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いただきま～す
　子どもたちのかわいい声が部屋中

に響いていました。もりもり食べて、

たくましく育ってくださいね。今回

の特集では、保育所 (園 )と幼稚園

の違いなどについてお知らせします。

撮影場所

撮影日

撮影者 情報政策課

平成28年8月1日

あかつき保育園



うちの子は保育所 (園 )？
    幼稚園？

　保育所 (園 )と幼稚園で平成

29 年度の利用申込みが始まりま

した。どちらも小学校に入る前の

子どもが利用する施設ですが、そ

れぞれの設立の目的は大きく違い

ます。今回の特集では、保育所（園）

と幼稚園の違い、また、来年度か

ら市内に新たに設置される認定こ

ども園についてお知らせします。

ご家庭の事情に合わせて、お子さ

んを通わせる施設をしっかり選び

ましょう。

保育所 (園 )と
幼稚園の違いは？

  保育所 ( 園 ) は「児童福祉法に

基づく児童福祉施設」で、幼稚園

は「学校教育法に基づく学校教育

施設」という根本的な違いがあり、

施設の目的、利用できる年齢、保

育時間、先生の資格などが違って

います。
いう根本的な違いがあり、施設の目的、利用できる年齢、保育時間、先生の資格などが違っています。

幼稚園は対象の年齢になれば利用できるのに対し、保育所（園）を利用するには保護者が家庭で保育でき

施設の設立目的

利用できる年齢

標準的な保育時間

保 育 料

保育者の資格

保　育　所　(園) 幼　　稚　　園

0歳～小学校就学前
※0歳児の月齢は保育所(園)により異なります。

満３歳～小学校就学前
※鈴鹿市立幼稚園は4歳以上です。

原則、8時間以上
※保育を必要とする事由や保護者の状況によ
り保育短時間（最長8時間）と保育標準時間
（11時間）に区分されます。

4時間以上
※私立幼稚園の場合は、保育時間を延長してい
る場合があります。

公立は市が決定。私立は設置者(園)が決定公立・私立とも市が決定

保育士資格 幼稚園教諭免許

　仕事や病気など保護者の事情により家庭で
保育できない場合に、保護者に代わって乳幼
児を保育することを目的とする児童福祉施設
※詳しくは次ページをご覧ください。

 　幼児の健やかな成長のために適当な環境を
与えて、その心身の発達を助長することを目的
とする教育施設

幼稚園は対象の年齢になれば利用

できるのに対し、保育所 (園 )を

利用するには保護者が家庭で保育

できない理由が必要です。つまり、

保育所 (園 )は｢下の子に手がか

かる｣｢集団生活に慣れさせたい｣｢

社会生活を身につけさせたい｣｢近

所に友達がいない｣｢遊ぶ場所がな

い｣という理由だけでは利用でき

ない施設なのです。

保育所 (園 )を
利用できるのは、
どんなとき？

　保護者が次の理由により、家庭

で保育できないときです。ただし、

同居の親族が保育できる場合、利

用の優先度を調整される場合があ

ります。

●保護者が月 60 時間以上働いて

いるとき

●母親の産前産後

●病気や負傷、心身に障がいがあ

るとき

●病人の看護などにあたっている

とき

●家庭が災害に遭ったとき

●求職活動をしているとき（保育

期間は最長 3カ月）など

認定こども園って、なあに？

　ひとつの園舎の中で、保育所

(園 )と幼稚園の両方の機能を併

せ持つ施設です。市内には平成

29 年 4 月に初めて設置される予

定です。

　ただし、保育を希望するか、教

育を希望するかで、申し込み方法、

保育料、利用時間などが違ってき

ます。保育を希望する場合は「保

育所 (園 )」の、教育を希望する

場合は「幼稚園」の説明をお読み

ください。

保育所 (園 )・幼稚園
認定こども園　それぞれに

認定区分があります

  保育所 (園 )、幼稚園、認定こ

ども園を利用する場合、支給認定

を受ける必要があります。さらに

保育認定を受ける場合は、保育の

必要量により「保育標準時間」「保

育短時間」に分かれます。
を受ける場合は、保育の必要量により「保育標準時間」「保育短時間」に分かれます。

※私立幼稚園を利用する場合は、認定の申請は必要ありません。

子ども
の年齢

保育の
必要性 利用施設等 利用時間

1号認定

2号認定

3号認定

認定区分

※私立幼稚園を利用する場合は、

認定の申請は必要ありません。

※年齢は平成 29 年 4 月 1 日の

満年齢です。

保育所 (園 )を
希望する場合の流れ

①市に保育の必要性の認定を申請

（③の利用申し込みと同時にでき

ます）

②市から 2 号認定証または 3 号

認定証を交付

③第1希望の保育所(園)を通じ、

市に利用申し込み

④保護者の希望や保育所 ( 園 ) な

どの状況により、市が利用を調

整

⑤保育の利用決定を通知

幼稚園を
希望する場合の流れ

①幼稚園へ利用申し込み

②幼稚園から入園の内定

③幼稚園を通じ、利用のための認

定を申請

④市から 1 号認定証を交付

⑤幼稚園と契約

※私立幼稚園を利用する場合は、

③④は不要です。



山本町750
椿幼稚園★
五祝町1068
栄幼稚園
神戸七丁目4-12
神戸幼稚園★
北玉垣町734
玉垣幼稚園★
南堀江一丁目2-26
箕田幼稚園★
一ノ宮町557
一ノ宮幼稚園
十宮町719-2
河曲幼稚園
三日市南二丁目1-7
飯野幼稚園★
稲生三丁目10-1
稲生幼稚園★
東旭が丘五丁目3-33
旭が丘幼稚園★
白子一丁目12-12
白子幼稚園★
岡田町701
牧田幼稚園
高塚町1087-1
加佐登幼稚園★
国府町3519-1
国府幼稚園★

★印は４歳児保育実施

白子本町2-38
白子ひかり幼稚園
道伯一丁目12-27
道伯幼稚園
岸岡町2815
第2すずか幼稚園
神戸二丁目20-18
すずか幼稚園
鈴鹿ハイツ5-45
第二さくら幼稚園
寺家三丁目2-12
第一さくら幼稚園

北長太町4119
(仮)ほうりん認定こども園
東磯山二丁目3-1

(仮)白百合認定こども園
郡山町560-5

(仮)サン認定こども園
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378-6713
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382-3249
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378-4179
378-4085
380-0189
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387-6246

382-3275
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385-1493

383-5211

（河曲小学校）
382-7851
382-0268

382-3698

387-5338

387-5326

387-5325

（牧田小学校）
378-9530
378-0516

379-1518

378-4523

385-1321
385-0190

386-7758
386-6228

372-2147
372-2123

公 立 幼 稚 園

私 立 幼 稚 園

認 定こど も園

園選びのポイント
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園選びのポイント
1 施設の場所等について

決める前に必ず施設を見学しま

しょう。

2 保育方針や教育理念について
保育などの考え方や内容につい

て聞いてみましょう。

3 保育時間帯について
希望する保育時間などに対応し

ているか聞いてみましょう。

4 費用等について
保育料以外に必要な費用（教材

費など）を聞いてみましょう。

必要書類の入手方法は？
　市役所または利用を希望する保

育所 ( 園 )、幼稚園、認定こども園

に備えています。

　保育所 ( 園 )・市立幼稚園・認定

こども園は 9 月 23 日 ( 金 ) まで、

私立幼稚園は各園の定める日まで

に利用申込みをしてください。

公立保育所

私立保育園

三宅町1749
合川保育所
東玉垣町1386-１
玉垣保育所
神戸四丁目４-40
神戸保育所
北江島町5-30
白子保育所
大池二丁目2-2
牧田保育所1
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公 立保 育 所

一ノ宮町500-45
一ノ宮保育所
西条二丁目5-1
西条保育所
深溝町352
深伊沢保育所
算所五丁目17-1
算所保育所
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東磯山二丁目26-18
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加佐登一丁目8-10
白鳩保育園
白子本町2-27
あおい保育園
石薬師町1735-1
石薬師保育園
寺家三丁目40-15
鼓ヶ浦保育園
東庄内町3797-1
庄内青い鳥保育園
長沢町1095
ながさわ保育園
中旭が丘一丁目2-29
旭ヶ丘保育園
岸田町1491
岸田保育園
国府町2539-1
栴檀保育園
下大久保町481-5
くまだ保育園
長太栄町三丁目4-34
長太の浦保育園
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加佐登町2059-2
かもめ保育園
白子町2006-1
おおとり保育園
南長太町2303
第二長太の浦保育園
安塚町331-74
ぐみの木ほいくえん
竹野町305-2
竹野の森こども園
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あかつき保育園
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  広報すずか特集「うちの子は保育

所？幼稚園？」についてのご意見・

ご感想は子ども育成課へ

382-7606 382-9054

kodomoikusei@city.suzuka.lg.jp



Machikado Shot

市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング

6月 21 日㈫

  今年度、第１回目となる「市
長と話そう！鈴鹿づくりミー
ティング」を開催し、鈴鹿の
行政書士グループＣＯＭＰＡ
ＳＳＯ（コムパッソ）の皆さ
んと意見交換を行いました。
その中で、「行政書士業務と
地域連携」をテーマに、行政
書士業務の課題や、災害時に
おける行政や地域との連携な
どについて熱心に話し合われ
ました。

