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涼しい小岐須渓谷

涼しい小岐須渓谷 動画

　川のせせらぎとさわやかな空気の中、

家族連れや若者たちが食事をしたり、川

に入って遊んでいました。

  澄んだ水とともに、幸せな時が流れて

いました。

撮影場所

撮影日

撮影者 情報政策課

平成28年7月23日

小岐須町

https://www.youtube.com/watch?v=Wm8GqAhy7zw


  ～地震・風水害被害に

            備えましょう～

災害への備えは
 万全ですか？

　4月 14 日・16 日に起きた熊
本地震では、最大震度 7の揺
れが立て続けに襲い、甚大な
被害となりました。
この地方でも、近い将来必ず
起こると予測されている南海
トラフ地震による大規模地震
災害の危険が迫っています。
今回は地震や大雨による災害
への備えについてお知らせし
ます。

南海トラフ地震
（海洋プレート型地震）

　東海から紀伊半島、四国に
かけての太平洋沿岸を震源と
する南海トラフ地震は、過去
の歴史を見ても 100 年から
150 年程度の周期で繰り返し
発生しており、今後 30 年の
発生確率は 70％程度といわ
れています。

南海トラフ地震
の被害想定（過去最大）

  過去最大クラスの南海トラ
フ地震（1707 年発生の宝永
地震程度）が発生した場合の
本市の被害は次のとおり想定
されています。

海側　震度 6弱　
山側　震度 5強　　
全壊・焼失建物（冬 18 時に
発災した場合）約 700 棟　

半壊建物　約 7,300 棟　
死者数　約 200 人　重傷者　
約 760 人

（冬深夜に発災し、津波から
の早期避難が少ない場合）

活断層のずれによる
直下型地震

　活断層とは、岩盤が壊れて
生じたずれによってできた断
層で、過去にも活動を繰り返
し、今後も動く恐れのあるも
のをいいます。文部科学省の
特別機関である地震調査研究
推進本部が公表した活断層の
長期評価（平成 28 年 1 月 1
日現在）によると次のように
なっています。

〇養老 -桑名 -四日市断層帯        
　　　  M8 程度

　今後 30 年間の発生確率 
       ほぼ 0～ 0.7％
　活動周期 

 1,400 ～ 1,900 年
〇鈴鹿東縁断層帯
　　　   M7.5 程度
　今後 30 年間の発生確率 

ほぼ 0～ 0.07％
　活動周期 
　　約 6,500 ～ 12,000 年
〇布引山地東縁断層帯（西部）

　　   M7.4 程度
　今後 30 年間の発生確率 
       ほぼ 0～ 1％　
　活動周期 
       17,000 年程度
〇伊勢湾断層帯（白子 -野間

断層）
          M7 程度
　今後 30 年間の発生確率
        0.2 ～ 0.8％　
　活動周期 
        8,000 年程度

命を守るための対策を

　南海トラフ地震などの大地
震では、家の倒壊や家具の転
倒によりケガをしたり、逃げ
遅れて火災に遭ったり、沿岸
部では津波に巻き込まれ命を
落とす危険があります（南海
トラフ地震発生後の本市への
津波第一波到達予測時間は約
67 ～ 70 分）。まずは、家の
耐震化や家具の固定など地震
の揺れから命を守る対策を行
うことが大切です。

耐震補強

家具固定

まずは耐震診断から

　震度 5強を超える地震で倒
壊の恐れがある昭和 56 年 5
月 31 日以前の旧耐震基準で
建てられた木造住宅につい
て、市では電話などの申し込
みにより無料で耐震診断を
行っています。
※建築（着工）した年によって、適

用された耐震基準が異なります。

・昭和 56 年 5 月 31 日以前　
　「震度 5 強程度の地震に耐えられ

る基準」

・昭和 56 年 6 月 1 日以降　

　「震度 5 強程度の地震ではほとん

ど損傷せず、震度 6 強～ 7 程度

の地震で全壊・崩壊しない基準」

　評点 0.7 未満「倒壊する可能

性が高い」と診断された木造住

宅に対する補助制度

耐震補強設計費
　最大 16 万円
耐震補強工事費
最大 101.1 万円（同時に
リフォーム工事を行うと
最大 121.1 万円）

除却工事費
　最大 20 万円

耐震シェルター設置費
　最大 25 万円
※各補助制度には補助率や条件な

どがあります。詳しくは市ホー

ムページをご覧いただくかお問

い合せください。



台風や大雨に備えましょう

　台風や突発的な大雨による

集中豪雨の発生回数が近年増

加しています。これらの

風水害被害は、事前に対策し

ておくことで、ある程度被害

を抑えることができます。

大雨注意報・警報が出るのは

こんなときです

注意報…災害が起こる恐れの

あるとき

警　報…重大な災害が起こる

恐れのあるとき

特別警報…さらに重大な災害が

起こる恐れが著しく

大きいとき

避難が必要なときのポイント避難が必要なときのポイント
　暗くなってからの避
難は危険ですので、早
めに避難しましょう。お
年寄りや身体が不自由
な方、小さな子どもは自
力で避難するのが難し
いため、特に早めの避
難が必要です。

　車での避難は控え
ましょう。冠水した道
路でエンジンが止ま
ると、緊急車両の妨
げになりますし、交通
渋滞の要因にもなり
ますので、なるべく徒
歩で避難しましょう。避難が必要なときのポイント

　近所の方と声を掛け合い
一人では行動しないようにし
ましょう。歩ける深さでも注
意が必要です。水の中には何
があるかわかりませんので、
杖などで安全を確かめなが
ら進みましょう。流れが速い
場合は特に注意しましょう。

　夜間や豪雨の
場合、避難所まで
の移動が危険な
ときは、自宅の2
階など高い所に
とどまる垂直避
難も有効です。

洪水浸水想定区域が

指定されました

　国土交通省三重河川国道事

務所により、想定最大規模の

降雨による鈴鹿川の浸水想定

区域が発表されました。一定

の雨量に伴う洪水で、鈴鹿川

が氾濫した場合の浸水状況

を、シミュレーションにより

予測したものです。詳しくは

国土交通省ホームページをご

覧ください。

http://www.cbr.mlit.go.

jp/mie/news/assets/pdf/pre

ss/160531.pdf

効果的な水防対策

水のう・土のう

○水のうを玄関先などに置く

ことで、ある程度まで浸水

を防げます。

作り方

ごみ袋（45 リットル程度）を

二重にして半分まで水を入れて

縛ります。

ダンボール箱に入れます。

ダンボール箱を並べて置きます。

ビニールシートを巻きつけると

より効果的です。

○土のうも水害対策に有効で

す。袋や砂はホームセンタ

ーなどで販売されています

ので、事前準備を心掛けて

ください。事前準備が間に

合わなかった場合、三重県

建設業協会鈴鹿支部や鈴鹿

災害防止協力会へ土のうの

設置依頼ができますので活

用してください。
※市では皆さんへの配布はしていま

せん。

※設置依頼は有料ですのでご注意く

ださい。

災害時に備えた

準備をしましょう

　事前に用意しておくことが

大切です。災害時に必要なも

の、あると役立つものを紹介

します。いざというときに持

ち出せるよう分かりやすいと

ころに置いておきましょう。

停電に備えて懐中電灯や携

帯ラジオを準備しよう

３日分以上の飲料水や非常

食を準備しよう

浴槽に水を張るなどして、

生活用水を確保しよう

公民館などの避難所への経

路を確認しよう

普段から家族との連絡方法

の話し合いをしよう

・ペットボトルの水
（１日１人３リットル）
・レトルト食品や缶詰
・懐中電灯
・ラジオ
・ヘルメット

RADIO

Water
水

Water
水

MIZU

MIZU

災害時に備えた準備をしましょう
災害時に必要なもの、

いざというときに持ち出せる

ミルク

●介護食
●入れ歯
●常用の薬（お薬手帳）
●紙おむつ
●介護手帳

●哺乳ビン
●粉ミルク
●母子手帳
●衛生手帳

高齢者や介護を
受けている方がいる家庭

赤ちゃんや
妊婦がいる家庭

●大きなビニール袋
　中央部に穴を開けてレインコートとして使用できます。
●ウェットティッシュ
　水が不足している時にも顔や手をふけます。
●食品用ラップ
　お皿の上に敷いて使えばお皿が汚れず、洗う手間も
　省けます。
●携帯トイレ

あったら便利リスト
妊婦がいる家庭

広報すずか特集「災害への備えは万全

ですか？」についてのご意見・ご感想

は防災危機管理課へ

059 -382-9968

　059 -382-7603　

bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp



次回の募集は10月5日号掲載分です

鈴鹿市民歩こう会

とき／9月11日㈰(雨天時、18日㈰)　
集合／近鉄松阪駅9時15分　内容／
松阪イヤーラウンドコースを巡る　約
5kmコース・約12kmコース　参加料／
200円　※自由参加　初参加者歓迎

とき／9月11日㈰(雨天時、18日㈰)　
集合／近鉄松阪駅9時15分　内容／
松阪イヤーラウンドコースを巡る　約
5kmコース・約12kmコース　参加料／
200円　※自由参加　初参加者歓迎

第46回鈴鹿市母親大会

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前
悩みを語り合おう　午後
イブ＆トーク　参加料／500円

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前
悩みを語り合おう　午後
イブ＆トーク　参加料／500円

鈴木利昭　080-1611-9264 鈴鹿市母親大会実行委員会　

自然農法セミナー
第5講

とき／8月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内
容／秋冬野菜の特徴と栽培、播種、植
え付け、野菜個 の々栽培のあり方　講
師／板坂康行　参加料／300円

とき／8月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内
容／秋冬野菜の特徴と栽培、播種、植
え付け、野菜個 の々栽培のあり方　講
師／板坂康行　参加料／300円

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
ら（受付9時から）
ター　内容／自転車点検コーナーやシー
トベルト体験コーナー。
よ。

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
ら（受付9時から）
ター　内容／自転車点検コーナーやシー
トベルト体験コーナー。
よ。

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　378-0041

鈴鹿自動車整備組合青年部会

市民登山大会
北八ヶ岳・天狗岳

とき／9月17日㈯～18日㈰　ところ
／北八ヶ岳・天狗岳　集合／市役所
7時　定員／25人　参加料／1万
5,000円　申込み／8月21日㈰まで
に連絡先と登山歴をファクスで

とき／9月17日㈯～18日㈰　ところ
／北八ヶ岳・天狗岳　集合／市役所
7時　定員／25人　参加料／1万
5,000円　申込み／8月21日㈰まで
に連絡先と登山歴をファクスで

生活習慣病と食品表示ガイド

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
定、
加料／無料　申込み／不要

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
定、
加料／無料　申込み／不要

鈴鹿市山岳協会
益田三治　・　383-1752

手づくりroomフェスタ

とき／8月6日㈯・7日㈰10時～16時　
ところ／イオン鈴鹿2階パンドラハウス
前　内容／タイルクラフト、デコパー
ジュ、グラスアート　参加料／各1,000
円他(材料費込)　申込み／電話で

とき／8月6日㈯・7日㈰10時～16時　
ところ／イオン鈴鹿2階パンドラハウス
前　内容／タイルクラフト、デコパー
ジュ、グラスアート　参加料／各1,000
円他(材料費込)　申込み／電話で

鈴鹿リコーダーオーケストラ

とき／8月11日(木
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下
1,000円　※詳しくは電話で

とき／8月11日(木
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下
1,000円　※詳しくは電話で

アーツアンドクラフト　ふるたに　090-7859-4312
　http://ameblo.jp/artandclaft

鈴鹿リコーダーオーケストラ実行委員会

ダイエットヨガ

とき／毎週水曜19時から、20時30分
から　ところ／久間田公民館　内容
／初心者向け　参加料／500円（小学
生以下無料）　持ち物／ヨガマット　
※19時の部は子連れOKです。

とき／毎週水曜19時から、20時30分
から　ところ／久間田公民館　内容
／初心者向け　参加料／500円（小学
生以下無料）　持ち物／ヨガマット　
※19時の部は子連れOKです。

ノルディックウオーキング

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っ
ウオーキングフィッ
行事予定有、

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っ
ウオーキングフィッ
行事予定有、

壺内　090-3252-5604 すずかノルディックウオーキングクラブ

ひめトレエクササイズで
健康美

とき／毎月第2・第4金曜日19時30分から　
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため
の運動を行います。　参加料／1,000円　
※お気軽にお問い合わせください。

とき／毎月第2・第4金曜日19時30分から　
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため
の運動を行います。　参加料／1,000円　
※お気軽にお問い合わせください。

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
ア(小学生)18時から、
分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、
名、

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
ア(小学生)18時から、
分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、
名、

H.Bフィットネス
松尾　090-8330-8852

EM勉強会

とき／8月19日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基
礎知識と家庭内での使い方と応用、参
加者の意見交流　参加料／500円(EM
菌含む)　※気軽にどうぞ

とき／8月19日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基
礎知識と家庭内での使い方と応用、参
加者の意見交流　参加料／500円(EM
菌含む)　※気軽にどうぞ

