
広 報すずか 　2 0 1 9 年６月 5 日 号
　４月から鈴鹿市職員となり広報担当課に配属され
ました。市民の皆さんにさまざまな情報を伝えてい
くことが楽しみであり、ドキドキわくわくしています。
　さて、今回の特集は「女性消防士」。取材を通じて、
「市民の皆さんを守る」という使命の下、奮闘している
姿は本当にかっこいいと、憧れ・尊敬を抱きました。
消防士と聞くと男性のイメージが強いですが、そん
な中、女性消防士の活躍に注目が集まっています。

現場で女性ができること、男性ができることがそれ
ぞれあり、お互い補い合って活動しています。「チーム
で皆さんを助ける」そんな思いが伝わってきました。
　ある男性消防士は「女性がいると職場の雰囲気
も良くなります。ピリピリしがちな職場なので、そん
な存在には助けられています。」と話していました。
「必要不可欠な存在」、私もそう思われる職員になって
いきたいと思いました。（恵）
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　鈴鹿大学には、特色ある科目として「モータースポーツ
マネジメント」があります。
　モータースポーツの世界で活躍されている方や、地域で
モータースポーツを支える活動をされている方々を
ゲストスピーカーとしてお招きし、その歴史や成り立ち、
産業としての側面、行政とのかかわり、そして競技のあら
ましや選手としての取り組みなど、モータースポーツに
関する多種多様なお話しを聴いています。また学内に

とどまらず鈴鹿サーキットの施設見学も行っています。
　留学生や外国籍学生が多い国際色豊かな雰囲気で
すが、毎回熱心な学生が集まり、耳を傾けています。
多くの学生が鈴鹿市の誇る「モータースポーツ」を学び、
さらなる発展に貢献していってほしいということが私
の願いです。

　写真は、今学期最初
のゲストスピーカー、鈴
鹿モータースポーツ友
の会理事長のレーシ
ングアドバイザー 畑川
治さんによる講義
「モータースポーツと
は」の様子です。 

■特別寄稿　冨本真理子（鈴鹿大学　教授）
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鈴鹿大学でモータースポーツを学ぶ

　新聞は原則１年間保存
していますが、詳細な保存
期間などは図書館ホーム
ページでご確認ください。

2018年にたくさんの
紙面で紹介された本

※ホームページ掲載順

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『書評の本棚』コーナーと『新聞
閲覧室』を紹介します。

図書館で新聞を読もう！

朝日新聞・中日新聞・毎日新聞・読売新聞・
日本経済新聞・産經新聞・日刊工業新聞・
伊勢新聞・中日スポーツ・The Japan Times・
赤旗・公明新聞

　『書評の本棚』を見て、
本がどのように紹介
されているのかや、
新聞の書評を読みた
いという方は、2階に
ある新聞閲覧室を

ご利用ください。新聞12紙、約1カ月分の新聞を
取り揃えています。　このコーナーでは新聞

の書評で紹介された本の
一部を集めて貸し出しを
しています。

『雪の階』
（奥泉光／著　中央公論新社／刊） 

『地球にちりばめられて』
（多和田葉子／著　講談社／刊）

『新聞閲覧室』 

『書評の本棚』コーナー

≪図書館で所蔵している新聞≫

　市民の皆さんの生命を守る鈴鹿の女性消防隊員。男性職場と思われている消防の分野でも、女性が
活躍しています。

P 8 元気なすずか　レンズ・情報局
P11　情報館1 すずか健康マイレージ
P12　情報館2 水道週間
P13　情報館3 子育て支援～あそぼうデー・
  園庭開放～

P14　お知らせ・催し物
P27　ひろげよう人権尊重の輪
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　4月21日に行われた鈴鹿市議会議員選挙は、即日開票の結果、次の皆さんが当選されました。挙は、即日開票の 果、次の皆さんが当選されました。　4月21日に行われた鈴鹿市 会議員選4月21日に行われた鈴鹿市議会議員選挙は、即日開票の結果、次の皆さんが当選されました。挙挙は 即日開票の結果 次の皆皆さんが当選されました4月21日に行われた鈴た鈴鹿市議会議員議 選4月21日に行われた鈴鹿市議会議員 挙選挙は 即日開票の結果 次の皆皆さんが当選されました

新市議会議員を紹介します新市議会議員を紹介します

桐 生　常 朗
き り ゅ う　　つ ね あ き

南旭が丘三丁目
①／ 27歳／自

田 中　淳 一
た　　　なか　　じゅんいち

東磯山一丁目
①／ 54歳／自

河 尻　浩 一
か わ じ り　　ひ ろ か ず

国府町
①／ 59歳／無

前 川　申 龍
ま え か わ　　しんりゅう

十宮二丁目
①／ 28歳／三

市 川　昇
い ち か わ　　のぼる

長太旭町三丁目
①／ 55歳／無

田 中　通
た　　　　な　か　　　とおる

若松西五丁目
①／ 45歳／無

池 田　憲 彦
い け　　だ　　　の り ひ こ

磯山二丁目
①／ 60歳／無

宮 木　健
み や 　 　 き 　 　 た け し

神戸五丁目
③／ 53歳／自

森　雅 之
も り　　　ま さ　　　ゆ き

高岡台四丁目
③／ 48歳／無

太 田　龍 三
お お た　　た つ み

磯山二丁目
②／ 54歳／自

山 口　善 之
や ま ぐ ち　　よ し ゆ き

東磯山四丁目
③／ 54歳／無

宮 本　正 一
み や も と　　ま さ か ず

高塚町
③／ 51歳／無

山 中　智 博
や ま な か　　と も ひ ろ

三日市二丁目
②／ 45歳／無

藤 浪　清 司
ふ じ な み　　せ い じ

木田町
③／ 60歳／公

船 間　涼 子
ふ な ま　　り ょ う こ

道伯町
②／ 54歳／公

平 野　泰 治
ひ ら の　　や す じ

稲生二丁目
②／ 61歳／無

明 石　孝 利
あ か　　し　　た か と し

岸岡町
②／ 63歳／無

石 田　秀 三
い し だ　　ひ で み

伊船町
⑨／ 66歳／共
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●データの見方
ふ り が な

住　所
当選回数／年齢／所属党派

名 前

※写真は各ページ左上から右方向に議席順
※年齢は6月5日現在の満年齢

■所属党派は次のとおりです。　無：無所属，公：公明党，共：日本共産党，立：立憲民主党，自：自由民主党，三：三重民主連合

当日有権者数
男　  78,487人
女　  79,705人
計　158,192人

投票者数 
男　36,463人
女　38,193人
計　74,656人

投票率         
46.46％
47.92％
47.19％

【データバンク】

末松則子市長 3期目の抱負は、広報すずか 6月 20日号で紹介します。

平成31年4月21日執行　鈴鹿市議会議員選挙 〒513 -8701　鈴鹿市議会事務局 議事課
382-7600
382-4876
giji@city.suzuka.lg.jp
http://www.city.suzuka.lg.jp/gikai/

高橋　さつき
たかはし　　　さ　つ　き　

神戸六丁目
①／ 49歳／共

永 戸　孝 之
な が　と　　　た か ゆ き

郡山町
②／ 64歳／無

野 間　芳 実
の　　　ま　　　よし　　み　

南玉垣町
⑥／ 68歳／自

矢 野　仁 志
　や　の　　ひ と　し　

北堀江二丁目
⑤／ 70歳／自

森　喜 代 造
も り　　き　　よ　　ぞ う

住吉三丁目
④／ 67歳／自

大 杉　吉 包
お お す ぎ　　よ し か ね

八野町
⑤／ 71歳／無

池 上　茂 樹
い け が み　　し げ　き　

稲生こがね園
④／ 58歳／公

中 西　大 輔
な か に し　　だ い す け

南若松町
④／ 49歳／無

南 条　雄 士
な ん じ ょ う　　ゆ う　　じ

庄野共進一丁目
④／ 45歳／無

水 谷　進
みず　　　たに　　　すすむ

神戸四丁目
⑤／ 63歳／無

薮 田　啓 介
や ぶ　　た　　け い す け

西条二丁目
④／ 62歳／無

市 川　哲 夫
い ち か わ　　　て つ　　お

御薗町
⑤／ 67歳／無

大 西　克 美
お お に し　　か つ　　み

白子一丁目
⑥／ 68歳／無

中 村　浩
なか　　　むら　　　ひろし

長太旭町三丁目
⑧／ 73歳／立



性社会と言われていた日本の職場ですが、
近年さまざまな分野に女性が進出し、
女性活躍社会が構築されつつあります。

一方で、「危険」や「力仕事」など、男性しかでき
ない仕事と思われている分野には、進出が
進んでいないのが実情です。そう思われている
仕事の一つが消防隊員で、総務省の調査による
と全国の女性消防隊員の割合は、わずか2.7％

（2018年4月1日時点）にとどまっています。
　燃えさかる火災現場での消火活動や災害現場
での人命救助は、体力勝負であることは事実で
す。だからといって、女性は活躍できないのかと
いえば、そうではありません。女性だからこそ生
かせる強みもあります。
　今回の特集では、“SUZUKAの消防女子”を
ご紹介します。
　
　

男
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“SUZUKAの消防女子”
最前線で生命を守る最前線で生命を守る

　誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現が叫ばれるなか、今まで男性職場と思われてきた消防の現場でも女性が活
躍しています。鈴鹿市でも“SUZUKAの消防女子”こと女性消防隊員が奮闘しています。
　誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現が叫ばれるなか、今まで男性職場と思われてきた消防の現場でも女性が活
躍しています。鈴鹿市でも“SUZUKAの消防女子”こと女性消防隊員が奮闘しています。



　鈴鹿市の女性消防隊員は現在4人。
それぞれ消火活動や救急活動などの最前線
での任務や、火災を未然に防いだり被害を
最小限にとどめるための火災予防の任務に
あたっています。
　本市で女性消防隊員が初めて誕生した
のは、今から10年前のこと。まさに男性の
職場といえる中、初の女性消防士と
なった前川和

か

奈
な

香
こ

さんは当時を「足手ま
といにならないかと不安だった」と振り返
ります。年々技術が向上するとともに、周
りの男性隊員との連携が図れるようにな
り、今では火災現場で指揮する立場に。
「実際の現場では、性別を気にしたことは
ありません。皆さんの生命を守りたいとの
思いだけで臨んでいます」
　生命を守る現場では、男性・女性は
関係ありません。日々訓練や自己研さん
に努める女性隊員たち。一人の隊員として、
最前線で活躍しています。

　消防の現場では、人の生命を守ることが大きな
使命ですが、自らの命を守ることもまた大切です。
このため技術的、体力的に能力を高めておく必要
があります。現在所属する4人とも男性隊員と遜色
なく任務を遂行でき
ており、頼りになる存
在です。
　これからは女性活
躍の時代です。今は
4人しか在籍していま
せんが、もっとたくさ
んの女性隊員が勤務
できるような環境整
備を進めていきたい
と考えています。