F1 マシン展示で
市民応援席を PR

6 月 25 日㈯～ 7月 3日㈰

　イオンモール鈴鹿にマクラ
ーレン・ホンダの F1 マシン
2台を展示し、F1 日本グラン
プリ鈴鹿市民応席の PR を行
いました。また、SUPERGT 
GT500 クラスで 2連覇中の松
田次生選手など豪華なゲスト
によるトークショーやバルー
ンアートでつくる F1 ショー
も行われ、たくさんの人で賑
わいました。

Honda 鈴鹿硬式野球部 
都市対抗野球本大会出場

7月 17 日㈰

動画

友好都市ベルフォンテン市
公式代表団来日

7月 28 日㈭～ 8月 1日㈪

　ベルフォンテン市との友好
協定調印 25 周年を記念して、
ベルフォンテン市長を団長と
する公式代表団と青少年代表
団が来日されました。市内企
業などの見学をはじめ、産業
や教育に関する情報交換、両
市の青少年による討論会、日
本文化の体験を通じて交流し
ました。

8 耐に合せて
バイクパレードと

東京での PR

7 月 30 日㈯・31 日㈰

動画

真剣な空気が
張り詰めた子ども議会

8月 3日㈬

　鈴鹿市議会本会議場で子ど
も議会を開催しました。小中
学生が議員を務め、防災対策
などについて質問をし、市長
たちが答弁しました。

https://www.youtube.com/watch?v=sE6NoKTCzV4
https://www.youtube.com/watch?v=Uw-nuBafiqg


すずかフェスティバル

動画

八月六日㈯・七日㈰

  二十回目のすずフェスが開催さ

れ、真夏の太陽が照りつける中、

市内五会場で踊り子たちがこれま

で積み重ねてきた練習の成果を披

露しました。大賞には勝山組が選

ばれ、連覇を果たしました。

みんなで同じ曲に

合わせて踊る和踊り

大賞に輝いた「勝山組」

ジュニア大賞に選ばれた「Stics」

準大賞の「西ダン」

各チームの笑顔

エネルギー溢れる踊り

みんなで記念撮影

https://www.youtube.com/watch?v=QELFqR5G5fU


料を添えて申し込んでください。料を添えて申し込んでください。
第6回

いい人見つけて結婚しよう

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
(月・祝)12時30分～16時（受付11時30分～
12時30分）　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／
1,000円　※事前申込不要。当日参加してください。

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
(月・祝)12時30分～16時（受付11時30分～
12時30分）　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／
1,000円　※事前申込不要。当日参加してください。

鈴鹿こども茶道教室

対象／幼児から高校生、
き／毎月第2土曜日13時から、
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

対象／幼児から高校生、
き／毎月第2土曜日13時から、
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

津シルバークラブ
横田　・　059-225-7000 磯路会　増井　 386-7256

市民アーチェリー教室および
会員募集

とき／9月24日㈯9時～12時　ところ
／鈴鹿スポーツガーデン多目的広場　
参加料／500円　申込み／電話か電
子メールで　※随時会員募集中です。
練習は毎週土曜日午前中

とき／9月24日㈯9時～12時　ところ
／鈴鹿スポーツガーデン多目的広場　
参加料／500円　申込み／電話か電
子メールで　※随時会員募集中です。
練習は毎週土曜日午前中

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月13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。
どいろいろ相談できたらと思います。

とき／9月13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。
どいろいろ相談できたらと思います。

鈴鹿市アーチェリー協会　 388-1351  
suzuakyo@live.jp 保井　 090-4185-1514

自然農法セミナー　第6講

とき／9月25日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／自家採種、野菜について、種
について、野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

とき／9月25日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／自家採種、野菜について、種
について、野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

認知症の人と家族の会のつどい

対象／本人、
とき／9月14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／9月14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、

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

ダンスフェスティバル

とき／10月10日(月・祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館
（市立体育館）　参加料／前売券
1,000円、当日券1,200円　※見学
無料。初心者歓迎

とき／10月10日(月・祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館
（市立体育館）　参加料／前売券
1,000円、当日券1,200円　※見学
無料。初心者歓迎

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。
500円　※お気軽にお電話ください。

鈴鹿市ダンススポーツ連盟
川瀬弘　 090-6619-3760

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　 090-9948-6597

砂浴体験会

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法
です。　参加料／500円　※詳しくは
電話で。初めての方も大歓迎

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法
です。　参加料／500円　※詳しくは
電話で。初めての方も大歓迎

すずか哲学カフェオープン

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。
申込み／電話で

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。
申込み／電話で

ハッピーらいふの会
鈴木　 090-3953-1237 石川　 090-9900-2237

歌いましょう「花は咲く」

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館
またはふれあいホール（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎
します。

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館
またはふれあいホール（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎
します。

おむすびヨガサークル生募集

とき／毎週水曜日10時～11時30分、
15時、第2
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。
500円　申込み／電話で

とき／毎週水曜日10時～11時30分、
15時、第2
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。
500円　申込み／電話で

鈴鹿混声合唱団
酒井永　 090-9662-6030 

鈴木佳世　 384-5887　 

劇団花さつき団員・
ボランティアスタッフ募集  

対象／年齢問わず　内容／さまざまな活動をしていま
す。ホール公演、施設、路上ライブ、ジョイント、俳
優・舞台美術・小道具作者・音響作者、メイク、スタイ
リスト、脚本、マジック、ダンスなど関心のある方を
探しています。　団費／月500円(高校生以下免除)

対象／年齢問わず　内容／さまざまな活動をしていま
す。ホール公演、施設、路上ライブ、ジョイント、俳
優・舞台美術・小道具作者・音響作者、メイク、スタイ
リスト、脚本、マジック、ダンスなど関心のある方を
探しています。　団費／月500円(高校生以下免除)

ズンバ・ピラティス参加者募集

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ
たダンスエクササイズ）
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ
たダンスエクササイズ）
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

劇団花さつき
はせがわ　 080-5106-9978 松尾　 090-8330-8852

●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11月5日号掲載分です

市民9人制
バレーボール女子大会

対象／高校生以上で編成　とき／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加
料を添えて申し込んでください。

対象／高校生以上で編成　とき／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加
料を添えて申し込んでください。

鈴鹿市民歩こう会

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／
コース　参加料／200円　

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／
コース　参加料／200円　

鈴鹿市バレーボール協会
杉野　 090-5453-8528 鈴木利昭　 080-1611-9264

いい人見つけて結婚しよう

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
（受付11時30分～

　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／

てください。

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
（受付11時30分～

　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／

てください。

鈴鹿こども茶道教室

対象／幼児から高校生、親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

対象／幼児から高校生、親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

キッズ空手会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、
成長と協調性、

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、
成長と協調性、

横田　・　059-225-7000 磯路会　増井　 386-7256 鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口巳喜男　 386-7822

市民アーチェリー教室および

とき／9月24日㈯9時～12時　ところ
多目的広場　

参加料／500円　申込み／電話か電
子メールで　※随時会員募集中です。

とき／9月24日㈯9時～12時　ところ
多目的広場　

参加料／500円　申込み／電話か電
子メールで　※随時会員募集中です。

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月13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。夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

とき／9月13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。夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

第28回福祉の森まつり

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、
ふれあいコーナー、
ザーなど　入場料／無料

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、
ふれあいコーナー、
ザーなど　入場料／無料

鈴鹿市アーチェリー協会　 388-1351  
suzuakyo@live.jp 保井　 090-4185-1514 社会福祉法人　伊勢亀鈴会

自然農法セミナー　第6講

とき／9月25日㈰13時30分から　
コミュニティセンター　
野菜について、種

野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

とき／9月25日㈰13時30分から　
コミュニティセンター　
野菜について、種

野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

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／9月14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／9月14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／年齢、
曜日　①13時30分～15時、
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、
参加料／月2,500円　※見学、

対象／年齢、
曜日　①13時30分～15時、
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、
参加料／月2,500円　※見学、

鈴鹿健康生活ネットワーク 下野　 370-4620 阪田勧山　 090-6760-9272

ダンスフェスティバル

祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館

　参加料／前売券
当日券1,200円　※見学

祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館

　参加料／前売券
当日券1,200円　※見学

脳トレ体験会

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

鈴鹿市芸文協書道部会講演会

とき／9月18日㈰14時～16時
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」
（大泉寺住職、
参加料／無料　※お気軽にお越し

とき／9月18日㈰14時～16時
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」
（大泉寺住職、
参加料／無料　※お気軽にお越し

鈴鹿市ダンススポーツ連盟
川瀬弘　 090-6619-3760

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　 090-9948-6597 樋口鈴峰　 386-1947

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法

　参加料／500円　※詳しくは

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法

　参加料／500円　※詳しくは

すずか哲学カフェオープン

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。　参加料／500円　
申込み／電話で

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。　参加料／500円　
申込み／電話で

楽楽クッキング参加者募集

とき／9月13日㈫
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、
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／9月13日㈫
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、
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。

ハッピーらいふの会
鈴木　 090-3953-1237 石川　 090-9900-2237 藪内　 080-3650-1715

「花は咲く」

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館

（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館

（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎

おむすびヨガサークル生募集

とき／毎週水曜日10時～11時30分、13時30分～
15時、第2・4土曜日午前　ところ／文化会館　
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。　参加料／初回
500円　申込み／電話で

とき／毎週水曜日10時～11時30分、13時30分～
15時、第2・4土曜日午前　ところ／文化会館　
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。　参加料／初回
500円　申込み／電話で

対象／成人
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、

対象／成人
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、

酒井永　 090-9662-6030 
鈴木佳世　 384-5887　 
090-9339-9719

国立病院機構三重病院
管理課　中谷　 059-232-2531

劇団花さつき団員・
ボランティアスタッフ募集  

さまざまな活動をしていま
ジョイント、俳
メイク、スタイ

ダンスなど関心のある方を
　団費／月500円(高校生以下免除)

