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Ｆ１日本グランプリ鈴鹿
市民応援席

　世界最高峰の自動車レース、Ｆ１が

今年も鈴鹿で開催されました。鈴鹿

サーキットと本市が共催で設置した

「鈴鹿市民応援席」には約 800 人の

方が訪れ、マシンの音やレースの雰

囲気などを肌で感じていただきまし

た。

撮影場所

撮影日

撮影者

１が今年も鈴鹿で開催されまし
に

マシンの音やレースの雰囲気などを肌で
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ＤＶ・児童虐待の

現実から目を背けない
～大切な人を守るために～

　11 月は児童虐待防止月間で、11 月

12 日から 25 日は「女性」に対する

暴力をなくす運動週間です。ドメス

ティックバイオレンスおよび児童虐

待は重大な人権侵害行為であり、身

体的・精神的だけではなく次世代へ

甚大な影響を及ぼします。

　今回はそれぞれの形態・影響・対

応確認しながら、対応方法などにつ

いて皆さんと共に考えていきたいと

思います。

DV の実態を知ってください

　DV は同居する近親者から受ける暴

力行為のことで、犯罪行為です。叩

いたり、殴ったりという肉体に対す

りる暴力だけではなく、「精神的暴力」

「性的暴力」などさまざまな暴力があ

り、またこれらの暴力が複合して繰

返されることが多いため、非常に深

刻です。被害者の多くは女性ですが、

男性が被害に遭う場合もあります。

身体的暴力

　殴ったり蹴ったりするなど、直接

何らかの有形力を行使するものです。

暴力が原因で骨折

をしたり、意識喪

失状態、死に至る

こともあります。

精神的暴力

　人の前でバカにしたり、命令口調

でものを言う、大切にしているもの

を壊す、捨てるなど心無い言動によ

り、相手の心を傷つけるものです。

社会的暴力

　実家や友人とつきあうのを制限し

たり、電話やメー

ルを細かくチェッ

クしたりするもの

です。

性的暴力

　嫌がっているのに性的行為を強要

する、中絶を強要する、避妊に協力

しないといったものです。

経済的暴力

　生活費を渡さなかった

り、外で働かせない、仕

事を辞めさせたりするも

のです。

2016・11・52

辞めさせたりするものです。

DVのサイクル 　相手の行動などにイライラしてきます。大声で怒鳴る
などして「暴力を振るわれるかも」と怯えを与えます。
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緊張期

　実際に暴力を振るってきます。暴力が激しくなり、
身の危険を感じさせます。
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爆発期

　一転して優しくなり、泣いて謝ったりプレゼントする
などして「変わってくれるかも」と期待を抱かせます。
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す。
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DV による影響は甚大です