　救急現場などの一刻を争うような場面
でも、処置される方が女性の場合には、
男性隊員に処置をされることに抵抗を示
したり、症状の部位を言えなかったこと
で処置が遅れてしまうケースがあります。
けがや病気は、男女に関係なく発生しま
す。いざというときに安心感を与えられ
る女性消防隊員がいることで、救命率の
向上につながっています。
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ＳＵＺＵＫＡの消防女子活躍中ＳＵＺＵＫＡの消防女子活躍中

女性だからこそ救える命女性だからこそ救える命

中村 康典
鈴鹿市消防長

①救急の現場では命と向き合う
②4人の消防女子。左から
　前川和奈香さん、嶋田菜々さん、
　笹谷奈緒さん、太田怜子さん
③④いざという時のために
　訓練は欠かせない
⑤火災の予防も大切な業務

か　　な　　こ

●①

●②

●③ ●⑤

●④
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明るく接しやすい消防士になりたい明るく接しやすい消防士になりたい
　男性中心の職場で働くことに困難なことはないのか、
一人の女性隊員に迫りました。
　男性中心の職場で働くことに困難なことはないのか、
一人の女性隊員に迫りました。

嶋田 菜々
鈴鹿市中央消防署　消防第１グループ

　“SUZUKAの消防女子”の一人、嶋田菜々さん。
入庁２年目の19歳で、小柄で笑顔がかわいらしい
女性です。一見命を懸けた仕事をしているよう
には見えない彼女。どうして消防隊員になった
のでしょうか。「もともと人のために貢献したい
という思いがありました。就職先で悩んでいた
とき、知り合いの消防士の方に『女性も活躍で
きる仕事だよ』と教えてもらいました。『これだ』
と思いましたね」

　念願かなって消防隊員になった嶋田さんですが、
決して体力的に自信があったわけではありません。
10カ月間学ぶ消防学校では、周りについていく
だけで必死だったそうです。配属された現職場
でも「体力などは男性隊員と比べると、まだま
だと感じることもあります」と、自らの現在地を
見定めます。それでも「チームとして活動するた
め隊員同士が声をかけやすい雰囲気があって、
体力的に困ったときは『みんなでやろう』と
言ってもらえますし、すごく働きやすい環境だと
思います」

みんなでやろう！ 働きやすい環境

きっかけは女性でも活躍できると
知ったこと
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　男性中心の職場だからこそ感じる女性として
の存在意義について「現場では女性しかでき
ないこともあり、頼られる場面が多いです」と
話します。「例えば、傷病者に対する検温や
心電図測定な
どは体に触れ
ることになり
ます。傷病者
が女性や子ど
もの場合、私
が対応するこ
とで安心して
もらえます」と、
やりがいを語
ります。

　働き始めて間もない嶋田さんにとって、目指
すところは明るく接しやすい消防士。「私たち
の現場では、不安になっている方がほとんど
です。その分安心感を与えられるような明る
い消防士なりたいですね」と、目標を笑顔で
話します。

　いざというときのために日々訓練に励む嶋田
さん。最後に真剣なまなざしで、次のように話
しました。「緊急時や身近な人の異常を感じた
ときはためらわずに、すぐに119 番通報をして
ほしいですね。私たちが皆さんを助けますから」

私たちが皆さんを助けます

目指す消防士像

女性だからこそ活躍できる
就職説明会女性消防士

　消防士の仕事に興味のある女性を対象とした
就職説明会を開催します。消防士の仕事や
職場の雰囲気を実際に感じることができます。
気軽にご参加ください。
対　象　令和２年４月採用の鈴鹿市消防職
員採用試験の受験を検討されている女性
と　き　6月22日㈯ 9時～12時
ところ　鈴鹿市消防本部（飯野寺家町217-1）
内　容　職務の説明、女性消防士との座談会、

消防庁舎の見学、消防職業体験、
はしご車搭乗体験　など

申込み　6月21日㈮17時までに電話で消防
本部へ　　

問合せ　　382-0500（24 時間対応）

   shobosomu@city.suzuka.lg.jp
3 8 2 - 9 1 5 3　　383 - 1 4 4 7　

今回の特集に関するご意見・ご感想は消防総務課
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M a c h i k a d o  S h o t

つつじの花々にうっとり　つつじまつり
　稲生西にある伊奈冨神社で「つつじ
まつり」が開催されました。自生する数
千本ものムラサキツツジが咲き誇り、
出来上がった見事な紫色のトンネルの
中をたくさんの人が行き交っていました。
　また、この日行われた「子どもみこし」
では、法被を着た地域の子どもたちが、
元気にみこしを引いていました。

いろんな言葉で
わいわい賑やか 4月14日㈰

がんばれ！
カナダ代表チーム 4月23日㈫

　鈴鹿ハンターおよび
弁天山公園で、鈴鹿国
際交流フェスタ2019
「わいわい春まつり」
が開催されました。会
場に集まったさまざま
な国の皆さんが、民
族衣装や踊りの披露、
名物料理の出店など
を通して、お互いの文
化への理解や交流を
深めていました。

　東京で開催されるアーティスティックスイミング
大会に向けて合宿中のカナダ代表チームの皆さん
が、市内の小学校を訪問して交流を深めました。
　清和小学校では、5年生の児童が訪問した
二人の選手に、「どうやって水中で浮くの」や
「競技の魅
力はどこで
すか」など、
熱心に質問
していまし
た。また、大
会に向けて、
千羽鶴や英
語でエール
をおくってい
ました。

4月6日㈯
い の う
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改元初日は幸せあふれる　戸籍住民課特別窓口
　令和初日の5月1日、市役所
戸籍住民課に特別窓口が開
設され、婚姻届を提出しよう
と88組ものカップルが訪れま
した。この日のために用意さ
れたフォトスポットでは、思い
思いに記念撮影をするなどし
て、皆さん笑顔をみせていま
した。会場の市民ロビーは、
幸せな空気であふれていま
した。

きらりと輝く「令和」の書　改元記念イベント 5月1日（水・祝）
　近鉄白子駅西口で改元記念イ
ベントが開催され、鈴鹿墨の伝統
工芸士伊藤亀

き

堂
どう

さんが揮
き

毫
ごう

した
「令和」の書が披露されました。
　また、会場では梅の花と令和の
文字があしらわれた和菓子が振る
舞われ、手にした人たちからは「食
べるのがもったいない」との声が
聞こえてきました。

5月3日（金・祝）5月に響く ゴン ゴン チキチキ　ゴン チキチン♪
　天皇陛下の御即位を祝って、神戸石取祭の祭車が
神戸宗社に奉納されました。ずらりと並んだ8台の
祭車からは、鉦

かね

や太鼓の賑やかな音が響いていました。

5月4日（土・祝）オリジナルカレンダーができたよ
　伝統産業会館で伊勢型紙カレンダー染めワーク
ショップが開催され、訪れた皆さんは伊勢型紙を
使ったオリジナルカレンダーづくりを楽しみました。
用意された縁起物や季節感のあるものなどさまざ
まな型の中でも、一番人気はもちろん「令和」の型で
した。

5月1日（水・祝）
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●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／6月10日㈪～14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8月5日号掲載分です

対象／中学生以上　とき／7月6日㈯
から毎週土曜日9時30分～12時、18時
30分～21時(全12回)　ところ／武道館
弓道場　内容／基礎を習得します　
参加料／2,000円　申込み／電話で　
※未経験者大歓迎です。

とき／6月9日㈰9時～12時　ところ／青少年の
森運動場　内容／2本のポールを効果的に使い、
健康維持、増進を目指す歩くレクリエーションス
ポーツ。仲間たちと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／6月15日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町垣下464-2)　
内容／パンづくりを学びます。昼食に
焼きたてのパンを一緒に食べましょう。　
定員／12人　参加料／1,000円　申
込み／電話で　※託児は応相談

対象／初心者の方　とき／6月23日㈰
10時～12時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿　参加料／300円　
申込み／6月16日㈰までに氏名、年齢、
電話番号をファクスで

とき／6月14日㈮～17日㈪10時～18時　
ところ／鈴鹿ハンター　内容／改元に伴う
第1回創造展です。四季の押し花で創る
雑貨アクセサリーなどを展示します。　
※しおり作り無料体験、チャリティーボー
ルペン(有料体験)もあります。

対象／どなたでも　とき／6月8日㈯
10時～11時、13時～14時30分　ところ
／文化会館さつきプラザ　内容／子ども
たちがお客さんをおもてなしします。　
参加料／無料　申込み／不要

とき／6月15日㈯、29日㈯13時30分
から　ところ／三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　参加料／500円　申込
み／電話で　※練習は毎月2回土曜
日午後に行っています。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／6月12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／7月5日㈮10時から　ところ／四
日市市文化会館第3ホール　講師／
伊藤二三郎さん(いとう発達心理相談
室代表)　参加料／1,000円　申込み
／電子メールまたは電話で

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、マルク
スを生んだ国ドイツの研究会、原書購
読ウィキペデア「ドイツ史」、ドイツ語
会話ヒューバ社「ラグーネⅢ」　参加料
／無料　申込み／氏名、電話番号を
ファクスで

とき／6月11日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　内容／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。一人で悩まず、気軽にご参加くだ
さい。　参加料／100円

とき／6月15日㈯14時～16時　ところ／
文化会館　内容／ショー仕立ての講演
会「笑って元気にいきまショー」　講師
／矢野宗宏さん　参加料／500円　
申込み／不要

とき／例会：第4土曜日、教室：第3水曜
日13時～16時45分　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／課題吟と
自由吟　参加料／例会、教室とも500
円　申込み／不要　※初心者大歓迎
です。

とき／毎月第1・3月曜日10時～12時　
ところ／NDCホール(鈴鹿警察署東徒
歩1分)　内容／浴衣や普段着の着付
けを行います。資格も取れます。　参
加料／2,400円（月2回）　※着物の販
売はありません。

対象／16歳以上男女　とき／6月23
日㈰10時～12時　ところ／ホワイト歯
科ビル2階(イオン白子店前)　内容／
全日本剣道連盟の杖道です。　申込
み／電話で　※当日参加もできます。
気軽にお越しください。

対象／4歳以上　とき／日曜日9時
15分から(月3回)　ところ／白子サン
ズ3階スタジオX　内容／中国舞踊の
大学教員免許を持つプロ講師が指
導します。　申込み／電話で　※体
験無料です。

とき／6月16日㈰10時～11時30分(毎
月2回)　ところ／白子コミュニティセ
ンター　内容／気功の説明と自分で
できる気功健康法　講師／藤城孝子
さん　参加料／500円　申込み／電
子メールまたは電話で

