31年2月22日(金)

対　象　新郎新婦のどちらかが市内に住民登録が
あること、もしくは住民登録を行う予定があること
ところ　市役所本館1階　市民ギャラリーおよび市
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

※挙式形式は人前式で、市長が司会を務めます。
※所要時間は1組20分程度です。
定　員　各回2組（応募者多数の場合は抽選）
参加料　無料
※参加者特典として、宣誓書および記念写真（DVDデー
タ）をプレゼントします。

※新郎新婦の他、ご家族やご友人なども列席できます
（10人程度まで）。

※服装自由、準備物不要、挙式で使用するブーケなどは
市役所で準備します。
申込み　「届け出挙式参加応募用紙」を直接、郵
送、ファクスまたは電子メールで総合政策課へ

※詳しくは、市役所6階総合政策課窓口、各地区市民セ
ンターまたは市ホームページの参加要領および応募
用紙をご覧ください。



平成31年度放課後児童クラブ利用申込の受付日程
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　放課後児童クラブは、小学校に就学しており、保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童を対
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。利用を検討されてい
る方は、早めに各放課後児童クラブに詳細をお問い合わせください。なお、申込事前説明会は各ク
ラブで対応が異なるため、時間・場所など詳しくは直接お問い合わせください。
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国府 ゆいまぁる 370-0605 11月18日（日） 11月18日（日）～2月末
庄野 コスモス 379-0811 ― 10月中旬～11月下旬
加佐登 なかよしキッズ 370-8184 ― 10月25日（木）～11月9日（金）

つくし 367-3606 ― 11月1日（木）～8日（木）
ひかりっ子 375-2468 12月6日（木） 12月6日（木）～12月25日（火）

清和 竹野の森放課後児童クラブ 090-6098-3215 ― 1月初旬～中旬
石薬師 金太郎学童保育所 374-1978 ― 10月25日（木）～11月30日（金）
白子 たんぽぽ 388-2774 ― 11月1日（木）～2月7日（木）
鼓ヶ浦 いそやまっ子 387-6012 11月初旬 11月初旬～中旬

ピッコロ 368-2033 11月4日（日） 11月5日（月）～22日（木）
アサヒッ子 367-7187 11月中旬 11月下旬～12月中旬
かけはし 386-2939 11月18日（日） 11月18日（日）～11月30日（金）
ももたろう　１組・2組 387-0371 11月11日（日） 11月12日（月）～11月26日（月）
まりん 368-1153 11月9日（金） 11月12日（月）～26日（月）

愛宕 あおぞら　第１・第2 368-1223 11月18日（日） 11月18日（日）～30日（金）
ゆめっ子くらぶ
第２ゆめっ子くらぶ
鈴鹿わかすぎこどもクラブ 367-7075 ― 12月3日（月）～12月27日（木）
ひこうきぐも 367-3367 ― 10月11日（木）～11月30日（金）
日の本クラブ飯野 379-3517 12月1日（土） 12月1日（土）から2週間程度

明生 みらくる 367-1711 10月12日（金）
・13日（土） 10月15日（月）～11月1日（木）

河曲 かわたろう 383-3070 ― 10月15日（月）～11月9日（金）
高岡法輪児童館 349-1100 2月中旬 2月中旬～月末
スマイル 369-2780 2月17日(日) 2月18日（月）～3月11日（月）
法輪児童館　 385-7676 2月中旬 2月中旬～月末
遊由 385-5331 ― 10月1日（木）～3月

箕田 箕田学童保育所 395-1003 10月25日（木） 10月29日（月）～12月21日（金）
若松 はまゆう 385-3415 ― 10月初旬～1月下旬

玉垣レインボー 373-4734 10月25日（木） 10月25日（木）～11月16日（金）
ゆうゆう 380-6339 10月25日（木） 10月25日（木）～10月31日（水）
かんたろう学童保育所 383-1519 12月1日（土） 12月 1日（土）～22日（土）
平成の寺小屋　神戸みらい塾 382-3708 2月9日（土） 随時受付

合川 ハーモニー 372-1139 ― 1月4日（金）～11日（金）
天名 ピース天名 080-9495-4497 2月1日（金） 2月1日（金）～22日（金）
栄 栄っ子 388-1187 ― 10月中旬
郡山 サンキッズ・サンキッズⅡ 372-2084 2月5日(火) 2月5日（火）～9日（土）
鈴西 しいの実 374-5511 11月1日（木） 11月1日（木）～12月15日（土）
椿 ひまわり 371-2300 ― 1月初旬～2月下旬
深伊沢 元気っ子クラブ 371-0151 ― 2月1日（金）～28日（木）
庄内 学童たけっこクラブ 371-2317 3月1日(金) 3月1日（金）～15日（金）
井田川 井田川っ子 370-2353 ― 11月1日（木）～2月28日（木）