●心理的な影響

●精神的な影響

●子どもへの影響

　被害者は加害者から逃れることな

く、関係を維持してしまうケースが

多くみられます。加害者から逃げて

も見つかるかも知れないという「恐

怖感」、子どものために我慢すると

いった母親としての「責任感」、加害

者から逃れ自立した生活ができるか

どうかといった

「不安感」など、

被害者がなかなか

加害者から離れら

れないといった背

景があります。

　被害者には、ケガなど身体的な影

響を受けるにとどまらず、将来への

不安や絶望感、男

性への恐怖心、PT

SD（外傷後ストレ

ス障害）に陥るな

ど精神的にもさま

ざまな影響を受け

ます。

　子どもがいる場合、子どもにも大

きなストレスからさまざまな心身の

症状が表れたり、感情表現や問題解

決の手段として暴力を用いることを

学習してしまうこともあります。さ

らに、加害者による子どもへの直接
的な暴力がなくて

も、加害者の言動

によって心理的外

傷を与えることと

なり、児童虐待に

当たるとされてい

ます。

まずは相談してください

パートナーからの暴力で

悩んでいませんか？

身近な人がパートナーからの

暴力で悩んでいませんか？

　暴力を受けて平気な人などいませ

ん「。自分さえ我慢すれば」と我慢

していませんか？「加害者から逃れ

た後はどうするのか、生活していけ

るのか」といったことで、これから

の人生を諦めていませんか？誰にで

も安全で健康的な生活を送るための

支援を求める権利があります。緊急

時には、警察へ通報、相談してくだ

さい。

　暴力を受けていると思われる人に

は「それはＤＶではないの？」と言

ってあげてください。打ち明けられ

たときは、相談機関へ相談するよう

勧めてください。

※DV の相談先は下に掲載していま

す。

デート DV

　恋人同士の間で起こる暴力行為「

デート DV」というものもあります。

殴る・蹴るなど身体に対する暴力だ

けではなく、相手の気持ちを考えず

に、自分の思いどおりに支配したり

束縛したりしようとする態度や行動

も、デート DV です。気付かないうち

にデート DV を受けていたり、相手の

気持ちを傷つけていたりする可能性

がありますので、まずは知ることが

大切です。

＜デート DV の例＞

・携帯電話の着信履歴やメールをチ

ェックする

・「ばか」など傷つく呼び方をする

・無理やり性的行為をする

・思い通りにならないと、怒鳴った

り責めたり脅したりする

パープルリボン
　女性に対する暴力根絶運動のシン

ボルマークとして国際的に使われて

います。

どこでも・誰でも・一人でも始めら

れる運動なので、一人一人ができる

ことを考えて取り

組み、被害当事者

支援の体制作りを

進めていきましょ

う。



児童虐待の実態を

知ってください

　児童虐待に関する相談対応件数

は年々増加傾向にあり、子どもが

死亡する件数も高い水準で推移し

ています。子どもにとって親に受

け入れてもらえないということは

、深刻な問題です。

児童虐待の現状をあらためて考え

、全ての子どもが虐待を受けずに

、健やかに成長できる社会を目指

しましょう。

　児童虐待に関する相談対応
子

どもが死亡する件数も高い水

児童虐待相談対応件数の推移
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身体的虐待

　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、

激しく揺さぶる、やけどを負わせる、

溺れさせる、首を絞める、縄などに

より一室に拘束する　など

性的虐待

　子どもへの性的行為、性的行為を

見せる、性器を触るまたは触らせる、

ポルノグラフィの被写体にする　な

ど

ネグレクト（育児放棄）

　家に閉じ込める、食事を与えない、

ひどく不潔にする、自動車の中に放

置する、重い病気になっても病院に

連れて行かない　など

心理的虐待

　言葉による脅し、無視、きょうだ

い間での差別的扱い、子どもの目の

前で家族に対して暴力をふるう（DV

）など

子どもたちへの

影響は甚大です

体への影響

　直接的な暴力を受けた場合は、傷

・あざなどが生じ、受けた部位によ

っては死に至ることもあります。ま

た小さい頃から虐待を受けると低身

長・低体重などの身体的特徴が出る

こともあります。

心への影響

　「自分は大切にされない存在だ」

という感情が乏しくなり、社会生活

を営む上で大きな影響を及ぼします

。また家庭内での DV は非行問題に

もつながると言われています。

次の世代への影響

　子育ては本能よりも、学習（経験

）で身についていくと言われていて

、自分が受けた子育てをそのまま引

き継いでしまい、虐待を受けた親が

また次の代に虐待をしてしまうこと

もあります。

～赤ちゃんを
激しくゆさぶらないで～ 

乳幼児ゆさぶられ症候群にご注意を

　赤ちゃんが何をしても泣き止まな

い時、イライラしてしまうことは誰

にでもあることだと思います。でも

赤ちゃんを激しく揺さぶるのは絶対

にやめてください。見た目には分か

りにくいですが、脳や網膜が損傷し

て重い障がいにつながったり、命を

落とすこともあります。どうしても

泣き止まない時は

安全な場所に寝か

せ、その場を少し

だけでも離れてリ

ラックスするなど

しましょう。

みんなで見守ることが

大切です

未然に防ぐために

　　「一生懸命やっているけど上

手くいかない」「誰も手伝ってく

れない」などの不安から虐待して

しまうこともあります。子育て家

庭を見掛けたら声掛けをして、「気

軽に相談できる」「一人じゃない」

と安心して子育てできる雰囲気を

作りましょう。

深刻化するまえに早期発見を

　早期に発見できれば被害を抑え

ることができます。虐待家庭では

何らかのサインを発しています。

不自然な点を見逃さず、「虐待か

も」と思ったら迷わず連絡してく

ださい。あなたの一報で救われる

家庭があります。

児童虐待のサイン

●子どもに不自然なケガやあざがあ

る・服がいつも汚れている・子ど

もを異様に叱り付けている

●子どもの泣き声や、大人の怒鳴り

声がいつも聞こえる

●近所づきあいがなく、いつも孤立

している

一人で悩まないで

●子育てに悩んでいる人は、相談

してください

　子育ては、迷うこと、困ってし

まうことばかりです。もし子育て

に寂しさや不安に襲われることが

あれば、あきらめずに周りを見回

して相談してみてください。

●虐待を受けた子どもの里親に

なってください

　今地域での身近な養育の受け皿

が重要視されています。里親にな

りたいと思われる方は、お近く

の児童相談所にご相談ください。

●虐待で苦しんでいる子どもは、

我慢せずに相談してください

　お父さんやお母さんから殴られ

たり、ご飯を食べさせてもらえな

かったり、繰り返し叱られたりし

てませんか？つらいことがあれ

ば、相談してください。
相 談 先

三重県北勢児童相談所

お近くの児童相談所

三重県女性相談所

子ども家庭支援課

鈴 鹿 警 察 署

電 話 番 号

347-2052

347-2030

059-231-5600

382-1100

382-9140

380-0110

ー ◯

◯

ー

◯

◯

◯

◯

◯

◯

D　V 児童虐待

※通話料がかかります。

※一部のIP電話からはつながりません。

【 夜 間 緊 急 】

【夜間代表電話】

【  代　表  】

オレンジリボン
　子ども虐待防止のシンボルマーク

として使われています。一人一人が

できることは何かを考え、児童虐待

を防ぐために子育

てに優しい社会を

作っていきましょ

う。

広報すずか特集「DV・児童虐待」に

ついてのご意見・ご感想は子ども家

庭支援課へ

059-382-9140

059-382-9142

kodomokateishien@

city.suzuka.lg.jp



Machikado Shot

市長と話そう！

鈴鹿まちづくりミーティング

9 月 1 日㈭

　今年度第 2回目となる「市長と話

そう！鈴鹿まちづくりミーティング」

を開催し、女性消防団員で構成され

るＨｉまわり分団の皆さんと意見交

換を行いました。その中で、「女性消

防団とこれからのまちづくり」をテー

マに、災害時の活動や、女性消防団

と地域との関わりなど熱心に話し合

われました。

げんき花火で鈴鹿にげんきを！

「た～まや～♪」

9 月 10 日㈯

動画

　白子港緑地で鈴鹿げんき花火大会

が行われ、鈴鹿の夜空を鮮やかな花

火が彩りました。直径 600ｍという

3尺玉の水上花火

には大歓声が挙が

り、みんなに元気

を与えてくれまし

た。

月夜に幻想的な

お月見ミュージアムコンサート

9 月 17 日㈯

　考古博物館で太鼓凛（鈴鹿と・き・

め・きカルチャー大使）さんたちに

よる迫力満点の和太鼓演奏などが行

われました。玄関前には手作りの行

灯が並び、月

夜に照らされ

る幻想的な雰

囲気を訪れた

人たちは堪能

しました。

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開催

9 月 17 日㈯

　幹線道路は、ものづくりを支える

重要な社会基盤です。鈴鹿高専校長

や、住友電装（株）と三重樹脂（株）

の方、四日市・津市・鈴鹿市の市長

が文化会館で一堂に会して、中勢・

北勢バイパスや鈴鹿四日市道路など

の必要性について話し合いました。

見て、乗って、感じる面白さ！

トライアル・モトクロス体験と

デモ走行

動画

動画

　オフロード競技（モトクロス・ト

ライアル）の面白さを知っていただ

く体験型イベントが行われました。

自転車でオフロードコースの走行体

験や、モトクロス全日本チャンピオ

ンの小島庸平選手の大ジャンプやト

ライアル全日本チャンピオン小川友

幸選手の技が披露され、迫力ある技

を体感してもらいました。

9月 18 日㈰

ＲＵＮ ＴＯＭＯ-ＲＲＯＷ２０１６ 

認知症への理解を

9 月 29 日㈭

井村久美子さん

　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、さまざま

な方がタスキをつないで日本を縦断

するプロジェクトが行われています。

この日は本市に到達し、井村久美子

（鈴鹿と・き・め・きスポーツ大使）

さんや鈴鹿アンリミテッド FC の皆さ

んがタスキをつないで次の中継点を

目指して走りました。

地元ならではの盛り上がり

鈴鹿日本ＧＰ地元前夜祭

10 月 7 日㈮

　F１日本グランプリ予選前日、イオ

ンモール鈴鹿駐車場で地元前夜祭が

行われました。佐藤琢磨選手とピエー

ル北川さんによるトークショーや F

１マシンの展示、ストリートパフォー

マンスなどで F１開催を盛り上げま

した。

夢と希望を乗せて発進！

鈴鹿ボックスカートグランプリ

10 月 10 日㈪

　動力を持たずに坂道の傾斜の力だ

けで進むエコカーレースが行われ、

タイムと合わせてデザインや疾走前

のパフォーマンスで得点を競いまし

た。鈴カレーグランプリも同時開催

され、たくさんの人で賑わいました。

動画

動画

被害状況を想定し、

実践に近い形で総合防災訓練

10 月 16 日㈰

動画

　南海トラフ地震などの大規模災害

に備え、スムーズな対応ができるよ

う、市総合防災訓練を県消防学校で

行いました。災害対策本部の進行や

ドローンを使った状況確認、消火活

動、建設業協会による大型土のう設

置、医師会による救護所の開設、市

民による避難所運営など、実際に被

災した状況を想定し、被災時の対応

についてあらためて確認しました。

https://www.youtube.com/watch?v=-RE7hXRLFro
https://www.youtube.com/watch?v=mV-U7vlsDaI
https://www.youtube.com/watch?v=zPN9A1KgLJM
https://www.youtube.com/watch?v=f3jHL5dpOwU
https://www.youtube.com/watch?v=MEMxpgfgH50
https://www.youtube.com/watch?v=siYtzcat8RY


対象／家計上手を目指す方　とき／
11月25日㈮10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／家族
が幸せになるお金の使い方を考
えましょう。　参加料／300円　
※託児あり（要予約）
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11月25日㈮10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／家族
が幸せになるお金の使い方を考
えましょう。　参加料／300円　
※託児あり（要予約）

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　

ノルディックウオーキングで健康
り　※詳しくは　http://

「すずかノル
で検索

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　

ノルディックウオーキングで健康
り　※詳しくは　http://

「すずかノル
で検索

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／11月8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

話し合ったり、相談し
気軽なお気持ちで参

とき／11月8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

話し合ったり、相談し
気軽なお気持ちで参

とき／11月17日㈭・24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／11月17日㈭・24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／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断

受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断

受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

第4水曜日
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
紙の技法を活用した創作絵画を
作成する　講師／大杉華水　※

第4水曜日
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
紙の技法を活用した創作絵画を
作成する　講師／大杉華水　※

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。　参加料／無料

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。　参加料／無料

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／

ソフト剣と面を使用し「ちゃ
で楽しく遊びます。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／

ソフト剣と面を使用し「ちゃ
で楽しく遊びます。

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り

当日3,000円(全席指定)　※落
初代桂文治。貴重な

資料と五席の落語でお楽しみください

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り

当日3,000円(全席指定)　※落
初代桂文治。貴重な

資料と五席の落語でお楽しみください

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

鈴鹿友の会
田中　　374-4837

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　　090-1747-3394 鈴木利昭　　080-1611-9264