対象／3歳～小学生　とき／7月15日㈪
10時～12時　ところ／四日市テニス
センター　内容／スポンジボールなど
でテニスを楽しめます。　参加料／
300円　申込み／7月1日㈪までに電
話かファクスで

とき／6月15日㈯9時～17時、16日㈰
9時～15時　ところ／文化会館　内
容／日本画、洋画、彫刻、美術工芸、
写真、書の作品展　入場料／無料

①とき／6月9日㈰　集合／新生公園
(白子駅南)9時　内容／参宮街道
(白子～江戸橋)　②とき／6月23日㈰　
集合／近鉄弥富駅9時10分　内容／
木曽三川公園をめぐる　参加料／各
200円　※自由参加です。

とき／火曜日コース7月2日㈫、土曜日
コース7月6日㈯10時～11時50分　と
ころ／華賀きもの学院内　内容／手
持ちの着物で目的にあった着つけを
指導します。　参加料／8,800円(全12
回)　申込み／電話で

対象／どなたでも　とき／6月30日㈰10
時～12時　ところ／すずかの里山(徳居
町46付近)　内容／いろいろな虫を観
察します。　講師／山田翔太さん　参加
料／500円　申込み／電話で

とき／6月9日㈰14時～16時　ところ／
桜の森白子ホーム（南玉垣町7300-2）　
内容／はり・きゅう・ツボ押し体験で体
スッキリ元気になりましょう。　講師／
王桂鳳（おうけいほう）さん(鍼灸師)　
参加料／300円　申込み／電話で

とき／6月19日㈬13時30分～14時
40分　ところ／鈴鹿病院(加佐登
3-2-1)　内容／健康の豆知識につい
て講演します。健康チェックや健康
相談もできます。　参加料／無料　
申込み／不要

とき／6月26日㈬18時30分～20時30分　
ところ／ふれあいセンター2階(南玉垣
町6600)　内容／「裏窓」(1954年米：サ
スペンス)監督：ヒッチコック、出演：
ジェームズ・スチュアート、グレース・ケ
リー　入場料／無料　申込み／不要

対象／どなたでも　とき／6月14日㈮、
15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／電話で（当日参加可）

とき／6月12日㈬10時～11時30分　と
ころ／武道館　内容／心と足腰を鍛
えて、より健康になりましょう。　講師
／中瀬古高伸さん(カイロプラクティッ
クドクター)　参加料／無料　申込み
／電話で

とき／7月10日㈬10時～12時30分　ところ
／社会福祉センター　講師／石井幸仁
さん(県立松坂あゆみ特別支援学校教
諭、三重PECSサークル代表)　参加料／
1,000円(弁当代込)　申込み／7月9日㈫
までに電子メールで

とき・ところ／第1・3木曜日9時30分～
11時　白子コミュニティセンター、第1・3
土曜日9時30分～11時　武道館　
内容／大正琴に触れてみましょう。
見学、無料体験できます。　※初心
者大歓迎です。

はん り り

鈴鹿弓道協会
山田勝彦　 382-0531

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/

鈴鹿友の会
益川　090-4792-6647

鈴鹿レディーステニス　後藤
　090-8068-9362　378-2877

押し花工房「四季の花」
　371-1223

鈴鹿こども茶道教室　磯路会
増井　080-3281-0562

三重県スポーツウエルネス吹矢協会
鈴鹿さつき支部　内田　　090-1622-1843 下野和子　　370-4620

成人したわが子の生活を考える会　恒矢
　090-5606-8721　　tunechan@f7.dion.ne.jp

シゲタ　・　372-1951 つぅの会
保井　090-4185-1514 中村　090-8187-6022

鈴鹿川柳会
青砥たかこ　　090-3387-4798

NDC本部　　059-386-2509 長岡純一　　090-3568-1332 藩麗莉　　090-5817-5596 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

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
辰已あけみ　090-3389-9498　 059-821-2840

鈴鹿市芸術文化協会
樋口　386-1947 鈴木利昭　　080-1611-9264 民族衣裳着付同好会

　　386-3827

未来の里山プロジェクト　三浦　　090-8739-0251
　 http:www.suzuka-jp.org 桜の森白子ホーム　　373-4650 国立病院機構　鈴鹿病院

　378-1321
鈴鹿シネマ倶楽部
　090-3582-9178

(一社 )市民講座運営委員会
　0120-307-404

(一社 )100歳大学
　　090-4083-1648

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com 大森　　090-7038-4587

あお   と

弓道を一緒に楽しみましょう

ノルディックウオーキング
体験会 手づくりパン講習会 お母さんたちのテニス会 押し花大好き仲間たち展

水無月茶会 スポーツウエルネス吹矢を
楽しみましょう

認知症の人と
家族の会のつどい

不登校・ひきこもりからの
第一歩

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集 鈴鹿不登校を考える親の会 日本笑い学会三重支部

笑例会 川柳で脳も心も耕しましょう

NDC着物きつけ教室生
募集 杖道無料体験 中国舞踊教室 気を高めて元気

気功健康法教室

ファミリーエンジョイテニス 芸文協美術部門会員展 鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

着つけ
手持ちの着物でお洒落を

昆虫観察 「はり」で元気講座 第20回生き生き健康講座 どこでも昭和優秀映画
上映会

屋根・外壁塗り替え
セミナー

心と足腰を鍛えて
健康改善を

はなしができない子どもとの
コミュニケーション 大正琴に触れてみましょう
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「運動」「食事」｢その他健康に関すること｣の3つの
項目ごとに目標を決めます。

健康づくり課　　32 7 - 5 0 3 0　　38 2 - 4 1 8 7
　ke n ko z u k u r i＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

すずか健康マイレージ情報館

7月1日から「すずか健康マイレージ事業」が
始まります
7月1日から「すずか健康マイレージ事業」が
始まります
　本市では、市民の皆さんが、心身ともに健康で自立した暮らしができることを目指して、さまざまな健康
づくり事業を行っています。日ごろから健康づくりに取り組む人だけでなく、仕事や家事などに忙しく、健
康に向き合う時間のない方も「すずか健康マイレージ」にチャレンジして健康と特典を手に入れましょう。

❶

すずか健康マイレージとは

参加にはチャレンジシートが必要です

▼健康マイレージの流れ▼

どのような特典があるの？

　食事や運動、禁煙、休肝日など、自分で目標を立てて実行し、さらに、各種健（検）診や健康に関する事業
などに参加することで、ポイントが貯まる仕組みです。また、貯めたポイントに応じて、特典を受けることが
できるので、健康づくりを楽しく続けられます。

　チャレンジシートは健康づくり課（保健センター）、保険年金課、地区市民センター、ポイント対象の
イベント会場などで配布しています。市ホームページからもダウンロードできます。

　獲得したポイントに応じて、次の特典を得ることができます。
三重とこわか健康応援カー
ドとは、県内の「マイレージ
特典協力店」で提示すると
さまざまなサービスを受け
られるカードです。

112019・6・5

実施期間 7月1日㈪～令和2年3月8日㈰ 申請期限 令和2年3月10日㈫17時15分まで

対　　象 鈴鹿市に住民登録している40歳以上の方 ※昭和55年4月1日以前に生まれた方

①目標を決めましょう

健康づくり課（保健センター）、保険年金課（市役所1階1番窓口）へ
③申請しましょう

◆健康づくり目標にチャレンジ
◆健康診査を受診
◆がん検診を受診
◆健康マイレージ対象イベントに参加
◆健康づくりの活動に参加
        （※上限300ポイント）　

②ポイントを貯めましょう

1事業100ポイント

10日分参加ごと
100ポイント

獲得ポイント
500ポイント以上

1,000ポイント以上

2,000ポイント以上

三重とこわか健康応援カード
クオカード 500円分
三重とこわか健康応援カード
クオカード 1,000円分
三重とこわか健康応援カード

500ポイント以上獲得された方の中から、抽選で20人の
方に2,000円相当の鈴鹿市の物産をプレゼント。

特典

さらに

必　須

※複数がん検診を受診してもポイント換算は200ポイントです。

（令和２年３月10日㈫17時15分まで）

※申請は土・日曜日、祝日、休日は除く

各200ポイント



 

◆水が赤いとき
　ご自宅内で濁り水が発生した場合は、数分間水を流して
様子を見て、それでも濁りが解消されない場合は、水道工務
課（　368-1678）までご連絡ください。
◆水が白いとき
　白い濁りは消毒に使う塩素ではなく、細かい気泡が原因
です。そのまま飲んでも問題ありません。
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　上下水道局では、安全・安心なおいしい水を安定的に供給するため、市民の皆さんの
ニーズの把握や水道施設の適正な維持管理に努めています。
　ここでは、ご自宅内のよくある水道トラブルについて紹介します。 

水道週間情報館❷
営業課　36 8 - 1 6 7 2　3 6 8 - 1 6 8 5
　 e g yo@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

　本市の水道水は、鈴鹿川の地下水を主な水源とした「安全でお
いしい水」ですが、濁りの原因となる鉄やマンガンなどの成分を含ん
でいます。消火活動などで水の流速や方向が変化すると、水道管内
に付着したこれらの成分が剥がれ、濁り水が発生することがあります。

　水道水からカルキ臭がするときがありま
す。これは水道水を安全な飲料水にするた
めの消毒に使う塩素の臭いです。気になる
場合には沸騰させると臭いはなくなります。

　宅内や地中に埋まっている水道管などでの漏水が疑われます。
全ての蛇口を閉めた状態で、水道メーターのパイロットマークが回
っていないかご確認ください。パイロットマークが回っている場合は、
指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

　水道のバルブなどが閉じているか、水道
器具の故障などが考えられます。上下水
道局ホームページに掲載のある水道修理
が可能な指定給水装置工事事業者にご
相談ください。
　なお、水道メータ
ーより宅地内側の修
理は、自己負担になり
ます。

「すずかの水道」キャラクター
すいてきくん

上下水道局の職員を装った悪質な訪問販売などが発生しています。
上下水道局の職員は、必ず身分証明書を携帯しています。
不審に思われた際は、所属課・氏名などを確認して上下水道局へお問い合わせください。

水道週間標語
「水道水　安全　おいしい　金メダル」
　

悪質な訪問販売にご注意を

パイロットマーク

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間標標標標標標標標標標標標語語語語語語語語語語語語語語
「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道水水水水水水水水水水 安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全 おおおおおおおおおおおおおいいいいいいいいいいいしししししししししししいいいいいいいいいいいい 金金金金金金金金金金金金金メメメメメメメメメメメダダダダダダダダダダダルルルルルルルルルル」」」」」」」」」
水道週間標語
「いつものむ　いつもの水に　日々感謝」
　