潜在看護職員等復職研修

とき
日㈫
～12日㈬
講料／無料　※申し込みなど、
しくはお問い合わせください。

とき
日㈫
～12日㈬
講料／無料　※申し込みなど、
しくはお問い合わせください。

鈴鹿 EM交流会　382-6039

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は10月5日号掲載分です

18日㈰)　
集合／近鉄松阪駅9時15分　内容／

ドコースを巡る　約
ス　参加料／

200円　※自由参加　初参加者歓迎

18日㈰)　
集合／近鉄松阪駅9時15分　内容／

ドコースを巡る　約
ス　参加料／

200円　※自由参加　初参加者歓迎

第46回鈴鹿市母親大会

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前：子育て暮らしの
悩みを語り合おう　午後：板谷信彦ラ
イブ＆トーク　参加料／500円

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前：子育て暮らしの
悩みを語り合おう　午後：板谷信彦ラ
イブ＆トーク　参加料／500円

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、
ヨーヨーすくい、
いなど　参加料／10円から

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、
ヨーヨーすくい、
いなど　参加料／10円から

鈴木利昭　080-1611-9264 鈴鹿市母親大会実行委員会　
344-0736

とき／8月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内

播種、植
野菜個 の々栽培のあり方　講

とき／8月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内

播種、植
野菜個 の々栽培のあり方　講

こども交通安全教室
お絵描きバス

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
ら（受付9時から）　ところ／鈴鹿ハン
ター　内容／自転車点検コーナーやシー
トベルト体験コーナー。パトカーも来る
よ。　定員／100人　参加料／無料

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
ら（受付9時から）　ところ／鈴鹿ハン
ター　内容／自転車点検コーナーやシー
トベルト体験コーナー。パトカーも来る
よ。　定員／100人　参加料／無料

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示
し核兵器の廃絶を目指します。

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示
し核兵器の廃絶を目指します。

鈴鹿健康生活ネットワーク 鈴鹿自動車整備組合青年部会
永戸　090-2347-1660

とき／9月17日㈯～18日㈰　ところ
天狗岳　集合／市役所

7時　定員／25人　参加料／1万
5,000円　申込み／8月21日㈰まで

とき／9月17日㈯～18日㈰　ところ
天狗岳　集合／市役所

7時　定員／25人　参加料／1万
5,000円　申込み／8月21日㈰まで

生活習慣病と食品表示ガイド

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
定、健康食品を正しく理解しよう　参
加料／無料　申込み／不要

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
定、健康食品を正しく理解しよう　参
加料／無料　申込み／不要

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
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、

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
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、

益田三治　・　383-1752
( 公社 )三重県栄養士会
信國淑子　059-224-4519

鈴鹿市食生活改善推進協議会

手づくりroomフェスタ

7日㈰10時～16時　
イオン鈴鹿2階パンドラハウス

デコパー
グラスアート　参加料／各1,000

円他(材料費込)　申込み／電話で

7日㈰10時～16時　
イオン鈴鹿2階パンドラハウス

デコパー
グラスアート　参加料／各1,000

円他(材料費込)　申込み／電話で

鈴鹿リコーダーオーケストラ
コンサート

とき／8月11日(木・祝)14時から　とこ
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下
1,000円　※詳しくは電話で

とき／8月11日(木・祝)14時から　とこ
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下
1,000円　※詳しくは電話で

傾聴ボランティア

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
て、
動です。
時から社会福祉センターで。
／年1,000円

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
て、
動です。
時から社会福祉センターで。
／年1,000円

アーツアンドクラフト　ふるたに　090-7859-4312
http://ameblo.jp/artandclaft

鈴鹿リコーダーオーケストラ実行委員会
おおはし　386-1693

20時30分
から　ところ／久間田公民館　内容

（小学
　持ち物／ヨガマット　

20時30分
から　ところ／久間田公民館　内容

（小学
　持ち物／ヨガマット　

ノルディックウオーキング
体験会

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っての
ウオーキングフィットネススポーツ。いろいろ
行事予定有、貸ポール有　参加料／500円

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っての
ウオーキングフィットネススポーツ。いろいろ
行事予定有、貸ポール有　参加料／500円

対象／年長～小学4年生までの男女
（保護者同伴）
時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験
と説明会　参加料／無料

対象／年長～小学4年生までの男女
（保護者同伴）
時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験
と説明会　参加料／無料

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　090-1747-3394

ひめトレエクササイズで

第4金曜日19時30分から　
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため

　参加料／1,000円　

第4金曜日19時30分から　
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため

　参加料／1,000円　

秋季テニス教室
受講生募集

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
ア(小学生)18時から、一般中級と一般初級19時20
分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏
名、年齢、連絡先、クラスを明記し電子メールで

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
ア(小学生)18時から、一般中級と一般初級19時20
分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏
名、年齢、連絡先、クラスを明記し電子メールで

放送大学10月入学生募集中

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で
す。
1科目から学べます。
20日㈫まで

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で
す。
1科目から学べます。
20日㈫まで

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
　suzuka_ts@yahoo.co.jp

とき／8月19日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基
礎知識と家庭内での使い方と応用、参
加者の意見交流　参加料／500円(EM

とき／8月19日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基
礎知識と家庭内での使い方と応用、参
加者の意見交流　参加料／500円(EM

みえスポフェス2016P＆S

対象／テニスにふれたい方、
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

対象／テニスにふれたい方、
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

潜在看護職員等復職研修
受講者募集

とき・ところ／9月6日㈫～11月29
日㈫（11日間）津会場、10月4日㈫
～12日㈬（5日間）四日市会場　受
講料／無料　※申し込みなど、詳
しくはお問い合わせください。

とき・ところ／9月6日㈫～11月29
日㈫（11日間）津会場、10月4日㈫
～12日㈬（5日間）四日市会場　受
講料／無料　※申し込みなど、詳
しくはお問い合わせください。

鈴鹿 EM交流会　382-6039 三重県ナースセンター
059-222-0466

タイトル15文字程度・本文80文字程度

夏休み合唱体験教室

対象／年長～高校生　とき／8月
27日㈯10時～15時　ところ／神戸
コミュニティセンター　内容／年齢
の違うお友達と歌う楽しさを体験
してみませんか　参加料／無料

対象／年長～高校生　とき／8月
27日㈯10時～15時　ところ／神戸
コミュニティセンター　内容／年齢
の違うお友達と歌う楽しさを体験
してみませんか　参加料／無料

鈴鹿市芸文協美術工芸作品展

とき／9月2日㈮～4日㈰　ところ／
市役所1階市民ギャラリー　内容
／個人会員と仲間たちによる美術
工芸展覧会を開催します。
に陶芸家の講演　入場料／無料

とき／9月2日㈮～4日㈰　ところ／
市役所1階市民ギャラリー　内容
／個人会員と仲間たちによる美術
工芸展覧会を開催します。
に陶芸家の講演　入場料／無料

鈴鹿少年少女合唱団
丸地　090-7958-0305

第46回鈴鹿市母親大会

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー

子育て暮らしの
板谷信彦ラ

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー

子育て暮らしの
板谷信彦ラ

Waraっこ夏まつり

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、
ヨーヨーすくい、スーパーボールすく
いなど　参加料／10円から

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、
ヨーヨーすくい、スーパーボールすく
いなど　参加料／10円から

対象／本人、
とき／8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、
参加料／本人無料、

対象／本人、
とき／8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、
参加料／本人無料、

鈴鹿市母親大会実行委員会　 輝く瞳Waraひろば
　387-0767

こども交通安全教室

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
　ところ／鈴鹿ハン

ター　内容／自転車点検コーナーやシー
パトカーも来る

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
　ところ／鈴鹿ハン

ター　内容／自転車点検コーナーやシー
パトカーも来る

「原爆と人間」展

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示
し核兵器の廃絶を目指します。

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示
し核兵器の廃絶を目指します。

とき／8月21日㈰13時　ところ／ふれあ
いホール　内容／子どもたちが日頃の
レッスンの成果を発表します。
んなでビンゴゲーム。
グルー

とき／8月21日㈰13時　ところ／ふれあ
いホール　内容／子どもたちが日頃の
レッスンの成果を発表します。
んなでビンゴゲーム。
グルー

鈴鹿自動車整備組合青年部会 原水爆禁止鈴鹿市協議会
川北　372-1163

生活習慣病と食品表示ガイド

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
健康食品を正しく理解しよう　参

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
健康食品を正しく理解しよう　参

夏休み親子クッキング

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
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

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
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

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／8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。
うに対処していますか。

とき／8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。
うに対処していますか。

信國淑子　059-224-4519
鈴鹿市食生活改善推進協議会
鈴木　090-2618-0141

鈴鹿リコーダーオーケストラ

祝)14時から　とこ
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下

祝)14時から　とこ
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下

傾聴ボランティア「福耳」
会員募集

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
て、60分から90分程度、話を聴く活
動です。定例会は毎月第4木曜日10
時から社会福祉センターで。　料金
／年1,000円

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
て、60分から90分程度、話を聴く活
動です。定例会は毎月第4木曜日10
時から社会福祉センターで。　料金
／年1,000円

楽楽クッキング参加者募集

とき／8月9日㈫
リーすずか食の工房　内容／10時30分か
ら旬の料理教室、
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

とき／8月9日㈫
リーすずか食の工房　内容／10時30分か
ら旬の料理教室、
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

鈴鹿リコーダーオーケストラ実行委員会 すずか福耳リーダー山﨑
　371-0051

ノルディックウオーキング

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っての

いろいろ
貸ポール有　参加料／500円

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っての

いろいろ
貸ポール有　参加料／500円

ボーイスカウトわくわく体験

対象／年長～小学4年生までの男女
（保護者同伴）　とき／8月28日㈰11
時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験
と説明会　参加料／無料

対象／年長～小学4年生までの男女
（保護者同伴）　とき／8月28日㈰11
時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験
と説明会　参加料／無料

対象／高校生以上の歌の好きな男女　
とき／毎週木曜日19時～21時　とこ
ろ／ふれあいホールなど　※詳しく
はホームページをご覧いただくか、
問い合わせください。

対象／高校生以上の歌の好きな男女　
とき／毎週木曜日19時～21時　とこ
ろ／ふれあいホールなど　※詳しく
はホームページをご覧いただくか、
問い合わせください。

すずかノルディックウオーキングクラブ ボーイスカウト鈴鹿 11団
　090-2260-0775

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
一般中級と一般初級19時20

分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
ジュニア5,500円　申込み／住所、氏

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
一般中級と一般初級19時20

分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
ジュニア5,500円　申込み／住所、氏

放送大学10月入学生募集中

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で
す。入学試験はなく、興味ある科目を
1科目から学べます。　申込み／9月
20日㈫まで

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で
す。入学試験はなく、興味ある科目を
1科目から学べます。　申込み／9月
20日㈫まで

自閉症児の子育て相談ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー、
児の母親　とき／8月22日㈪11時30分～13時30分　
ところ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の
母親とつながれ心が軽くなれるランチ会　参加料
／約1,000円

対象／発達障害軽度程度(グレー、
児の母親　とき／8月22日㈪11時30分～13時30分　
ところ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の
母親とつながれ心が軽くなれるランチ会　参加料
／約1,000円

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
ts@yahoo.co.jp

放送大学三重学習センター
　059-233-1170 樋口さおり　090-1632-3694

津少年鑑別所施設見学会

とき／8月20日㈯　13時30時～15時30分　
ところ／津少年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人　参加料／無料　
申込み／8月12日㈮まで、
電話番号を津少年鑑別所へ

とき／8月20日㈯　13時30時～15時30分　
ところ／津少年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人　参加料／無料　
申込み／8月12日㈮まで、
電話番号を津少年鑑別所へ

みえスポフェス2016P＆S
テニスイベント

対象／テニスにふれたい方、楽しみたい方　
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

対象／テニスにふれたい方、楽しみたい方　
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

潜在看護職員等復職研修

ところ／9月6日㈫～11月29
10月4日㈫

四日市会場　受
講料／無料　※申し込みなど、詳
しくはお問い合わせください。

ところ／9月6日㈫～11月29
10月4日㈫

四日市会場　受
講料／無料　※申し込みなど、詳
しくはお問い合わせください。

三重県テニス協会　河本
395-6707

夏休み合唱体験教室

対象／年長～高校生　とき／8月
27日㈯10時～15時　ところ／神戸
コミュニティセンター　内容／年齢
の違うお友達と歌う楽しさを体験
てみませんか　参加料／無料

対象／年長～高校生　とき／8月
27日㈯10時～15時　ところ／神戸
コミュニティセンター　内容／年齢
の違うお友達と歌う楽しさを体験
てみませんか　参加料／無料

鈴鹿市芸文協美術工芸作品展

とき／9月2日㈮～4日㈰　ところ／
市役所1階市民ギャラリー　内容
／個人会員と仲間たちによる美術
工芸展覧会を開催します。最終日
に陶芸家の講演　入場料／無料

とき／9月2日㈮～4日㈰　ところ／
市役所1階市民ギャラリー　内容
／個人会員と仲間たちによる美術
工芸展覧会を開催します。最終日
に陶芸家の講演　入場料／無料

鈴鹿市芸文協美術工芸部
船戸豊　090-4264-5244

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、

スーパーボールすく

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、

スーパーボールすく

認知症の人と
家族の会のつどい

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／8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／本人無料、会員100円、一般200円

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／8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／本人無料、会員100円、一般200円