保井　　090-4185-1514 Lily Club 藪内　　080-3650-1715

鈴鹿健康生活ネットワーク 久居シルバーサークル　　080-3623-4966
　fuji077@yahoo.co.jp

民話語り　すず音
高橋　　387-6524

髙野　　090-1230-3663
哲学カフェ海の風

石川　　090-9900-2237

上方落語の会実行委員会 NPO法人ファームランド鈴鹿
　375-0211

鈴鹿友の会
家事家計講習会

ノルディックウオーキング 鈴鹿市民歩こう会

お母さんのテニスの会 鈴鹿不登校を考える親の会 楽楽クッキング参加者募集

自然農法セミナー第7講 若人の婚活応援します
「婚活会」

彫型画(伊勢型紙)
鈴鹿教室生徒募集

第2回
民話語りのつどい

スポーツチャンバラ すずか哲学カフェオープン

自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負 鈴鹿の小麦を作って食べよう

※託児あり※託児あり

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
　ところ／イオン

モール鈴鹿イオンホール　内容／大
写真での銘花

小菊大菊小鉢のチャリティ販売

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
　ところ／イオン

モール鈴鹿イオンホール　内容／大
写真での銘花

小菊大菊小鉢のチャリティ販売

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／ノルディックウオーキングで健康
づくりと仲間づくり　※詳しくは　http://
snwc1130.com/または「すずかノル
ディックウォーキングクラブ」で検索

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／ノルディックウオーキングで健康
づくりと仲間づくり　※詳しくは　http://
snwc1130.com/または「すずかノル
ディックウォーキングクラブ」で検索

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所・

連絡先をファクスまた

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所・

連絡先をファクスまた

とき／11月8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。話し合ったり、相談し
たりしています。気軽なお気持ちで参
加ください。

とき／11月8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。話し合ったり、相談し
たりしています。気軽なお気持ちで参
加ください。

とき／11月17日㈭
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
参加料／1,000円(材料費別)　
※気軽にお電話ください。

とき／11月17日㈭
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
参加料／1,000円(材料費別)　
※気軽にお電話ください。

関心のある方どな
たでも　とき／11月9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

介護家族との交流　参加料／
一般200円

関心のある方どな
たでも　とき／11月9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

介護家族との交流　参加料／
一般200円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション

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

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

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。

とき／11月19日㈯10時～14時　
バザー、

デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン

ぜひご来校ください。

とき／11月19日㈯10時～14時　
バザー、

デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン

ぜひご来校ください。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－ソフト剣と面を使用し「ちゃ
んばらごっこ」で楽しく遊びます。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－ソフト剣と面を使用し「ちゃ
んばらごっこ」で楽しく遊びます。

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

ボーダー含
・30日㈬

10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ

　参加料／無料(飲食

ボーダー含
・30日㈬

10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ

　参加料／無料(飲食

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、当日3,000円(全席指定)　※落
語の名跡で「桂」の始祖、初代桂文治。貴重な
資料と五席の落語でお楽しみください

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、当日3,000円(全席指定)　※落
語の名跡で「桂」の始祖、初代桂文治。貴重な
資料と五席の落語でお楽しみください

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　　090-1747-3394 鈴木利昭　　080-1611-9264

山村　・　387-0415 保井　　090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　　378-0041

久居

飯野高校　応用デザイン科 中城　　383-5393

桜島小学校　　382-5666 尚武塾武道クラブ
髙野　　090-1230-3663

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

上方落語の会実行委員会
　351-0873

第20回記念菊花大会
ノルディックウオーキング

会員募集

お母さんのテニスの会 鈴鹿不登校を考える親の会 楽楽クッキング参加者募集

認知症の人と家族の会のつどい 自然農法セミナー第7講

飯野高校ファッションショー 彫型画(伊勢型紙)
鈴鹿教室生徒募集

桜島小学校秋祭り スポーツチャンバラ
会員募集 すずか哲学カフェオープン

自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負 鈴鹿の小麦を作って食べよう

とき／11月27日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　

遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月27日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　

遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）　ところ／イオン
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、花壇設営、写真での銘花
展、小菊大菊小鉢のチャリティ販売
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）　ところ／イオン
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、花壇設営、写真での銘花
展、小菊大菊小鉢のチャリティ販売
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／第1日曜日定例ウオーキング、
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／
づく
snwc1130.com/または
ディックウォーキングクラブ」

とき／第1日曜日定例ウオーキング、
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／
づく
snwc1130.com/または
ディックウォーキングクラブ」

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ

ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ

ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所・
氏名・年齢・連絡先をファクスまた
は電話で

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所・
氏名・年齢・連絡先をファクスまた
は電話で

とき／11月8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。
たりしています。
加ください。

とき／11月8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。
たりしています。
加ください。

四日市工業高校定時制は社会人
機械・自

建築の分野から選択
工業の技術や資格
てみませんか。

四日市工業高校定時制は社会人
機械・自

建築の分野から選択
工業の技術や資格
てみませんか。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／11月9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／11月9日㈬13時30分
～15時30分　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　内容／悩み相談、情報
交換、介護家族との交流　参加料／
本人無料、会員100円、一般200円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

とき／毎月第2火曜日、
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
紙の技法を活用した創作絵画を
作成する　講師／大杉華水　※
初心者大歓迎

とき／毎月第2火曜日、
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
紙の技法を活用した創作絵画を
作成する　講師／大杉華水　※
初心者大歓迎

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の

体脂肪、

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の

体脂肪、

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ／桜島小学校　内容／バザー、
縁日、デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン
トです。ぜひご来校ください。

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ／桜島小学校　内容／バザー、
縁日、デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン
トです。ぜひご来校ください。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－
んばらご

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－
んばらご

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで

体幹に効果あり　定
員／9人(先着順)　申込み／電話

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで

体幹に効果あり　定
／9人(先着順)　申込み／電話

対象／発達障害軽度程度児(グレー・ボーダー含
む)の母親　とき／11月16日㈬・24日㈭・30日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、心が軽くなれます。　参加料／無料(飲食
代は別)　申込み／メールで随時受付中

対象／発達障害軽度程度児(グレー・ボーダー含
む)の母親　とき／11月16日㈬・24日㈭・30日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、心が軽くなれます。　参加料／無料(飲食
代は別)　申込み／メールで随時受付中

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、
語の名跡で
資料と五席の落語でお楽しみください

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、
語の名跡で
資料と五席の落語でお楽しみください

かるがもブラスアンサンブル
http://www.karugamobrass.com/ 森　　379-0729 すずかノルディックウオーキングクラブ

鈴鹿レディーステニス
山村　・　387-0415

四日市工業高校定時制職員室
　346-3725　　345-2717 下野　　370-4620

飯野高校　応用デザイン科
安藤　　383-8753

鈴鹿回生病院健康管理センター 桜島小学校　　382-5666

伴砂織　　080-5298-6403 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694　tyaru0401@yahoo.co.jp

第22回かるがも演奏会 鈴鹿菊花会
第20回記念菊花大会

ノルディックウオーキング

鈴鹿マンドリンクラブ お母さんのテニスの会 鈴鹿不登校を考える親の会 楽楽クッキング参加者募集

認知症の人と家族の会のつどい 自然農法セミナー第7講

おもてなし料理教室 飯野高校ファッションショー

第13回健康セミナー 桜島小学校秋祭り
ふれあいバザー

自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負

とき／11月27日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／ドラゴンクエスト、遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月27日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／ドラゴンクエスト、遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、
展、
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、
展、
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ
ディー、日本の歌、ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり
ます。　入場料／無料

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ
ディー、日本の歌、ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり
ます。　入場料／無料