申込期間

牧田

旭が丘

桜島

稲生 367-7008 ― 12月3日（月）～26日（水）

児童クラブ名学校区 問合せ先
電話番号 申込事前説明会

飯野

一ノ宮

長太

玉垣

神戸



障がい者への虐待に
気づいたら通報を

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　平成24年10月1日に障害者虐
待防止法が施行され、6年が経
過しました。虐待は障がい者の
尊厳を脅かし、自立や社会参加
を妨げます。虐待であると気付
かないまま起きている恐れもあ
ります。
虐待の種類
・身体的虐待　体に傷や痛みを
負わせる暴行を加えること
・性的虐待　わいせつな行為を
したり、させたりすること。

・心理的虐待　暴言や拒絶的な
態度で精神的な苦痛を与える
こと。
・放棄・放任　著しい減食や長
時間の放置など、必要な養護
を怠ること。
・経済的虐待　財産を不当に処
分すること、障がい者から不
当に財産上の利益を得ること。
通報、届出、相談窓口
○障がい福祉課（　382-7626
　382-7607（平日8時30分～
17時15分））
○障害者総合相談支援センター
あい（　381-1035　381-
1036（平日9時～16時））

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
と　き　10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。

大規模な停電時は
節水にご協力を

下水道工務課　368-1694　 368-1665

　台風や地震などに伴い大規模
な停電が発生した際は、公共下水
道施設や農業集落排水施設の汚
水処理に支障をきたす場合があり
ますので、停電中はできる限り節
水にご協力ください。停電中の下
水道施設の状況については鈴鹿
市上下水道局ホームページ（　
http://www.city.suzuka.lg.
jp/suido/）を確認してください。

県営住宅10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　10月2日㈫から31日㈬
まで（消印有効）に、申込用紙
に必要事項を記入し、郵送で
鈴鹿亀山不動産事業協同組合
（〒510-0253寺家町1085-1
　373-6802）へ

※申込用紙は鈴鹿亀山不動産事業
協同組合窓口にあります。

三重県最低賃金が
時間額846円に改定

産業政策課　382-8698　 382-0304

　三重県最低賃金は、10月1日
から26円引き上げられ、時間額
846円に改定されます。この最
低賃金は年齢・雇用形態(パー
ト・アルバイトなど)を問わず、三
重県内で働く全ての労働者に適
用されます。なお、特定の産業に
該当する事業場で働く労働者に
は、特定(産業別)最低賃金が適
用されます。また、最低賃金の引
き上げに向けた中小企業支援の
ための業務改善助成金制度など
の支援策がありますので、ご活
用ください。

問合せ　三重労働局賃金室
(　059-226-2108)

わいわい春まつり
実行委員募集
鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　市民の手でつくる鈴鹿国際
交流フェスタ2019「わいわい春
まつり」の実行委員を募集しま
す。11月から来年4月の本番ま
で月1回程度集まり、わいわい
話し合いながらみんなで楽しく
準備をしていきます。
申込み　電話または電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ。
◆わいわい春まつり
と　き　平成31年4月14日㈰

家族で一緒に
過ごす時間を大切に

子ども家庭支援課

　382-9140　 382-9142

　毎月第3日曜日は「家庭の
日」です。家庭は青少年にとっ
て最も大切な生活の基盤であ
り、健全育成の出発点です。平
成27年度に閣議決定された内
閣府の「少子化社会対策大
綱」において、11月の第3日曜
日を「家族の日」とし、子ども
を家族が育み、家族を地域社
会が支えることの大切さにつ
いて理解を深めることへの促
進を図っています。県でも家庭
での保護者の育成力を促進す
るため、毎月第3日曜日を「家
庭の日」として取組や啓発を行
っており、本市も「家庭の日」
の啓発を行っていきます。

電　話 電子メール ホームページファクス

192018・10・5



対　象　小学生以上（問題の
難易度は高校生以上を想定）

※小学生および24日に参加希望の中
学生は保護者の同伴が必要です。

※小学生未満のお子さんを連れての
参加はできません。また、託児は
ありません。
と　き　
　11月23日(金・祝)15時～17
時、11月24日㈯18時30分～
20時30分

※イベントは休館日および閉館後に行い
ます。参加者以外は入館できません。
ところ　図書館本館
定　員　各50人（応募多数の
場合は抽選）
参加料　無料
申込み　11月5日(月)まで（必
着）に、必要事項を記入の上、
電子メールまたは往復はが
きで図書館へ。

※2人以上での参加希望の場合は、
まとめて申し込んでください。
○必要事項：①氏名（フリガナ）・
②住所・③年齢・④電話番
号・⑤希望日（どちらか1日を明
記。両日は不可）⑥謎解きセッ
トの必要数（2人以上で一緒に
謎を解く場合には1つ、個人で
解く場合には必要数を記入）

※①～③は参加者全員分、④は代
表者分のみ記入し、代表者の氏名
に丸をつけてください。なお、申し
込みに不備がある場合は、選外と
なる可能性があります。
○電子メール：件名を“「本の