さまざまな活動をしていま
ジョイント、俳
メイク、スタイ

ダンスなど関心のある方を
　団費／月500円(高校生以下免除)

ズンバ・ピラティス参加者募集

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ（音楽に合わせ
たダンスエクササイズ）、15時からピラ
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ（音楽に合わせ
たダンスエクササイズ）、15時からピラ
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示
見学、性格検査など

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示
見学、性格検査など

はせがわ　 080-5106-9978
H・Bフィットネス

松尾　 090-8330-8852
三重刑務所　企画部門（作業）

／タイトル15文字程度・本文80文字程度

バレーボール女子大会

／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加

／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加

鈴鹿市民歩こう会

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、12kmコース　②とき
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／県体会（菰野）13km
コース　参加料／200円　※初参加者歓迎

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、12kmコース　②とき
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／県体会（菰野）13km
コース　参加料／200円　※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
の悩み交流　午後
トークショー　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
の悩み交流　午後
トークショー　参加料／500円

鈴鹿市バレーボール協会
杉野　 090-5453-8528 鈴木利昭　 080-1611-9264 鈴鹿市母親大会実行委員会　 

鈴鹿こども茶道教室

親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　

親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　

キッズ空手会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、空手の練習で健やかな
成長と協調性、創造力も養えます。

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、空手の練習で健やかな
成長と協調性、創造力も養えます。

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）
学院内　内容／手結び着付
などの着付、
人　受講料／8,640円

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）
学院内　内容／手結び着付
などの着付、
人　受講料／8,640円

磯路会　増井　 386-7256 鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口巳喜男　 386-7822

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月13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

夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

とき／9月13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

夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

第28回福祉の森まつり

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、小中学校作文表彰、動物
ふれあいコーナー、模擬店、バ
ザーなど　入場料／無料

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、小中学校作文表彰、動物
ふれあいコーナー、模擬店、バ
ザーなど　入場料／無料

スポーツ吹矢を楽しみませんか

とき／9月10日㈯
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。気軽に体験し

とき／9月10日㈯
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。気軽に体験し

保井　 090-4185-1514 社会福祉法人　伊勢亀鈴会
　 378-8881

スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部
内田英成　 090-1622-1843

認知症の人と家族の会のつどい

どなたでも　
とき／9月14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／

介護家族との交流　
一般200円

どなたでも　
とき／9月14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／

介護家族との交流　
一般200円

尺八教室生徒募集

対象／年齢、男女問わず　とき／第1・第3水
曜日　①13時30分～15時、②15時30分～
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、尺八教室に参加してみませんか。　
参加料／月2,500円　※見学、体験可

対象／年齢、男女問わず　とき／第1・第3水
曜日　①13時30分～15時、②15時30分～
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、尺八教室に参加してみませんか。　
参加料／月2,500円　※見学、体験可

「神様との約束」

対象／妊娠
13時20分、
20分　ところ／牧田
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

対象／妊娠
13時20分、
20分　ところ／牧田
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

阪田勧山　 090-6760-9272 トランジションタウン鈴鹿

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。

　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。

　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

鈴鹿市芸文協書道部会講演会

とき／9月18日㈰14時～16時（受付13時30分
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」　講師／衣斐弘行さん
（大泉寺住職、花園大学非常勤講師）　
参加料／無料　※お気軽にお越しください。

とき／9月18日㈰14時～16時（受付13時30分
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」　講師／衣斐弘行さん
（大泉寺住職、花園大学非常勤講師）　
参加料／無料　※お気軽にお越しください。

ノルディックウオーキング

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　 090-9948-6597 樋口鈴峰　 386-1947 すずかノルディックウオーキングクラブ

すずか哲学カフェオープン

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを

　参加料／500円　

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを

　参加料／500円　

楽楽クッキング参加者募集

とき／9月13日㈫・29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、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／9月13日㈫・29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、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。

自閉症の子育て相談ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー
母親　とき／9月16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、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

対象／発達障害軽度程度(グレー
母親　とき／9月16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、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

石川　 090-9900-2237 Lily  Club
藪内　 080-3650-1715

自閉症の子育て相談室　樋口　 090-1632-3694  

おむすびヨガサークル生募集

13時30分～
4土曜日午前　ところ／文化会館　

内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
　参加料／初回

13時30分～
4土曜日午前　ところ／文化会館　

内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
　参加料／初回

健康フェスタ2016

対象／成人　とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、身体測定、血圧測定

対象／成人　とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、身体測定、血圧測定

地域活動栄養士会会員募集

対象／市内在住の栄養士、
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

対象／市内在住の栄養士、
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

鈴木佳世　 384-5887　 国立病院機構三重病院
管理課　中谷　 059-232-2531 鈴鹿支部　 0595-82-8976

ズンバ・ピラティス参加者募集

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
（音楽に合わせ
15時からピラ

（健康維持に役立つ筋肉エクササ
　参加料／初回のみ各500円

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
（音楽に合わせ
15時からピラ

（健康維持に役立つ筋肉エクササ
　参加料／初回のみ各500円

第30回三重矯正展

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示・販売、所内
見学、性格検査など

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示・販売、所内
見学、性格検査など

糖尿病等生活習慣病予防教室

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演
めの食事」
要　※気軽にどうぞ

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演
めの食事」
要　※気軽にどうぞ

松尾　 090-8330-8852
三重刑務所　企画部門（作業）

　 059-226-9144
（公社）
信國淑子　 059-224-4519

タイトル15文字程度・本文80文字程度

鈴鹿市民歩こう会

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
12kmコース　②とき

／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（菰野）13km

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
12kmコース　②とき

／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（菰野）13km

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
の悩み交流　午後：板谷信彦ライブ＆
トークショー　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
の悩み交流　午後：板谷信彦ライブ＆
トークショー　参加料／500円

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

キッズ空手会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基

空手の練習で健やかな
創造力も養えます。

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基

空手の練習で健やかな
創造力も養えます。

きつけ＆一般常識

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付・冠婚葬祭
などの着付、常識をマスター　定員／10
人　受講料／8,640円（12回分）

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付・冠婚葬祭
などの着付、常識をマスター　定員／10
人　受講料／8,640円（12回分）

鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口巳喜男　 386-7822

民族衣装着付同好会
　386-3827

第28回福祉の森まつり

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、

小中学校作文表彰、動物
模擬店、バ

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、

小中学校作文表彰、動物
模擬店、バ

スポーツ吹矢を楽しみませんか

とき／9月10日㈯・24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。気軽に体験してください。

とき／9月10日㈯・24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。気軽に体験してください。

社会福祉法人　伊勢亀鈴会 スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部
内田英成　 090-1622-1843

尺八教室生徒募集

男女問わず　とき／第1・第3水
②15時30分～

17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
尺八教室に参加してみませんか。　

体験可

男女問わず　とき／第1・第3水
②15時30分～

17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
尺八教室に参加してみませんか。　

体験可

「神様との約束」新改訂版
上映会

対象／妊娠・子育て中の方　とき／9月10日㈯　
13時20分、15時30分　11日㈰　10時20分、13時
20分　ところ／牧田コミュニティセンター　内容／
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、幼児教
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

対象／妊娠・子育て中の方　とき／9月10日㈯　
13時20分、15時30分　11日㈰　10時20分、13時
20分　ところ／牧田コミュニティセンター　内容／
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、幼児教
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

阪田勧山　 090-6760-9272 トランジションタウン鈴鹿
　090-8560-5448

鈴鹿市芸文協書道部会講演会

（受付13時30分
　ところ／文化会館2階第1研修室　

　講師／衣斐弘行さん
花園大学非常勤講師）　

ください。

（受付13時30分
　ところ／文化会館2階第1研修室　

　講師／衣斐弘行さん
花園大学非常勤講師）　

ください。

ノルディックウオーキング
体験会

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、ポールを
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、ポールを
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

樋口鈴峰　 386-1947 すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　 090-1747-3394

楽楽クッキング参加者募集

29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30

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。

29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30

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。

自閉症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／9月16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、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円（食事
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

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／9月16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、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円（食事
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

藪内　 080-3650-1715
自閉症の子育て相談室　樋口　 090-1632-3694  

Tyaru0401@yahoo.co.jp

健康フェスタ2016

とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肺年令測定(以上事前申込み)、

血圧測定

とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肺年令測定(以上事前申込み)、

血圧測定

地域活動栄養士会会員募集

対象／市内在住の栄養士、管理栄養士　
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

対象／市内在住の栄養士、管理栄養士　
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

国立病院機構三重病院
管理課　中谷　 059-232-2531 鈴鹿支部　 0595-82-8976

第30回三重矯正展

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作

販売、所内

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作

販売、所内

糖尿病等生活習慣病予防教室

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演「生活習慣病予防のた
めの食事」　参加料／無料　申込み／不
要　※気軽にどうぞ

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演「生活習慣病予防のた
めの食事」　参加料／無料　申込み／不
要　※気軽にどうぞ

三重刑務所　企画部門（作業） （公社）三重県栄養士会
信國淑子　 059-224-4519

次回の募集は
11 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／ 9月 12 日㈪～ 16 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