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所
氏名
は電話で

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所
氏名
は電話で

四日市工業高校定時制は社会人
の方の入学を歓迎します。機械・自
動車、電気・建築の分野から選択
して学べます。工業の技術や資格
の取得に挑戦してみませんか。

四日市工業高校定時制は社会人
の方の入学を歓迎します。機械・自
動車、電気・建築の分野から選択
して学べます。工業の技術や資格
の取得に挑戦してみませんか。

対象／本人、
たでも　とき／11月9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、
交換、
本人無料、

対象／本人、
たでも　とき／11月9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、
交換、
本人無料、

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料
費)　申込み／電話で

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料
費)　申込み／電話で

とき／11月20日㈰11時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

とき／11月20日㈰11時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の
痛みの緩和方法(実技)、体脂肪、
骨密度など　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の
痛みの緩和方法(実技)、体脂肪、
骨密度など　入場料／無料

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ
縁日、
※大人も子どもも楽しめるイベン
ト

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ
縁日、
※大人も子どもも楽しめるイベン
ト

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで
肩、腰、姿勢、体幹に効果あり　定
員／9人(先着順)　申込み／電話
で(不在時は留守電に)

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで
肩、腰、姿勢、体幹に効果あり　定
員／9人(先着順)　申込み／電話
で(不在時は留守電に)

対象／発達障害軽度程度児(
む)の母親　とき／11月16日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、
代は別)　申込み／

対象／発達障害軽度程度児(
む)の母親　とき／11月16日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、
代は別)　申込み／

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

鈴鹿マンドリンクラブ
杉崎　　374-1878

四日市工業高校定時制職員室
　346-3725　　345-2717

鈴鹿市生活学校
渥美　　372-0862

鈴鹿回生病院健康管理センター
　375-1300

伴砂織　　080-5298-6403 　

第22回かるがも演奏会
(吹奏楽)

鈴鹿マンドリンクラブ
演奏会

社会人入学案内
四日市工業定時制 認知症の人と家族の会のつどい

家族も喜ぶ
おもてなし料理教室 飯野高校ファッションショー

第13回健康セミナー

肩こり腰痛改善
無料レッスン会 自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負

次回の募集は 1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／ 11 月 14 日㈪～ 18 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

C-BUS

（鈴鹿市コミュニティバス）

の車両が新しくなりました

都市計画課

　382-9024　384-3938

toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　C-BUS（鈴鹿市コミュニティバス）

は、皆さんからより一層親しまれる

コミュニティバスを目指し、10 月 1

日から一部車両の入れ替えを行い運

行しています。今後は新車両と合わ

せて 3タイプの車両で運行していき

ます。

新車両導入

C-BUS に掲載する
広告を募集します

皆さんへのお願い

　新車両は、ユニバーサルデザイ

ンの考え方に基づいて設計されて

います。高齢者や障がい者の方が

より利用しやすいよう、乗り降り

の際には車体の高さを調整し、段

差を軽減できるノンテップバスと

なっており、車内は、車いす固定

装置を装備しています。また、外

観もシンプルで丸みのある、親し

みやすいデザインとなっていて、

車体の色は、運行当初からの黄色

を引き継いでいますので、遠くか

らでもＣ－ＢＵＳと一目で分かる

車体になっています。

　車内は、高い天井により開放感

ある室内空間と広いフルフラット

エリアを採用しています。

路線バスも含
バスに乗

「バスの運行本
確かに時間に制約が無く、目

しかし、バ
スは免許を持たない子どもや高齢者など自動車の利用が困難

今後の急速
ますます地域の移動手段としての

地域の皆さん
お買
今まで

　現在、自家用自動車での交通手

段が主になり、路線バスも含めた

バスの利用者は年々減少している

のが現状です。バスに乗らない主

な理由として、「自動車のほうが

便利」「バスの運行本数が少ない」

などがあげられます。確かに時間

に制約が無く、目的地まで直接行

くことのできる自動車は便利で

す。しかし、バスは免許を持たな

い子どもや高齢者など自動車の利

用が困難な方にとっては、欠くこ

とのできない交通手段です。今後

の急速な高齢社会の進展に伴っ

て、ますます地域の移動手段とし

ての役割が大きくなっていくと考

えられます。

　地域の交通手段として存続して

行くためには、地域の皆さんにご

利用いただくことが大切です。皆

さんの、通勤、

通学、お買い物

の身近な交通手

段として、新し

くなったＣ-Ｂ

ＵＳを、今まで

以上にご利用く

ださいますよう

お願いします。

　平成 29 年度の鈴鹿市コミュニ

ティバス関係媒体に掲載する有料

広告を募集します。掲載を希望さ

れる事業者は、都市計画課に申し

込んでください。

※募集要領など詳しくは市ホームペ

ージ（トップページ→広告事業に

ついて）をご覧ください。

　平成29年度の鈴鹿市コミュニティバス関係媒体に掲載する有料広
都市計画課に申し込ん

http://www.city.suzuka.lg.jp/ad.html


情報館

個人住民税における

公的年金からの

特別徴収制度が

見直されました

市民税課

382-9446　382-7604

shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成 28 年 10 月以降に実施する公

的年金からの天引き（特別徴収）に

ついて、年金を受給されている方の

納税の便宜や市町村における徴収の

効率化を図る観点から、次のとおり

制度が改正されました。

①

仮徴収額の

算定方法の見直し

②

転出・税額変更があった場

合の特別徴収継続の見直し

　現行制度では、一度本徴収額と

仮徴収額に差が生じると天引き額

の差を抑えることができませんで

した。そこで仮徴収額が前年度分

の年税額の 2分の 1に相当する額

に見直され、年税額が二年連続で

同額の場合は平準化されるように

なりました。

※仮徴収額＝4 月、6 月、8 月に支

給される年金から差し引かれる税

額

※本徴収額＝10 月、12 月、2 月に

支給される年金から差し引かれる

税額

　現行制度では、一度本徴収額と仮徴収額に差が生じると
そこで仮徴

収額が前年度分の年税額の2分の1に相当する額に見直さ
年税額が二年連続で同額の場合は平準化されるように

【現行】
仮徴収額＝前年度の本徴収額

【改正後】
仮徴収額＝前年度の年税額×1/2 

（例）平成29年度に医療費控除を申告し税額が変動した場合
【改正後】【現行】

60,000円平成31年度

60,000円平成30年度

(医療費控除申告) 
36,000円平成29年度

各月10,000円
（計30,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

各月2,000円
（計6,000円）

各月18,000円
（計54,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

各月2,000円
（計6,000円）

各月18,000円
（計54,000円）

各月2,000円
（計6,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

各月6,000円
（計18,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

各月2,000円
（計6,000円）

各月14,000円
（計42,000円）

各月10,000円
（計30,000円）

60,000円平成28年度

(10・12・2月)
本徴収額

(4・6・8月)
仮徴収額

(10・12・2月)
本徴収額

(4・6・8月)
仮徴収額年税額 年度 

　現行制度では、賦課期日（１月

１日）後に市町村の区域外に転出

した場合や、特別徴収する税額が

変更された場合、公的年金からの

特別徴収は停止され、個人納付（普

通徴収）に切り替ることとなって

いましたが、平成２８年１０月１

日以降に実施する特別徴収におい

ては、転出や税額変更があった場

合でも、一定の要件の下、特別徴

収を継続することに見直されまし

た。

平成 29 年度から

公的年金からの天引き           

が徹底されます（特別徴収）

　65歳以上の方は、年金所得に係る個人住民税は公的
とが法律で義

これまで前年中に公的年金以外に
もしくは

しで納付いただいてい
した。

平成29年10月からは公的年金からの特別徴収が徹底さ

平成29年度からの納付方法

　65 歳以上の方は、年金所得に

係る個人住民税は公的年金からの

天引き（特別徴収）で納付するこ

とが法律で義務付けられていま

す。これまで前年中に公的年金以

外に給与所得や不動産、農業など

の所得がある場合、もしくは個人

住民税を口座からの引き落としで

納付いただいていた場合は、公的

年金から特別徴収されていません

でした。

平成 29年 10月からは公的年金
からの特別徴収が徹底されますの

で、ご理解いただきますようお願

いします。



情報館

市の人事行政の運営などの

状況をお知らせします
人事課

382-7602　382-2219

jinji@city.suzuka.lg.jp

　市職員の定員管理・給与の状況に

ついて、広く皆さんに知っていただ

くため、その状況をお知らせします。

職員数に関する状況

人件費の状況

（平成 27 年度普通会計決算）

給与の状況

（平成 28 年 4 月 1 日現在）

◆新規採用者数
(単位：人) (単位：人)