国のアリス×鈴鹿市立図書
館」申込み”とし、本文に必
要事項①～⑥

※返信は、申し込み時のアドレスに行
います。図書館からの電子メールを
受信できるよう設定してください。
○往復はがき：
＜往信宛名面＞
 〒513-0802飯野寺家町812
図書館「本の国のアリス×
鈴鹿市立図書館」係
＜往信文面＞
　必要事項①～⑥
＜返信宛名面＞
　代表者の郵便番号・住所・氏名
※抽選結果は、11月12日(月)頃発
送します。返信がない場合は図
書館までお問い合せください。

金生水沼沢植物群落
観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　ナガボノアカワレモコウ、ヤマラ
ッキョウをご覧いただく予定です。
と　き　10月27日㈯9時から
（小雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
（地子町563・西條町675-1）

　

子育て応援館一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　就学前の乳幼児の皆さんに子
育て応援館で自由に遊んでいた
だくため一般開放します。
対　象　市内在住の就学前の
乳幼児と保護者
と　き　10月18日㈭9時～12
時、13時～16時

ところ　子育て応援館(白子駅
前6-33　387-6125)
内　容　プレイルーム、体育室
に用意したおもちゃなどで自
由に遊べます。また11時15分
ごろと15時15分ごろに手遊び、
パネルシアター、ふれあい遊
びなどを行います。
参加料　無料
駐車場　あり
※施設内ではおやつ、食事を取るこ
とはできません。

※水分補給については専用スペー
スをご利用ください。

本の国のアリス×
鈴鹿市立図書館

（体験型謎解きイベント)
図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　図書館に閉じ込められたとい
う設定で、図書館内に設置した
謎（問題）を90分以内に全て解
き明かし、ゲームクリアを目指す
体験型謎解きイベントです。験型謎解きイベントです
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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。



・身体計測・育児相談（希望者）
定　員　20組
料　金　無料（材料費別）
持ち物　母子手帳　
※必要物品は申し込み時にお知ら
せします。

申込み　「ウェルカムベビーの会」
ホームページ（　http：//think
　maternitylife.jimdo.com）
または電話で、もなみ助産所
（一見　090-7045-4383）へ
※この事業は市の委託事業です。

東海道シンポジウム
石薬師・庄野宿大会
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　10月18日㈭13時30
分～16時30分（開場13時）
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）　
内　容
○「信綱かるた道」講師：林詔
幸さん（佐佐木信綱顕彰会
副会長）
○「庄野宿から望む白鳥塚」講
師：川北富夫さん（日本武尊
を仰ぐ会会員）
参加料　無料
主　催　歴史の道東海道宿駅
会議
問合せ　歴史の道東海道宿駅
会議事務局（　0748-66-1164
　info@tokaido.or.jp）

24日(月・振休)10時～16時(
祝日を除く月・火・第3水曜
日は休館)
ところ　大黒屋光太夫記念館
展示室（若松中1-1-8）
観覧料　無料 
※先着500人に展示内容を解説し
た図録を配布します。

◆展示説明会
と　き　10月21日㈰10時30分か
ら、11月22日㈭13時30分から

あかちゃんが喜ぶ手作り
おもちゃを作ろう 

健康づくり課　382-2252　 382-4187

対　象　生後2カ月～12カ月
の乳児（ひとり歩き前）とそ
の保護者（鈴鹿市民）

と　き　10月16日㈫9時30分
～11時30分
ところ　保健センター1階　育
児相談室（西条5-118-3）
内　容　
・あかちゃんが喜ぶ手作りおも
ちゃ作り
・お産・育児の体験談など
・ふれあい遊びや簡単なベビ
ーマッサージ
・童謡を歌おう
・参加者交流会

※徒歩・自転車などの方は開始時刻ま
でに直接開催場所へ。自家用車で初
めて参加される方には、8時45分に
飯野地区市民センター駐車場で沼
沢付近の駐車案内図を配布します。
現地付近の道路は駐車厳禁です。
定　員　25人(先着順)
持ち物　水筒、タオル、帽子、
虫除けスプレーなど

※沼沢内は地面がぬかるむところ
もありますので、長靴を着用して
ください。雨天時は雨具を準備し
てください。
申込み　10月12日㈮から電話
で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

大黒屋光太夫記念館
第12回特別展

文化財課　382-9031　 382-9071

　大黒屋光太夫を半世紀にわ
たって研究し、世に送り出した
歴史学者・故亀井高孝の旧蔵
資料が市に寄贈されました。新
収蔵資料とともに亀井高孝の
人物と業績を紹介します。
と　き　10月18日㈭～12月

電　話 電子メール ホームページファクス

2018・10・5 21

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有



ところ　考古博物館　講堂（国
分町224）
講　師　水谷侃司さん(三重
県埋蔵文化財センター)
内　容　中世陶器を観察する
ための基礎知識を学びます。
聴講料　無料　
※入門講座参加の方は、常設展と企
画展の観覧料が無料になります。