消防課　　382-9155　　383-1447

　　shobo@city.suzuka.lg.jp

地震発生時の火災に
注意しましょう

　30 年以内に南海トラフ地震が発生

する確率は70％と推測されています。

地震発生時は火災リスクが高まりま

すので、事前に対策するなどして身

の安全を確保しましょう。

地震発生直後は家屋の
倒壊・家具の転倒に
気を付けましょう

　タンスや食器棚は、地震が起

きると簡単に倒れます。そこに

火の気があるとたちまち火災に

つながります。

　住宅の耐震化や家具を固定す

るなどして防ぎましょう。

家具固定が有効です

電気復旧後は通電火災に
気を付けましょう

住宅などが燃え出す火災などの

ことを「通電火災」といいます。

　東日本大震災では 50 件以上

発生しています。避難する際に

はブレーカーを落としてから避

難しましょう。

　停電で消えた電

気ストーブなどが

通電の再開で自動

的に作動して、そ

れが火元となって

一定の揺れを感知すると

自動で電気を遮断する

「感震ブレーカー」が

効果的です

＜簡易タイプ＞

＜コンセントタイプ＞

＜分電盤タイプ＞

避難生活時はカセットコンロ
の使い方に気を付けましょう

避難生活時や停電時などはカセ

ットコンロの使用頻度が増えま

す。間違った使い方をすると火

災につながりますので、正しい

使い方を心掛けましょう。

コンロを覆う調理器具は使用しない

熱がこもりやすく、

カセットボンベが

過熱・爆発することがあり

危険です

コンロを 2 台以上並べて使用しない



情報館
幹線道路整備の進捗状況を

お知らせします

土木総務課　382-9072　 382-7612

　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

　幹線道路は、市民の生活環境の向

上は基より、本市のものづくりを支

える重要な社会基盤です。今回は主

要な４路線について事業の進捗状況

をお知らせします。

主要４路線の進捗状況

新名神高速道路

中勢バイパス

鈴鹿四日市道路

鈴鹿亀山道路

　新名神高速道路および（仮称）

鈴鹿ＰＡスマートＩＣは、平成

30 年度の完成に向けて中日本高

速道路株式会社により事業が進

められています。

　中勢バイパス７工区は、平成

30 年度の完成に向けて国土交通

省三重河川国道事務所により事

業が進められています。4工区

についても早期完成に向けて用

地買収など事業が進められてい

ます。

Ａスマート
平成30年度の完成に向けて中日本高速

道路株式会社により事業が進められています。

平成30年度の完成に向
けて国土交通省三重河川国道事務所により事業

4工区についても早期完成
に向けて用地買収など事業が進められています。

北勢バイパスの一部で中勢
現在は事業

市街地の渋滞解消や企業
の生産性を向上させるためにも重要な道路です。

高速道路と市街地をつな
都市計

手続きが進められています。

新名神高速道路新名神高速道路
（仮称）
　鈴鹿PAスマートIC
（仮称）
　鈴鹿PAスマートIC

鈴鹿亀山道路鈴鹿亀山道路

北勢バイパス北勢バイパス

鈴鹿四日市道路鈴鹿四日市道路

中勢バイパス中勢バイパス

至
伊
勢

７工区

４工区

至
大
阪

至
名
古
屋

　鈴鹿四日市道路は、北勢バイ

パスの一部で中勢バイパスと国

道 1号をつなぐ道路です。現在

は事業に着手していませんが、

市街地の渋滞解消や企業の生産

性を向上させるためにも重要な

道路です。

　鈴鹿亀山道路は、高速道路と

市街地をつなぐ高速アクセスと

して、三重県により、都市計画

決定に向け、手続きが進められ

ています。

を支える社会基盤の

（開場12時30分）

〒鈴鹿郵便局

中央消防署●

文化会館

中央道路

至平田 ●図書館

保健センター
●

北勢・中勢地域の
「ものづくり」を支える

社会基盤の現状と未来を考え
るシンポジウムを開催します

と　き

ところ

内　容

参加料

主　催

後　援

9 月 17 日㈯　13 時 30

分～ 15 時 30 分　

（開場 12 時 30 分）

文化会館　けやきホール

第１部　基調講演

講師　新田　保次さん

（鈴鹿工業高等専門学

校長、鳥羽商船高等専

門学校長）　　

第２部　パネルディス

カッション

パネリスト

　東　秀和さん

  （住友電装株式会社取

締役専務執行役員）

　打田　昌昭さん

（三重樹脂株式会社代

表取締役）

　鈴鹿市長、四日市市

長、津市長

無料

北勢・中勢地域の「も

のづくり」を支える社

会基盤の現状と未来を

考えるシンポジウム実

行委員会

鈴鹿商工会議所
※お越しの際は、なるべく

公共交通機関をご利用く

ださい。



情報館
子ども家庭支援課

382-9140　　382-9142　

kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp

里親制度を知ってください

　里親制度は社会的養護の一つで、

家庭での養育が困難になった子ども

たちに、愛情と理解のある家庭環境

で養育を受けてもらう制度です。特

定の大人との愛着関係の中で養育を

行うことで、子どもの健全な育成を

図ります。

社会的養護とは？

　「子どもの最善の

利益のために」と

「社会全体で子ども

を育む」を理念と

して、保護者のい

ない児童や、保護者に監護させる

ことが適当でない児童を、公的責

任で社会的に養育し保護するとと

もに、養育に大きな困難を抱える

家庭への支援を行うことです。

里親制度の種類

養育里親

  何らかの事情により、保護者がい

ない、または保護者に監護させるこ

とが不適当な子どもを養育する里親

専門里親

  虐待を受けていた子どもや、障が

いがある子どもを養育する専門性の

ある里親

養子縁組希望里親

  養子縁組によって養親になること

を希望する方が、養子縁組が成立す

るまで養育する里親

親族里親

　実親が死亡、行方不明などにより、

子どもを養育できない場合に、祖父

母などの親族が養育する里親

里親さんのこと、
もっと知ってほしい
プロジェクト 2016

　県内には、親の病気や事故、養

育困難などさまざまな理由で、保

護者と一緒に暮らせない子どもが

約 500 人います。そのような子ど

もたちを家庭に迎え入れ、温かい

愛情をもって育てていただける里

親さんについて学んでみませんか。さんについて学んでみませんか。

対　象 テーマに興味のある市内の方
と　き 9月24日(土)19時～20時30分
ところ 市役所本館12階1203会議室
内　容 里親制度の説明・里親体験談・里親相談会
定　員 100人（先着順）
参加料 無料
申込み 子ども家庭支援課へ
　　　　　※託児あり。事前申し込みが必要。

里親相談会

参加者の感想
　・　社会で最も重要なことだと思います。協力
　可能な方がたくさんいると思いますので、
　もっと知ってもらえるようにしてほしいと
　思います。 
　・　里親の方の体験談がきけてよかったです。
　子どもに対する思いがとても伝わってき
　ました。