事務 ( 一般 )
事務(社会福祉士)
技術 ( 土木 )
技術 ( 建築 )
技術 ( 電気 )
技術 ( 機械 )
保 育 士
保 健 師
看 護 師
養 護 教 諭
消 防
合 計

29
1
4
1
1
1
6
1
2
1
3
50

(11)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(6)
(1)
(2)
(1)
(1)
(25)

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成27年度
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

事務 ( 一般 )
技術 ( 土木 )
技術 ( 機械 )
保 育 士
保 健 師
幼稚園教諭
消 防
技能(業務員)
労務(調理員)
合 計

28
1
3
8
2
3
6
1
1
53

(10)
(0)
(0)
(8)
(1)
(3)
(1)
(0)
(0)
(23)

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成28年度
（平成28年4月1日採用）

人)
(単位：人)

(単位：人)

区　　　分
フルタイム勤務 短時間勤務

合　計新　規 更　新 新　規 更　新
1
0
0
0
1

2
0
0
0
2

20
2
1
4
27

39
8
1
2
50

62
10
2
6
80

※フルタイム勤務は、週38時間45分勤務であり、短時間勤務は週15時間
30分～31時間勤務です。

※新規は平成28年度からの再任用職員数です。

区　　　分 定年
退職

早期
退職

普通退職
ほか 合　計 再任用

退職職員
29
5
2
3
39

6
1
1
0
8

4
1
0
0
5

39
7
3
3
52

10
1
0
1
12

◆再任用職員の状況(平成28年4月1日現在)

◆退職者数(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
上下水道局
合 計

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
水 道 局
合 計

12

(単位：人)

区　　　　分 職　員　数 平成28年度の職員数の増減状況
部　　　　門 平成28年 前年比 主 な 増 減 理 由

一 般 行 政 部 門

特 別 行 政 部 門

公営企業等部門

議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木

教 育
消 防

水 道
下 水 道
そ の 他

890
9

250
67
255
89
1
31
20
168
370
166
204
167
67
44
56

1,427

平成26年 平成27年

866
9

243
65
239
88
1
32
25
164
389
190
199
166
70
42
54

1,421

876
9

240
68
245
91
1
31
26
165
385
185
200
166
70
43
53

1,427

14
0
10
△1
10
△2
0
0

△6
3

△15
△19
4
1

△3
1
3
0

スポーツ業務の事務移管

子育て支援業務の充実

組織の見直し、他団体派遣の終了

スポーツ業務の移管、組織の見直し、効率化の促進
消防力の充足

※職員数は、非常勤職員などを除きます。

総　　合　　計

◆部門別職員数（平成28年4月1日現在）

住民基本台帳人口
（平成27年度末）

歳 出 額
(A) 実質収支 人 件 費

(B)
人件費率
(B／A)

（参考）
平成26年度の人件費率

※人件費には、一般職員の給料や職員手当のほか、市長・副市長・常勤監査委員・市議会議員などの特別職に属する職員の給料や報酬などが含まれています。

人件費の状況

19.0％20.0％12,324,838千円856,219千円61,646,639千円200,277人

給与の状況

円 期末手当 勤勉手当 ※職制上の段階、職務の級などによる

　６月期 月分 月分 　 加算措置があります。

１２月期 月分 月分 ※管理職職員のうち、部長級職員は
円

月分 月分
 　６月期・１２月期の期末手当を０.２月分
　 勤勉手当に振り替えます。

1.225
1.375

2.600

0.80
0.80

1.60

期 末 手 当・勤 勉 手 当

43歳8月 合 計

区　　分

一般行政職

教 育 職 353,677

平均年齢

330,649 42歳1月

平均給料月額

円 円 円 円

円 円 円149,000 158,900 230,800 円272,400 円306,900

経験年数20年経験年数10年

大学卒

決定初任給 採用２年経過
給 料 月 額

183,300 194,700 272,400 306,900 円360,900

経験年数15年

一般行政職

区　　　分

高校卒

※職員の給料は、職務や学歴、経験年数によって決められます。

◆初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額

◆職員の平均給料月額・平均年齢および期末・勤勉手当

◆特別職の報酬など

期末手当
市　　　長 　６月期 月分
副　市　長 １２月期 月分

月分

議　　　長 　６月期 月分
副　議　長 １２月期 月分
議　　　員 月分

※市長などの特別職の報酬などについては、公正を期するため、市内各界の代表者、学識経験者などで構成する｢特別職報酬等審議会」の
　答申を受けて、条例で定められています。

報酬（給料）月額

合 計

合 計

期 末 手 当

2.025

3.60

2.175
4.20

1.725

区　　分

円539,000

円485,000

円1,058,000

1.875

円510,000

円816,000
常勤監査委員

円613,000

※一般職の職員と同じよう
に加算措置があります。
（加算率20％）　

　答申を受けて、条例で定められています。

区　分 内　　　　容
◆扶養手当、住居手当、通勤手当

扶養手当

自ら居住するための住宅を借り受け月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員住居手当

交通機関（電車・バスなど）を利用する職員

通勤手当 交通用具（自動車・バイク・自転車など）を使用する職員

※ほかに、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤
　務手当、特殊勤務手当、管理職手当、地域手当などがあります。

無
有
の
者
偶
配

※満１６歳の年度初めから
　満２２歳の年度末までの子 各 円加算5,000

2人目以降の扶養親族 各 円6,500
1人目の扶養親族 円11,000

配偶者以外の扶養親族 各 円6,500
有

配偶者 円13,000

無

最高支給限度額 円27,000

2㎞以上の距離区分に応じて 円～ 円3,500 31,600

最高支給限度額 円55,000

自ら居住するための住宅を借り受け月額12,000円を超える

夜間勤
地域手当などがあります。

◆退職手当
（支給率）

勤続２５年

勤続３５年

退職手当 最高限度額

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2％～45％加算）

千円 千円 千円

※退職手当の１人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した
　 全職種に係る職員に支給された平均額です。

月分

月分

月分49.590

34.5825

49.590

早期退職
･定年

22,307 5,139 20,656

平　　均
平成27年度

平均支給額

自己都合等

円

最高支給限度額 円

月分

月分

月分49.590

29.145

41.325

【自己都合】【早期退職・定年】

人事行政運営などの状況の詳しい内

容は、市ホームページ

（　http://www.city.suzuka.lg.jp/

gyosei/jinji/jinjigyosei/index.html）

でご覧いただけます。

http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/jinjigyosei/index.html


情報館

市の財政状況を

お知らせします
財政課

382-9041　382-9040

zaisei@city.suzuka.lg.jp

　　市の財政状況を皆さんに知って

いただくため、予算の執行状況など

を年 2回公表しています。今回は、

平成 28 年度上半期の予算について、

9月 30 日現在の財政状況をお知らせ

します。

一般会計

市が行う仕事の大部分を賄う予算で、

市税や国・県からの負担金などを財

源としています。
 (単位　千円）

　市が行う仕事の大部分を賄う予算で、市税や国・県からの負担金などを財源としています。

科　　目 予 算 現 額 収 入 済 額  執行率 構成比
歳 入

市 税
国庫支出金
県 支 出 金
地方交付税
市 債
地方消費税交付金
諸 収 入
繰 入 金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
そ の 他