心当たりがなく使用量が増えているとき

水道メー
ターは駐
車場や玄
関先にあ
ります。

タ
修
り

※集合住宅にお住まいの方は、修理などについては管理人または建物の管理会社にご相談ください。

水が濁ったとき 水の臭いがいつもと違うとき

水が出ないとき
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　本市では、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、6月～10月
の日程を紹介します。ぜひ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❸
子ども育成課　　38 2 - 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
  6月12日㈬　親子で遊ぼう

  （牧田コミュニティセンター）
  7月12日㈮　夏まつり
  8月  7日㈬　水遊び
  9月18日㈬　体を使って遊ぼう
10月12日㈯　運動会
※園庭開放は毎週水曜日

●白子保育所　　　386-2010
  6月19日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
  7月11日㈭　夏まつり
  8月21日㈬　夏の遊びを楽しもう
  9月11日㈬　敬老の日のプレゼント作り
10月  5日㈯　運動会
10月  9日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
※園庭開放は毎週水曜日

●神戸保育所　　　382-0537
  7月  2日㈫　七夕の集い
  8月22日㈭　水遊び
10月12日㈯　運動会
10月17日㈭　運動会ごっこ
※10月12日の運動会を除き毎回発育測定を開催
※園庭開放は毎週火・木曜日

●玉垣保育所　　　382-2737
  6月25日㈫　笹飾りを作ろう
  7月  3日㈬　夏まつり
  7月30日㈫　水遊び
  9月10日㈫　ふれあい遊び
10月12日㈯　運動会
※園庭開放は毎週火曜日

●合川保育所　　　372-0058
  7月25日㈭　夏まつり
  9月11日㈬　園児と一緒に遊ぼう
10月19日㈯　運動会
※園庭開放は毎週水曜日

●河曲保育所　　　383-1643
  7月  5日㈮　七夕のつどい
  8月  6日㈫　水遊び
10月  5日㈯　運動会
※園庭開放は毎日

●算所保育所　　　378-4569
  7月31日㈬　水まつり
  9月13日㈮　出前保育（清和公民館）
10月12日㈯　運動会 
※園庭開放は毎週水曜日
　（８月14日は休み）

●深伊沢保育所　　 374-2797
  6月12日㈬　0～1歳児と遊ぼう
  7月11日㈭　夏まつり
  7月31日㈬　水遊び
  9月11日㈬　出前保育（深伊沢公民館）
10月12日㈯　運動会
※園庭開放は毎月第1、3、4水曜日

●西条保育所　　　382-6511
  6月11日㈫　食中毒について（保健師

より）・ふれあい遊び
  7月23日㈫　夏の病気などについて

（保健師より）・夏の遊び
  8月27日㈫　楽器遊び
10月  8日㈫　運動遊び
※園庭開放は毎週火曜日
※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
  6月27日㈭　人形劇
  7月  6日㈯　夏まつり
  7月11日㈭　Ｆｕｎ　Ｆｕｎ　Ｓｕｍｍｅｒ　

（一ノ宮団地児童センター）
  9月11日㈬　体を動かして遊ぼう
10月12日㈯　運動会
10月24日㈭　みんなで仲良く元気よく！

（一ノ宮団地児童センター）
※園庭開放は毎日

※あそぼうデーの時間は、各保育所とも10時～11時です。（白子保育所は、毎回予
約が必要です。）夏まつりなど開催時間が異なる場合がありますので、詳しくは各
保育所にお問い合わせください。

※園庭開放では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。

（７月10日・８月14日・１０月2日は休み）

（７月２日・８月13日は休み）

（園行事の日を除く）

（土・日曜日、祝日、年末年始、園行事の日などを除く）

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

子育てに関する心配事なども相談できます



納めると、老齢基礎年金に付加
年金を上乗せして受け取ること
ができます。付加年金の加入に
は届出が必要で、届出を行った
月から加入できます。
対　象　第1号被保険者（任意
加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受けて
いる方、国民年金基金に加入され
ている方は加入できません。
付加保険料　月額400円
上乗せされる年金額　付加保
険料納付月数×200円　
申込み　年金手帳、本人確認
書類（運転免許証など）をお
持ちの上、保険年金課または
地区市民センターへ
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

非自発的理由による
離職に伴う国民健康
保険料(税)の軽減

保険年金課　382-9290　 382-9455

　65歳未満の方で解雇などの
会社都合により離職され、雇用
保険の失業等給付を受給してい
る方または受給していた方で、雇
用保険受給資格者証の離職理
由コードが以下の数字の場合
は、届出することで国民健康保
険料（税）が軽減される場合があ
ります。手続きについては保険
年金課に、雇用保険受給資格者
証については公共職業安定所
（ハローワーク　382-8609）へ
お問い合わせください。
離職理由コード　11、12、21、
22、23、31、32、33、34
届出に必要なもの　雇用保険
受給資格者証、マイナンバー、
本人確認書類

「オオキンケイギク」に
ご注意ください

環境政策課　382-7954　 382-2214

　人間の活動によって他の地域
から入ってきた生物を外来生物と
呼び、その中でも生態系などに被
害を及ぼす恐れがあるものは「特
定外来生物」に指定され、輸入だ
けでなく、飼育・栽培・運搬・販売
をすることが規制されています。
　5月から7月ごろまで特定外来
生物の「オオキンケイギク」が市
内でも確認されています。北米
原産の多年草で、花びらの先端
がギザギザした鮮やかな黄色い
花を咲かせます。繁殖力が非常
に強く在来の植物の生息場所
を奪ってしまいます。自宅の庭
先などで見つけたら、根から抜
き天日にさらして枯らすか、袋に
入れて腐らせるなどの処置をし
た後、もやせるごみとして処分し
ましょう。
※詳しくは、市ホームページ（ごみ・環
境→鈴鹿の自然）をご覧ください。

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　児童手当を現在受給中の方
には、6月上旬に「児童手当・特
例給付現況届」を郵送しますの
で、6月28日㈮までに必要書類
とともに提出してください。
　この届けは、児童手当を引き
続き受給する要件を満たすかど
うかを確認する大切な手続きで
す。手続きがないと、6月分以降

　

Jアラートを利用した
緊急地震速報の訓練放送と
モーターサイレンの吹鳴訓練
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　全国瞬時警報システム（Jアラ
ート）を利用した緊急地震速報
の訓練放送が全国一斉に実施
されます。本市でも、防災スピー
カーやコミュニティFM放送から
訓練放送が流れます。合わせて
市内25カ所に設置されたモータ
ーサイレンの吹鳴訓練も行いま
す。この機会を利用し、緊急地震
速報を見聞きした際の行動訓練
などを実施しましょう。
と　き　6月18日㈫10時ごろ
から（2分程度）

※気象状況や災害の発生などにより、
訓練を中止することがあります。
◆Jアラートを利用した緊急地
震速報の訓練放送
対象設備　市内93カ所に設置
された防災スピーカー（地区
市民センター、公民館、各小
中学校など）、ラジオ（鈴鹿
ヴォイスFM78.3MHz）
放送内容　「緊急地震速報。
大地震です。大地震です。こ
れは訓練放送です。」を3回
繰り返します。

◆モーターサイレンの吹鳴訓練
対象設備　消防団車庫などに
設置されたモーターサイレン
（25カ所）を吹鳴します。

※消防の出動状況などにより、中
止にする場合があります。
訓練内容　「5秒吹鳴・無音6秒」
を1分間繰り返します。

付加年金のご案内
保険年金課 　382-9401　 382-9455

　月々の国民年金保険料に付
加保険料（400円）をプラスして
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合併処理浄化槽設置費の補助申請を受け付けます
営業課　368-1674　 368-1685

※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。

※日時が変更される場合がありま
すので、傍聴される場合は事前
に議事課へご確認ください。

市役所本庁舎が
禁煙になります

管財課　382-9009　 382-7615

　健康増進法の改正により、7
月1日㈪から市役所本庁舎は敷
地内禁煙となります。
※市役所本館1階・15階の喫煙室
も使用できません。

市議会テレビ中継
議事課　382-7600　 382-4876

　6月定例議会の本会議をケ
ーブルネット鈴鹿122chで生放
送します。
と　き　6月6日㈭・19日㈬・
20日㈭・21日㈮・24日㈪・25
日㈫、7月4日㈭全日程とも
10時から当日の会議終了ま
で

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

の手当ての支給が停止されます
ので、ご注意ください。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で6月分からの児童手
当を申請した方は、現況届を提
出する必要はありません。
届けに必要なもの
・手当を受けている方が厚生
年金などの被用者年金に加
入している場合は、健康保険
被保険者証の写しまたは年
金加入証明書
・その他書類（状況により異な
ります）

電　話 電子メール ホームページファクス
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対象地域　次の区域を除いた地域
〇下水道事業計画区域
〇農業集落排水事業採択区域
〇大型合併処理浄化槽の処理区域
対象となる合併処理浄化槽
○10人槽以下
  国庫補助の対象となるもので、生物化学的酸素要
求量(BOD)除去率90％以上、放流水のBODが
日間平均値20mg/ℓ以下のもの
○11人槽以上50人槽以下
　高度処理型合併処理浄化槽で、下記のいずれか
の要件を満たすもの
　・放流水の総窒素濃度が20㎎/ℓ以下または総リン
濃度が1mg/ℓ以下のもの
　・BOD除去率が97％以上で放流水のBODが日間
平均値5㎎/ℓ以下のもの

対象となる建築物等　
　　補助金申請後に工事着工し、平成31年度中
（2019年度中）に工事が完了するもので、次の
要件に該当するもの
　・専ら居住の用に供する住宅（建売住宅、賃貸を
目的とする建築物などを除く）
　・延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する建築物
　・鈴鹿市自治会集会所建築等補助金の交付対象
となる集会所（10人槽以下に限る）

※ただし、それぞれの費用に相当する額（その額に
1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた
額）が補助金額を超えない場合は、当該額とします。
申込み　営業課に備え付けの申請書に必要事項
を記入の上、同課へ

※この事業は予算の範囲内で実施し、予算額に達した時
点で打ち切りとなります。

補助金額
5人槽 255,000円
6～7人槽 318,000円
8～10人槽
11～50人槽（高度処理型）
5人槽 127,000円
6～7人槽 159,000円
8～10人槽
11～50人槽（高度処理型）

90,000円
60,000円(4)（1）の場合における配管費用

210,000円

区分
(1)　既設の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から
　　　合併処理浄化槽に転換する場合（建築確認を要
　　　する住宅の建替え、増築および改築に伴い転
　　　換する場合を除く）の合併処理浄化槽設置費用 420,000円

(2)（1）の場合を除く場合における合併処理
　　浄化槽設置費用

(3)（1）の場合における当該単独処理浄化槽の撤去費用



　