里親になるには？

   里親としての認定を受ける必要

があります。認定申込後、面接や

家庭訪問などの調査を経て、里親

として適当と判断されれば里親と

しての認定が受けられます。詳し

くは北勢児童相談所（    347-2

030）へお問い合わせください。



情報館
保険年金課　382-9401　382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

受けましたか？ 
鈴鹿市国保特定健診

～対象の方に受診券を
送付しています～

　特定健康診査は、メタボリックシ

ンドロームに着目し、増加している

高血圧や糖尿病などの生活習慣病の

早期発見や予防のために行っている

健診です。年に一度、ご自分の健康

管理のために受診しましょう。

対 象 者
鈴鹿市国民健康保険に加入されて

いる４０～７４歳の方

（昭和１６年９月１日～

   昭和５２年３月３１日生まれの方）

※受診時に鈴鹿市国民健康保険の資

格を喪失されている場合は受診で

きません。

実施期間と場所
１１月３０日 ( 水 ) まで県内の指

定医療機関で実施

（特定健康診査実施期間中に 75 歳に

なる方は、誕生日前日が有効期限で

す）

※受診できる回数は１回です。

費　　用
窓口での自己負担は５００円

（市民税非課税世帯の方は２００円）

※自己負担額は受診券に記載されて

います。

持 ち 物
国民健康保険証、特定健康診査質

問票、受診券（黄色）

※なくされた場合は保険年金課で再

発行しますので、ご連絡ください。

特定健診の検査内容

腹囲測定
おへそ周りを測り、
内臓脂肪の蓄積を
調べます。

身体測定
身長、体重から
肥満度をみます。

特定健診の検査内容

採　血
血液から血糖や
コレステロール、
肝臓や腎臓機能
などを調べます。

血圧測定
血圧から、動脈硬
化や高血圧など
循環器系の状態
を調べます。

特定健診の検査内容

検　尿

診察・問診
現在の健康状態や
生活状況などに
ついて確認します。

タンパクや糖など
尿中の成分を調べ
ます。

特定健診の検査内容

心電図

貧血検査
（採血）

心臓の働きを

調べます。

貧血などの有無を調べます。

鈴鹿市独自の追加検査項目

（鈴鹿市、亀山市、四日市市、

三重郡、津市の指定医療機関

で受診の場合は全員に実施）

　特定健康診査の結果、生活習

慣病の発症のリスクが高く、生

活習慣の改善により予防効果が

期待できる方に「特定保健指導」

をご案内します。医師や保健

師、管理栄養士などが、その方

に合った生活習慣を見直すサ

ポートを行います（服薬中や治

療中の方は除きます）。

※８月末までに鈴鹿市国民健康保険

に届出をして加入された方には、

１０月中旬までに随時受診券をお

送りします。５月以降に鈴鹿市国

民健康保険の資格を喪失し、鈴鹿

市国民健康保険に再加入の手続き

をされた方にも、ご連絡をいただ

くことで、受診券を発行します。

※まだ受診されていない方には、受

診勧奨通知を個別に郵送します

（10 月中旬を予定）。すでに受診

された方でも、受診結果が実施医

療機関から届いていない場合など

に通知をお送りする場合がありま

す。ご了承ください。

鈴鹿市国民健康保険加入以外の

方の健診は、加入している医療

保険者にご確認ください。



情報館
鈴鹿バルーン

フェスティバル 2016 が
開催されます
地域資源活用課

　382-9020　382-0304

chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　さまざまなデザインのバルーンが

鈴鹿の秋の空を彩るバルーンフェス

ティバルも今年で 25 回目です。競技

やバルーンイリュージョンなど家族

で楽しめるイベントがたくさん行わ

れますので、ぜひお出かけください。

■競技飛行・イベント

9月 17日（土）～19日（月・祝）
■ところ

鈴鹿川河川緑地（庄野橋付近）

※競技飛行は 6 時 15 分と 14 時 30 分

からフライト開始　（19 日は午前

のみ）

～イベント内容～

開催内容は日によって異なります。

詳しくはチラシか市ホームページの

トピックス、鈴鹿バルーンフェステ

ィバル公式ホームページをご覧くだ

さい。

■熱気球教室
■熱気球係留フライト
　(有料)
■モーターパラグライダー
　デモ飛行
■チャレンジ教室
　（一部有料）
▪ダンボールクラフト
　（ＨＯＮＤＡドリームハンズ）
▪小物作り
▪げんこつあめ
　（きな粉あめ）作り
▪間伐材を使った
　キーホルダー作り
■スケッチコンテスト
■フォトコンテスト
■鈴鹿の飲食・物産ブース
　（鈴鹿市物産協会など）

モーターパラグライダー

ＨＯＮＤＡドリームハンズ）

スケッチコンテスト

鈴鹿の飲食・物産ブース
ど）

■企業ＰＲなど
▪Hondaブース
　製品展示
▪高速道路事業ＰＲ
▪三重河川国道事務所
　車両展示
▪自衛隊車両展示
▪ＡＧＦ鈴鹿（株）ブース
▪公共交通ＰＲブース
▪（株）リバランドブース
▪朝日ガスエナジー（株）ＰＲブース
■その他イベント
▪すずか熱気球
　市民クラブブース
▪鈴鹿川の生き物展
▪マルシェ
▪ＪＡ鈴鹿の朝市
▪スーパーボールすくい・
　わなげ
▪バルーンリリース　ほか

※大会期間中は風などの気象状況により、
　得ず気球が田畑などに着陸する場合があります。
　細心の注意を払って着陸し、
　ごあいさつに伺いますので、
　ますようお願いします。

くい・

※大会期間中は風などの気象状況により、やむを
　得ず気球が田畑などに着陸する場合があります。
　細心の注意を払って着陸し、後ほどパイロットが
　ごあいさつに伺いますので、ご理解をいただき
　ますようお願いします。

会場付近の一部道路が３日間通行止めになります

至 

国
道
１
号

至 定五郎橋
河川防災センター●

●

P

鈴鹿高校

鈴鹿サーキット
至

コンビニエンス
ストア

庄野橋

３日間通行止めに
なります。

17日
18日

19日

6：00～17：30
6：00～17：30

6：00～12：00

P

河
川
緑
地
会
場

鈴
鹿
川

至 

国
道
１
号

N

■バルーンイリュージョン

9月 18 日 ( 日 ) 19 時から

■ところ　

鈴鹿サーキット　

国際レーシングコース

※18 時以降は入園無料（ただし駐

車料金は必要）

公式ホームページ
鈴鹿バルーンフェスティバル2016

http://suzuka-balloon.jp/

※イベントは天候により中止される

場合があります。

※チラシは地区市民センターにあり

ます。また、市ホームページのト

ピックスに掲載しています。

※当日の開催の有無をホームページ

で確認できます。

期間中の問合せ

鈴鹿バルーンフェスティバル

実行委員会　　

090-6468-2012  090-3582-5087

※9 月 17 日 ( 土 )・18 日 ( 日 ) は

6 時～ 17 時 30 分、19 日（月・祝）

は 6 時～ 12 時

http://suzuka-balloon.jp/


情報館
F1 関連イベントを

開催します

　10 月 7 日（金）から 9 日（日）ま

での 3 日間、鈴鹿サーキットで F1 日

本グランプリが開催されます。ここ

では、鈴鹿 F1 日本グランプリ地域活

性化協議会が開催する地元の皆さん

も参加できるイベントを紹介します。

さあ、出掛けよう！
今年もおもてなしイベントが

盛りだくさん

鈴鹿日本グランプリ地元前夜祭

昨年の様子

と　き　10 月 7 日（金）17 時～

21 時

ところ　イオンモール鈴鹿第 3駐

車場

内　容　鈴鹿から F1 開催を盛り

上げるため 、地域のお祭りと

して地元前夜祭を開催します。

F1 関係者が出演予定のステー

ジイベントのほか、ご当地グル

メ、手作り雑貨や体験型のマル

シェが多数出展するなど、イベ

ントも盛りだくさん。

F1 映画祭

と　き　10月 6日（木）～9日（日）

各日 19 時から

ところ　イオンシネマ鈴鹿（イオ

ンモール鈴鹿 2階）

内　容　ジャッキー・スチュワー

トと映画監督のポランスキーと

の交友を描いたドキュメンタ

リー映画「ウィークエンド・チャ

ンピオン～モンテカルロ 1971

～」を上映。ミニポップコーン

とオリジナルポストカード付き

で 500 円とお得です。

熱田護写真展＆

F1 キックオフイベント 2016

と　き 10月1日(土)～9日(日)

各日 10 時～ 22 時（最終日は

20 時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿

内　容　鈴鹿市出身フォトグラ

ファー熱田護さんが撮った写真

を展示！また、初日は F1 キッ

クオフイベントを行います。

ボックスカート

グランプリ

と　き 　10 月 10 日（月・祝）

10 時～ 16 時

ところ　図書館本館西側駐車場

内　容　動力を持たずに坂道の傾

斜だけで進む究極のエコカー

レースです。各チームのパ

フォーマンスにも注目です。

鈴鹿オリジナル絵馬で

優勝祈願

と　き　10月 7日（金）～9日（日）

ところ　勝速日神社（白子本町）

内　容　鈴鹿モータースポーツ友

の会とのコラボレーションで、

オリジナル絵馬の販売や宮司に

よるご祈願受付を行います。

※イベントは全て予定です。開催日

の天候、その他の理由により、中

止、変更となる場合があります。

※詳しくは、鈴鹿Ｆ１協議会公式ホ

ームページ (   http://suzuka21.

  com/）をご覧ください。

※F1 開催中は、交通渋滞や混雑が予

想されます。ご理解とご協力をお

願いします。

問合せ

鈴鹿 F1 日本グランプリ

地域活性化協議会事務局

（地域資源活用課）

   382-9020    382-0304　     

chiikishigenkatsuyo@city.

suzuka.lg.jp 　  

http://suzuka21.com/

　鈴鹿 F1 日本グランプリ地域活性化

協議会は、国、三重県、鈴鹿市並び

に周辺の 4市 1町（津市、四日市市、

桑名市、亀山市、菰野町）、観光、経

済、交通の関係機関など 37 団体で構

成する協議会です。平成 22 年度から

観光庁がオブザーバーとして参画し

ています。

地域資源活用課

382-9020   382-0304

　 chiikishigenkatsuyo@city.

suzuka.lg.jp

http://suzuka21.com/
http://suzuka21.com/


情報館
店舗などに屋外広告物を

設置するときは
許可が必要です

都市計画課　

382-9024   384-3938

　toshikekaku＠city.suzuka.lg.jp

  屋外広告物は、まちの景観をつく

る重要な要素です。良好な景観を保

全・維持するため、適正な屋外広告

物の設置にご協力をお願いします。

屋外広告物とは

　会社や店舗に付ける看板を屋

外広告物といいます。屋外広告

物は、街のあちこちにあり、景

観に大きな影響を与えます。過

剰な屋外広告物は景観を壊すこ

ともありますが、設置する場所

やデザインによっては、まちの

個性やにぎわいづくりに寄与す

ることもあります。

　このことから、街の風景を壊

さないように屋外広告物を設置

するため、広告物の大きさや高

さなどに、最低限度のルールが

決められています。

アドバルーン

屋上広告

広告板

壁面広告

屋上広告

広告旗

壁面広告 壁面広告

壁面広告

幕
告
広

塔
告
広

告
広
出
突

告
広
柱
電

屋外広告物を設置する際は、

原則許可が必要です

　自分の敷地内に自

己の店舗名や事務所

名などを表示する広

告物を設置する場合、

屋外広告物の許可申請が必要に

なります。

※東西南北各面の表示面積の合計が、

いずれも 10 ㎡以下であれば、許

可申請の必要はありませんが、一

つの面でも 10 ㎡を超えていると

すべての広告物について申請が必

要です。

■設置場所や広告物の種類によっ

て、面積や高さなどの制限があ

ります。

■許可申請には、広告の面積に応

じて手数料が必要です。

■設置後、安全点検や補修など必

要な管理を行う必要があります。

例

東西 建物

南

看板A（6㎡） 看板B（6㎡）

看板D（15㎡）

Ｃ
板
看

この場合、北面と南面が10㎡を超

えているため、すべての看板につい

て申請が必要です。

北

＞ ㎡01（15 ㎡）D 南

＜ 　㎡01（6 ㎡）C 東

＞ 　㎡01（12 ㎡）北 B+A
（6㎡）

※詳しくは、市ホームページをご覧

いただくか、都市計画課にお問い

合わせください。

　http://www.city.suzuka.lg.jp/

  gyosei/plan/keikan/index3.html

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index3.html


　