下野　370-4620

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示

ピアノ教室発表会

とき／8月21日㈰13時　ところ／ふれあ
いホール　内容／子どもたちが日頃の
レッスンの成果を発表します。最後はみ
んなでビンゴゲーム。公民館のコーラス
グループも出演します。　入場料／無料

とき／8月21日㈰13時　ところ／ふれあ
いホール　内容／子どもたちが日頃の
レッスンの成果を発表します。最後はみ
んなでビンゴゲーム。公民館のコーラス
グループも出演します。　入場料／無料

あさい音楽教室　385-4388

夏休み親子クッキング

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／8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。二学期に向けて家庭でどのよ
うに対処していますか。気軽に相談を。

とき／8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。二学期に向けて家庭でどのよ
うに対処していますか。気軽に相談を。

鈴鹿市食生活改善推進協議会 保井　090-4185-1514

「福耳」

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
話を聴く活

定例会は毎月第4木曜日10
　料金

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
話を聴く活

定例会は毎月第4木曜日10
　料金

楽楽クッキング参加者募集

とき／8月9日㈫・25日㈭　ところ／ジェフ
リーすずか食の工房　内容／10時30分か
ら旬の料理教室、13時30分から簡単ス
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

とき／8月9日㈫・25日㈭　ところ／ジェフ
リーすずか食の工房　内容／10時30分か
ら旬の料理教室、13時30分から簡単ス
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

LilyClub 藪内
　080-3650-1715

ボーイスカウトわくわく体験

対象／年長～小学4年生までの男女
　とき／8月28日㈰11

時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験

対象／年長～小学4年生までの男女
　とき／8月28日㈰11

時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験

いっしょに歌いませんか

対象／高校生以上の歌の好きな男女　
とき／毎週木曜日19時～21時　とこ
ろ／ふれあいホールなど　※詳しく
はホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

対象／高校生以上の歌の好きな男女　
とき／毎週木曜日19時～21時　とこ
ろ／ふれあいホールなど　※詳しく
はホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

鈴鹿混声合唱団
酒井永　090-9662-6030

放送大学10月入学生募集中

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で

興味ある科目を
　申込み／9月

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で

興味ある科目を
　申込み／9月

自閉症児の子育て相談ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー、ボーダー含む)
児の母親　とき／8月22日㈪11時30分～13時30分　
ところ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の
母親とつながれ心が軽くなれるランチ会　参加料
／約1,000円（食事代）　申込み／8月19日㈮まで

対象／発達障害軽度程度(グレー、ボーダー含む)
児の母親　とき／8月22日㈪11時30分～13時30分　
ところ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の
母親とつながれ心が軽くなれるランチ会　参加料
／約1,000円（食事代）　申込み／8月19日㈮まで

放送大学三重学習センター 自閉症の子育て相談室
樋口さおり　090-1632-3694

津少年鑑別所施設見学会

とき／8月20日㈯　13時30時～15時30分　
ところ／津少年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人　参加料／無料　
申込み／8月12日㈮まで、住所、氏名、年齢、
電話番号を津少年鑑別所へ

とき／8月20日㈯　13時30時～15時30分　
ところ／津少年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人　参加料／無料　
申込み／8月12日㈮まで、住所、氏名、年齢、
電話番号を津少年鑑別所へ

みえスポフェス2016P＆S

楽しみたい方　
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

楽しみたい方　
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

津少年鑑別所庶務課　
059-228-3556

次回の募集は

10 月 5 日号掲載分です
※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。

原稿規格／タイトル 15 文字程度・

本文 80 文字程度

申込み／ 8月 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 )。



情報館
福祉医療費の受給資格を

更新します

保険年金課

　　382-7627 　　382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

本

見

　福祉医療費助

成制度は、障が

い者、一人親家

庭、子どもなど

の医療費を助成

する制度です。この制度の認定を

受けている方の受給資格を今年も

更新します。

福祉医療費助成制度の概要

●身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方

●療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中

度)をお持ちの方、または知能指数が50

以下の方

●精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

●18歳未満児（年度末児童）を

扶養している一人親家庭な

どの母または父およびその

児童

●父母のいない18歳未満児

●各医療保険法の規定による自己負担相当額

●入院時の食事療養に係る標準負担額（住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から減額認定を

受けた方のみ対象）

※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、通院分のみが助成対象です。

※13歳到達年度から15歳到達年度末まで（中学生）の子ども医療費は、入院分のみが助成対象です。受給資格

証の交付はなく、入院費の支払い後にその都度（2年以内）申請してください。

●0歳から12歳到達年度末

（中学校就学前）の子ども

●13歳到達年度から15歳到

達年度末まで（中学生）の

子ども

者
象
対

費
療
医
象
対

障がい者医療費 一人親家庭等医療費 子ども医療費

※申請方法など、詳しくは、市ホームページ(市ホームページ→生活ガイド→生活便利帳→福祉)をご覧いただくか、

福祉医療費助成制度の概要

※申請方法など、詳しくは、市ホー

ムページ ( 市ホームページ→生活ガ

イド→生活便利帳→福祉 ) をご覧い

ただくか、保険年金課医療給付グル

ープへお問い合わせください。

受給資格の更新

  平成 28 年度（平成 27 年

中）の所得額によって判定後、

更新した受給資格証を 8 月

下旬に対象者へ郵送します。

また、後期高齢者医療制度に

加入中の方には、受給資格証

の交付はなく、受給資格決定

通知書を郵送します。なお、

所得制限額を超えるなど、医

療費助成の対象に該当しなか

った方には、その旨を通知し

ます。
※転入された方など、本市で平成

27 年中の所得が確認できない方は、

所得課税証明書の提出をお願いする

場合があります。

所得制限額

　各助成制度には、下記の所

得制限があります。判定の対

象となる所得金額は、合計所

得金額から各種控除を行った

額になりますので目安として

ください。

※受給資格証には福祉医療で届出されている健康保険証の情報も表示されています。健康保険証の情報に変更が

種控除を行った額になりますので目安としてください。

障がい者医療費

本人所得額
扶養親族
などの数

0人

1人

2人

配偶者および
扶養義務者所得額

養育者、配偶者および
扶養義務者所得額

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

以降1人増えるごとに
38万円を加算

本人所得額 保護者所得額

622万円

660万円

698万円

236万円

274万円

312万円

192万円

230万円

268万円

628万7,000円

653万6,000円

674万9,000円

360万4,000円

398万4,000円

436万4,000円

一人親家庭等医療費 子ども医療費

※受給資格証には福祉医療で届出さ

れている健康保険証の情報も表示

されています。健康保険証の情報

に変更があった場合は、印鑑、対

象者の健康保険証、受給資格証を

お持ちいただき、速やかに保険年

金課か地区市民センターで届出を

行ってください（郵送可）。



情報館
平成 29 年度の入園の

申込受付を開始します

子ども育成課

382-7606   382-9054

kodomoikusei@city.suzuka.lg.jp

　来年度から保育所（園）または幼

稚園などの利用を希望される方の申

し込みを、9月から受け付けします。

保育所（園）への
入所（園）申込み方法

対　象

　市内在住の 0歳から 5歳

までの乳幼児で､保護者が

就労（育休復帰を含む）や

出産前後、疾病や障がい、

求職活動、就学、同居の親

族の介護や看護などにより

家庭で保育できない方（平

成 29 年 4 月、5月利用希

望の方）
※上記の理由以外でも利用できる場

合がありますのでご相談くださ

い。

申込み

　9月 1日（木）から 23

日（金）まで（土･日曜日・

祝日を除く9時～16時）に、

利用希望の保育所 (園 )で

支給認定申請書と保育所

（園）利用申込書を受け取

り､必要事項を記入の上、

保育所 (園 )へ提出してく

ださい（複数の園に申込書

などを提出することはでき

ません）。
※保育料は、市民税額により決定し

ます。

※平成 29 年 6 月以降の利用を希望

する場合は、利用希望の前月の

10 日までに利用希望の園で申し

込みをしてください。

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

河曲保育所
算所保育所
深伊沢保育所
西条保育所
一ノ宮保育所

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

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

号 施設名 所在地 電話番号

施設名
牧田保育所
白子保育所
神戸保育所
玉垣保育所
合川保育所

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

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

所在地 電話番号
公立保育所

私立保育園

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

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

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

施設名 所在地 電話番号
私立保育園

※ほうりん保育園、サン保育園は、平成29年度から認定こども園へ移行する予定です。
385-0302
374-1952
378-0918
374-1955
386-1647
371-0151
371-2317
386-2071
374-1398
387-5220
378-1610
387-6012
374-0730
373-7000
386-7982

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

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

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

号 施設名 所在地 電話番号

私立認定こども園への
入園申込み方法

※ほうりん保育園、サン保育園は、

平成 29 年度から認定こども園へ

移行する予定です。

　認定こども園とは、幼稚園

と保育園の機能を合わせも

ち、就学前の子どもに教育と

保育を一体的に提供する施設

です。

対　象

　〈教育希望〉市内在住の

3歳から5歳までの幼児〈保

育希望〉市内在住の 0歳か

ら 5歳までの乳幼児で､保

護者が就労（育休復帰を含

む）や出産前後、疾病や障

がい、求職活動、就学、同

居の親族の介護や看護など

により家庭で保育できない

方（平成 29 年 4 月、5月

利用希望の方）
※上記の理由以外でも利用できる場

合がありますのでご相談くださ

い。

申込み

　9月 1日（木）から 23

日（金）まで（土･日曜日・

祝日を除く9時～16時）に、

入園希望の認定こども園で

利用申込書を受け取り､必

要事項を記入の上、認定こ

ども園へ提出してください

（複数の園に申込書などを

提出することはできませ

ん）。
※保育料は、市民税額により決定し

ますこども園で利用申込書を受け取り､必要事項を記入の上、認定こども園へ提出してください
（複数の園に申込書などを提出

保育料は、市民税額により決定します。
372-2123
386-6228
385-0190

郡山町560-5
東磯山二丁目3-1
北長太町4119

（仮）サン認定こども園
（仮）白百合認定こども園
（仮）ほうりん認定こども園

施設名 所在地 電話番号

公立幼稚園への
入園申込み方法

対　象

　市内在住の 5歳児（平成

23 年 4 月 2 日～平成 24 年

4 月 1 日生まれ）と 4歳児

（平成 24 年 4 月 2 日～平成

25 年 4 月 1 日生まれ）。た

だし、4歳児は☆印のつい

た 10 園のみ募集します。

申込み

　9 月 1 日 ( 木 ) から 23

日 ( 金 ) まで（土･日曜日・

祝日を除く 8時 30 分～ 17

時）に、入園願に必要事項

を記入の上、入園希望の幼

稚園へ提出してください

（複数の園に入園願を提出

することはできません）。
※保育料は、市民税額により決定し

ます。　

※入園願は 8月 1日（月）から各幼

稚園で配布します。

※入園希望者が 15 人に満たないと

きは、当該年度は休園します（対

象幼児数が少ない地域では、10

人程度でも開園します）。

※今年度休園している牧田幼稚園は牧田小学校（  378-0516）、河曲幼稚園は河曲小学校（  382-0268）へお問

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

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

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

所在地 電話番号

※今年度休園している牧田幼稚園は牧田小学校（  378-0516）、河曲幼稚園は河曲小学校（  382-0268）へお問

378-4523
379-1518

387-5325
387-5326
387-5338
382-3698

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

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

      －
383-5211
385-1493
382-3663
382-3275
387-6246
371-3715

号 施設名 所在地 電話番号

※今年度休園している牧田幼稚園は

牧田小学校（ 378-0516）、河曲幼

稚園は河曲小学校（ 382-0268）

へお問い合わせください。

私立幼稚園への
入園申込み方法

対　象

3 歳から 5歳までの幼児

申込み

9 月 1 日（木）から入園願

書に必要事項を記入の上、

各私立幼稚園へ提出してく

ださい。
※入園願書は、8月 1日（月）から

各幼稚園で配布します。

※詳しくは各幼稚園へお問い合わせ

ください。

※サン幼稚園、白百合幼稚園は平成

29 年度から認定こども園へ移行

する予定です。9月1日（木）から入園願書に必要事項を記入の上、各私立幼稚園へ提出してください。
から

各幼稚園へお問い合わ

※サン幼稚園、白百合幼稚園は平
成29年度から認定こども園へ

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

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

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

施設名 所在地 電話番号



情報館
鈴鹿市発障がい者の

就労マルシェ 2016 を

開催します

障がい福祉課

382-7626 　382-7607

shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　働くことは経済的基盤づくりだけ

ではなく、人や社会とつながります。

共生社会実現へ向け多くの方が出会

う場所として、今年も就労マルシェ

を開催します。障がい者の就労、福

祉事業所の商品、サービスを応援し

ましょう。

新しい出会いを catch ！ 

新しい自分を catch ！

今年のテーマ
キャッチ

キャッチ

と　き　8月 26 日（金）12

時 30 分～ 16 時 27 日（土）

11 時～ 15 時 30 分

ところ　AGF 鈴鹿体育館（市

立体育館　江島台一丁目

1-1）

主　催　鈴鹿市、ハローワー

ク鈴鹿、就労マルシェ実行

委員会

協　力　鈴鹿市障害者施策推

進協議会、鈴鹿市・亀山市

地域自立支援協議会就労部

会

プログラム

８月２６日 ( 金 )・２７日 ( 土 )