労働保険（労災保険・雇用保険）
の年度更新はお早めに

産業政策課　382-8698　 382-0304

　労働保険料（平成30年度確
定・31年度概算）の申告・納付
は、6月3日㈪から7月10日㈬まで
です。
◆集合受付会
対　象　事業主の方
と　き　7月8日㈪・9日㈫・10
日㈬9時～16時
ところ　神戸コミュニティセンタ
ー(神戸9-24-52)
持ち物　申告書の記載につい
て不明の場合は、次の物をす
べてお持ちください。
○概算・確定労働保険料、一般
拠出金申告書
○作成した平成30年度確定分
の賃金集計表、または一括有
期事業のうち建設の事業につ
いては、工事台帳（請負金額・
工期などが確認できるもの）
○事業主印鑑（法人は代表者
印鑑）
問合せ　三重労働局総務部(労
働保険徴収室　059-226-
2100)

※労働保険の年度更新手続きは、
電子申請により労働局・労働基
準監督署へ出向かなくても、自
宅・オフィスから、いつでも手続き
ができます。詳しくは、電子政府
の総合窓口(　 http://www.

　e-gov.go.jp/）をご覧ください。

７月に平成31年度
国民健康保険料納付通知書を

発送します
保険年金課　382-9290　 382-9455

　平成31年度の国民健康保険料
納付通知書兼特別徴収決定通知
書を、7月12日㈮に世帯主の方宛

てに発送しますので、期限内に納
付してください。なお、保険料は月
末に加入していると発生するため、
社会保険などに加入中の方も、4月
以降に国民健康保険の加入期間
がある方は、保険料の支払いが発
生する場合があります。
※送付する通知書の年度について
は4月1日時点の元号で表記し
ています。改元日以降の元号が
「平成」で表記されていても有効
です。

最新年度の
所得課税証明書の取得は

コンビニで
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　6月から平成31年度（平成30年
中の所得）所得課税証明書の発
行が始まりますので、戸籍住民
課、地区市民センターの窓口は混
雑が予想されます。コンビニなど
のマルチコピー機で所得課税証
明書をはじめ住民票の写し、印鑑
登録証明書を取得できますので、
平成31年度所得課税証明書を取
得する際は、ご利用ください。
※ご利用の際はマイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書搭載の
もの）または住民基本台帳カード
（サービス利用登録のもの）を持参
の上、4桁の暗証番号の入力が必
要です。マイナンバーカードの申請
については、市ホームページをご覧
いただくか、戸籍住民課コールセ
ンター（　327-5056）へ
◆メリット
　・毎日6時30分から23時まで利
用できます（年末年始を除く）。
　・全国のマルチコピー機を設置
している店舗で利用できます。
　・ATM感覚で利用でき、申請
書の記入は不要です。

※マイナンバーカードは申請から取
得まで1カ月以上かかります。

※住民基本台帳カードの新規発行
は行っていません。

※所得課税証明書は最新年度のみ
です。

※所得課税証明書、印鑑登録証明
書はご自分のものしか取得でき
ません。

※コンビニで交付する住民票の写
しには、市内転居の住所などの履
歴は記載されません。また、世帯
あたり複数人員で構成される住
民票を取得する場合、1人につき1
枚ずつ印刷されます。証明書への
固有番号やページ番号が印字さ
れ、ホッチキス留めはされません。

教科書展示会
教育指導課　382-9056　 383-7878

　小学校、中学校、高等学校の教
科書（見本）の一部を展示します。
とき・ところ　6月14日㈮～17
日㈪9時～17時（土曜日は
10時から）市役所1階市民ギ
ャラリー、6月18日(火)～27
日㈭9時～17時（土曜日は
10時から）市役所15階展望
ロビー

鈴鹿市子育て応援ブック
すずっこナビ発行

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　「鈴鹿市子育て応援ブックすず
っこナビ」は、市内のさまざまな子
育ての情報を掲載した冊子です。
妊娠・出産後の手続きや教室、子
育て支援に関する事業、お出か
け情報や各種相談窓口など分か
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試験日程
第1次試験
と　き　9月1日㈰
第2次試験
と　き　10月9日㈬から18日㈮
までのうち、いずれか指定する
日
問合せ　名古屋国税局人事第
二課試験係（　052-951-
3511　内線3451）

家屋調査にご協力を
資産税課　382-9007　 382-7604

　市内で建物を新築や増築し
た際は、翌年度の固定資産税
額を算出するために市職員が
家屋調査を行います。訪問調
査にかかる時間は、一般の新
築住宅で30分から60分程度
です。なお、図面による調査が
可能な場合もありますのでご
相談ください。

税務職員募集
（高校卒業程度） 

市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　いずれかに該当する
方
①平成31年4月1日において高
等学校または中等教育学校
を卒業した日の翌日から起
算して3年を経過していない
方、および令和2年3月まで
に高等学校または中等教育
学校を卒業する見込みの方
②人事院が①に掲げる方に準
ずると認める方
申込み　6月17日㈪9時から
26日㈬まで（受信有効）に、
人事院ホームページ（　
http://www.jinji-shike
n.go.jp/juken.html）で

※インターネット申込みができな
い場合は、電話で名古屋国税局
人事第二課試験係へ

りやすくまとめていますので、こ
れから子育てをする方や子育て
中の方は、ぜひご活用ください。
配布場所　市役所1階市民ロ
ビー、子ども政策課、保健セ
ンター、地区市民センター、
公民館、図書館、子育て支
援センターなど

※市ホームページ（子育て・教育→
子育てに関する情報発信）でも
確認できます。

電　話 電子メール ホームページファクス
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市長の資産公開
秘書課　382-7601　 384-2561

　「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条
の規定に基づき、市長の「資産等補充報告書」、｢所
得等報告書｣および「関連会社等報告書」の内容の
概要を公表します。報告書の原本は、秘書課で閲覧
することができます。また、報告書の概要は、市ホー
ムページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/）で公
表しています。
◆資産等補充報告書
　平成30年1月1日から12月31日までに増加した資
産で、同年12月31日において有する資産を記載
したものです。
　（１）土地　該当なし
　（２）建物の所有を目的とする地上権または土地の
　　賃借権　該当なし
　（３）建物　該当なし
　（４）預金・貯金　－167万4,779円
　（５）有価証券・金銭信託　該当なし
　（６）自動車・船舶・航空機・美術工芸品　該当なし
　（７）ゴルフ場の利用に関する権利　該当なし

（8）貸付金　該当なし
（9）借入金　該当なし（－142万1,280円）
※参考として、減少した金額をマイナス表示してあります。
◆所得等報告書
　平成30年中の所得を記載したものです。
(1)不動産所得　－7万2,603円（賃貸料）
(2)給与所得　1,607万5,180円（鈴鹿市ほか）
(3)雑所得　25万1,273円（講演料ほか）
◆関連会社等報告書
　平成31年4月1日において、報酬を得て会社そ
の他の法人の役員、顧問その他の職に就いて
いる場合に、その名称、住所、職名を記載した
ものです。

会社その他の法人の名称(住所) 役員、顧問その他の職名

伊勢鉄道株式会社
(鈴鹿市桜島町1-20)

取締役

三重用水土地改良区
 (四日市市平尾町大池2765-3） 理事



教育活動サポーター(放課後子ども教室)
土曜学習推進員(土曜体験学習)募集

文化振興課　382-7619　 382-9071
   bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　放課後子ども教室や土曜体験学習は、各小学校区の地域の方々
の協力で運営され、地域コーディネーターを中心に、子どもたちの
ニーズやボランティアの皆さんの特性を生かした活動をしています。
　このたび活動の補助をしていただくボランティアを募集しますの
で、関心のある方はぜひ申し込みください。
申込み・問合せ　電話または電子メールで文化振興課へ

未登記家屋の所有者変更や
取り壊した場合は
年内に手続きを

資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、1月1日現在
に、市内で土地や建物を所有し
ている方に課税されます。未登
記家屋の所有者変更や取り壊
した場合は、年内に名義変更や
滅失の手続きをお願いします。
※登記されている建物については、
法務局での手続きが必要です。
◆所有者を変更したとき
　家屋補充課税台帳登録名
義人変更届に以下の必要書
類を添付して資産税課へ提
出してください。
相続の場合　相続関係が分か
る戸籍、遺産分割協議書、印
鑑登録証明書など
相続以外（売買や贈与など）
の場合　旧所有者の印鑑登
録証明書、売買契約書など

◆建物を取り壊したとき
　滅失家屋申告書を資産税課
または地区市民センターへ
提出してください。

※各種様式は、市ホームページ（生
活便利帳→税金→未登記家屋
の名義を変更するときは・家屋
を取り壊したときは）からも入手
できます。

鈴鹿市総合計画
審議会委員の募集

総合政策課　382-9038　382-9040

   sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市総合計画2023の前
期基本計画の計画期間が
2019年度で終了するため、現
在、後期基本計画の策定に取
り組んでいます。市民の皆さん
にも計画策定過程の審議に参

画していただけるよう、審議会委
員を募集します。
※委員会は、2019年度に6回程度
開催予定です。
対　象　下記のいずれにも該当
する方
　・市内に在住、在勤、在学して
いる20歳以上の方
　・平日昼間に開催する会議に
出席できる方（第1回審議会
は7月に開催予定です）
任　期　委嘱の日から諮問に
係る答申が終了するまでの
期間（令和2年3月31日まで
を予定）
定　員　1人（書類選考し、結
果は6月下旬に応募者全員
に書面で通知します。）

※審議会委員は、公募する市民委
員のほか、有識者、市内団体の代
表者などで構成する予定です。

※条例に基づいて報酬をお支払い
します。

申込み　6月20日㈭(必着)まで
に、「鈴鹿市が住み続けたい
まちになるには」についての
作文（400字以上800字以
内）および応募用紙に必要事
項を記入の上、総合政策課ま
たは地区市民センターの窓口
へ直接持参いただくか、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
市民センターのほか市ホームペー
ジトピックスから入手できます。

ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で3カ月以上「寝
たきり」などにより、寝具の衛生
管理が困難な40歳以上の方

お 知 ら せ
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教室名 とき・ところ（6月～3月）
郡山子ども教室 毎週水曜日15時～16時30分　郡山公民館
清和のもり 毎週金曜日15時～16時30分　清和公民館
キッズ白子 第1・3金曜日15時～16時30分　白子小学校

河曲キッズクラブ 第2・4水曜日15時～16時30分　河曲公民館
明生クラブ 第1・3水曜日15時～16時30分　住吉公民館、明生小学校

井田川ちびっ子隊 第2・4水曜日15時～16時30分　井田川小学校

鼓・夢工房 月1回土曜日9時30分～11時30分　鼓ヶ浦公民館

放課後子ども教室

土曜体験学習



○無料暴力相談電話
　　388-1104（鈴鹿警察署）
○暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930