ごみの分別をインターネットで
調べられます

廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　インターネットにつながったス
マートフォンやパソコンなどを使っ
て24時間いつでもごみの分別を
調べることができるホームページ
「鈴鹿市ごみ分別辞典」(市ホーム
ページ→ごみ・環境→ごみ分別辞
典）を開設しました。
分別が分からないと
きにご利用ください。

国民年金保険料の免除
期間・納付猶予期間の
追納をお勧めします

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の免除・納付
猶予・学生納付特例の承認を受
けた期間がある場合、保険料を
全額納めたときよりも老齢基礎
年金の受取額が少なくなります。
　これらの期間の保険料は、将来
受取る老齢基礎年金額を増額す
るために、10年以内であればさか
のぼって納めることができます(老
齢基礎年金受給中の方は除く)。
ただし、免除などの承認を受けた
期間の翌年度から起算して3年度
目以降は、当時の保険料額に一
定の加算額が上乗せされます。
持ち物　年金手帳、印鑑　
申込み　保険年金課または津年
金事務所(　059-228-9112)

平成27年度情報公開制度
実施状況

総務課　382-8659　 382-2214

　平成27年度の公文書公開請
求件数は586件で、このうち取
り下げが23件、残る563件の主
な請求内容は、市発注公共工
事の設計書318件、開発行為に
関する文書36件でした。
　563件の請求に対する延べ決
定件数は610件で、その内訳は、
公開決定が423件、部分公開決
定が149件、非公開決定が1件、
存否応答拒否決定が0件、公文
書不存在決定が37件、請求却下
が0件でした。公開率は99.8％で
す。また、実施機関の決定に対す
る不服申立てが1件ありました。
※公開率＝(公開＋部分公開)÷(公
開＋部分公開＋非公開＋存否応
答拒否)×100

平成27年度情報公開制度

　平成27年度の公文書公開請
このうち取

残る563件の主
市発注公共工
開発行為に

563件の請求に対する延べ決
その内訳は、
部分公開決

非公開決定が1件、
公文

請求却下
公開率は99.8％で

実施機関の決定に対す
る不服申立てが1件ありました。
※公開率＝(公開＋部分公開)÷(公
開＋部分公開＋非公開＋存否応

実施機関別決定件数
実施機関 件数 

市 

長 

計合

防災危機管理課 
企画財務部 
総務部 
生活安全部 
文化振興部 
環境部 
保健福祉部 
産業振興部 
土木部 
都市整備部 

 課計会
消防本部 

 計小
教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 

 員委査監
農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
水道事業管理者 

 会議

5
5
38
12
11
18
17
11
167
219
0
9

512
14
0
0
1
5
0
78
0

610

平成27年度個人情報
保護条例運用状況
総務課　382-8659　 382-2214

個人情報の開示、訂正・利用
停止等請求状況
　平成27年度の個人情報の開
示請求件数は29件、利用停止
等請求が1件、訂正請求はあり
ませんでした。開示請求29件の
請求に対する延べ決定件数は
32件で、その内訳は、開示決定
が20件、部分開示決定が8件、
不存在決定が4件でした。また、
実施機関の決定に対する不服
申立てはありませんでした。
個人情報取扱事務登録の状況
　実施機関は、個人情報を取り
扱う事務のうち、個人情報を一
定の基準で検索できる公文書
を使用している事務を、個人情
報取扱事務登録簿に登録して
います。個人情報取扱事務登録
簿は、閲覧することができます。

年金の受取額が少なくなります。

訂正・利用

　平成27年度の個人情報の開
利用停止

訂正請求はあり
開示請求29件の

請求に対する延べ決定件数は
開示決定

部分開示決定が8件、
また、

実施機関の決定に対する不服

個人情報取扱事務登録の状況
個人情報を取り
個人情報を一

定の基準で検索できる公文書
個人情

報取扱事務登録簿に登録して
個人情報取扱事務登録
閲覧することができます。

実施機関別個人情報取扱
事務登録状況

 

市 

長 

合計

企画財務部 
防災危機管理課 

総務部 
生活安全部 
文化振興部 
環境部 

消防本部 

保健福祉部 
産業振興部 
土木部 
都市整備部 

 
課計会

 
計小

教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 

 
員委査監

農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
水道事業管理者 

共通事務  
会議

実施機関 件数 
6
31
46
68
87
50
99
53
42
96
2
37
617
76
17
0
1
3
0
27
6
5

752
平成28年3月31日現在

歯周病検診
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　対象者へ8月下旬に、受診券
などを送りました。ご自身の健
康のために、ぜひこの機会に
検診を受けましょう。
対　象　今年度40歳・50歳・
60歳になる方

※対象者で届いていない場合は、
健康づくり課へお問い合わせく
ださい。

※有効期限がありますので、お早
めにご利用ください。

秋の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　9月21日㈬から9月30日㈮ま
での10日間、秋の全国交通安
全運動が実施されます。運動
の基本は「子供と高齢者の交
通事故防止」で、三重県の運動
の重点は「横断歩道における
歩行者優先の徹底」、全国の
運動の重点は「夕暮れ時と夜
間の歩行中・自転車乗用中の
交通事故防止（特に反射材用
品等の着用の推進と自転車前
照灯の点灯の徹底）」「後部座席
を含めた全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシートの正しい
着用の徹底」「飲酒運転の根
絶」です。

公証人無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　津合同公証役場が、遺言・相
続・離婚・各種契約などについて
無料相談を行います。
と　き　10月1日㈯10時～16時
ところ・申込み・問合せ　津合
同公証役場（津市丸之内養正
町7-3山田ビル　059-228-
　9373）
定　員　10人程度（先着順）

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　9月25日㈰ 9時～16時
30分
◆夜間窓口
と　き　9月29日㈭・30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。

新しい鈴鹿市国民健康保険
被保険者証を郵送します

保険年金課　382-7605　382-9455

　現在お持ちの保険証 (紺
色 )の有効期限は 9月 30 日
㈮です。新しい保険証 (黄土
色 )は 9月中旬から簡易書留
で順次発送予定です。新しい
保険証の有効期間は 10 月 1
日㈯から平成 29 年 9 月 30 日
㈯までです。保険証を受け取
られたら、記載内容に誤りが
ないかご確認ください。

※有効期限の切れた保険証は使えま

せん。保険年金課か地区市民セン

ターへ返却してください。

※保険証のケースが必要な方は、保

険年金課か地区市民センターでお

渡しします。

※職場の健康保険などに加入した場

合、国民健康保険の喪失手続きが

必要です。保険年金課か地区市民

センターで手続きしてください。

※国民健康保険税の未納のある方は、

保険証の有効期限が短くなったり、

更新できない場合があります。

◆次の方は有効期限が異なり
ます

◆次の方は有効期限が異なります

http://www.gomisaku.jp/0026/
http://www.gomisaku.jp/0026/


　9月29日㈭・30日㈮ 

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味の
ある方
と　き　9月22日（木・祝）13時
30分～16時30分
ところ　市役所別館第3　2階
会議室
内　容　業種別の基礎知識、
事業コンセプトづくりと事業
フォーメーション

※セミナー終了後、希望者には日
本政策金融公庫による個別相
談会を行います。
講　師　玉井正則さん((株)日
本能率協会コンサルティング)

定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
込時にお知らせください。

すずか創業塾
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　これから創業したい
方、創業のノウハウを知りたい
方など
と　き　10月16日～11月13日
の日曜日10時～17時
ところ　鈴鹿商工会議所(飯
野寺家町816)
内　容　成功する創業とは、創
業計画書の作成方法など

※毎回内容は異なりますが、1回
だけの参加もできます。
講　師　武田秀一さん(武田経
営研究所代表)ほか
定　員　30人(先着順)
参加料　5,000円(5日分)
主催・申込み・問合せ　9月30
日㈮までに電話で鈴鹿商工
会議所(北角　382-3222)へ

マネジメント研修
ものづくり産業支援センター

　382-7011　　384-0868

対　象　市内中小製造企業の
管理職の方(全4回の研修に
参加できる方)
と　き　10月14日㈮・21日㈮・
27日㈭・29日㈯ 9時～16時
30分(最終日は16時まで)
ところ　ものづくり産業支援
センター会議室(市役所別館
第3　2階)
内　容　日常管理(トラブルの
未然防止)と方針管理(重点目
標の設定、主要施策の立案)の
ノウハウの習得、グループ活
動、他企業見学など
定　員　8人(先着順)
参加料　無料
申込み　9月23日㈮までに、フ
ァクスでものづくり産業支援
センターへ

福祉・介護の就職フェア
長寿社会課　382-7935　 382-7607

対　象　福祉・介護の職場に就
職希望、または関心のある一
般・学生
とき・内容　9月25日㈰　
　・10時30分～12時　就活応援
セミナー
　・13時～15時30分　福祉・介
護の就職フェア
ところ　アスト津(津市羽所町
700)
申込み・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)へ

※託児を希望する方は9月20日㈫
までにご連絡ください。

子育て支援セミナー
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　幼児をもつ保護者の皆さんと
一緒に、簡単な調理実習を交え
て幼児期の栄養について学ぶセ
ミナーです。
対　象　市内在住の幼児(1歳6
カ月以上～就学前)の保護者
と　き　9月29日㈭10時～11時
30分
ところ　子育て応援館(はぐは
ぐ)(白子駅前 6-33) 
講　師　古市久美さん(料理
講師) 
定　員　15人(先着順)
参加料　500円(材料費) 
託　児　10人(1歳6カ月以上、
先着順)
申込み　9月8日㈭から21日㈬
まで(土・日曜日、祝日を除く)
に、直接または電話で子ども
政策課へ