・ベルカフェ

　ＡＧＦ鈴鹿の協力による無

料のカフェ。就労体験の一

環として、障がい者がウェ

イトレス、ウェイターとし

ておもてなしします。

・マルシェギャラリー

　障がい者の工芸などの作品

展示

・福祉事業所の生産品展示・

販売

　お弁当、パン、クッキー、

野菜、ポークジャーキーな

ど食料品、くみひも、ミサ

ンガ、ミニ植物、アクセサ

リーなど雑貨の販売

・パネル展「障がい者差別解

消法とは？」

８月２６日 ( 金 )

12 時 30 分〜16 時

　12 時 45 分～ 14 時 15 分

・シンポジウム「障がい者雇

用を考える」

基調講演　貴島日出見さん

（鈴鹿医療科学大学教授）

パネルディスカッション・

コーディネーター　

  貴島日出見さん

パネラー

　水野昭博さん（三重工熱株

式会社 専務取締役）　

　山下広幸さん（障碍者ＩＴ

カレッジ四日市　施設長）

木下守さん（日本トランス

シティ株式会社人事部参

事）

　14 時 30 分から

・企業と障がい者の就職説明

会

　※あなたの希望にあった企業を見つ

けてください。

・就労継続支援事業所と就労

移行支援事業所による

　就職相談会

　※ご家族の方も一緒に参加できます。

８月２７日 ( 土 )

11 時〜15 時 30 分

　11 時 00 分から

・セレモニー

　白子ウインドシンフォニカ

による吹奏楽演奏

★ スペシャルコンサート

　11 時 50 分から

稲葉恵秀さん

（書道家）

　生まれながら

に幾つもの先

天性疾患をか

かえつつも、

書道講師とし

て 16 歳より教室運営をし

ながら自己練磨し、今の恵

秀流にたどり着きました。

「書」を通して人に「生き

ること」「喜び」「感謝」と

は何かを伝える書道パフォ

ーマンスを行います。

　12 時 30 分から

中村好江さん

  （トランペット奏者・鈴鹿

ときめきカルチャー大使）

　ソロや自身のバンドの中村

好江わくわく HOT6 などで

全国各地を精力的に活動し

ています。温かい音色と、

持ち前の底抜けの明るさと

元気良さで、幅広い年齢層

から人気を得ているニュー

オリンズスタイルのジャズ

トランペッターです。

共演メンバー

　福永幸治さん（テナーサッ

クス）

　ACE さん（ギター、バンジ

ョー、ボーカル）

　中嶋美弥さん（ピアノ）　

北浦ゆたかさん（ベース）

　13 時 30 分から

ＲＡＭＯ（音楽ユニット）

　自閉症の息子をもつ父親

と、長男（楽守らも）との

音楽ユニットです。どんな

障がいであれ、みんなごち

ゃまぜで、その特性を笑い

合えるような、やわらかな

世の中になってほしい。知

ろうとするより、感じてほ

しいと願いながら活動して

いる笑えるユニットです。

その他

・三重県立盲学校による出張

あんま・マッサージ

　※公開生徒実習の一環です。

・キッズバブル相撲大会（13

時開始予定）

・ダブルシュークリーム（鈴

鹿自助具倶楽部）による

　自助具展示・体験

・ロボットスーツＨＡＬⓇ展

示



情報館
すずか市民アカデミー

「まなベル」の

受講者を募集します

文化振興課

382-7619 　382-9071

bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　今年は「見たい　聞きたい　学び

隊～頭と心のアップデート！知識探

求の旅へ～」 をテーマに開校します。

ぜひ参加してください。

「まなベル」とは？

　すずか市民アカデミー「ま

なベル」は、市内の高等教育

機関と連携し、市民の「さら

に詳しく知りたい」という専

門的分野への学習ニーズに応

えると共に、学びの楽しさを

実感していただき、生涯学

習をさらに深めていくことを

目的としています。

　各高等教育機関を会場とし

て、それぞれの特徴をいかし

2016・8・512

文化振興課　　38 2 - 7 6 1 9　　38 2 - 9 0 7 1
　bu n k a s h i n k o@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

すずか市民アカデミー「まなベル」情報館

すずか市民アカデミー「まなベル」の
受講者を募集します
すずか市民アカデミー「まなベル」の
受講者を募集します

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

「まなベル」とは？

知らないことを知ることは楽しい。いろいろな専門の人の話を聞きたい。
今後とも、最先端技術、情報などの講座をお願いします。
普段なかなか学べない専門的な話を気軽に聞ける場、機会として重宝すると思います。

昨年度の参加者の感想

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

高校生以上の方なら、どなたでも受講できます。
①郵便番号・住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤希望する講座番号と講
座日を記入の上、はがき・ファクス・電子メールのいずれかでお申し込み
ください。（電話不可）
※申込完了後、受講決定書を送付します。
　講座開催日の3日前になっても受講決定書が届かないときは、ご連絡ください。 
文化振興課  〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号
　382-9071　　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp
8月5日(金) ～ ９月７日(水) （必着） 
各講座50人程度（先着順） 
　・１講座　500円（傷害保険料を含む）。　・全６講座一括申込の場合は2,500円
　※高校生は無料（人数制限あり）
　・受講料は当日お支払いください。 ・受講料払込後の返金はできません。
　9月24日(土)・11月 5 日(土)　鈴鹿大学、鈴鹿大学短期大学部
10月12日(水)・12月 6 日(火)　鈴鹿医療科学大学（千代崎キャンパス）
10月22日(土)・11月19日(土)　鈴鹿工業高等専門学校

7

6

5
4

3

2

1 対　　　象

申 込 方 法

申　込　先

申 込 期 間
定　　　員

受　講　料

開催日・会場

た専門性のあ

る教育内容を

、分かりやす

く楽しい講座

として提供し

ます。

昨年度の参加者の感想

  知らないことを知ることは楽

しい。いろいろな専門の人の話

を聞きたい。

  今後とも、最先端技術、情報

などの講座をお願いします。

  普段なかなか学べない専門的

な話を気軽に聞ける場、機会と

して重宝すると思います。

「まなベル」に参加するには？

　事前申込が必要です。応募

方法などは次のとおりです。

対　象　高校生以上の方なら

、どなたでも受講できます

申込方法　①郵便番号・住所 

②氏名 ③年齢 ④電話番号 

⑤希望する講座番号と講座

日を記入の上、はがき・フ

ァクス・電子メールのいず

れかでお申し込みください

（電話不可）
※申込完了後、受講決定書を送付し

ます。講座開催日の 3日前になっ

ても受講決定書が届かないときは、

ご連絡ください。

申込先　文化振興課        

〒513-8701 鈴鹿市神戸一

丁目 18 番 18 号

　  382-9071

  bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

申込期間　8月 5日 (金 )～

9月 7日 (水 )（必着）

定　員　各講座 50 人程度（

先着順）

受講料　・1講座　500 円（

傷害保険料を含む）。　・全

6講座一括申込の場合は

2,500 円

　※高校生は無料（人数制限あり）

　・受講料は当日お支払いく

ださい。 ・受講料払込後の

返金はできません。

開催日・会場　

  9 月 24 日 ( 土 )・11 月 5 

日 ( 土 )　鈴鹿大学、鈴鹿

大学短期大学部

  10 月 12 日 ( 水 )・12 月 6 

日 ( 火 )　鈴鹿医療科学大

学（千代崎キャンパス）

  10 月 22 日 ( 土 )・11 月 19

日 ( 土 )　鈴鹿工業高等専

門学校

。

。

今年度のテーマは

「見たい　聞きたい　学び隊

　～頭と心のアップデート！

知識探求の旅へ～」

会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大

学部（郡山町 663 番地 222

     372-2121 　372-3903）
今年度のテーマは「見たい　聞きたい　学び隊　～頭と心のアップデート！知識探求の旅へ～」

13

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

9月24日(土) 10時30分～12時　講師 : 上田慎二さん（鈴鹿大学短大学部）
「気楽に描いてみよう　～絵を描くはじめについて考えよう～」
内容 : 「絵を描くのは苦手」という方がいますが、描くことは自分が感じた
思いを表すことですが、周りを意識するあまり自信をなくしている様子が
見受けられます。今回、絵を描くはじめの気持ちを考えてみることで、描く
ことの本来の意味である、楽しむ、表現することをふりかえりましょう。 

講
座
①

11月5日(土) 10時30分～12時 講師 : 高見啓一さん（鈴鹿大学）
「おもしろ『お菓子』く経営学入門～コンビニ菓子に隠された経営の知恵～ 」
内容 : 「コンビニに新商品が並ぶ曜日とは？」「駄菓子に隠された共通点
とは？」おなじみのヒット商品にも、実は企業の「経営戦略」が詰まってい
ます。大好きなお菓子を食べながら、経営学の世界を学びましょう。
一押しのお菓子を持ってお集まりください。
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座
④

10月12日(水)13時30分～15時　講師 : 中東真紀さん
「鈴鹿産の食材で美味しくアンチエイジング 」
内容 : 鈴鹿産の食材を上手に利用した、骨粗鬆症や認知症、高血圧症予
防のためのレシピをご紹介します。食べ方や調理方法を工夫して、もっと
おいしく、もっと健康的な食生活を過ごしましょう。今日から誰でもでき
るアンチエイジング（抗加齢）です。

講
座
②

12月6日(火) 10時～11時30分　講師 : 長岡伸征さん　 
「冬を快適に過ごす養生法～みんなでツボ押し体験～ 」
内容 : 東洋医学からみた冬の過ごし方や注意点などを説明し、冬に多
くみられる症状に対するツボ押しを紹介します。本講座中に参加者の
方 と々一緒にツボ押しを行うことで、日々の生活習慣の中に取り入れ
ていただける内容となっております。

講
座
⑥
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「“健康”に過ごすために考えたいこと」（教養教育学科からの発信）
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緒に「健康」について考えましょう。体の健康を保持増進するための軽い運
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内容 : バクテリアは私たちの身の周りに存在します。そんなバクテリアは、生存をか
けて「バイオフィルム」という形態をとります。バイオフィルムは、例えばシンクのぬめり
や汚れとして目にしていますが、どんなものかを想像するのは難しいですね。本講座
では、バイオフィルムの基礎から私たちの生活との関連について学んでいきます。 

講
座
⑤

（岸岡町1001番地1会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス 383-8991 　383-9666）
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2016・8・5

372-2121 　372-3903）

今年度のテーマは「見たい　聞きたい　学び隊　～頭と心のアップデート！知識探求の旅へ～」

13

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

9月24日(土) 10時30分～12時　講師 : 上田慎二さん（鈴鹿大学短大学部）
「気楽に描いてみよう　～絵を描くはじめについて考えよう～」
内容 : 「絵を描くのは苦手」という方がいますが、描くことは自分が感じた
思いを表すことですが、周りを意識するあまり自信をなくしている様子が
見受けられます。今回、絵を描くはじめの気持ちを考えてみることで、描く
ことの本来の意味である、楽しむ、表現することをふりかえりましょう。 

講
座
①

11月5日(土) 10時30分～12時 講師 : 高見啓一さん（鈴鹿大学）
「おもしろ『お菓子』く経営学入門～コンビニ菓子に隠された経営の知恵～ 」
内容 : 「コンビニに新商品が並ぶ曜日とは？」「駄菓子に隠された共通点
とは？」おなじみのヒット商品にも、実は企業の「経営戦略」が詰まってい
ます。大好きなお菓子を食べながら、経営学の世界を学びましょう。
一押しのお菓子を持ってお集まりください。

講
座
④

10月12日(水)13時30分～15時　講師 : 中東真紀さん
「鈴鹿産の食材で美味しくアンチエイジング 」
内容 : 鈴鹿産の食材を上手に利用した、骨粗鬆症や認知症、高血圧症予
防のためのレシピをご紹介します。食べ方や調理方法を工夫して、もっと
おいしく、もっと健康的な食生活を過ごしましょう。今日から誰でもでき
るアンチエイジング（抗加齢）です。

講
座
②

12月6日(火) 10時～11時30分　講師 : 長岡伸征さん　 
「冬を快適に過ごす養生法～みんなでツボ押し体験～ 」
内容 : 東洋医学からみた冬の過ごし方や注意点などを説明し、冬に多
くみられる症状に対するツボ押しを紹介します。本講座中に参加者の
方 と々一緒にツボ押しを行うことで、日々の生活習慣の中に取り入れ
ていただける内容となっております。

講
座
⑥

10月22日(土) 10時～11時30分　講師 : 宝来毅さん
「“健康”に過ごすために考えたいこと」（教養教育学科からの発信）
内容 : 皆さんは普段ご自身の「健康」について考えたことがありますか？これ
からの生活におけるQOL（生活の質）が高まることを期待して、皆さんと一
緒に「健康」について考えましょう。体の健康を保持増進するための軽い運
動も体験していただきます。 動きやすい服装でお越しください。

講
座
③

11月19日(土) 10時～11時30分 　講師 : 小川亜希子さん
「バイオフィルムのイロハ 」　
内容 : バクテリアは私たちの身の周りに存在します。そんなバクテリアは、生存をか
けて「バイオフィルム」という形態をとります。バイオフィルムは、例えばシンクのぬめり
や汚れとして目にしていますが、どんなものかを想像するのは難しいですね。本講座
では、バイオフィルムの基礎から私たちの生活との関連について学んでいきます。 