6月は「環境月間」
環境政策課　382-7954　 382-2214

　環境省により6月は「環境月
間」と定められており、全国各
地で地球温暖化防止に向けた
さまざまな取り組みが行われ
ます。
　本市は、平成27年より国が
提唱する「COOL　CHOICE」
に賛同し、この環境月間を周知
するために、市役所本館での懸
垂幕の設置や緑のカーテンの
展示、市の公共施設での一斉
消灯のライトダウンキャンペー
ンなどの啓発活動を行います。
　この機会に、皆さんも環境に
ついて考えてみましょう。
◆地球温暖化防止のために今
日から始める6つの取り組み
　・アイドリングをなくす
　・蛇口はこまめに閉める
　・エコ商品を選んで購入する
　・夏の冷房時の室温は28℃を
目安に温度設定する
　・ごみを減らす
　・照明をこまめに消す

ひまわりあんしん事業・
電話相談

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　高齢者の皆さんの権利を擁
護するため、高齢者の生活など
に関する電話法律相談を、三重
弁護士会が実施します。

電　話 電子メール ホームページファクス
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内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれかのふ
とんで、サイズは問いません（毛
布は対象外です）。対象者一
人あたり2枚までで、1週間か
ら10日間ほどお預かりします
（7月中に実施します）。
料　金　無料（貸ふとんは有料）
申込み　6月28日㈮までに、介護
支援専門員（ケアマネジャー）
か、地域包括支援センターを通
じて申請書を長寿社会課へ
※お住まいの地区の地域包括支援センタ
ーの連絡先など、詳しくは長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

道路にはみ出た樹木や
草などは適切な管理を
土木総務課　382-9021　 382-7612

道路保全課　382-8421　 382-7612

　道路にはみ出た樹木や草は、通
行の妨げになります。土地所有者の
方は、歩行者や車両などとのトラブ
ルに発展する前に、枝の剪定や除草
などの適切な管理をお願いします。

暴力のない大切な命と
暮らしを守るまちを目指して
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　本市では、平成23年4月1日か
ら鈴鹿市暴力団排除条例を施行
しています。現在、市内では市民、
事業者、行政が一体となって、鈴
鹿警察署などの関係機関と連
携、協力し、暴力団の不当要求を
拒否する運動が広がっています。
　「暴力団を利用しない、暴力団
を恐れない、暴力団に金を出さな
い、暴力団と交際しない」という暴
力団追放“3ない運動+1”を進
め、社会の敵である暴力団を追放
し、明るいまちをつくりましょう。
　暴力団に関する通報、相談は
警察署・交番・駐在所と下記の
電話相談を利用して下さい。

対　象　65歳以上の方、その
親族

※相談内容は、65歳以上の方本人
の問題に限ります。
と　き　毎月第2・4金曜日　
10時～12時（祝日を除く）
相談番号　　059-228-3143
相談料　無料
※通話料金は必要です。
相談者　三重弁護士会高齢
者・障害者支援センター所属
弁護士
問合せ　三重弁護士会事務局
（　059-228-2232）

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　6月23日㈰9時30分～
12時（最終受付は11時30分）
ところ　男女共同参画センター
(神戸2-15-18)
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の身
近な法律に関する相談
相談料　無料
主催・問合せ　三重県司法書
士会鈴亀支部　仲田智哉
（支部長　374-2215）

令和2年鈴鹿市成人式
文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　平成11年4月2日～平
成12年4月1日生まれで市内
在住か鈴鹿市出身者
と　き　令和2年1月12日㈰13
時～14時（開場12時30分）
ところ　市民会館

せんてい



ところ　学校法人皇學館　皇
學館大学7号館（伊勢市神
田久志本町1704）
申込み　6月20日㈭から8月6
日㈫(必着)までに三重県社
会福祉協議会へ

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　6月30日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　6月27日㈭・28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。

ホームページ
「牧田地区の祭礼」発信中
文化財課　382-9031　 382-9071

　牧田地区地域づくり協議会が、
文化庁による文化芸術振興費
補助金を受けてホームページ
「牧田地区の祭礼」を作成しま
した。
　昔から伝わる素朴な祭礼行事
や郷土の偉人などを動画と写真
で紹介していますので、ご覧くだ
さい。　 https://suzuka-
makita.com/
※「牧田地区文化遺産」で検索

※募集の詳細や申込み書類は、市ホ
ームページトピックスで入手する
か、子ども育成課へ

生活援助従事者研修
介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級研修）
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　福祉・介護職場の人材不足
を改善するため、働いていない
方を対象にした生活援助従事
者研修・介護職員初任者研修
を行います。
対　象　県内に住民登録のあ
る働いていないおおむね70歳
未満の方で、研修修了後に福
祉・介護職場で働ける方
定　員　各39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（テキスト代は自
己負担）
問合せ　三重県社会福祉協議
会　(三重県福祉人材セン
ター 　059-227-5160)
◆生活援助従事者研修（12日間）
と　き　7月31日㈬～9月25
日㈬
ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
申込み　6月5日㈬から7月17
日㈬(必着)までに三重県社
会福祉協議会へ

◆介護職員初任者研修（旧ヘ
ルパー2級研修）（23日間）
と　き　8月19日㈪～10月5日㈯

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
諭免許をいずれも取得の方で、
8月1日㈭から勤務が可能な方

※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です。

※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。
業務内容　保育所または幼稚
園での保育に関する業務
勤務条件　18万700円から18
万7,200円で、その他各種手当
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定によります。
定　員　10人程度
申込み  6月5日㈬から21日㈮
（土・日曜日、祝日を除く8時
30分～17時15分）までに、
申込み書類を直接または簡
易書留で子ども育成課へ
◆申込み書類　
　　採用試験申込書、エント
リーシート、作文
◆採用試験
と　き　6月30日㈰
ところ　神戸保育所（神戸4-4-
　40）
内　容　面接と簡単な実技
※合否は7月中旬ごろに文書で通知
します。

18
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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。
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みえの働き方改革
推進企業の募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

　三重県では、誰もが働きやす
い職場づくりを目的に、ワーク・ラ
イフ・バランスや働き方の見直し、
次世代育成支援、女性の能力活
用などに積極的に取り組む企業
などを募集し、登録します。さらに
登録された企業などの中から、知
事表彰企業を選考します。
対　象　県内に本店または主
たる事務所があり、県内にお
いて事業活動を行う常時雇
用労働者を有する法人

※国および地方公共団体を除きま
す。営利、非営利は問いません。

※詳細は「おしごと三重」(　
http://www.pref.mie.lg.jp/

　oshigoto/47388012926. 
　html)で
申込み・問合せ　7月31日㈬
(必着)までに、申請書などに
記入の上、郵送または直接
三重県雇用経済部雇用対策
課(〒514-8570津市広明
町13　県庁8階　　059-
224-2454　059-224-
2455)へ

飲食店での消火器の
設置義務拡大

中央消防署　382-9164　 382-3905

　平成28年12月22日に、新潟
県糸魚川市で発生した大規模

内　容　夜夫多神社の田打ち
(午の砂掛け)、八幡神社の秋
の例祭、川俣神社の秋大祭、
行者堂の行者盆、岡太神社、
平田城址、前川定五郎

※希望される方には動画を収録した
ＤＶＤを貸与します。
問合せ　牧田地区地域づくり
協議会（　370-0058）

中小企業退職金共済制度
産業政策課　382-8698　 382-0304

　中小企業退職金共済制度
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す。
◆メリット
○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
税となります。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)

火災を受け、今まで消防法令で
消火器の設置の義務がなかっ
た延べ面積150㎡未満の飲食
店に対しても、10月1日から消火
器の設置が義務付けられます。
対　象　次のすべてに該当する
飲食店
○建物の延べ面積が150㎡未満
※建物全体の面積が150㎡以上の
場合は、従来から消火器の設置が
必要です。
○業務として飲食物を提供するた
めに、コンロなどの火を使用する
設備や器具が設置されている。

※コンロなどに、調理油過熱防止
装置などがついていたり、熱源
が電気のみの場合は、消火器の
設置は必要ありません。
◆消防用設備などの点検・結果
報告
　新たに設置した消火器は、6
カ月ごとに点検し、その結果を1
年に1回、予防課への報告が必
要です。
問合せ　中央消防署、南消防
署（　386-0630）、予防課
（　382-9160）

※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

電　話 電子メール ホームページファクス
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○上記以外の方　6月24日㈪～
　28日㈮8時30分～17時15分
※申込用紙は予防課窓口または、
市ホームページトピックスから入
手できます。

※電話での予約はできません。

盆おどり講習会
文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　小学生以上
と　き　7月7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（神戸2-15-18）
内　容　盆おどり講習（鈴鹿お
どりほか）
参加料　300円
申込み　不要
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指導
者連盟（　386-0577）

認知症サポーター
ステップアップ講座

長寿社会課　382-9886　 382-7607

　認知症になっても安心して暮
らせるまちづくりのために、認知
症サポーターからステップアッ
プした地域で活動できるサポー
ターを育成することを目的に開
催します。私たち一人ひとりが
できることは何か一緒に考えま
しょう。
対　象　認知症サポーター養
成講座を受講したことがある
方

と　き　7月3日㈬13時15分～
16時

ところ　社会福祉センター　大
会議室 
内　容　認知症の理解を深め
るための講義など
定　員　30人
参加料　無料
申込み　6月5日㈬より電話で
長寿社会課へ

あたまの健康チェック
長寿社会課　382-9886　 382-7607

　理解・判断・論理などの認知
機能は、年齢や生活習慣の影
響により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
①6月24日㈪9時～12時、13時
～16時：市役所12階1204会
議室
②7月1日㈪9時40分～11時40
分：稲生公民館
③7月8日㈪13時20分～15時
20分：庄内公民館
④8月1日㈭9時40分～11時40
分：庄野公民館
⑤8月1日㈭9時40分～11時40
分：若松公民館
⑥9月2日㈪9時40分～11時40
分：久間田公民館
参加料　無料
定　員　①18人、②～⑥各6人
申込み・問合せ
　6月5日㈬より電話で各申込み
先へ
①：長寿社会課
②：南部認知症初期集中支援
チーム（　373-5774）
③④⑥：西部認知症初期集中
支援チーム（　370-3500）
⑤中部認知症初期集中支援
チーム（　367-7770）

※認知症を判定する検査ではあり
ません。

　