企画展「中世陶器の魅力
－椎山の中世陶器part3」
考古博物館　374-1994　 374-0986

　椎山中世墓出土の中世陶器
(市指定文化財)を中心にその
魅力に迫ります。
と　き　10月27日㈯～12月2
日㈰

※毎週月曜日・第3火曜日は除く
ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）
観覧料　一般・学生200円　
小中学生100円(常設展共
通)

※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人は無料にな
ります。
◆博物館入門講座「中世陶器って
何？-三重県の出土事例から-」
と　き　10月28日㈰13時30
分から

　鈴鹿パンマルシェ
「鈴鹿の愛されパングランプリ」
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　市内8店舗が、鈴鹿産の原材
料を使用したパンを販売し、購
入された方の投票でグランプ
リを決定します。
と　き　10月28日㈰
・1回目販売　10時～12時（売
り切れ次第終了）
・2回目販売　13時～15時（売
り切れ次第終了）
ところ　イオン白子店1階　ふ
れあい広場（白子駅前9-20）
内　容　パンの販売、ちびっ
こパン食い競争（未就学児
対象（先着50人）。11時30
分から受付。）
入場料　無料
　　

ジェフリーふぇすた2018
男女共同参画課　381-3113　 381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
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時間 内容 定員 参加料
9時45分～10時 オープニング － －
10時～12時 健康「健康に関するおもしろ知識ＵＰ」エコーを使ってゼリーの中を

見る、人体模型パズルで体内を知る、骨密度測定 － －

10時～12時 防災「体験してみる価値があります」身近なもので作る便利グッズ、
学んで話しあう防災座談会、フェイスタオルで防災頭巾作り 200円

10時～11時
11時～12時

文化「鈴鹿の伝統産業としての伊勢型紙」職から視る伊勢型紙の
お話としおり作り体験（2部制）

各20人小学4年生以上
(予約優先)

防災頭巾作り 30人
(予約優先)

100円

10時～12時 食「プチパティシエになってびっくりすますケーキを作ろう」　milkのパティ
シエと一緒に、鈴鹿産の食材を使った超特大クリスマスケーキ作り

15人小・中学生
（要予約・先着順） 500円

10時～12時 子育て「鈴鹿の遊びの達人☆バルタンと遊ぼう」身近なモノでオド　
ロキのＡＳＯＢＩ体験 － －

13時30分～15時30分
基調講演：「瀬戸内寂聴と与謝野晶子～『源氏物語』に埋め込まれた
本当の声～」　講演・朗読：河原徳子さん（日本文学研究家）　朗読と
チェロ伴奏　チェロ伴奏：中道公子さん

120人　要予約　先着
順（当日、空きがあれ
ばご入場いただけま
す）

－

　今年のテーマは「鈴鹿には男女共同参画センタ
ー　ジェフリーすずかがあります」とし、「ジェフリーす
ずか」の16（いろ）周年にかけて、いろいろな企画を
通じてジェフリーすずかを知り、男女共同参画への
関心や理解を深めていただくイベントを開催します。
と　き　12月1日㈯9時45分～16時

ところ　男女共同参画センター（神戸2-15-18）
入場料　無料※一部材料費がかかるものがあります。
託　児　午後のみ。6カ月～未就学児10人、無料。
11月22日㈭までに男女共同参画課へ
申込み　10月5日㈮9時から電話・ファクス・電子
メールまたは直接男女共同参画課へ

愛知県陶磁美術館提供



あたまの健康チェック
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　理解・判断・論理などの認知機
能は、年齢や生活習慣とともに衰
えがみられますが、早めに気づ
き、適切な生活習慣改善などの
予防対策をとることで、認知症の
発症を防いだり遅らせることがで
きるとされています。10分程度の
対話形式の簡易な検査で認知機
能のチェックをしてみましょう。
対　象　市内在住の40歳以
上の方
とき・ところ
　①10月23日㈫栄公民館
　②10月30日㈫長太公民館
　③11月1日㈭国府公民館
　④11月5日㈪加佐登公民館
　⑤12月3日㈪天名公民館
　⑥12月21日㈮牧田公民館
※①②④⑤⑥9時15分～11時45
分、③13時～15時30分
問合せ　
①⑤南部認知症初期集中支
援チーム　373-5774
②北部認知症初期集中支援チ
ーム　382-0331
③中部認知症初期集中支援チ
ーム　367-7770
④⑥西部認知症初期集中支
援チーム　370-3500
定　員　各10人
参加料　無料
申込み　電話で担当の認知症
初期集中支援チームへ

※認知症を判定する検査ではあり
ません。

みえ介護フェア2018
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　介護のことを知りたい全て
の方を対象に、感動的な映画
鑑賞やさまざまな介護に関す
るイベントを開催します。
対　象　介護のことを知りた
い方

とき・内容　
　11月10日㈯13時～15時30分
　映画「ケアニン」～認知症で
人生終わりになんて、僕がさ
せない～を無料上映(要予約)
　11月11日㈰10時30分～16
時30分　各広場でイベント
ところ　イオンシネマ鈴鹿、イオ
ンモール鈴鹿（庄野羽山4-1-2）