計

27,725,802
10,341,592
4,684,579
4,104,735
3,723,400
3,500,000
2,630,205
2,026,255
1,088,122
961,479
2,072,398
62,858,567

16,858,262
3,206,446
886,320
2,759,490

0
1,824,510
306,000

0
464,314
523,455
1,204,361
28,033,158

60.8%
31.0%
18.9%
67.2%
0.0%
52.1%
11.6%
0.0%
42.7%
54.4%
58.1%
44.6%

60.1%
11.4%
3.2%
9.8%
0.0%
6.5%
1.1%
0.0%
1.7%
1.9%
4.3%
100.0

一般会計

 (単位　千円）

　市が行う仕事の大部分を賄う予算で、市税や国・県からの負担金などを財源としています。

 執行率 構成比
60.1%
11.4%
3.2%
9.8%
0.0%
6.5%
1.1%
0.0%
1.7%
1.9%
4.3%
100.0

 (単位　千円）
科　　目 予 算 現 額 支 出 済 額  執行率 構成比
歳 出

民 生 費       
土 木 費
総 務 費
衛 生 費
教 育 費
公 債 費
消 防 費
農林水産業費
諸 支 出 金
商 工 費
そ の 他
　 計 　

25,304,001
8,510,575
7,001,161
5,291,070
4,556,997
4,516,970
2,580,246
1,893,022
1,400,000
1,061,088
743,437

62,858,567

9,712,769
3,573,067
2,481,040
1,533,954
1,574,023
2,225,530
1,046,892
570,191
1,300,000
343,078
312,236

24,672,780

38.4%
42.0%
35.4%
29.0%
34.5%
49.3%
40.6%
30.1%
92.9%
32.3%
42.0%
39.3%

39.4%
14.5%
10.1%
6.2%
6.4%
9.0%
4.2%
2.3%
5.3%
1.4%
1.3%
100.0

 (単位　千円）

市が特定の事業を行う場合に、その事務や経理の内容を明確にする
ため、一般会計とは別に設けたものです。次の５つの会計があります。

国民健康保険事業
土 地 取 得 事 業
住宅新築資金等貸付事業
介 護 保 険 事 業
後期高齢者医療

23,371,751
554,000
9,015
43,926

3,176,127

8,149,148
432,038
3,219

0
559,903

34.9%
78.0%
35.7%
0.0%
17.6%

9,255,337
400,000
4,421
22,265

1,322,992

39.6%
72.2%
49.0%
50.7%
41.7%

事 業 名 執行率執行率 支 出 済 額収 入 済 額予 算 現 額

特別会計

 (単位　千円）
科　 目

固 定 資 産 税
市 民 税
市 た ば こ 税
都 市 計 画 税
そ の 他
　 計 　

予 算 現 額
12,280,888 
12,252,548 
1,479,326 
1,196,000 
517,040 

27,725,802 

収 入 済 額
7,899,158 
6,945,207 
731,852 
767,354 
514,691 

16,858,262 

執行率
64.3%
56.7%
49.5%
64.2%
99.5%
60.8%

市税

※一時借入金は、ありません。

 (単位　千円）歳計現金・基金などの保管状況
区　　分

定期性預貯金
普 通 預 貯 金
市 債 運 用
現 金

計

金　    額
10,464,817
1,846,614
614,720
1,719

12,927,870 

構 成 比
80.9%
14.3%
4.8%
0.0%

100.0%

預託金融機関数
12
1

―
―
―

公金の状況

 (単位　千円）  (単位　千円）

その事務や経理の内容を明確にする
つの会計があります。

市が第三者からの借り入れを行うことに
よって長期にわたり債務を負うものです。

区 　 分 現 債 額

訳
　
　
内

 (単位　千円）

43,405,418
15,039,125

99,230
28,267,063
470,000
14,678

39.6%
72.2%
49.0%
50.7%
41.7%

一 般 会 計 債
　 普 通 債
　 　 災 害 復 旧 債
　 そ の 他
国民健康保険事業特別会計債
住宅新築資金等貸付事業特別会計債

市　債

市有財産の状況

普通財産…事業用地の先行取得分や、事業の代替地など
行政財産…事業を執行するために直接使用する財産や公の施設など
教育財産…学校、公民館、博物館など

 (単位　千円）

 (単位　千円）

その他

土地および建物
区　　分
普  通  財  産
行  政  財  産
教  育  財  産
　　計　　

土　　地
683,701.05 
3,073,430.84 
1,067,430.98 
4,824,562.87

建　　物
15,755.29 
253,035.93 
307,212.49 
576,003.71

64.3%
56.7%
49.5%
64.2%
99.5%
60.8%

市有財産の状況

その他

―
―
―

区　　分
有 価 証 券 等
物 権(地上権）

現　在　高
12,498,683,349円

2,304.78㎡の内持分100分の34  

※構成比については、単位未満は四

捨五入のため、積み上げと一致し

ない場合があります。



夜間即日エイズ検査
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　鈴鹿保健所では、12月1日の
世界エイズデーに合わせて、臨
時の夜間即日エイズ検査を行
います。予約は不要で、匿名、
無料で受けられます。
と　き　11月30日㈬17時30
分～19時
ところ　鈴鹿保健所1階
※待ち時間が発生することがあります。
※即日エイズ検査は、採血後30分
程度で、結果を口頭でお伝えし
ます。

※確認検査が必要と判定された場
合は、より精度の高い方法で確
認検査を行います。結果が出る
まで1週間程かかり、再度お越し
いただいて本人にお伝えします。
問合せ　鈴鹿保健所健康増
進課（　059-382-8672
　http://www.pref.mie.
　lg.jp/ZHOKEN/HP/）
※毎週火曜日の13時から15時ま
で通常検査も行っています。予
約は不要で、検査結果は1週間
後に再度お越しいただいて口頭
で伝えます。

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付相談

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　高校、大学、専修学校などに在
学または進学しようとする子をも
つ母子・父子家庭を対象に、就学
資金の貸付相談を行っています。
対　象　母子家庭の母、父子
家庭の父、父母のない児童
を養育する方
貸付限度額（月額）
○国公立　高等学校2万7,000円、
高等専門学校3万1,500円、
短期大学6万7,500円、大学

匿名、

ています。

高等学校2万7,000円、
高等専門学校3万1,500円、

6万7,500円、専修学校（高等
課程2万7,000円、専門課程
6万7,500円、一般課程4万
8,000円）

○私立　高等学校4万5,000円、
高等専門学校4万8,000円、
短期大学7万9,500円、大学
8万1,000円、専修学校（高等
課程4万5,000円、専門課程
7万9,500円、一般課程4万
8,000円）

貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月間は
据え置き、その後10年以内
（専修学校一般課程は5年
以内)　
申込み　個別で相談に応じま
すので、事前に来庁日時を電
話で子ども政策課へ予約し
てください。

鈴鹿市子ども・子育て会議を
傍聴できます

子ども政策課　382-7661　 382-9054

と　き　11月16日㈬ 13時30
分から
ところ　市役所本館5階502・
　503会議室
内　容　鈴鹿市子ども・子育
て支援事業の実施状況につ
いて
定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）
申込み　当日13時から13時
25分まで会場で傍聴整理券
を配布

パワハラ総合情報
ポータルサイト

「あかるい職場応援団」
産業政策課　382-8698　 382-0304

　厚生労働省では、パワーハラ
スメント対策についての総合
情報ポータルサイト「あかるい

.www//:ptth　（」団援応場職

○私立　高等学校4万5,000円、
高等専門学校4万8,000円、

　個別で相談に応じま

話で子ども政策課へ予約し

　市役所本館5階502・

パワーハラ

no-pawahara.mhlw.go.jp/）
を開設しています。職場のパ
ワーハラスメントの予防・解決
に向けたあらゆる情報が掲載
されていますので、ご活用くだ
さい。