講
座
⑤

（岸岡町1001番地1会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス 383-8991 　383-9666）

（白子町会場　鈴鹿工業高等専門学校 368-1717 　387-0338）

（郡山町663番地222会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

2016・8・5

372-2121 　372-3903）

会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キ

ャンパス（岸岡町 1001 番地 1 

383-8991 　383-9666）

今年度のテーマは「見たい　聞きたい　学び隊　～頭と心のアップデート！知識探求の旅へ～」

13

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

9月24日(土) 10時30分～12時　講師 : 上田慎二さん（鈴鹿大学短大学部）
「気楽に描いてみよう　～絵を描くはじめについて考えよう～」
内容 : 「絵を描くのは苦手」という方がいますが、描くことは自分が感じた
思いを表すことですが、周りを意識するあまり自信をなくしている様子が
見受けられます。今回、絵を描くはじめの気持ちを考えてみることで、描く
ことの本来の意味である、楽しむ、表現することをふりかえりましょう。 

講
座
①

11月5日(土) 10時30分～12時 講師 : 高見啓一さん（鈴鹿大学）
「おもしろ『お菓子』く経営学入門～コンビニ菓子に隠された経営の知恵～ 」
内容 : 「コンビニに新商品が並ぶ曜日とは？」「駄菓子に隠された共通点
とは？」おなじみのヒット商品にも、実は企業の「経営戦略」が詰まってい
ます。大好きなお菓子を食べながら、経営学の世界を学びましょう。
一押しのお菓子を持ってお集まりください。

講
座
④

10月12日(水)13時30分～15時　講師 : 中東真紀さん
「鈴鹿産の食材で美味しくアンチエイジング 」
内容 : 鈴鹿産の食材を上手に利用した、骨粗鬆症や認知症、高血圧症予
防のためのレシピをご紹介します。食べ方や調理方法を工夫して、もっと
おいしく、もっと健康的な食生活を過ごしましょう。今日から誰でもでき
るアンチエイジング（抗加齢）です。

講
座
②

12月6日(火) 10時～11時30分　講師 : 長岡伸征さん　 
「冬を快適に過ごす養生法～みんなでツボ押し体験～ 」
内容 : 東洋医学からみた冬の過ごし方や注意点などを説明し、冬に多
くみられる症状に対するツボ押しを紹介します。本講座中に参加者の
方 と々一緒にツボ押しを行うことで、日々の生活習慣の中に取り入れ
ていただける内容となっております。

講
座
⑥

10月22日(土) 10時～11時30分　講師 : 宝来毅さん
「“健康”に過ごすために考えたいこと」（教養教育学科からの発信）
内容 : 皆さんは普段ご自身の「健康」について考えたことがありますか？これ
からの生活におけるQOL（生活の質）が高まることを期待して、皆さんと一
緒に「健康」について考えましょう。体の健康を保持増進するための軽い運
動も体験していただきます。 動きやすい服装でお越しください。

講
座
③

11月19日(土) 10時～11時30分 　講師 : 小川亜希子さん
「バイオフィルムのイロハ 」　
内容 : バクテリアは私たちの身の周りに存在します。そんなバクテリアは、生存をか
けて「バイオフィルム」という形態をとります。バイオフィルムは、例えばシンクのぬめり
や汚れとして目にしていますが、どんなものかを想像するのは難しいですね。本講座
では、バイオフィルムの基礎から私たちの生活との関連について学んでいきます。 

講
座
⑤

（岸岡町1001番地1会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス 383-8991 　383-9666）

（白子町会場　鈴鹿工業高等専門学校 368-1717 　387-0338）

（郡山町663番地222会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

2016・8・5

372-2121 　372-3903）

今年度のテーマは「見たい　聞きたい　学び隊　～頭と心のアップデート！知識探求の旅へ～」

13

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

9月24日(土) 10時30分～12時　講師 : 上田慎二さん（鈴鹿大学短大学部）
「気楽に描いてみよう　～絵を描くはじめについて考えよう～」
内容 : 「絵を描くのは苦手」という方がいますが、描くことは自分が感じた
思いを表すことですが、周りを意識するあまり自信をなくしている様子が
見受けられます。今回、絵を描くはじめの気持ちを考えてみることで、描く
ことの本来の意味である、楽しむ、表現することをふりかえりましょう。 

講
座
①

11月5日(土) 10時30分～12時 講師 : 高見啓一さん（鈴鹿大学）
「おもしろ『お菓子』く経営学入門～コンビニ菓子に隠された経営の知恵～ 」
内容 : 「コンビニに新商品が並ぶ曜日とは？」「駄菓子に隠された共通点
とは？」おなじみのヒット商品にも、実は企業の「経営戦略」が詰まってい
ます。大好きなお菓子を食べながら、経営学の世界を学びましょう。
一押しのお菓子を持ってお集まりください。

講
座
④

10月12日(水)13時30分～15時　講師 : 中東真紀さん
「鈴鹿産の食材で美味しくアンチエイジング 」
内容 : 鈴鹿産の食材を上手に利用した、骨粗鬆症や認知症、高血圧症予
防のためのレシピをご紹介します。食べ方や調理方法を工夫して、もっと
おいしく、もっと健康的な食生活を過ごしましょう。今日から誰でもでき
るアンチエイジング（抗加齢）です。

講
座
②

12月6日(火) 10時～11時30分　講師 : 長岡伸征さん　 
「冬を快適に過ごす養生法～みんなでツボ押し体験～ 」
内容 : 東洋医学からみた冬の過ごし方や注意点などを説明し、冬に多
くみられる症状に対するツボ押しを紹介します。本講座中に参加者の
方 と々一緒にツボ押しを行うことで、日々の生活習慣の中に取り入れ
ていただける内容となっております。

講
座
⑥

10月22日(土) 10時～11時30分　講師 : 宝来毅さん
「“健康”に過ごすために考えたいこと」（教養教育学科からの発信）
内容 : 皆さんは普段ご自身の「健康」について考えたことがありますか？これ
からの生活におけるQOL（生活の質）が高まることを期待して、皆さんと一
緒に「健康」について考えましょう。体の健康を保持増進するための軽い運
動も体験していただきます。 動きやすい服装でお越しください。

講
座
③

11月19日(土) 10時～11時30分 　講師 : 小川亜希子さん
「バイオフィルムのイロハ 」　
内容 : バクテリアは私たちの身の周りに存在します。そんなバクテリアは、生存をか
けて「バイオフィルム」という形態をとります。バイオフィルムは、例えばシンクのぬめり
や汚れとして目にしていますが、どんなものかを想像するのは難しいですね。本講座
では、バイオフィルムの基礎から私たちの生活との関連について学んでいきます。 

講
座
⑤

（岸岡町1001番地1会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス 383-8991 　383-9666）

（白子町会場　鈴鹿工業高等専門学校 368-1717 　387-0338）

（郡山町663番地222会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

2016・8・5

372-2121 　372-3903）

会場　鈴鹿工業高等専門学校

（白子町   368-1717 　

387-0338）

今年度のテーマは「見たい　聞きたい　学び隊　～頭と心のアップデート！知識探求の旅へ～」

13

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

9月24日(土) 10時30分～12時　講師 : 上田慎二さん（鈴鹿大学短大学部）
「気楽に描いてみよう　～絵を描くはじめについて考えよう～」
内容 : 「絵を描くのは苦手」という方がいますが、描くことは自分が感じた
思いを表すことですが、周りを意識するあまり自信をなくしている様子が
見受けられます。今回、絵を描くはじめの気持ちを考えてみることで、描く
ことの本来の意味である、楽しむ、表現することをふりかえりましょう。 

講
座
①

11月5日(土) 10時30分～12時 講師 : 高見啓一さん（鈴鹿大学）
「おもしろ『お菓子』く経営学入門～コンビニ菓子に隠された経営の知恵～ 」
内容 : 「コンビニに新商品が並ぶ曜日とは？」「駄菓子に隠された共通点
とは？」おなじみのヒット商品にも、実は企業の「経営戦略」が詰まってい
ます。大好きなお菓子を食べながら、経営学の世界を学びましょう。
一押しのお菓子を持ってお集まりください。

講
座
④

10月12日(水)13時30分～15時　講師 : 中東真紀さん
「鈴鹿産の食材で美味しくアンチエイジング 」
内容 : 鈴鹿産の食材を上手に利用した、骨粗鬆症や認知症、高血圧症予
防のためのレシピをご紹介します。食べ方や調理方法を工夫して、もっと
おいしく、もっと健康的な食生活を過ごしましょう。今日から誰でもでき
るアンチエイジング（抗加齢）です。

講
座
②

12月6日(火) 10時～11時30分　講師 : 長岡伸征さん　 
「冬を快適に過ごす養生法～みんなでツボ押し体験～ 」
内容 : 東洋医学からみた冬の過ごし方や注意点などを説明し、冬に多
くみられる症状に対するツボ押しを紹介します。本講座中に参加者の
方 と々一緒にツボ押しを行うことで、日々の生活習慣の中に取り入れ
ていただける内容となっております。

講
座
⑥

10月22日(土) 10時～11時30分　講師 : 宝来毅さん
「“健康”に過ごすために考えたいこと」（教養教育学科からの発信）
内容 : 皆さんは普段ご自身の「健康」について考えたことがありますか？これ
からの生活におけるQOL（生活の質）が高まることを期待して、皆さんと一
緒に「健康」について考えましょう。体の健康を保持増進するための軽い運
動も体験していただきます。 動きやすい服装でお越しください。

講
座
③

11月19日(土) 10時～11時30分 　講師 : 小川亜希子さん
「バイオフィルムのイロハ 」　
内容 : バクテリアは私たちの身の周りに存在します。そんなバクテリアは、生存をか
けて「バイオフィルム」という形態をとります。バイオフィルムは、例えばシンクのぬめり
や汚れとして目にしていますが、どんなものかを想像するのは難しいですね。本講座
では、バイオフィルムの基礎から私たちの生活との関連について学んでいきます。 

講
座
⑤

（岸岡町1001番地1会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス 383-8991 　383-9666）

（白子町会場　鈴鹿工業高等専門学校 368-1717 　387-0338）

（郡山町663番地222会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

2016・8・5

372-2121 　372-3903）

今年度のテーマは「見たい　聞きたい　学び隊　～頭と心のアップデート！知識探求の旅へ～」

13

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

9月24日(土) 10時30分～12時　講師 : 上田慎二さん（鈴鹿大学短大学部）
「気楽に描いてみよう　～絵を描くはじめについて考えよう～」
内容 : 「絵を描くのは苦手」という方がいますが、描くことは自分が感じた
思いを表すことですが、周りを意識するあまり自信をなくしている様子が
見受けられます。今回、絵を描くはじめの気持ちを考えてみることで、描く
ことの本来の意味である、楽しむ、表現することをふりかえりましょう。 

講
座
①

11月5日(土) 10時30分～12時 講師 : 高見啓一さん（鈴鹿大学）
「おもしろ『お菓子』く経営学入門～コンビニ菓子に隠された経営の知恵～ 」
内容 : 「コンビニに新商品が並ぶ曜日とは？」「駄菓子に隠された共通点
とは？」おなじみのヒット商品にも、実は企業の「経営戦略」が詰まってい
ます。大好きなお菓子を食べながら、経営学の世界を学びましょう。
一押しのお菓子を持ってお集まりください。

講
座
④

10月12日(水)13時30分～15時　講師 : 中東真紀さん
「鈴鹿産の食材で美味しくアンチエイジング 」
内容 : 鈴鹿産の食材を上手に利用した、骨粗鬆症や認知症、高血圧症予
防のためのレシピをご紹介します。食べ方や調理方法を工夫して、もっと
おいしく、もっと健康的な食生活を過ごしましょう。今日から誰でもでき
るアンチエイジング（抗加齢）です。

講
座
②

12月6日(火) 10時～11時30分　講師 : 長岡伸征さん　 
「冬を快適に過ごす養生法～みんなでツボ押し体験～ 」
内容 : 東洋医学からみた冬の過ごし方や注意点などを説明し、冬に多
くみられる症状に対するツボ押しを紹介します。本講座中に参加者の
方 と々一緒にツボ押しを行うことで、日々の生活習慣の中に取り入れ
ていただける内容となっております。

講
座
⑥

10月22日(土) 10時～11時30分　講師 : 宝来毅さん
「“健康”に過ごすために考えたいこと」（教養教育学科からの発信）
内容 : 皆さんは普段ご自身の「健康」について考えたことがありますか？これ
からの生活におけるQOL（生活の質）が高まることを期待して、皆さんと一
緒に「健康」について考えましょう。体の健康を保持増進するための軽い運
動も体験していただきます。 動きやすい服装でお越しください。

講
座
③

11月19日(土) 10時～11時30分 　講師 : 小川亜希子さん
「バイオフィルムのイロハ 」　
内容 : バクテリアは私たちの身の周りに存在します。そんなバクテリアは、生存をか
けて「バイオフィルム」という形態をとります。バイオフィルムは、例えばシンクのぬめり
や汚れとして目にしていますが、どんなものかを想像するのは難しいですね。本講座
では、バイオフィルムの基礎から私たちの生活との関連について学んでいきます。 