申込み・問合せ
　10月19日㈮までに、電話で
　（福）三重県社会福祉協議会
　三重県福祉人材センター(　
　059-227-5160)へ

シニア
生き生きチャレンジ教室
（シニア世代介護職場就労

支援事業研修）
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　現役シニアの高い就労意欲
と経験・技能を生かし、地域社
会の支え手として介護現場への
就労やボランティア活動につな
がるための研修を開催します。
対　象　県内在住の概ね60歳
以上のシニア世代の方で、地
域でのボランティア活動や介
護職場で働く意欲をお持ち
の方、または、介護を学ぶ意
欲をお持ちの方。
と　き　11月1日㈭・6日㈫・14
日㈬・27日㈫10時～16時（27
日のみ13時30分～15時30分）

※体験学習：11月15日～26日（予
定）の間の2日間
ところ　県総合文化センター
（津市一身田上津部田1234）
定　員　30人
受講料　無料
申込み・問合せ　10月25日㈭
までに電話で、(福)三重県
社会福祉協議会　福祉研修
人材部・福祉人材課(　
059-227-5160)へ

鈴鹿市権利擁護
シンポジウム

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　「成年後見制度」が、私たちの
生活のどのような場面で必要にな
るのかを考えてみましょう。「老い
の風景」の著者である渡辺哲雄さ
んによる基調講演と、権利擁護に
携わる関係者の方々によるパネ
ルディスカッションを行います。
対　象　市内在住・在勤の方
と　き　11月6日㈫13時30分
～15時30分
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）
内　容　「事例でわかる成年
後見制度～認知症になった
波平さんPart2～」
参加料　無料
定　員　500人(先着順)
申込み・問合せ　11月2日㈮
までに電話で鈴鹿市社会福
祉協議会(　382-5971)へ

鈴鹿市
ファミリーバドミントン大会

参加チーム募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住の方
と　き　11月18日㈰8時30分
～15時(予定)
ところ　西部体育館（長沢町 
1828-2）および鈴峰中学校
体育館
参加料　無料
申込み　10月12日㈮までに電
話でスポーツ課へ

◆抽選会　
と　き　10月24日㈬19時から
ところ　飯野公民館（西條町
463）

※代表者は必ず出席してください。

電　話 電子メール ホームページファクス

232018・10・5



児の安全と対応　
○11月7日㈬10時～12時30分
子どもの発達とこころ、13時
30分～14時30分　子育て支
援事業の必要性、14時30分
～15時30分　登録について
○11月8日㈭　9時30分～12時
子どもの病気、13時～15時
30分　子どもの遊びと生活
○11月13日㈫　9時30分～12
時30分　小児看護、13時30
分～16時　子どもの栄養　
○11月14日㈬　9時30分～12
時　気になる子どもの支援、
13時～13時30分　社会的
養護について、13時30分～
15時30分　事業を円滑に
進めるために
ところ　男女共同参画センター
（神戸2-15-18）
定　員　30人　
講　師　医師・臨床心理士ほか
受講料　無料（ただし、テキス
ト代2,000円必要）
託　児　5カ月以上5人まで（有
料：午前午後各200円）
申込み　鈴鹿市ファミリー・サポー
ト・センター（　・　381-1171）
へ

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　10月27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　秋の星座と去り行く火
星・土星の解説

たい（あたたかい）まちです。障
がい者差別をなくし、障がい者
の自立と社会参加を実現し、「と
もに生きる社会」を目指して開催
します。今年度は、「ヒューマンバ
ンド　熱と光」によるコンサート
も行います。
と　き　11月10日㈯10時～
15時
ところ　人権教育センター（一
ノ宮町500-46）、一ノ宮団地
隣保館（一ノ宮町500-47）・
児童センター（一ノ宮町
500-48）
内　容　子どもたちからメッセ
ージの発信、子どもたちの作
品展示、コンサート、NPO法
人コスモスによるパンの販売、
子どもの遊びコーナーなど
主　催　障がい者差別をなくす
強調週間実行委員会

ファミリー・サポート・
センター事業の提供会員
養成講座受講生を募集
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人（依
頼会員）の要望に応じて、子育て
を助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一時
的にお子さんを預かる会員組織
です。今回、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・幼稚
園などの送り迎えをする提供会
員になっていただくための養成
講座を行います。
※ファミリー・サポート・センターの運
営業務は、市がNPO法人こどもサ
ポート鈴鹿へ委託しています。
対　象　市内在住の方（資格・
年齢は問いません。）

とき・内容　
○11月6日㈫10時～12時　子
どもの権利　提供会員の役
割と心得、13時～16時　幼

RUN伴2018
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　RUN伴（ランとも）とは、2011
年から「認知症の人と一緒に何
かを達成したい」という思いから
始まった認知症の人やその家族、
支援者、一般の人が少しずつリ
レーをしながら、北海道から沖
縄へとタスキをつなぐイベントで
す。市内でも認知症の人や家族、
支援者などがオレンジ色のＴシ
ャツを着てリレーに参加します。
○市内の中継点の到着予想
時刻
・10月13日㈯15時30分ごろ
　長太の寄合所「くじら」（デ
イサービス）
・10月18日㈭
①9時55分ごろ　 市役所
②10時45分ごろ　グループホ
ーム太陽の家
③11時05分ごろ　鈴鹿市社
会福祉センター
④11時35分ごろ　玉垣あんし
ん館通所介護事業所
⑤12時ごろ　特別養護老人ホ
ーム桜の森白子ホーム
⑥12時35分ごろ　特別養護老
人ホーム伊勢マリンホーム