　防火管理講習（甲種新
規・乙種)防火・防災管理講

習（再講習）
予防課　382-9157　 383-1447

　学校、病院、工場、事業場、イベ
ントホール、百貨店など多くの人が
出入りし、勤務または居住する建
物には、建物の用途・規模・収容
人員に応じて、防火管理者を置か
なければなりません。
　また、大規模な建物の甲種防
火管理者と防災管理者は5年ご
とに再講習を受講しなければなり
ません。
と　き
○防火・防災管理再講習:7月8
日㈪13時～16時30分
○防火管理甲種新規：7月9日
㈫9時～15時50分、7月10
日㈬9時～15時40分（2日間
の受講）
○防火管理乙種:7月9日㈫9時
～16時
ところ　消防本部4階　多目的
室（飯野寺家町217-1）
定　員　防火管理甲種新規・乙
種あわせて80人、防火・防災管
理再講習40人（先着順）
参加料　防火管理甲種新規・乙
種は3,700円、防火・防災再講
習は2,000円（テキスト代）
申込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、裏面に氏名
を記載した写真（縦4.5cm・
横3.5cm、正面上三分身）を
貼付の上、次の期間中に直
接予防課へ
○市内在住または市内の事業
所に勤務する方（市外の事業
所で鈴鹿市防火協会員を含
む）6月10日㈪～28日㈮8時
30分～17時15分(土・日曜日
を除く)
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○10月11日㈮19時～21時　
単純だけど奥が深い!!写真の
面白さを探る!!～あなたにしか
撮れない写真、あなたにしか見
えない世界を発信～
ところ　文化会館第1研修室
講　師　坂尾富司さん、樋口幸
雄さん　　　
持ち物　カメラ（所有者のみ）
※講評を希望される方は、ご自身で
撮影し、現像した写真を持参してく
ださい。

◆主婦作家“中條てい”と小説を
書いてみよう
　物語は、書き上げてこそ物語
になります。迷走せずモチベーシ
ョンを保ちつづけて書ききる秘訣
を教えます。
とき・内容
○6月22日㈯13時30分～15時
　「書き出すために踏み出す
1歩、書ききるために踏み込む
1歩」～物語を書きはじめ書き
きるためのテクニック～　
○7月13日㈯13時30分～15
時　「はじめに掴む。読者を
作品に引きずりこもう!」～読
み始めた読者をエンディング
まで連れて行くメソッド～
○8月24日㈯13時30分～15
時　「やってみよう!！プロの
編集者が駆使する圧縮作
業！」えっ何それWS～あなた
は……どう読者に届けます
か？必要な情報をするりと伝
える圧縮法を伝授!!　
○9月21日㈯13時30分～15時
「誰の目で？読み手の目線」～
自ら分解する書き手の仕掛け
「プロット」～　
ところ　文化会館第1研修室
講　師　中條ていさん

と　き　6月8日㈯10時から17
時、9日㈰9時から16時30分
（予定）
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
入場料　無料
問合せ　一般社団法人PEARLS
（　・　351-1818)

令和鈴カルカレッジ
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　since-97@s-bunka.net

講義料　一般4,000円、22歳以
下2,000円（全4回）

※1回のみも受講できます
定　員　各50人
申込み・問合せ　開催日前日ま
でに直接、電話、または電子
メールで（公財）鈴鹿市文化
振興事業団(文化会館内8
時30分～17時15分　土・日
曜日、祝日を除く）へ

◆明日から使える？初心者向
け写真入門
　写真を上手に撮るコツや、自
分が想像したように写真に残す
方法、またお持ちのカメラなど
機材についての疑問を解消し
ます。
とき・内容
○6月21日㈮19時～21時　趣
味として写真をはじめるには
～機材の事から、基本技術、
心構えを学ぶ～

○7月19日㈮19時～21時　た
だ“撮る”だけの日々から脱
出!!写真上達法～ポイントを
掴めば、飛躍的に向上!!近
道教えます～

○9月20日㈮19時～21時　
Life with Photo♪写真の
楽しみ方～写真は「1枚の絵
を作る」というものづくり～　

すずか健康マイレージ
対象講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆運動力アップ教室～ウオー
キング編～
　靴の履き方・選び方からウオー
キングのすべてについて学びま
す。生活習慣病予防のためにこ
れからウオーキングを始めたい方、
すでにウオーキングをしているけ
れど、効果的な歩き方を知りたい
方など、どなたでも参加できます。
自分に合った歩き方を見つけて、
一緒に健康づくりを始めましょう。
対　象　20歳以上の市民の
方
と　き　7月4日㈭10時30分
～11時30分
ところ　イオンモール鈴鹿（庄
野羽山4-1-2） 

内　容　健康運動指導士によ
る生活習慣病予防の講話と
ウオーキング体験 
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　6月11日㈫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

太陽生命ウィメンズセブンズ
シリーズ2019鈴鹿大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　女子ラグビー7人制国内最高峰
リーグ戦第3戦が市内で開催され
ます。この大会には、三重県（四日
市市）を拠点に活動する  PEARLS
（パールズ）が参戦します。

電　話 電子メール ホームページファクス
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　②6月27日㈭9時～12時（②
は①に参加した方を対象とし
た自由参加）
ところ　子育て応援館（白子
駅前6-33　387-6125）
定　員　10人程度（先着順）
※託児はありません。お子さんと
一緒に参加できます。
参加料　無料
申込み　6月10日㈪から14日
㈮まで（8時30分～17時15
分）に直接または電話で子ど
も政策課へ

子育てトーク
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　子育ての悩みをもつ保護者
同士で、日頃の思いを話したり
情報交換をしたりします。また、
臨床心理士のカウンセリングも
できます。気軽にご相談くださ
い。なお、事前申し込みの必要
はありませんが、託児を希望さ
れる場合は子ども家庭支援へ
連絡してください。
対　象　子育ての悩みを持つ
18歳までの子の保護者

と　き　6月17日㈪、10月18日
㈮、令和2年1月15日㈬、2月
13日㈭10時～11時30分

ところ　市役所西館2階　
2422会議室

市民公開講座
｢切らずに治す　がん治療～
放射線治療の現状と将来～」
健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　6月29日㈯14時～16
時30分
ところ　鈴鹿医療科学大学　
白子キャンパス　6号館6101
講義室
内　容
　第1部14時～15時20分：放射
線治療の現状を知る

　第2部15時30分～16時30
分：最新医療講演
参加料　無料
主　催　鈴鹿医療科学大学　
放射線技術科学科
問合せ　鈴鹿医療科学大学（川
野　 383-8991）

音楽プラネタリウム　
天体観望会　夏の新番組
文化会館　382-8111　 382-8580

◆音楽プラネタリウム
　プラネタリウムドームに広がる
星座を眺めながらの音楽会で
す。特別番組「はやぶさ2の成
果」も投映します。
と　き　7月7日㈰
ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容
○10時30分～11時30分（開場
10時） 別府一樹さん（エレ
クトリックギターソロ演奏）
○13時30分～14時30分（開
場13時） SHOOTS！（ウク
レレ合奏）
○15時30分～16時30分（開場
15時） オカリナアンサンブル
Gioire（オカリナの合奏）
定　員　各150人(先着順)
参加料　無料
申込み　6月15日㈯10時から
文化会館で整理券を配布

※小学生以下は保護者の同伴が必
要です。2歳以下の入場はご遠
慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。
◆天体観望会
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者の同伴が
必要です。
と　き　6月15日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム

　

電車すきな子
江島にあつまれ！！
図書館　382-0347　 382-4000

　立体的で複雑に組まれたレ
ールの上をいろんな鉄道おもち
ゃが走ります。また関連本の展
示や貸し出しを行います。
と　き　6月15日㈯・16日㈰
　9時～17時
ところ　図書館江島分館2階
ギャラリー（中江島町3-27）

※会場へは乗り合わせでお越しく
ださい。
内　容　鉄道おもちゃの展示・
走行、関連本の展示・貸し出し

※持参した鉄道おもちゃを走らせ
ることもできます。
協　力　鈴鹿電池鉄道
問合せ　図書館江島分館
　(　387-0665)

転入ママのつどい　
～仲間といっしょに
楽しく子育て！～

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　転入ママならではの悩みを
共有したり、お子さんを遊ばせ
たりして交流しましょう。
対　象　市内に転入して来た
就学前のお子さんをもつ母
親で、初めて参加される方
と　き　①6月20日㈭10時～
11時30分
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申込み　6月7日㈮から17日㈪
まで（9時～17時）に参加料
を持参して直接鈴鹿市体育
協会事務所へ
問合せ　特定非営利活動法人
鈴鹿市体育協会（桜島町
7-1-1石垣池公園管理事務
所内　399-7120）

(公財)三重県下水道公社 
下水道排水設備
工事責任技術者試験
営業課　368-1674　 368-1685

受験資格　下記のいずれかに
該当する方
○排水設備工事などの設計ま
たは施工に関し、2年以上の
実務経験を有する方
○高等学校または旧中学校令に
よる中等学校以上の学校の
土木工学科などを卒業した方
○専修学校または各種学校に
おいて、土木またはこれに相
当する課程を修了した方
○職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設にお
いて配管科を修了した方
○高等学校などを卒業し、排水設備
工事などの設計または施工に関し、
1年以上の実務経験を有する方

と　き　11月26日㈫　13時から
ところ　三重県総合文化セン
タ－　生涯学習センタ－4階
（津市一身田上津部田1234）
受験料　8,000円
申込み・問合せ　8月9日㈮から
9月10日㈫までに、申込書に必
要事項を記入の上、直接また
は簡易書留での郵送で(公財)
三重県下水道公社総務課
（〒515-0104松阪市高須町
3922番地　0598-53-2331)へ

※申込書は、(公財)三重県下水道公社
総務課に郵送で依頼をするか、同
公社ホームページで入手できます。

鈴鹿市わんぱく相撲大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学生（男女問わず）
と　き　6月23日㈰（荒天時
30日㈰）8時から
ところ　武道館　相撲場（江
島台2-6-1）
内　容　
　・個人戦（3年生以下・4年生・
5年生・6年生）
　・団体戦3人(小学4年生以
上、4年生→先鋒・5年生→
中堅・6年生→大将)

※個人戦・団体戦ともに経験者部
門・未経験者部門別での実施を
予定していますが、参加申込状況
により変更する場合があります。

※個人・団体戦の各部門別1～3位
は、表彰します。　
参加料　無料
申込み　6月17日㈪までにス
ポーツ課へ
問合せ　武道館（　388-0622）
※「親子deすもう」を8時45分から
開催します。

親子deすもう
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　年中（4歳）から小学
生までとその親（男女問わず）
と　き　6月23日㈰・30日㈰・
7月14日㈰・21日㈰・28日㈰
（予備日8月4日㈰）10時～
12時(全5回)

※6月23日㈰(荒天で延期の場合
は6月30日㈰）は8時集合です。
お昼は力士と一緒にちゃんこ鍋
も楽しめます。
ところ　武道館　相撲場
内　容　相撲教室
定　員　親子20組（先着順）
講　師　鈴鹿市相撲連盟派
遣講師
参加料　一組2,500円（スポー
ツ安全保険料を含む）