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間
人権政策課　382-9011　 382-2214

　夫やパートナーからの暴力、
職場などにおけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行
為といった女性をめぐるさま
ざまな人権問題についての相
談を受け付ける専用の電話相
談窓口です。強化週間中は、
平日の電話受付終了時間を延
長するとともに、土・日曜日も
相談に応じます。相談は無料
で、秘密は厳守します。
　平日の相談は津地方法務局
職員または人権擁護委員が、
土・日曜日は名古屋法務局職
員がお受けします。
と　き　11月14日㈪～11月
20日㈰ 8時30分～19時

※土・日曜日は10時～17時
相談電話　　0570-070-
810（全国統一番号）

※強化週間以外は、平日の8時30
分から17時15分まで同じ電話
番号で受け付けています。
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193
　059-213-3319）

公立保育所の
臨時保育士など募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

　公立保育所の臨時保育士
(有資格者)、延長保育補助員、
臨時給食調理員の登録を随時
子ども育成課で受け付けてい
ます。

　平成29年度公立保育所
嘱託保育士募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

受験資格　昭和32年4月2日
以降の生まれで、保育士資格
を取得または平成29年3月末
日までに取得見込みの方
雇用期間　平成29年4月1日
～平成30年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育に
関する業務
勤務条件
・給与は月額16万8,800円（平
成28年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。
・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。
・年次有給休暇は年間20日
・基本的な勤務時間は8時30分
から17時15分までで、7時30
分から18時30分までの間に時
差出勤もあります。また、時間
外勤務、休日勤務もあります。
採用予定人数　5人程度
申込み　11月7日㈪から28日㈪
まで（土･日曜日、祝日を除く8
時30分～17時15分)に、採用試
験申込書と作文を直接または
郵送（簡易書留）で、子ども育成
課（〒513-8701（住所不要））へ

※採用試験申込書と作文用紙は、直
接または郵送で子ども育成課へ
請求してください。郵送の場合は、
封筒の表に朱書きで｢嘱託職員採
用試験申込書希望｣と記入の上、
返信用封筒(宛先を記入し、92円
切手を貼った12cm×23㎝程度
のもの)を同封してください。
◆採用試験
と　き　12月4日㈰
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　面接(簡単な実技を含
む）、作文（申込み時に提出）

子育て支援総合コーディ
ネーター嘱託職員募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

受験資格　昭和32年4月2日
以降の生まれで、保育士資
格または幼稚園教諭免許を
取得し、パソコン操作(入力・
検索など)ができる方
業務内容　子ども政策課での
子育て支援に関する業務
勤務条件
・給与は月額16万8,800円（平
成28年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。
・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。
・年次有給休暇は年間20日
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時15分まで
採用予定人数　1人
申込み　11月7日㈪から25日
㈮まで(土･日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分)に、
採用試験申込書を直接また
は郵送で子ども政策課(〒
513-8701(住所不要))へ

※嘱託職員採用試験申込書は、直
接または郵送で子ども政策課
へ請求してください。郵送の場
合は、封筒の表に朱書きで「嘱
託職員採用試験申込書希望」と
記入の上、返信用封筒(宛先を記
入し 、9 2 円 切 手を貼った
12cm×23cm程度のもの)を同
封してください。
◆採用試験
と　き　12月3日㈯9時から
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　個別面接

です。期末手当、

休日勤務もあります。

http://www.pref.mie.lg.jp/ZHOKEN/HP/
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
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鈴鹿亀山道路の環境調査
土木総務課　382-9072　 382-7612

　鈴鹿亀山道路の建設に伴う
周辺地域への影響を検討するた
め、騒音、振動、水質、植物など
の現地調査を予定しています。
※調査員は「調査中」を示す腕章
を着用し、現地調査を行います。
調査期間　11月から平成29年
10月(1カ月当たり2日間程度)
ところ　東名阪自動車道亀山
ジャンクション付近から北勢
バイパスまで(延長約10km、
幅約1km)
問合せ　県道路企画課（　059-
　224-2739　http://www.
　pref.mie.lg.jp/DOROKI/
　HP/suzukame/index.htm)

60歳以降も国民年金保険
料を納めることができます
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金は20歳以上60歳
未満の方が加入対象であり、
40年間(480月)全ての期間を
納付することで満額の老齢基
礎年金を受けることができま
す。何らかの理由で、国民年金
保険料を支払っていない期間
がある60歳以上65歳未満の
方は、国民年金に任意加入する
ことで、年金額を満額に近付け
たり、受給権を確保することが
できる「高齢任意加入制度」が
あります。希望される方は、保
険年金課または津年金事務所
で手続きをしてください。
※65歳以上70歳未満の方でも、
任意加入することにより受給
権を確保できる場合がありま
すのでお問い合わせください。
対　象　60歳以上65歳未満
の方(引き続き厚生年金など
の被保険者年金に加入され
る方、480月満了の方を除く)
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印、共済組合加入期
間確認通知書(公務員であっ
た期間がある方)

問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112)

森林環境教室や木工体験
教室などに補助金交付
農林水産課　382-9017　 382-7610

　森林環境教室や木工体験
教室の開催など木と触れ合う
ことのできる活動や、植樹や植
栽など緑を身近にする活動に
補助金を交付します。
対　象　構成員の半数以上が
市内に在住する団体
助成額　事業にかかる経費の
うち、木材・苗木など三重県
産原材料の購入、電動工具
のレンタル、会場の賃借など
にかかった費用の4分の3を
助成します(上限10万円)。

※この補助金は、みえ森と緑の県
民税を活用しています。

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　住宅の耐震改修やリフォーム
などに社会的な関心が高まって
います。市民の皆さんが安心し
て住宅に関する疑問や悩みな
どを大工さんに相談できる場と
して、無料で開催します。
と　き　11月25日㈮10時～
14時

市民の皆さんが安心し

どを大工さんに相談できる場と

ところ　市役所本館1階市民
ロビー
内　容　耐震、介護改修、リフォ
ーム、新築など住宅に関すること

※住宅以外の問題、境界問題など
の法律関係の質問には対応で
きません。
相談員　大工、設計士
問合せ　三重県建設労働組合
鈴鹿支部　382-1521

所得税の
青色申告決算などの説明会
市民税課　382-9446　 382-7604

と　き　11月24日㈭ 13時30
分～15時30分、25日㈮10時
～12時、13時30分～15時30分
ところ　牧田コミュニティセン
ター2階多目的ホール(平田
東町5-10)

※青色申告決算書の用紙は、所得税
の確定申告書の用紙に同封して2
月上旬ごろに送付する予定です。

※平成27年分の所得税の確定申
告を電子申告(e-Tax)でされた方
には、所得税の確定申告書およ
び青色申告決算書の用紙は送付
されません。

※青色申告決算書の用紙が必要な
方は、国税庁ホームページから出
力していただくか、説明会当日に
会場でお受け取りください。
問合せ　鈴鹿税務署個人課税
第一部門記帳指導担当(土井
　382-0353)

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　
351-1723)、自衛官募集コー
ルセンター（　0120-063-792
　12時～20時（年中無休））

※対象年齢はいずれも平成29年4
月1日現在

（年中無休））

◆陸上自衛隊高等工科学校
生徒(推薦)
対　象　15歳以上17歳未満の
男子で、成績優秀かつ生徒会
活動などに顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者
申込み　12月2日㈮まで
試験日　平成29年1月7日㈯
～9日(月・祝)の指定する1日
試験会場　高等工科学校(神
奈川県) 
◆陸上自衛隊高等工科学校
生徒(一般)
対　象　15歳以上17歳未満
の男子
申込み　平成29年1月6日㈮
まで
一次試験日　平成29年1月21
日㈯
試験会場　四日市市(予定)
◆自衛官候補生(男子)
対　象　18歳以上27歳未満
申込み 随時受付
試験日　11月20日㈰、12月
18日㈰
試験会場　津市(予定)