※詳しくは公式ホームページ（　
http://runtomo.org/）をご確
認ください。

ぬくたいフェスタ2018
一ノ宮団地隣保館　382-6328　 382-6328

　障がいのあるなしにかかわ
らず、全ての人が共に生活し、
暮らしやすいまち。それがぬく

へ

24 2018・10・5



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付

※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。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　11月4日㈰8時30分か
ら（雨天時は、11月11日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車場
内　容　
 ・健脚コース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用
 ・チャレンジコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
 ・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で
昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも
2,000円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ掘り、保険料を含む。
申込み　10月28日㈰までに、申
込書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて鈴鹿ハンター
1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府
町2271-1）、ベルハンター白子
店（南江島町10-3）へ　　　

※申込書は、上記申込先に備え付
けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴でお
願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　090-3458-8327）

ポリテクセンター三重
12月開講職業訓練生募集
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職申
し込みをした再就職希望者
内　容 
・溶接技術科：被覆アーク溶
接、炭酸ガスアーク溶接、
TIG溶接の技術のほか、フォ
ークリフト運転技能を学ぶ
・住宅リフォーム技術科：木造
住宅の施工、プランニング・
パース、積算・見積、建築
CAD図面の作成などを学ぶ
・電気施工技術科（短期デュア
ルコース）：電気工事、消防
設備、受変電設備などを学ぶ
（企業実習付。開講時45才
未満対象）
受講料　無料
申込み
　11月8日㈭までの職業訓練　
ガイダンス（毎週木曜午前実　
施）に参加してください。
問合せ　（独）ポリテクセンター
三重（四日市市西日野町4691
　059-320-2645　 http://
　www3.jeed.or.jp/mie/poly/
　kyushoku/index.html）
※訓練期間中、託児サービス（無料）が
利用できます（事前相談が必要）

秋の音楽会！
～オカリナ・ギター・大正琴～
農林水産課　382-9017　 382-7610

　農村環境改善センター利用者
による秋の音楽会を開催します。
と　き　10月21日㈰13時から
ところ　農村環境改善センター
　ホール（岸田町1549-12）
内　容　オカリナ、ギター、大正
琴の演奏
入場料　無料
※詳しくは農村環境改善センター
（　374-3455）まで

「TSR」世界一報告会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304 

　鈴鹿と・き・め・きモータース
ポーツ大使で、2018年に念願
のFIM世界耐久選手権シリー
ズ（EWC）のチャンピオンに輝
いた「TSR」が世界一報告会を
行います。会場では貴重なレー
ス映像などを交え、TSR総監督
の藤井正和さんやチームクルー
が皆さんに直接報告します。
と き　11月2日㈮18時～19時 
ところ　TSR鈴鹿　カフェスペ
ース（住吉町6786）　

定　員　50人（先着順）
参加料　1,000円（記念品、ワン
ドリンク付き）

※中学生以下は無料
申込み　10月25日㈭までに郵
便番号、住所、氏名（ふりがな）、
性別、年齢、電話番号（携帯
電話でも可）、電子メールアド
レスを電子メールまたはファク
スでTSR鈴鹿（　378-6192、
　　info@tsrjp.com）へ

電　話 電子メール ホームページファクス
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盟者は所定の申込用紙に記
入の上、郵送で鈴鹿市グラ
ウンド・ゴルフ協会（太田義
明〒513-0012 石 薬 師 町
2132-3　374-1253）、一
般の方は電話で鈴鹿青少年
の森へ

鈴鹿市市民茶会
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月3日（土･祝）9時
30分～15時30分（受付15
時まで）
ところ　文化会館　和室(珠
光流)、茶室(庸軒流)、美術
工芸室(表千家流)（飯野寺
家町810）
参加料　お茶券：前売券1,000
円（3席分）、当日券500円（1
席分）
主　催　鈴鹿市茶道むつみ会
後　援　鈴鹿市、(公財)鈴鹿市
文化振興事業団、鈴鹿市芸
術文化協会
問合せ　電話で表千家流（鈴
木恵美子　383-1173）、
裏千家流（池口ゆう　385-
   1700）、庸軒流（村山博子　
0595-82-4586）、珠光流
（岡田治　378-2294）のい
ずれかへ