フ

簡単な調理実習を交え
て幼児期の栄養について学ぶセ

　子育て応援館(はぐは

　10人(1歳6カ月以上、

すずたん広場
総合政策課　382-9038　 382-9040

対　象　未就園児と保護者
と　き　9月13日㈫～平成29
年1月18日㈬の火・水曜日9時
45分～11時30分

※実施しない日もあります。詳しく
はお問い合わせいただくか、同
校ホームページをご覧ください。
ところ　鈴鹿大学短期大学部
1階ほっとルーム(郡山町
663-222)

内　容　一緒に遊ぼう、育児
相談、ミニ講座など

※9月13日㈫、10月4日㈫、11月8
日㈫は親子でリトミックも行い
ます。
定　員　各10組 (先着順)
参加料　1組500円
申込み　開催日前日までに、参
加者全員の氏名(ふりがな)、
お子さんの年齢(月齢)、住所、
電話番号、参加希望日を記入
の上、電子メールで鈴鹿大学
短期大学部(　 hiroba@

　suzuka-jc.ac.jp)へ
問合せ　鈴鹿大学短期大学部
(　372-3900)

模擬裁判員裁判
市民対話課　382-9004　 382-7660

　裁判員役を大学生が務める模
擬裁判員裁判を見学できます。
裁判官・検察官・弁護人役は
現役の者が務めます。
と　き　10月6日㈭13時5分
から

ところ　津地方裁判所(津市
中央3-1)

定　員　15人(先着順)
申込み　9月20日㈫から28日
㈬までに、電話で津地方裁判
所総務課 (　059-226-4172
平日9時～17時)へ

https://www.suzuka-jc.ac.jp/local/suzutan.html


スクエアステップ
講演＆講習会

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　高齢者の転倒予防や、認知
機能の若返り、体力の向上など
に効果があると言われていま
す。初心者や初対面の方でも
楽しく参加できます。男性の方
も大歓迎です。
対　象　市内在住の65歳以上
の方

と　き　10月7日㈮14時～16時
ところ　AGF鈴鹿体育館副体
育館(江島台1-1-1)

講　師　NPO法人大学拠点
　ヘルシーライフ研究機構職員
定　員　50人(先着順)
参加料　無料
持ち物　動きやすい服装、飲
み物、上靴、タオル
申込み　9月12日㈪８時30分以
降に電話で健康づくり課へ

※講習会受講後、ご希望の方は後
日スクエアステップボランティア
講座を受講できます。

講演会
「命はそんなにやわじゃない」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　28歳で腎臓がんを患って余
命半年と宣告されたものの、
ホノルルマラソンに出たいとの
思いと、日常の小さなワクワク

「命はそんなにやわじゃない」

命半年と宣告されたものの、

をイメージすることでがんを克
服した講師によるお話と歌の
ステージです。
と　き　9月17日㈯14時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー（平田東町5-10）

講　師　杉浦貴之さん（シンガ
ーソングライター）

参加料　500円
定　員　70人
申込み　いのちと心を守る鈴
鹿市民の会(杉本　090-
1620-5087　383-2490)へ

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを取り
もどせ！」(第6回)
鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755　

と　き　10月12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　短歌の作り方、川柳の
作り方

講　師　達知和子さん、吉崎柳
歩さん

定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円
申込み　受講日「10月12日」、
住所、氏名、電話番号を記
入の上、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

服した講師によるお話と歌の

　牧田コミュニティセンタ

（シンガ

　いのちと心を守る鈴

　10月12日㈬13時30分

　文化会館2階第1研

川柳の

吉崎柳

「10月12日」、
電話番号を記

ファク
スで鈴鹿市文化振興事業団
(〒513-0802　飯野寺家町

伊勢型紙彫型画展
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　紙を彫る、突く、切るなどの伊
勢型紙の技術を活用した創作絵
画の展覧会を開催します。
と　き　9月15日㈭～18日㈰9
時30分～17時(最終日は15
時まで)
ところ　県総合文化センター文
化会館第二ギャラリー(津市一
身田上津部田1234)
入場料　無料
主催・問合せ　彫型画会（大杉
　386-1462）

みんなでつながろう！
すずかの『輪』参加団体募集
地域協働課　　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　さまざまな団体が協働して行
う、出会いと交流の市民活動フェ
スタです。ステージで発表した
り、展示・体験・販売コーナーなど
に参加される団体を募集します。
対　象　主に市内を活動拠点
としている市民活動団体など
と　き　12月10日㈯10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター２階特設
催事場（算所2-5-1）
主　催　すずかの『輪』実行委員会
申込み　10月10日（月・祝）まで
に、申込書に記入の上、直接ま
たは郵便・ファクス・電子メール
で実行委員会事務局（NPO
法人市民ネットワークすずか

わ

有 料 広 告

告
広
料
有

※｢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。

※｢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。

※「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

　のぶどう　〒510-0241白
子駅前9-20イオン白子店3階
　 387-0767 budou@
ｍecha.ne.jp）、鈴鹿市社会
福祉協議会（〒513-0801神
戸地子町383-1　382-5971
　382-7330）、地域協働課へ

※申込書は、市民ネットワークすず
かのぶどう、鈴鹿市社会福祉協
議会、男女共同参画センター

　のぶどう　〒510-0241白

（神戸2-15-18）、地域協働課、市
ホームページトピックスから入手
できます。

※参加団体説明会を10月15日㈯
14時から開催します。

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

後期スポーツ教室

鈴鹿市体育協会・AGF 鈴鹿体育館・

市立テニスコート

　387-6006　387-6008

武道館　388-0622　388-0940　

西部体育館　　371-1476
武道館　388-0622　 388-0940　西部体育館　　　371-1476

申込み　9月9日㈮から25日㈰まで（12日㈪は休 ※市内在住者、平成28年度前期当該教室に参加されてい

ソフトバレーボール
やさしいヨガ
簡単エアロビック
始めてみよう

スローエアロビック
ハンドボール
卓球

バレーボール
バドミントン
健康
太極拳
社交ダンス
女性健康

リフレッシュ体操
テニス

シニアテニス
ヨガ（午前）
ヨガ（午後）
柔道
剣道

バドミントン（西部体育館）

一般
一般
一般

一般

小・中学生
一般
一般女性
一般
一般
一般

50歳以上
一般女性
50歳以上
65歳以下
55歳以上
一般
一般

小・中学生
小・中学生
一般

10月～3月月曜日(12回)
10月～3月火曜日(12回)
10月～3月水曜日(12回)

10月～3月水曜日(12回)

10月～3月水曜日(15回)
10月～3月水曜日(15回)
10月～3月木曜日(15回)
10月～2月木曜日(15回)
10月～3月木曜日(15回)
10月～3月木曜日(15回)
10月～3月金曜日(15回)
10月～3月金曜日(15回)
10月～3月金曜日(15回)
10月～2月水曜日(12回)
10月～3月金曜日(15回)
10月～3月水曜日(12回)
10月～3月水曜日(12回)
10月～3月土曜日(20回)
10月～3月土曜日(20回)
10月～12月水曜日(10回)

 9時30分～11時
 9時30分～10時30分
 9時30分～10時30分

10時45分～11時45分

15時30分～17時
 9時30分～11時30分
10時～12時
 9時30分～11時30分
19時～21時
 9時30分～11時
10時30分～11時30分
 9時30分～11時30分
13時～14時30分
 9時～11時
 9時～11時
10時～11時30分
13時～14時30分
19時～21時
19時～21時
19時～21時

3,000
3,000
3,000

3,000

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
3,500
3,000
3,000
5,500
5,500
4,200

1,850
1,850
1,850

1,850

800
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850
800
800
800

80
100
100

50

30
60
50
40
80
20
30
150
50
45
25
50
50
50
50
30

※65歳以上の保険料は1,200円(西部体育館のバドミントンのみ800円)

申込み　9月 9日㈮から 25
日㈰まで（12 日㈪は休業
日）に参加料と保険料を添
えて、各会場へ（テニス教
室とヨガ教室は AGF 鈴鹿体
育館へ）

※複数の教室に参加される場合は、

いずれかの教室で保険料をお支払

いください。また、前期教室で保

険料を支払った方は不要です。

※市内在住者、平成 28 年度前期当

該教室に参加されていない方を優

先します。

※申込者多数の場合は、平成 28 年

度前期当該教室に参加された方の

中で、公開抽選を行います。申込

者が大幅に少ない場合は中止する

場合があります。

※お子さんを連れての参加はご遠慮

ください。



きのこ観察会
環境政策課　382-7954　　382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿青少年の森で、秋に生
えるきのこを観察します。
※きのこ狩りではありません。
と　き　10月1日㈯10時～12
時30分(雨天決行)
ところ　鈴鹿青少年の森(住吉
町南谷口)
講　師　谷口雅仁さん(きのこ
　ウォッチングクラブMIE副会長)
参加料　無料
※集合場所など詳しくは、別途連
絡します。
申込み　9月23日㈮17時15分
までに、住所、氏名、電話番
号、参加人数を電話・ファク
ス・電子メールで環境政策
課へ

ファミリーキャンプ
鈴鹿青少年センター

378-9811　　378-9809

　親子で宿泊を共にし、レクリ
エーション、アウトドアクッキン
グ、キャンプファイヤーなどを
行います。
対　象　小・中学生とその家族
と　き　10月22日㈯～23日
㈰1泊2日

ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺

定　員　17家族程度(応募者
多数の場合は抽選)