内　容　プラネタリウムで「月へ
の挑戦」を解説後、月・木星
を望遠鏡で観察します。
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。
◆夏の新番組
と　き　6月15日㈯～9月8日㈰
10時30分から、13時30分か
ら、15時から
ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　
○星座解説　
　夏の代表星座「こと座」と「わし
座」、「白鳥座」の星からなる
「夏の大三角」などの星座解説
と、ギリシャ神話の「いて座」に
関するちょっと悲しいお話です。
○番組「ぼのぼの」～宇宙から
来たともだち～
　ラッコの子ども「ぼのぼの」
の前に現れた自分そっくりな
宇宙人。銀河を越え、おかし
な惑星を探検！プラネタリウ
ムドーム一杯の冒険物語。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。

電　話 電子メール ホームページファクス
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伊勢型紙伝承者養成講座
文化財課　382-9031　 382-9071

　国から伝統の継承を図るべき
「わざ（伝統的な工芸技術）」と
して指定されている、「重要無形
文化財　伊勢型紙」の保存・伝
承に向けて、伝承者養成講座の
新規研修生を募集します。
※伝承者養成講座は文化庁・三重
県・鈴鹿市による補助を受け、伊
勢型紙技術保存会が実施してい
る事業です。
対　象　次のすべてに該当す
る方
　・伊勢型紙の伝統的彫刻技法
を完全に習得し、重要無形
文化財保持者（人間国宝）
や重要無形文化財保持団
体会員を目指す意気込みの
ある方
　・35歳ぐらいまでで、年間70
回程度伊勢型紙資料館で実
施される伝承者養成講座
（平日含む）を継続して受講
できる方
　・現在市内在住で、将来も市内
在住を見込める方
内　容　道具彫、縞彫、糸入れ
の技術習得
指導者　重要無形文化財保持
団体　伊勢型紙技術保存会
会員
定　員　各技法若干名
受講料　無料
申込み　7月19日㈮（必着）まで
に、履歴書を直接または郵送
で伊勢型紙技術保存会事務
局（文化財課内〒510-8701
住所不要）へ
◆選考会　申込者に後日連絡
します。

主催・問合せ　鈴鹿医療科学大
学（　383-9208、内線9406
浦田または9412水野）
共　催　日本薬膳学会

鈴鹿大学・
鈴鹿大学短期大学部
2019年度公開講座

総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　一般
※「おとこの料理教室」のみ男性
ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部　講義室
申込み・問合せ　各講座の5日
前(「手づくりパン教室」と「おと
この料理教室」は2週間前)ま
でに、希望講座名、参加者の名
前（フリガナ）、性別、生年月日、
郵便番号・住所、日中の連絡
先、電子メールアドレスを、直
接、ファクス、郵送または電子
メールで鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部総務課（〒510-
　0298郡山町663-222　372-
　2121　372-2827　koukai@
　suzuka-jc.ac.jp）へ
◆スポーツ・健康講座　
とき・内容
○スポーツ看護学～スポーツに
関連する健康障害～　6月9日
㈰10時30分～12時　
○生涯スポーツとしてのジョギング
7月13日㈯10時30分～12時

○スポーツトレーニング学～　
運動器疾患への対応とスポー
ツで起こる諸問題～　8月4日
㈰10時30分～12時　
○スポーツ栄養学～朝食の重
要性と食事のタイミング～
  9月21日㈯10時30分～12時
受講料　各500円
◆減塩ワークショップ
と　き　6月15日㈯、8月24日㈯、
11月16日㈯、令和2年1月11日
㈯10時30分～12時（全4回）

遺跡発掘調査
スライド説明会

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　6月15日㈯14時から
（90分程度）
ところ　考古博物館　講堂
内　容　開催中の速報展「発
掘された鈴鹿2018」で展示
している須賀遺跡、上箕田遺
跡、寺山遺跡について、発掘
担当者がスライドを用いて解
説します。

※スライド説明会参加者は、速報
展と常設展の観覧料が無料に
なります。

市民公開講座「膝の痛み」
健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　6月29日㈯10時30分
から（受付10時）
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパス（岸岡町
1001-1）
内　容　午前の部は、「膝の痛
みを防ぐ」の講演と「健美和
膳弁当解説」、午後の部は、
健康相談・薬膳茶の体験
コーナーです。昼食として
「薬膳弁当」を賞味いただき
ます。
定　員　230人
参加料　無料
※薬膳弁当代として1,200円(税込)
必要です。
申込み　6月21日㈮までに鈴鹿
医療科学大学（　384-9211）
へ
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鈴鹿地域職業訓練センター
7月の講座案内
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　　387-1905

◆クレーン運転業務特別教育
（5ｔ未満）
と  き　7月17日㈬・18日㈭8
時40分～17時
受講料　1万314円（教材費
込）
申込み　6月18日㈫から受付
を開始します。事前に電話で
問い合わせの上、鈴鹿地域
職業訓練センターの窓口へ

※会員に加入されると特典があり
ます。

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　6月10日㈪から直接
水泳場窓口またはホームペー
ジで
◆ベリーエクササイズ教室無料
体験会
対　象　一般女性
と　き　6月25日㈫13時～14時
ところ　水泳場　スタジオ
講　師　山田久美子さん
定　員　10人
参加料　無料
◆一本歯下駄トレーニング体
験会
対　象　一般成人
と　き　6月24日㈪、7月3日㈬
11時～12時
ところ　水泳場　会議室
講　師　大山祐史さん　　　
定　員　各10人
参加料　各1,000円

受講料　2,500円（食事診断2
回含む）
◆手づくりパン教室
とき・内容
○おかずパン　7月6日㈯13時
～16時
○スコーン　8月3日㈯13時～
16時
○バナナボートパン　9月14日
㈯13時～16時
受講料　各2,000円
◆おとこの料理教室　世界の料理
とき・内容
○イタリアン　6月8日㈯10時～
13時
○和食　7月20日㈯10時～13時
○中国料理　10月12日㈯10
時～13時
○韓国料理　11月30日㈯10
時～13時
受講料　各1,500円

　男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも
責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個
性と能力を十分に発揮することができる男女共
同参画社会の形成に向け、「男女共同参画社会
基本法」が平成11年6月23日に公布・施行されま
した。これを踏まえ、内閣府（男女共同参画推進
本部）では毎年6月23日から29日までの1週間を
「男女共同参画週間」としています。
　この週間のキャッチフレーズを毎年1月から2月
に募集しており、2019年度ではテーマを「「学び」
を通じて、女性も男性も、一人一人が、多様なライ
フキャリアの形成と選択ができる社会の実現に向
けたキャッチフレーズ」として募集されました。応
募総数1,900点の中から“男女共同参「学」”と、
“知る　学ぶ　考える　私の人生　私がつくる”の2
つのキャッチフレーズが選ばれました。

　男女共同参画社会とは堅苦しいことではなく、
男性も女性も性別に関係なく、意欲に応じて、あら
ゆる分野で活躍できる社会です。
　仕事・家庭・地域といった生活の中で、誰もが自
ら選択して個性・能力を発揮し、希望を実現して
いける社会をつくっていくためにはどうしたらいい
のかを一人一人が考え行動し、年齢・性別・職業・
障がいの有無によらず多様な人たちが協力し合
うことが必要です。
　これを機に、男女が共に持てる力を発揮できる
社会について考えてみましょう。
◆男女共同参画週間関連イベント
・市役所でのパネル展示や街頭啓発
・三重県内連携映画祭の実施（詳しくは鈴鹿市
ホームページ、男女共同参画ホームページ、広報
すずか 5月5日号をご覧ください）

の6 月 納付
市民税・県民税…1期

【納期限は7月1日㈪です】
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人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

男女共同参画週間



広 報すずか 　2 0 1 9 年６月 5 日 号
　４月から鈴鹿市職員となり広報担当課に配属され
ました。市民の皆さんにさまざまな情報を伝えてい
くことが楽しみであり、ドキドキわくわくしています。
　さて、今回の特集は「女性消防士」。取材を通じて、
「市民の皆さんを守る」という使命の下、奮闘している
姿は本当にかっこいいと、憧れ・尊敬を抱きました。
消防士と聞くと男性のイメージが強いですが、そん
な中、女性消防士の活躍に注目が集まっています。

現場で女性ができること、男性ができることがそれ
ぞれあり、お互い補い合って活動しています。「チーム
で皆さんを助ける」そんな思いが伝わってきました。
　ある男性消防士は「女性がいると職場の雰囲気
も良くなります。ピリピリしがちな職場なので、そん
な存在には助けられています。」と話していました。
「必要不可欠な存在」、私もそう思われる職員になって
いきたいと思いました。（恵）

■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

　鈴鹿大学には、特色ある科目として「モータースポーツ
マネジメント」があります。
　モータースポーツの世界で活躍されている方や、地域で
モータースポーツを支える活動をされている方々を
ゲストスピーカーとしてお招きし、その歴史や成り立ち、
産業としての側面、行政とのかかわり、そして競技のあら
ましや選手としての取り組みなど、モータースポーツに
関する多種多様なお話しを聴いています。また学内に

とどまらず鈴鹿サーキットの施設見学も行っています。
　留学生や外国籍学生が多い国際色豊かな雰囲気で
すが、毎回熱心な学生が集まり、耳を傾けています。
多くの学生が鈴鹿市の誇る「モータースポーツ」を学び、
さらなる発展に貢献していってほしいということが私
の願いです。

　写真は、今学期最初
のゲストスピーカー、鈴
鹿モータースポーツ友
の会理事長のレーシ
ングアドバイザー 畑川
治さんによる講義
「モータースポーツと
は」の様子です。 

■特別寄稿　冨本真理子（鈴鹿大学　教授）

スマートフォン用
広報すずか

とどまらず鈴鹿サーキットの施設見学も行っています

快適空間
憩える
学べる

鈴鹿大学でモータースポーツを学ぶ

　新聞は原則１年間保存
していますが、詳細な保存
期間などは図書館ホーム
ページでご確認ください。

2018年にたくさんの
紙面で紹介された本

※ホームページ掲載順

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『書評の本棚』コーナーと『新聞
閲覧室』を紹介します。

図書館で新聞を読もう！

朝日新聞・中日新聞・毎日新聞・読売新聞・
日本経済新聞・産經新聞・日刊工業新聞・
伊勢新聞・中日スポーツ・The Japan Times・
赤旗・公明新聞

　『書評の本棚』を見て、
本がどのように紹介
されているのかや、
新聞の書評を読みた
いという方は、2階に
ある新聞閲覧室を

ご利用ください。新聞12紙、約1カ月分の新聞を
取り揃えています。　このコーナーでは新聞

の書評で紹介された本の
一部を集めて貸し出しを
しています。

『雪の階』
（奥泉光／著　中央公論新社／刊） 

『地球にちりばめられて』
（多和田葉子／著　講談社／刊）

『新聞閲覧室』 

『書評の本棚』コーナー

≪図書館で所蔵している新聞≫
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