シルバー
いきいきフェスタ2018
　鈴鹿市シルバー人材センター

　　382-6092　 382-6093

と　き　10月25日㈭10時～
15時

申込み　鈴鹿青少年の森受付
事務所へ

◆親子でアウトドアクッキングに
チャレンジ
対　象　小学生を含む親子また
は家族
と　き　11月18日㈰9時30
分～14時（雨天決行）（受付
9時）
ところ　青少年の森公園（住
吉町南谷口。受付事務所集
合）
定　員　15組（先着順）
参加料　大人800円、子ども
200円（材料費、保険料を含
む）
持ち物　汚れてもいい服装、綿
製軍手、お皿、スプーン、箸、
飲み物、タオル
申込み　10月10日㈬から11
月5日㈪までに電話で鈴鹿青
少年の森へ　

◆鈴鹿青少年の森グラウンド・
ゴルフ大会
対　象　県内在住の方（小学
5年生以上）
と　き　11月22日㈭9時～12
時小雨決行（受付8時30分
から）

※予備日11月26日㈪
ところ　鈴鹿青少年の森公園
多目的グラウンド

※車でお越しの方は第2駐車場へ。
定　員　120人（先着順）
参加料　500円（保険料含む）
持ち物　競技のできる服装、ク
ラブ、ボール

※持っていない方は貸し出します
ので、事前に申し込んでくだ
さい。

持ち物　飲み物、雨天の場合は
雨具

※競技終了後、表彰式を行います。
申込み　10月 30日㈫（郵送
の場合は必着）までに鈴鹿
市グラウンド・ゴルフ協会加

クラリネットコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　11月3日(土・祝)11時
開演　
ところ　考古博物館　展示ホ
ール
演　奏　Fun Clarinets! クラ
リネット・アンサンブルを楽し
む会
入場料　無料

秋の青少年の森イベント
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

◆木の実を学ぼう!
　金生水沼沢植物群落調査員
で草木に詳しい方を講師に園
内の樹木の木の実を主に学び
ます。
と　き　11月3日（土・祝）10時
～12時（小雨決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
内（住吉町南谷口。受付事務
所集合）
講　師　赤嶺和彦さん（金生
水沼沢植物群落調査員）　
定　員　20人
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装、飲み
物、筆記用具
申込み　鈴鹿青少年の森　受
付事務所（　378-2946）

◆ディスクゴルフ体験会
と　き　11月11日㈰10時～12
時（小雨決行）

ところ　青少年の森公園内　
ディスクゴルフ場
講　師　三重県ディスクゴルフ
協会　　　　　　
定　員　20人（先着順、小学生
は保護者同伴）
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装（汚れ
てもいい服装）、飲み物

※用具は貸し出します。

26 2018・10・5



　9月から10月にかけて、多くの幼稚園や小中
学校で運動会や体育祭が行われています。子
どもたちやご家族にとっても、一年を通じてのビ
ッグイベントの一つです。学校では、運動会や
体育祭の練習を通じて、学級の団結や信頼関
係をより一層高めていくことが重要です。
　ある小学校でのことです。学年で学級対抗
全員リレーを行うことになりました。1組には、車
椅子を必要とする子がいました。一人半周を走
るといったルールで1回目の全員リレーの練習
を行ったところ、1組は他の学級に大きく引き離
されてゴールしました。ある程度予想された結
果でしたが、1組の子どもたちは何かしっくりし
ない気持ちになりました。そして、1組の子ども
たちと先生は、車椅子を必要とする子の「みん
なといっしょに走りたい」という思いを受けて、

学級での話し合いを重ねていきました。また、学
年全体にもみんなが気持ちよく参加できるため
にどうしたらいいかを投げかけていきました。そ
の結果、一人当たりの走る距離が一律といった
ルールから、「全員で15周」というルールに変
更しました。新しいルールのもと、どの学級の子
どもたちも練習に励みました。
　運動会本番では目標にしていた順位には届
きませんでしたが、子どもたちは満足そうな顔
をしていました。子どもたちは、運動会の練習を
通じて友だちを思い、運動会の目的を考え、だ
れもが生き生きと参加できることの大切さに気
づいたのだと思います。
　学校・園では、一人一人の存在や思いが大切
にされる学校・園づくりに努めています。保護者
や地域の皆さんの応援をよろしくお願いします。

運動会の練習は大切な仲間づくりの機会
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

ところ　県総合文化センター
多目的ホール、レセプション
ルーム
内　容　県内各シルバー人材
センターによる事業紹介（パ
ネル展示）、会員経験発表・
アトラクション、作品展・即売・
体験コーナー、講演：橋元慶
男さん（心身健康科学協会）
参加料　無料
問合せ　(公社)三重県シルバー
人材センター連合会(　059-
221-6161)
　

国際理解講座
医療支援から「難民問題」を

考える
鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　ニュースでは毎日のように難
民問題が報道されています。ど
うして難民が生まれるのか、ま
た現場ではどのようなことが起
こっているのかを、映画や現地
で医療活動を行ってきた看護
師さんの話を通して考えます。
と　き　11月3日㈯13時30分

～16時30分
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス　6103講義室
内　容
第一部　映画「シリアに生まれ
て」上映
第二部　バングラディッシュの
難民キャンプでの活動報告
（講師：東恵理さん（伊勢赤
十字病院））