参加料　小・中学生3,000円、
保護者4,000円

申込み　9月5日㈪から30日㈮
17時まで(必着)に、所定の用
紙に記入の上、郵送・ファク
スで鈴鹿青少年センター(〒
513-0825住吉町南谷口)へ

親子野球スクール　
387-6006　　387-6008

　Honda鈴鹿硬式野球部の
現役選手とOBに指導していた
だき、親子で野球の基本を楽
しく学びます。
対　象  小学1・2年生と保護者
と　き　10月2日㈰から12月
11日㈰までの日曜日10時～
12時(全8回)

※予備日12月18日㈰            
ところ　Hondaアクティブラ
ンド室内野球練習場(住吉
町6731-2)
定　員　50組（先着順）
参加料　5,000円(保険料含む)
申込み　9月9日㈮から25日
㈰まで(12日㈪を除く)の9
時から20時までに、参加料
を添えて直接AGF鈴鹿体
育館(市立体育館 江島台
1-1-1)へ

ディスクゴルフ体験会
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　小学生以上(小学生
は保護者同伴)

※用具はお貸しします。
と　き　9月25日㈰10時～12
時(小雨決行)

ところ　鈴鹿青少年の森ディス
クゴルフ場(住吉町南谷口)

講　師　三重県ディスクゴルフ
協会　

定　員　20人(先着順)

　鈴鹿青少年センター

　小・中学生3,000円、

郵送・ファク

参加料　無料
申込み　鈴鹿青少年の森受付
事務所へ

秋季ジュニアゴルフ教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住・在学の小・
中学生

※小学生は原則3年生以上
と　き　10月から原則毎週土
曜日午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド
練習など

※初心者には基礎から指導
定　員　10人(先着順)
料　金　入会金1,000円、月
会費1,000円

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　9月30日㈮までに、
電話・ファクスで鈴鹿市ゴル
フ協会(鈴峰ゴルフ倶楽部内
　371-0711　371-1518)へ

　9月30日㈮までに、

スポーツの杜短期教室など
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　アーチェリー体験教
室以外は、9月8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
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親
と　き　9月21日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　季節の飾り巻き寿司を作り
ます。
対　象　一般成人(お子さんを
連れて参加できます)
と　き　9月15日㈭10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円(材料費込)
◆アーチェリー体験教室
対　象　身長145cm以上の
方

と　き　9月18日㈰ 10時～
12時

定　員　10人
参加料　500円
申込み　電話で三重県アーチ
ェリー協会事務局(　090-
2774-0043)へ

◆スポーツフェスタ 
　フリーマーケット出店者募集
　10月10日(月・祝)に開催します。
詳しくはホームページをご覧いた
だくか、水泳場（　372-2250)
にお問い合わせください。

の9 月 納税
○国民健康保険税………3期
【納期限は9月30日(金)です】

http://www.garden.suzuka.mie.jp/
http://www.garden.suzuka.mie.jp/school/short


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

RUN 伴
TOMO-RROW2016 を

応援してください

　RUN 伴 ( ランとも )とは、認

知症になっても安心して暮らせ

る地域づくりを目指して、認知

症の人や家族、友人、支援者、

一般の方などさまざまな方が、

少しずつリレーをしながら一つ

のタスキをつなぎ、日本を縦断

するプロジェクトです。2011 年

に始まり、今年は北海道から沖

縄までの6,500kmをつなぎます。

　本市でもリレーが行われるた

め、沿道でオレンジの Tシャツ

を着た RUN 伴ランナーを見掛け

たら、ぜひオレンジ色のものを

身につけたり手に持って、応援

してください。

市内開催日　9 月 29 日 ( 木 )

中継点の到着予想時刻　11 時ご

ろ 長太の寄合所「くじら」(

長太旭町 6-3-9) → 12 時ご

ろ 鈴鹿市役所 → 12 時 30 分

ごろ 玉垣あんしん館 (南玉

垣町 5520) → 13 時ごろ 桜

の森白子ホーム (南玉垣町

7300-2)
※スケジュールはおおよその目安で

す。詳しくは RUN 伴 TOMO-

　RROW ホームページ (　http://

　runtomo.jimdo.com/) をご覧

　いただくか、地域包括ケア推進室

　にお問い合わせください。

高齢者と人権

長 寿 社 会 課 

382-7935　 382-7607 

chojushakai@city.suzuka.lg.jp

人 権 政 策 課

382-9011　 382-2214 

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　近年日本においては高齢化
が進んでおり、介護を必要と
する人は今後さらに増加する
と考えられます。介護保険制
度を始めとした社会保障制度
の充実を図ることや、地域包
括ケアシステムの構築などに
より地域で高齢者を支える体
制づくりを進めていますが、
まだまだ家族に介護の負担が
積み重なることが多く、その
結果高齢者への虐待という問
題が起きています。
　殴る、蹴る、縛るなどの肉
体的な暴力を加える以外に
も、食事を与えない、世話を
しないなどの身体的虐待や、
言葉や態度で精神的な苦痛を
与える心理的虐待が起きてい
ます。また、家族が高齢者の
年金を搾取したり、無断で不
動産や貯金の名義を変えるな
どして、財産をだましとる経
済的虐待も問題になっていま
す。
　皆さんは、「老いること」
に対して、マイナスイメージ
を持っていないでしょうか。
「年齢を重ねる」ということ
は、皆さん、同じように訪れ
ます。高齢になると若いころ
に比べ、体の機能が衰え、で
きないことも出てきますが、
豊かな気持ちで幸せになりた
いのは、年齢に関係なくだれ
もが抱く気持ちです。
　将来迎える自分たちの老年
期を「高齢者が安心して生き
ていける社会」とするため、
今何が必要か、何ができるか
を考え、やさしい言葉と思い
やりを持って高齢者に接して
いただきたいと思います。他
人を思いやることができる社
会は、全ての人たちにとって
も幸せな社会なのです。

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

http://runtomo.jimdo.com


　

レメキ ロマノ ラヴァさん

（リオオリンピック

男子セブンス代表選手）

　全身全霊
　ラグビーが盛んな国、ニュージーラ
ンド出身です。今から22年前の5歳
のころには、友達とラグビーをして遊
んでいました。
　体と体が激しくぶつかるこの競
技、まさに全身全霊でボールを奪って
トライを目指します。持てる力を全て
使って相手を制し得点をしたとき、体
中から喜びが溢れてきます。
　
　日本大好き
　20歳のとき、日本のチームからオ
ファーをもらい来日、そして最愛の
妻に出会いました。現在は本田技研
工業(株)鈴鹿製作所のHonda 
HEATに所属し、国内トップリーグ
で戦っています。朝は個人トレーニ
ング、午後はチーム練習で、磨きを
かけています。
　2年前、日本に帰化しました。ずっと
この国でプレーしたい、日本代表と
してリオオリンピックに出場したいと
いう強い思いからの決断でした。

ニュージーラ
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　リオオリンピックベスト4
　先月開催されたオリンピックに7人
制ラグビーの日本代表として出場し
ました。初戦の対戦相手は、私が生ま
れ育ったニュージーランド。高校時代
からテレビなどを通して観ていた有
名選手率いる強豪チームでしたが、
僅差で競り勝つことができました。
その後もケニアやフランスに勝利
し、ベスト4まで進出。私自身も通算
4トライするなど、チームに貢献しま
した。また、全選手の中から選ばれる
最優秀選手（ベスト７）に選出されま
した。
　今後もHonda HEATの一員として
活躍するとともに、3年後に東京で開
催される15人制のラグビーワールド
カップに向けて準備していきます。

～走れ！みんなの
BOX KART ～

　モータースポーツに参加する

というと、どんなイメージを持

たれますか ? 選手として走る、

マシンを造る、あるいはチーム

を運営するなど、ちょっと敷居

が高いと思われる方も多いので

はないでしょうか。でも、「幼

稚園児たちがモータースポーツ

に参加している」と聞くといか

がですか。

　白子幼稚園（田中育子園長）

では、乾電池を動力源とする

「Ene-1GP」マシンや、坂道の

傾斜を利用して走る「BOX 

KART」マシンの外装を組立ブ

ロックで彩るという、ステキな

チャレンジを続けています。昨

年の「BOXKART」では、み

ごとベストデザイン賞を受賞し

ました。今年の「BOX KART」

に向けて、田中園長は「子ども

たちには、ものづくりのまち・

モータースポーツのまち、鈴鹿

に誇りを持ってほしい」と語り

ます。

　10 月 10 日、園児たちの夢

を乗せたマシンが図書館西側駐

車場を駆け抜けます。

■語り手  中野能成
( 鈴鹿モータースポーツ友の会事務局長 )

キ ー ボ ー ド

　特集の取材で久しぶりに保育園

を訪ねました。我が家は共働きで

核家族のため、迷わず保育所（園）

を選択しましたが、どこが子ども

にとってよいのか、送迎可能な場

所はどの範囲か、病気ばかりする

のではないか、嫌がらず通ってく

れるかなど本当に悩みました。特

に初めての子どもの場合は、皆さ

ん同じように悩まれているのでは

ないでしょうか。

　初めて我が子を預ける時、子ど

もはどんな反応を示すでしょう

か？泣かれても、泣かれなくても

親としては辛い気持ちになります

ね。

　でも先日保育園で私が見た子ど

もたちは、暑い中でもみんな元気

いっぱい、はじける笑顔でした。

同時に、自分でできることは自分

でする姿勢や子ども同士声かけし

ている様子に、家とは異なる環境

でも成長していく子どもたちは頼

もしく、小さな背中が誇らしく見

えました。（由）
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