講
座
⑤

（岸岡町1001番地1会場　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス 383-8991 　383-9666）

（白子町会場　鈴鹿工業高等専門学校 368-1717 　387-0338）

（郡山町663番地222会場　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部

2016・8・5

372-2121 　372-3903）

｢まなベル」に関するお問い合わせ　

文化振興課 ( 市役所本館９階 )

　 382-7619　　382-9071



犯人は「還付手続の

期限は今日までなので、

急いで手続をお願いし

ます」など、急がなけ

れば還付金が受け取れ

なくなることを強調し

てきます。その上で「携

帯電話を持って近くの

ATM に行ってください」

「ATM に着いたら操作方

法を説明するので、こ

の番号に電話してくだ

さい」などと、

携帯電話を持

って ATM に行

くように指示

してきます。

※あらかじめ被害者の

家の周辺の ATM を調べ、

ATM 管理者などの注意

が届きにくいショッピ

ングセンターやスーパ

ーなど、無人 ATM を指

定して手続を行うよう

指示することもありま

す。

情報館
還付金詐欺の電話に

ご注意ください
交通防犯課　

382-9022　 382-7603

kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

  市内の高齢者の方に、還付金詐欺

の電話が多数かかってきています。

被害も発生していますので、その手

口や対策についてお知らせします。

詐欺の手口

　医療費や税金、保険料の還

付、年金の未払い金など、還

付の手続のため ATM に行く

よう指示してきます。　医療

費や税金、保険料の還付、年

金の未払い金など、還付の手

続のため ATM に行くよう指

示してきます。

具 体 例

犯人は、「県庁や市役

所」、「税務署」、「年金

事務所」などの職員を

かたり、市民の方に対

して「医療費の過払い

金があり、還付の手続

のために電話しました」

「年金が一部未払いと

なっていたので、受け

取る手続をしてくださ

い」など、お金を支払

うという内容の電話を

かけてきます。

※被害者を信用させる

ために「以前青色の封

筒を送ったが、返信が

ないので電話しました」

など、被害者が封筒を

見落としているという

ことや、突然電話をし

たわけではないという

ことを強調することも

あります。

市民の方が ATM のそ

ばから電話をかけると、

犯人は「操作方法を説

明しますので、私が言っ

たとおりにボタンを押

してください」などと、

指示するとおりに操作

をするよう強調してき

ます。そして「「お振込」

というボタンを押して

ください」「入力が終

わったら画面右下の「確

認」ボタンを押してく

ださい」などと言いま

す。実は相手方に振り

込み送金をすることに

なるにもかかわらず、

被害者自身の口座に振

り込み入金されるもの

と誤解させ

てお金をだ

まし取りま

す。

※「還付手続のためお手

持ちの口座の種類や残

高を教えてください」

「最初に「残高照会」と

いうボタンを押し、表

示された数字を右から

読んでください」など

と言って、被害者の預

貯金口座の残高を聞き

出し、だまし取れる限

界の金額を把握した上

で詐欺行為におよんで

いることもあります。

詐欺の特徴を知り

    被害を防ぎましょう

市 役 所 や 警 察 か ら

A T M へ 行 く よ う 指 示

す る こ と は あ り ま せ ん

A T M で 還 付 金 は

受 け 取 れ ま せ ん

「A T M で還付金を受け

取れる」という電話は詐

欺です。

市役所や警察の名前を

かたって「A T M を操作し

てください」と言われた

らそれは詐欺です。

一 人 で 悩 ま ず

相 談 し ま し ょ う

「今なら間に合います」

などと急かされ、冷静に

考える暇を与えない手口

も多いです。慌てて一人

で解決しようとせずに、

誰かに相談しましょう。

何か変だな

と思ったら

迷わず
連絡を！➡

鈴 鹿 警 察 署

0 5 9 - 3 8 0 - 0 1 1 0

「あの人もしかして…」

みんなで還付金詐欺を

防ぎましょう

ATM の操作に不慣れな

高齢者を対象に被害が多

く発生しています。携帯

電話をかけながら ATM を

操作しているご高齢の方

を見かけたら、詐欺の被

害を疑い一声掛けていた

だくか、周囲の警備員や

従業員の方に連絡するよ

うお願いします。

だまされてませんか？

警 察 か ら の メ ッ セ ー ジ

平成 2 8 年中の県内に

おける還付金詐欺の被害

発生状況は、6 月末現在

で 2 3 件、約 1 8 3 0 万円

です。犯人は還付金の受

取場所として、A T M に行

くように指示することが

ありますが、A T M ではお

金を振り込んだり口座か

ら引き出すことはできて

も、受け取る操作はでき

ません。

還付金詐欺をはじめと

する特殊詐欺は、あなた

の大切なお金を言葉巧み

にだまし取る卑劣な犯罪

です。特殊詐欺の被害を

未然に防止するためには

市民の皆さん、金融機関

をはじめ施設・店舗の従

業員の方々のご協力が不

可欠です。家庭や職場で

機会あるごとに特殊詐欺

に関する情報を話題にし

たり、互いに注意し合う

など防犯意識を高めるこ

とが重要です。

還付金詐欺は身近に起

こりうる犯罪です。ご家

族に怪しい電話があった

ときには、ためらわず鈴

鹿警察署（ 3 8 0 - 0 1 1 0）

または最寄の交番・駐在

所に連絡してください。



　

インターネット公売を
実施します

納税課 　382-9008 　382-7660

　市税の滞納処分として差押
えた物件の公売を、ヤフー(株)
のサービス「インターネット公
売」で行います。「鈴鹿市インタ
ーネット公売ガイドライン」を
必ずお読みになり、同意の上で
参加してください。
※都合により公売を中止すること
もあります。

※詳しくは、市ホームページ(行政ガ
イド→公売・公有地売却→インタ
ーネット公売)をご覧ください。
公売参加申込期間　8月18日
㈭13時～9月2日㈮23時
入札(せり売り)期間　9月9日
㈮13時～12日㈪23時
売却決定日　9月13日㈫10時
買受代金納付期限　9月20日
㈫14時30分
◆下見会
と　き　8月25日㈭ 10時～
11時45分、13時～16時
ところ　市役所本館2階納税課

市営住宅の入居者を

募集します

住宅政策課　382-7616 　382-8188

団 地 所 在 地 構 造 募集戸数 家　　賃
ハ イ ツ 旭 が 丘 中層耐火造4・5階建て

中層耐火造4階建て
中層耐火造4階建て

5戸
7戸
4戸

17,200円～35,200円
10,700円～23,700円
15,100円～32,000円

安 塚 団 地

桜 島 団 地

中旭が丘三・四丁目
安 塚 町 3 1 5 番 地
桜 島 町 五 丁 目

※世帯所得を
　基準に算定

1戸 24,000円～47,100円潮 風 の 街 磯 山 東 磯 山 二 丁 目 中層耐火造3・4階建て

3戸 12,400円～27,400円一 ノ 宮 団 地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て

十 宮 団 地 3戸 14,400円～30,500円十 宮 三 丁 目 中層耐火造4階建て

8戸 19,700円～41,800円高 岡 山 杜 の 郷 高 岡 台 四 丁 目 中層耐火造3階建て

申込み資格　次の要件全てに

該当する方

1. 市内に在住または勤務し

ている方

2. 同居する親族 (婚約者を

含む )がいる方

3. 現に住宅に困っている方

4. 市税の滞納がない方

5. 公営住宅法に定める基準

以下の収入の方

6. 暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て満

たし、60 歳以上の方がいる世帯

が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件 1

と 3 から 6 を全て満たし、1 級か

ら 4 級までの身体障がい者がいる

世帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、

住宅政策課までお問い合わせくだ

さい。

申込み　8月 8日㈪から 31

日㈬まで (土・日曜日、祝

日を除く 8時 30 分～ 17 時

15 分 ) に、所定の申込書類

に必要書類を添えて、直接

住宅政策課へ
※申込書類は 8 月 8 日 ( 月 ) から住

宅政策課窓口で配布します。

選考方法　応募者多数の場合

は、9月 15 日㈭・16 日㈮（予

定）に公開抽選会で決定し

ます。

入居時期　10 月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など

優先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

※詳しくは、市ホームページ(行政ガ
イド→公売・公有地売却→インタ

　8月18日

　9月9日

　9月13日㈫10時
　9月20日

　8月25日㈭ 10時～

課

国民年金保険料の
お支払いは便利な

口座振替をご利用ください
保険年金課　 382-9401　　382-9455

　国民年金保険料の口座振替
納付での当月末振替の早割
は、翌月末振替、毎月現金納付
の保険料より50円割安となり
ます。1年、6カ月(上半期4月～
9月、下半期10月～翌年3月)前
納も、口座振替で納めると現
金前納より安くなります。
申込み　年金手帳（基礎年金
番号が分かる物）、預金通帳、

　通帳届出印をお持ちの上、
金融機関または年金事務所へ

※下半期6カ月前納の手続きは、8月
末までに行ってください。
問合せ　津年金事務所（津市
桜橋3-446-33　059-228-
　9112）

　通帳届出印をお持ちの上、

　津年金事務所（津市

し尿収集を休業します 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

　8月13日㈯から15日㈪まで、
し尿収集を休業します。
※収集の依頼は、各地区の担当業
者または鈴鹿市清掃協同組合

　(　382-3331)へ

平成 29 年度採用市職員を

募集します

人事課　　382-9037　　382-2219
◆平成29年4月1日採用分

職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許等 年齢 学歴

事務1
（身体障がい者）

1人程度
企画、庶務、予
算、経理、調査、
指導等の一般行
政事務

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

昭和56年4月2日以降
の生まれの方

事務2
20人程度

― 昭和61年4月2日以降
の生まれの方

技術（土木）
5人程度

土木に関する技
術的業務

技術（建築）
1人程度

建築に関する技
術的業務

保健師
3人程度

保健に関する相
談･指導業務

保健師免許を取得の方または平成29年3
月末日までに取得見込みの方

看護師
1人程度 看護業務 看護師免許を取得の方または平成29年3

月末日までに取得見込みの方

昭和51年4月2日以降
の生まれの方

保育士・幼稚園教諭
3人程度 幼児の保育業務

保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得の方または平成29年3月末日までに
取得見込みの方

消防
7人程度

火災予防、救急、
救助、消火活動
等の消防業務

日本国籍を有し、青色、赤色および黄色の
色彩識別ができる方

昭和61年4月2日以降
の生まれの方

学校教育法に定める
大学院、大学、短期
大学、修業年限が2年
以上の専修学校専門
課程、高等専門学校、
高等学校、特別支援
学校高等部など高等
学校に準ずる学校を
卒業した方または平成
29年3月末日までに
卒業見込みの方

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

※採用予定人数については、今後の

採用計画等の見直しにより変更さ

れることがあります。

※職種区分「消防」以外を受験され

る外国籍の方は、永住者または特

別永住者の在留資格が必要です。

※すべての職種について地方公務員

法第 16 条の欠格条項に該当しな

いことが条件です。

◆第 1次試験

と　き　9月 18 日㈰ 9 時か

ら

ところ　鈴鹿医療科学大学千

代崎キャンパス (消防以外

の職種 )、消防本部 (消防 )

申込み　8月 5日㈮から 29

日㈪まで (土・日曜日、祝

日を除く 8時 30 分～ 17 時

15 分 ) に、職員採用試験

申込書を、直接または郵送

で人事課へ
※郵送の場合は、8 月 29 日 ( 月 )

17 時 15 分到着分まで有効

申込書の入手方法　人事課へ

直接または郵便で請求する

か、市ホームページ (人事・

職員採用 )で入手してくだ

さい。
※郵便で請求する場合は、封筒の表

に朱書きで「職員採用試験申込書

希望」と記入の上、返信用封筒 ( 宛

先を記入し、82 円切手を貼った

12cm×23cm 程度のもの ) を必

ず同封し、人事課 (〒513-8701

　神戸一丁目 18 番 18 号　人事

課人事研修グループ宛 ) に請求し

てください。

8月13日㈯から15日㈪まで、

※収集の依頼は、各地区の担当業

納税の夜間窓口を
開設します

納税課　 382-9008　 382-7660

と　き　8月30日㈫・31日㈬ 
17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。



平成 28 年度臨時福祉給付金

と低所得の障害・遺族基礎年

金受給者向けの年金生活者等

支援臨時福祉給付金について

　健康福祉政策課　臨時給付金室　

　　382-9886　382-9887

　平成 28 年度分の市民税・

県民税が課税されていない方

（課税されている方の扶養親

族等は除く）などを対象とし

た「平成 28 年度臨時福祉給

付金」と「低所得の障害・遺

族基礎年金受給者向けの年金

生活者等支援臨時福祉給付金

」の申請・支給手続について

は、現在準備中です。今後、

詳しいことが決まり次第広報

すずかやホームページなどで

お知らせします。

◆振り込め詐欺などに注意し

てください

　  給付金の担当者を装った振

り込め詐欺や、個人情報の詐

取が発生する恐れがあります

次の点にご注意ください。

。

制度についての問合せ

厚生労働省専用ダイヤル

（　0570-037-192　平日 9時

～ 18 時）

○市や厚生労働省などが、給

付のために、手数料などの

振り込みを求めることは絶

対にありません。

○市や厚生労働省などが、

ATM（銀行、スーパー、コ

ンビニなどの現金自動預払

機）の操作をお願いするこ

とは、絶対にありません。

○ATM を自分で操作して、他

人からお金を振り込んでも

らうことは絶対にできませ

ん。

○現時点で、市や厚生労働省

などが、住民の皆さんの世

帯構成や銀行口座の番号な

どの個人情報を照会するこ

とは、絶対にありません。

○自宅や職場などに、市や厚

生労働省の職員などをかた

った電話がかかってきたり

、郵便が届いたら、迷わず

健康福祉政策課臨時給付金

室　（　382-9886  382

  -9887）、　鈴鹿警察署      

（　380-0110）、警察相談専

用電話（♯9110）に連絡し

てください。

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　8月 23 日㈫ 14 時か

ら

ところ　市役所本館 6階庁議

室

定　員　5人（希望者多数の

場合は抽選）

申込み　当日 13 時 30 分から

13 時 45 分まで、会場で受

け付け

児童扶養手当の加算額が

変わります

子ども政策課　382-7661　382-9054

　平成 28 年 8 月 1 日から「児

童扶養手当法」の一部が改正

され、児童扶養手当の第 2子

の加算額および第 3子以降の

加算額が変更されます。

※第 1 子は従来どおりで、全部支給

は 42,330 円、一部支給は

9,990 円～ 42,320 円 ( 所得に

応じて決定 )