定　員　40人程度(最大170
人)
入場料　無料
申込み　10月30日㈫までに、
住所・氏名・電話番号を電子
メール・ファクスにてSIFA(　
sifa@mecha.ne.jp)へ

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260
　直接水泳場窓口またはホーム
ページで。10月12日㈮から先着
順で受付。
◆スロージョギング
対　象　一般成人

と　き　11月6日・13日・20日
各火曜日10時30分～11時
30分
ところ　スポーツの杜　周辺
内　容　ストレッチ、体幹トレー
ニングで体力アップ
講　師　KENJI　NISHIDAさん
定　員　20人
参加料　1,500円(全3回)
◆わんぱくっ子　ジーウィ教室
対　象　年中・年長児　
と　き　11月6日・13日・20日・
27日各火曜日16時～17時
ところ　体育館　　　　　　
内　容　運動しながら楽しく英
語を学ぼう
講　師　服部さとみさん
定　員　15人
参加料　5,000円(全4回)　　

○市民税・県民税…3期
○国民健康保険料…4期
【納期限は10月31日(水)です】

の10月 納税 納付・

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 8 年 1 0 月 5 日 号
　子どもと過ごしていると「何が正解なのだろう。」と度々
考えます。習い事をさせた方がいいのか、おかしは食べさ
せない方がいいのか、きつく叱らない方がいいのか・・・。
悩み出すときりがありません。また、つい感情的に怒りす
ぎてしまい、反省することもよくあります。
　子どもと休みの日を過ごすとき、家にいると怒りっぽ
くなってしまうので、子どもと出かけるようにしていま
す。今回特集で紹介した「子育て支援拠点」も何度か利

用しています。普段とは違う遊びに子どもは大は
しゃぎ。それを見て私も大満足。休日の過ごし方とし
ては、有意義な過ごし方の一つだと考えています。
　迷いと隣り合わせの子育て。正解はないのかもしれ
ませんが、「子どものために」と思うことに間違いはな
いと信じています。独りよがりにならないよう気をつけ
ながら、私なりの「子育て」を楽しもうと思う今日この
頃です。（誠）

■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

　7月29日に決勝が行われた「鈴鹿8時間耐久ロード
レース（鈴鹿8耐）」は、全5戦で争われる世界耐久選手権
シリーズの最終戦であり、世界チャンピオンが決定する
大一番でもありました。
　その鈴鹿8耐にシリーズチャンピオンをかけ臨んだのが、
第2戦「ル・マン24時間」（フランス）と第4戦「オッシャ―
スレーベン8時間」（ドイツ）で堂々の優勝を果たし、ポイ
ントランキングでトップに立った「F.C.C.TSR Honda 

France」。本拠を鈴鹿市住吉町に置く、鈴鹿8耐で３度
の優勝を誇る強豪チームです。
　同チームが世界耐久選手権に挑み始めて3シーズン目。
念願のタイトルがかかる“鈴鹿決戦”では、ランキング
2位の「GMT94 YAMAHA」とのし烈な争いを制して
見事５位でチェッ
カー。ここに日本
チームとして、ま
た鈴鹿のチーム
として史上初の
世界耐久チャン
ピオンが誕生し
ました。

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会  事務局長）

写真提供：鈴鹿サーキット

スマートフォン用
広報すずか

快適空間
憩える
学べる

鈴鹿8耐で栄冠
鈴鹿のチームが世界チャンピオンに!

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『謎解き』という言葉が
タイトルに入っている小説をご紹介します。

 秋の夜長は謎解きに挑戦

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

　12歳のマイロの両親が営む
ホテルに、大雪のなか現れた5
人の宿泊客。滞在予定日数を
告げず、他の客がいることに
驚く奇妙な彼ら。マイロは彼ら
の目的を探るが、それはホテ
ルの秘密につながっていて…。
心あたたまるミステリー。

※事前申し込みが必要です。イベント内容や申込み
方法など詳しくは、「催し物」の20ページ、または
図書館ホームページをご確認ください。

　本の世界だけでなく、現実の世界で謎解きに
挑戦してみませんか。図書館では、11月23日（金・
祝）と24日㈯に体験型謎解きイベント「本の国の
アリス×鈴鹿市立図書館」を開催します。
　誰もいない休館日や夜の図書館で、解き応えの
ある数々 の謎を用意して皆さんの挑戦をお待ちし
ています。ぜひご参加ください。

（ケイト・ミルフォード/著　東京創元社）
『雪の夜は小さなホテルで謎解きを』

　天才ゲーム博士が設計し
た大図書館の中を、選ばれた
12人の生徒だけが見せても
らえることになった。ゲーム
が大好きで、読書は苦手なカ
イル、読書家のシエラたちは、
24時間以内に謎をといて脱
出することができるのか？

（クリス・グラベンスタイン/著　KADOKAWA）

『図書館脱出ゲーム1　ぼくたちの　　
謎とき大作戦！上』　