※従来から手当を受けている人は現

況届を行っていただくことで 8 月

分以降の支給額を決定します。

※8 月分から加算額が増額されます

が、8 月から 11 月分は 12 月に

支払われます。

◆加算額への物価スライド

制の導入

  物価スライド制とは、物の

価格の変動を表した「全国消

費者物価指数」に合わせて、

支給額を変える仕組みです。

第 1子分の手当額には、すで

にこの物価スライド制が導入

されていますが、第 2子以降

の加算額は平成 29 年 4 月か

ら導入されます。

有 料 広 告

※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

第 2 子

第 3 子以降

（1 人につき）

変更前
全部支給 一部支給

変更後

一律 5,000 円 10,000 円 5,000 円～ 9,990 円（所得に応じて決定）

一律 3,000 円 6,000 円 3,000 円～ 5,990 円（所得に応じて決定

変更内容



児童扶養手当の現況届

手続きが始まります

子ども政策課　382-7661　382-9054

　児童扶養手当の受給資格者

（母子家庭の母、父子家庭の

父など）は、8月 31 日㈬ま

でに子ども政策課で現況届の

手続きをしてください。手続

きをしないと、8月以降の資

格について更新ができません

（2年間手続きをしなかった

場合、資格を喪失します）。
※日曜窓口を開設する予定です。平

日の来庁が困難な方はご利用くだ

さい。詳しい日程などは、順次郵

送している案内「児童扶養手当現

況届について」に記載しますので

ご覧ください。

※住所や氏名、家族構成などに変更

があった場合は、戸籍住民課での

手続きとは別に、子ども政策課へ

の届出が必要です。この届出をし

ていないと、現況届の案内が届き

ません。また、手当の支払いを差

し止めることがありますので、該

当される方は至急子ども政策課へ

ご連絡ください。

稲刈り後の稲わらなどは

早期に処理してください

農林水産課　382-9017　382-7610

河川雨水対策課

382-7614　382-7612

　本市のノリの生産は、県内

有数の生産量を誇ります。10

月初めから、沿岸部ではノリ

の種付けが始まり、冬の風物

詩である伊勢湾の黒ノリ養殖

のシーズンになります。

　一方、田んぼでは、まもな

く稲台風が接近しやすい時期

でもあります。稲刈り後の稲

わらをそのままにしておく

と、台風などで大雨が降った

ときに、側溝や水路に詰まっ

て浸水被害を拡大させる原因

となるとともに、河川を経由

して海へ大量に流れ込むこと

があります。草やゴミも同様

です。

　海でこれがノリ網に付着す

るとノリの生育が悪くなり、

品質が悪化します。取り除く

には、手作業しか方法があり

ませんので、生産者は大変困

ります。ノリの生産者以外の

漁業者も、漁港内に流れこん

でしまうと漁に出られないた

め、回収作業に追われてしま

います。

　このため稲わらは早期にす

き込みをしていただきますよ

うにお願いします。

国際交流などを行う団体の

活動を支援します

鈴鹿国際交流協会

　383-0724　383-0639

　協会賛助会員などが実施す

る国際交流、国際親善、多文

化共生などを目的とする活動

に、1団体 10 万円を上限に

支援します。
※賛助会員にはいつでも加入でき

ます。年会費は、企業・団体 1 万円、

個人 2,000 円です。

対　象　団体・企業賛助会員、

個人賛助会員 5人以上で構

成する団体、協会にボラン

ティア登録している方 5人

以上で構成する団体

対象事業　今年度に実施予定

で、参加の機会が市民に開

かれている事業。詳細は事

業支援補助金交付要綱に基

づきます。

募集数　3団体以内

申込み　8月 30 日㈫までに、

事業計画書と収支予算書

を、直接鈴鹿国際交流協会

へ

原爆の日と終戦記念日に

黙とうを

人権政策課　382-9011　382-2214

健康福祉政策課

382-9012　382-7607

　8 月 6 日㈯に広島市で、8

月 9日㈫に長崎市で、原爆死

没者の冥福と世界恒久平和を

願う式典が行われます。

　また、8月 15 日㈪には本

武道館で、先の大戦において

亡くなられた方々を追悼し平

和を祈念するため、全国戦没

者追悼式が行われます。

　それぞれの式典の中で、1

分間の黙とうが捧げられるの

に合わせ、皆さんも恒久平和

の実現を願い、ご一緒に黙と

ういただきますようお願いし

ます。

と　き

○広島市　8月 6日㈯ 8時 15

分から

○長崎市　8月 9日㈫ 11 時 2

分から

○全国戦没者追悼式　8月 15

日㈪ 12 時から

有 料 広 告

〒513-0818〒513-0818

エネルギーのベストミックスで
皆様に安心で快適なくらしをお届けします。
エネルギーのベストミックスで
皆様に安心で快適なくらしをお届けします。

http://www.asahigas.co.j phttp://www.asahigas.co.j p

鈴鹿市安塚町1350-194
TEL 059-382-2811
鈴鹿市安塚町1350-194
TEL 059-382-2811



鈴鹿シティマラソン
スポーツ課　382-9029 　382-9071

と　き　12月18日㈰ 8時15分
から(雨天決行)
ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコース
内　容　10km、5.6km、2km、
2kmジョギング、競技用車いす
5.6km、生活用車いす1.5km

※今回は第70回全国お茶まつり
との同時開催です。
参加料　1,000円～3,500円
（種目によって異なります）
定　員　7,500人(10km2,500
人、5.6km2,500人、2km2,500
人、車いす種目は定員なし、
先着順)　 
申込み
○インターネット　8月15日㈪か
ら9月30日㈮までの間に次の
ホームページで
・鈴鹿シティマラソン公式ホーム
ページ(　http://suzukacity-
　m.com)
・ランネット(　http://runnet.
　jp/)
○郵便振替　8月1日㈪から12
日㈮までに電話で専用郵便
振替用紙をエントリーセンター
（（株）ファインシステム　079-
　420-6663　土・日曜日、祝日を
除く9時30分～17時30分)に
依頼し、専用郵便振替用紙が
届いたら、8月15日㈪から31日㈬
までに郵便局で申し込みと参
加料の振り込みをしてください。
◆大会当日の運営スタッフ募集
対　象　中学生以上
※中学生は保護者同伴
内　容　受付、選手誘導、給水
など(7時ごろ～12時ごろ)
申込み　8月31日㈬までにスポ
ーツ課へ

体育協会スポーツ教室
鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

申込み　8月7日㈰から25日㈭ま
での9時から20時まで（ただし
22日㈪は休館日）に参加料と
保険料を添えて、ウオーキング
教室とスロージョギング教室
はAGF鈴鹿体育館（市立体育
館 江島台1-1-1）またはAGF
鈴鹿陸上競技場（石垣池公園
管理事務所 桜島町7-1-3）
へ、弓道教室となぎなた教室
は武道館（江島台2-6-1）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会
◆ウオーキング教室
対　象　50歳以上の方
と　き　9月6日～12月13日の
火曜日（全14回）9時30分～
11時30分
ところ　AGF鈴鹿陸上競技場
（雨天時はAGF鈴鹿体育館）
※第1回と第14回は鈴鹿回生病院
定　員　50人(先着順)
参加料　6,000円(保険料と血
液検査代を含む)
◆スロージョギング教室
対　象　50歳以上の方
と　き　9月2日～12月16日の
金曜日 (全14回)9時30分～11
時30分
ところ　AGF鈴鹿陸上競技場
(雨天時はAGF鈴鹿体育館)

※第1回と第14回は鈴鹿回生病院
定　員　50人(先着順)
参加料　6,000円(保険料と血
液検査代を含む)
◆弓道教室
対　象　一般男女
と　き　9月7日～11月30日の
水曜日(全12回)9時30分～11
時30分
ところ　武道館
定　員　30人(先着順)
参加料　3,000円(別途保険料
800円)

人、車いす種目は定員なし、

い。

◆なぎなた教室
対　象　小学生以上
と　き　9月7日～11月30日の
水曜日(全12回)19時～21時
ところ　武道館
定　員　30人(先着順)
参加料　中学生以下2,500円、
高校生以上3,000円(別途保
険料1,850円)

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

申込み　8月9日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口（御薗
町1669）またはホームページで
◆運動と英語のジーウィ教室
対　象　①年長～小学2年生、
②3歳～年中
と　き　8月23日㈫･24日㈬
または8月29日㈪･30日㈫ 
①9時～10時、②10時～11時
定　員　①各15人、②各10人
参加料　2,500円(全2回)
◆飾り巻き寿司教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　8月18日㈭ 10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円(材料費込)
◆アイシング教室
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　8月24日㈬ 10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円(材料費込)
◆はじめてみよう貯筋教室
対　象　一般成人
と　き　9月7日・14日・28日、
10月5月・12日・26日、11月
2日・9日(いずれも水曜日)11
時～12時
定　員　20人
参加料　5,200円（8回分）
◆いきいき水中ウォーク教室
対　象　一般成人
と　き　9月1日・8日・15日・29
日、10月6日・13日・20日・27
日（いずれも木曜日）13時～
14時
定　員　30人
参加料　4,800円（8回分）
◆パワーヨガ教室
対　象　一般成人
と　き　9月2日・16日、10月7
日・21日、11月4日・18日（いず
れも金曜日）10時～11時
定　員　10人
参加料　4,800円（6回分）

リオオリンピックがもっと
面白くなるパネル展

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

と　き　8月5日㈮～21日㈰ 
ところ　鈴鹿ハンター2階ふくろう
の森ギャラリー（算所2-5-1）
参加料　無料
内　容　日系人とリオオリンピ
ックパネル展、市内出身のリ
オオリンピック出場選手の紹
介、サンバ衣装展示、ブラジ
ルの紹介など

ストレス対処講座
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　認知・行動療法を活用したス
トレス対処法を学び、こころの
健康づくりに役立てましょう。
と　き　9月24日㈯14時～16時
(開場13時15分)
ところ　三重県人権センター多
目的ホール (津市一身田大古
曽693-1)
内　容　講演会「不安と上手に
向き合う心理学」
講　師　髙橋良斉さん（信貴山
病院ハートランドしぎさん認
知・行動療法センター長)

日（いずれも木曜日）13時～

日系人とリオオリンピ

定　員　300人
参加料　無料
申込み　9月14日㈬までに、氏
名、電話番号を、ファクス・
電話で三重県こころの健康
センター(　059-223-5243
059-223-5242)へ

こころの健康セミナー
こころと眠りの深～い関係
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　「寝つきが悪い」「夜中に目が
さめる」などよく眠れない状態
が続くと、うつ病などの心の病
気につながり、健康上の問題や
生活への支障が生じてくること
があります。睡眠について見直
してみませんか。
対　象　市内在住の方
と　き　9月4日㈰14時～15時
30分（開場13時30分）
ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール（南玉垣町6600）
内　容　講演会とDVD「こころ
の声を聴かせてください」視聴
講　師　鈴木竜世さん（さらク
リニック院長）　
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　9月1日㈭までに、直接
または電話で健康づくり課
（西条5-118-3）へ

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

　一人で悩まずに、同じ病気の方
とお互いに悩みを語り合ってみま
せんか。
対　象　がん患者、がん患者の
家族の方 
と　き　8月23日㈫13時30分
～15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

9月14日㈬までに、氏
名、電話番号を、ファクス・
電話で三重県こころの健康

参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）



電話で三重県こころの健康
059-223-5243

「寝つきが悪い」「夜中に目が
さめる」などよく眠れない状態
が続くと、うつ病などの心の病
気につながり、健康上の問題や
生活への支障が生じてくること
があります。睡眠について見直

　9月4日㈰14時～15時

　ふれあいセンターふれ

講演会とDVD「こころ

　鈴木竜世さん（さらク

　9月1日㈭までに、直接
または電話で健康づくり課

一人で悩まずに、同じ病気の方
とお互いに悩みを語り合ってみま

　がん患者、がん患者の

　8月23日㈫13時30分

　保健センター（西条

東洋医学で癒しの1日
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　東洋医学のストレス解消法や
病気を予防する養生法を紹介す
るとともに体験していただきます。
と　き　9月4日㈰ 10時から
(受付開始9時20分)
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART100年
記念ホール（岸岡町1001-1）
内　容　午前の部：講演「膝痛
のおはなし」「高血圧との付き
合い方」「秋の健康薬膳弁当解
説」、午後の部：体験コーナー
「美顔」「疲労改善」「体質チェッ
クと体質にあわせた薬膳茶」
参加料　健康薬膳弁当は
1,080円（先着100人）、「美
顔」「疲労改善」は500円（当
日先着各25人）
主催・問合せ　鈴鹿医療科学
大学（　383-8991）
共　催　日本薬膳学会
申込み　弁当は8月26日㈮ま
でに電話で同大学へ

司法書士による無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　8月26日㈮18時～21
時 （最終受付は20時30分）
ところ　男女共同参画センタ
ー （神戸2-15-18）
内　容　相続・不動産・会社・
法人登記、借金、成年後見な
どに関する相談
定　員　50人（先着順）
相談料　無料
申込み　不要
問合せ　三重県司法書士会鈴
亀支部（寺尾　380-0743）

F1日本グランプリ観戦会
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　モータースポーツを通した文
化・社会貢献活動を展開する
NPO法人鈴鹿モータースポーツ
友の会では、F1日本グランプリの
観戦会を1泊2日で開催します。レ
ーシングドライバーの福山英朗さ
んをツアーリーダーに、合宿形式
で「F1と鈴鹿」を楽しむ企画です。
対　象　鈴鹿モータースポーツ
友の会会員

※当日入会もできます。
と　き　10月8日㈯～9日㈰
定　員　30人(先着順)
参加料　3万9,800円(非会員は
別途入会・年会費計3,000円)

※参加料には、観戦指定席(C席)、夕
食宴会、朝食、温泉使用料、宿泊料
(合宿スタイル)、駐車場、送迎バス 
（予選日のみ)が含まれています。
申込み　9月10日㈯までに電子
メールまたは電話で鈴鹿モー
タースポーツ友の会事務局
（中野　smsa@mecha.ne.
　jp　　080-4537-2005)へ

「鈴鹿バルーンフェスティバル2015
フォト・スケッチコンテスト」入賞者

作品展示
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　昨年11月に開催された鈴鹿バ
ルーンフェスティバル実行委員会
主催の「鈴鹿バルーンフェスティ
バル2015フォト・スケッチコンテス
ト」の入賞作品を展示します。
と　き　8月9日㈫～23日㈫平日9
時～19時、土・日曜日9時～17時

※最終日は15時まで
※金曜日は休館日
ところ　図書館本館1階市民
ロビー

※鈴鹿バルーンフェスティバル
2016は、9月17日㈯～19日(月・
祝)に開催します。

伊勢型紙 板締め展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　8月25日㈭～28日㈰ 10
時～16時（最終日は15時まで）

ところ　伊勢型紙資料館(白子
本町21-30）

で「F1と鈴鹿」を楽しむ企画です。

※できるだけ公共交通機関をご
利用ください。
内　容
○板締め（板木）、伊勢型紙復刻
作品、伊勢型紙復刻作品によ
る試験染め、古代型紙、小紋
染着物の展示
○伊勢型紙彫刻の実演公開
（27日・28日13時～15時）
○伊勢型紙彫刻体験
入場料　無料　
主　催　伊勢型紙技術保存会
問合せ　伊勢型紙資料館（　368-
　0240）

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを取り

もどせ！」(第5回)
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755

と　き　9月14日㈬13時30分
～15時30分
ところ　文化会館2階第1研修
室
内　容　児童文学の書き方、警
句(アフォリズム)と評伝の書き方

講　師　河原徳子さん、衣斐
弘行さん
定　員　70人（先着順）
受講料　１，000円
申込み　受講日「9月14日」、住
所、氏名、電話番号を記載の上、
電話・はがき・ファクスで鈴鹿市
文化振興事業団（〒513-0802
飯野寺家町810）へ

学校給食フェスタ2016
学校教育課　382-1214　 382-9054

　学校給食のことがよく分か
るイベントです。
と　き　8月18日㈭10時～15時
ところ　文化会館さつきプラザ
内  容　展示コーナー（学校給
食の歴史、学校給食Ｑ＆Ａ、み
えの郷土食、世界の給食）、体
験コーナー（食材キーホルダ
ーづくり、豆つかみゲーム、魚
つりゲーム、食育クイズ）ほか
申込み　不要
問合せ　三重県学校給食会
　（　059-225-0949）

高齢者のための剪定技能講習
鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

対　象　鈴鹿市シルバー人材セ

所、氏名、電話番号を記載の上、

ンターで就業を希望される60
歳以上の方
と　き　9月7日㈬・8日㈭ 9時～
16時
ところ　同センター（神戸1-17-
　5）、高岡配水池(高岡町
1838-1)
定　員　20人(希望者多数の場
合は調整します)
受講料　無料
申込み　8月5日㈮から25日㈭ま
でに電話で同センターへ

消費税軽減税率・転嫁対策
営業力がついてくるセミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　8月29日㈪14時～15時
30分
ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール(飯野寺家町816)
内　容　
　・個人営業からチーム営業に転
換すれば業績は確実に上がる
　・普通の営業人員を一流営業
マンに変えるポイント
　・営業情報の共有化で全体を
伸ばす　ほか
講　師　腰高康雄さん(ジャイロ

ンターで就業を希望される60

　9月7日㈬・8日㈭ 9時～

　5）、高岡配水池(高岡町

総合コンサルティング(株)コン
サルタント)
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所
申込み　8月22日㈪までに、電話
で鈴鹿商工会議所（　で鈴鹿商工会議所 (  382-

3222) へ

　8月5日㈮から25日㈭ま

　8月29日㈪14時～15時

鈴鹿商工会議所4階

個人営業からチーム営業に転

普通の営業人員を一流営業

営業情報の共有化で全体を

　腰高康雄さん(ジャイロ

マイカー無料点検
交通防犯課　382-9022　 382-7603

対　象　自家用乗用自動車、軽
自動車(軽貨物を含む)

※事業用、普通貨物車以上、レンタカ
ー、8ナンバー車、特殊車は除きます。
と　き　9月3日㈯ 10時～16時
※雨天の場合中止あり。
ところ　イオンモール鈴鹿東駐
車場の北側
内　容　日常点検と粗品の進呈
受付台数　100台(先着順)
参加料　無料
主催・問合せ　鈴鹿自動車整
備組合(　382-1075)

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



住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために

鈴鹿市地域包括ケアシステム

健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp

382-9012　    382-7607

認知症支援福祉

有償サービス

「オレンジサポートかりん」

が始まりました

　認知症で認知機能が低下し

てくると、ゴミ出しの日を忘

れたり、一人で外出するのが

不安になったり、自宅で生活

することやご近所付き合いを

維持していくことが徐々に難

しくなってきたりします。

　「誰もが安心して暮らすこ

とができるまちづくり」を実

現することを目的に、7月 19

日から、認知症の方やその介

護者の方の「ちょっとした困

りごと」を協力会員が有償で

サポートする「オレンジサポ

ートかりん」サービスを実施

しています。

　サービスの内容は、朝のゴ

ミ出し・病院や地域のイベン

トの付き添い・話し相手など

で、利用料金はサービス内容

や利用時間によって異なりま

す。「オレンジサポートかり

ん」に関するお問い合わせは

、鈴鹿市社会福祉協議会

（　382-5971）まで。
※協力会員とは、「認知症支援ボラン

ティア養成講座」の修了生です。

「人としてやさしさ

          あふれる社会を」

人 権 政 策 課

382-9011　 382-2214 

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

教 育 支 援 課

382-9055　 382-9053 

kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

　「人権」について考えると

き、人は誰もがかけがえのな

い大切な存在であることがベ

ースになります。だからこそ

、人へのやさしさ、それを実

現させる夢や理想というもの

を大事にしたいものです。

　ところで、今年はビートル

ズが来日して 50 年になるそ

うです。その当時、社会現象

になるほどの大騒ぎになった

ことを、最近のテレビ番組で

紹介していました。当時の記

者会見の中で「名誉と財力の

ほかに欲しいものは？」とい

う問いに、メンバーが即座に

「平和」と答え、会場に笑い

が漏れていました。

　現在なら、なるほどと思う

発言であっても、当時の社会

では、ロックバンドが何を言

っているんだという風潮があ

ったのでしょう。戦争状態で

はないという意味で「平和」

を彼らが使ったのではなく、

人としてやさしさあふれる社

会を思ったのでしょう。その

心は、いつの時代であっても

普遍のものではないでしょう

か。

　「子ども」「女性」「外国人」

など個々の人権問題に取り組

むとともに、「人権」をキー

ワードにして、根底にある共

通なものを見抜き、私たちの

生活の中で取り組みながら、

人としてやさしさあふれる社

会を築き上げたいものです。



　

山中 朝陽さん
（アジア 14U 優勝ジュニアテニス選手）

　父の後ろ姿に憧れて
　5歳のときに、父がテニスをする姿
を見て「かっこいい」と思いテニスを
始めました。小学2年生のころ、「一番
を目指したい」と思うようになり、父
にコーチを頼み、本格的に打ち込み
始めました。今は鈴鹿ジュニアチーム
に所属し、AGF鈴鹿体育館で毎日3
時間練習しています。時には厳しい
練習もあり、ケガをして半年くらいテ
ニスができず辛い時期もありまし
た。父と約束した学業との両立も大
変ですが、試合でポイントを取ったと
きなどが楽しく、テニスが大好きなの
で 続けています。

　自信を持てたアジア大会優勝
　自分の実力を試したくて、アジア
大会に出場しました。最初は一回戦
負けを覚悟していましたが、強い選
手との試合を勝ち進むうちに、自信
が沸いてきました。今まで大きな大
会で優勝したことがなかったので、
シングルス・ダブルス共に優勝でき

父がテニスをする姿
と思いテニスを

「一番
と思うようになり、父
本格的に打ち込み

今は鈴鹿ジュニアチーム
AGF鈴鹿体育館で毎日3

時には厳しい
ケガをして半年くらいテ

ニスができず辛い時期もありまし
父と約束した学業との両立も大

試合でポイントを取ったと
テニスが大好きなの

アジア
最初は一回戦

強い選
自信

今まで大きな大
会で優勝したことがなかったので、
シングルス・ダブルス共に優勝でき

たときは本当にうれしかったです。
広い世界を体験し、試合を通じて精
神的にも大きく成長することができ
たので、良い経験になりました。

　目標は「三重国体」出場
　実力に磨きをかけるため毎日テ
ニスのことを考えています。試合で
は苦手な部分を狙われるので、練
習ではそこを克服できるよう意識
しています。また、海外に留学する
などして、まだまだ知らない世界を
経験し、強い選手の良いところを
吸収してもっと強くなりたいです。
5年後には「三重国体」があります
ので、県代表として出場できるよ
う、これからも頑張ります。

～裏方として支える

         モータースポーツ ～

   二輪オフロードを体感すること

ができる「自転車でトライアル・

モトクロス体験」。今年で 3 回目

となるこのイベントを陰で支える

のが下野雅司さん（32）です。

自身もモトクロス国際 B 級の選

手としてレース活動し、選手引退

後はモトクロス全日本チャンピオ

ンの小島庸平選手の会社で、

WEB 制作事業をしながらその活

動を支えています。

　「もっと多くの人にオフロード

の楽しさを知ってほしい」と願う

下野さんは、同じオフロードであ

りながら交流の無かったトライア

ル関係者と競技の枠を超えて協力

し、「自転車でトライアル・モト

クロス体験」というイベントを立

ち上げました。イベントの企画か

ら参加者の調整、当日はカメラマ

ンとまさに縁の下の力持ちといっ

た存在です。

　鈴鹿市が「モータースポーツの

聖地」と呼ばれる裏側には、下野

さんのように裏方としてモーター

スポーツを支えてくれる人たちの

存在があるんですね。
※「自転車でトライアル・モトク

ロス体験」参加者募集中

　　http://44company.com/

　　archives/1268

■語り手下田徳重

( 鈴鹿モータースポーツ友の会理事 )

キ ー ボ ー ド

　暑い日々が続いていますが、皆さ

ん熱中症や夏ばてはしていないで

しょうか？適度にエアコンを使用し

たり、図書館などエアコンの効いて

いる施設で過ごす「クールシェア」

など暑さのしのぎ方はさまざまです

ので、上手に乗り切りましょう。

　さて、私は暑い日のレジャーとし

て、最近プールに行きました。就学

前の子どもたちは疲れを知らないか

のようにはしゃぎっぱなしです。私

自身は正直疲れますが、楽しく遊ぶ

子どもの笑顔を見られるのはこの上

ない幸せです。

　ただ、一つ後悔したことがありま

す。日焼けをしすぎたことです。日

焼け止めをぬらずに一日遊んだ夜は、

全身真っ赤になり、お風呂に入るの

も一苦労でした。数日後には皮がめ

くれ、皮膚がぼろぼろに。それ以来

日焼け止めをしっかりぬり、極力地

肌を露出しないようにしています。

極端な日焼けは二度としないと誓っ

た一日になりました。（誠）
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