納税の夜間窓口・
休日窓口開設

納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　11月27日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　11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。

http://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/suzukame/index.htm


市営住宅の入居者募集

住宅政策課　382-7616　382-8188
◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

◆身体障がい者世帯（単身者も可）

◆高齢・身体障がい者世帯（単身者も可）

◆単身者世帯（１ＤＫ）(一定の要件を満たす単身者）

申込み資格　次の要件すべてに該当する方 申込み　11月7日(月)から30日(水)まで(土・日曜日、

申込み資格　次の要件すべてに該

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 までを全て満たし、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、

住宅政策課へお問い合わせくださ

い。

申込み　11 月 7 日 ( 月 ) から 30

日 ( 水 ) 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 11 月 7 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、

12 月 15 日㈭・16 日㈮ (予定 )

に公開抽選会で決定します。

入居時期　平成 29 年 1 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。

鈴鹿市土地開発公社所有地

と市有地の売却

管財課　382-9009　382-7615

　一般競争入札により売却しま

す。住宅用地や看板用地、駐車場

用地などに最適な物件です。

と　き　11 月 28 日㈪ (1)8 時 30

分、(2)9 時 30 分、(3)10 時 30

分、(4)11 時 30 分、(5)13 時

30 分、(6)14 時 30 分、(7)15

時 30 分

ところ　市役所本館 10 階 1004 入

札室

申込み　11 月 7 日㈪から 11 月 24

日㈭まで (土・日曜日、祝日を

除く )の 8時 30 分から 17 時

15 分までに、直接管財課 (鈴

鹿市土地開発公社事務局 )へ

※郵送による申し込みはできません。

※入札参加資格など詳しくはお問い

合わせください。
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※郵送による申し込みはできません。　※入札参加資格など詳しくはお問い合わせください。

（１）
（２）
（３）
（4）
（5）
（6）
（7）

所在地 地目 地積 用途地域 予定価格
(売却最低価格)

安塚町字野瀬1505番5
西条二丁目640番3外1筆
西条二丁目644番1
寺家五丁目1675番1
寺家四丁目2957番2
寺家四丁目2961番1 
上野町字会下山805番3外3筆

宅地
原野
原野
宅地
雑種地 
宅地
雑種地・山林

194.84㎡
計326.32㎡
119.65㎡
540.01㎡
99.85㎡
131.41㎡
計457㎡

準工業地域
市街化調整区域
市街化調整区域
第一種住居地域
第一種住居地域
第一種住居地域
市街化調整区域

4,083,000円
384,000円
190,000円
9,095,000円
2,386,000円
3,369,000円
2,023,000円

物件



　

　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　11月20日㈰13時30
分～16時30分(開場13時)
ところ　市役所別館第3　2
階会議室
内　容
○第１部　起業家から学ぶ「小
売業で成功するための起業
講演会」講師：神吉雄三さん
(オフィスかんき代表)
○第２部　「創業とは」につい
てお伝えします。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。

※セミナー終了後、希望者には日
本政策金融公庫融資担当者に
よる個別相談会を行います。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　創業・起業準備を進める中で
事業計画書の作成方法など、不
安や悩みを抱えている方を対象
に個別相談会を開催します。
と　き　11月20日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか
ところ　市役所別館第3　2
階会議室
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　2人(先着順)
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

消費税軽減税率・転嫁対策
やれば伸びる販促セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　11月21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　
・ゼロ円で始められる新規販
路開拓
・消費高齢化の経済変化を乗
り越えるのは新たな販路開
拓　ほか
講　師　大木ヒロシさん(ジャ
イロ総合コンサルティング(株)
取締役会長)
定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　11月15日㈫ま
でに、電話で鈴鹿商工会議
所(　382-3222)へ

税を考える週間
市民税課　382-9446　 382-7604

　11月11日から17日までは税を
考える週間です。この機会に税
の役割を考えてみませんか。
◆関連イベント
と　き　11月13日㈰12時45
分～16時
ところ　鈴鹿ハンター1階サブ
コート
内　容　
・「小学生の税に関する習字・
絵はがきコンクール」表彰式
・「中学生の税についての作
文・税の標語」表彰式

・税理士による「税金よろず無
料相談会」
・各種パンフレット配付
※入賞作品展示を、表彰式終了後
から27日㈰まで鈴鹿ハンター3
階市民ギャラリーで行います。
主　催　鈴鹿税務連絡協議会

　創業・起業に興味の

　市役所別館第3　2

「小

講師：神吉雄三さん

につい
講師：玉井

正則さん((株)日本能率協会

・電子

起業準備を進める中で
不

安や悩みを抱えている方を対象

　11月20日㈰10時～11

　市役所別館第3　2

　玉井正則さん((株)日

　大木ヒロシさん(ジャ

「小学生の税に関する習字・

共　催　鈴鹿税務署
問合せ　東海税理士会鈴鹿
支部(　059-382-7715)
◆国税庁ホームページ
　特集ページを開設し、動画で
国税局や税務署の仕事を紹介
するインターネット番 組
「Web-TAX-TV」や、イラスト・
グラフを交えながら税の役割
を分かりやすく解説したスライ
ドなど、税に関する情報を掲載
します。
問合せ　鈴鹿税務署総務課
(　382-1476)

椿縁結び市
農林水産課　382-9017　　382-7610

「椿の農業と地域を考える会」
では、椿大神社前で恒例の椿
縁結び市を開催します。
と　き　11月26日㈯ 9時～
16時、27日㈰ 9時～15時
ところ　椿大神社駐車場(椿
会館前)
内　容　ご縁鍋や杵づき餅の
ふるまい(両日各100人、整
理券配布)、農家自慢の逸
品とお得な「縁結びセット」
(30セット限定)などの販売、
農家の採れたて屋台、産直
リンゴ、浦村牡蠣の直売など
※天候などにより変更することが
あります。
参加料　無料

考古博物館無料開放
考古博物館　374-1994　 374-0986

　「関西文化の日」を記念して、
特別展「伊勢の瓦　大和の瓦」
と常設展示を無料でご覧いた
だけます。
と　き　11月19日㈯・20日㈰
ところ　考古博物館(国分町
224)

◆特別展関連体験講座
 「瓦の文様でプラバンキーホル
ダーをつくろう！」
と　き　11月19日㈯・20日㈰
受　付　9時～10時30分、13
時～14時30分

参加料　200円

オカリナコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　11月13日㈰ 10時か
ら、13時30分から

ところ　考古博物館展示ホ
ール(国分町224)

演奏者　樋口尚美さん、大道
奈緒美さん　ほか

入場料　無料
◆展示ホールでミニコンサート
を開催できます

　ご希望の方は、考古博物館
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

を記念して、
「伊勢の瓦　大和の瓦」

今年の漢字を募集
考古博物館　374-1994　 374-0986

　今年は、家族、社会、あなた自身
にとってどんな一年でしたか。この
一年に象徴される漢字一字を募
集し、考古博物館で展示します。
応募方法　11月20日㈰から
12月10日㈯までに、漢字一
字を毛筆で半紙(習字紙)に
書いたものを考古博物館(〒
513-0013 国分町224)へ

※名前の記載は自由　　　
※漢字を選んだ事由を名刺大程度
の用紙に書き添えてください。

※応募作品は返却しません。
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会(中森　383-1995)

◆応募作品の展示　
と　き　12月11日㈰～23日
（金・祝）
※休館日は除く

文化財講演会
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　12月17日㈯14時～
15時30分

ところ　考古博物館講堂(国
分町224) 

内　容　歴史遺産を活かした
街づくり例－国史跡松阪城
跡を中心とした街づくり－

講　師　下村登良男さん(元松
阪市文化財保護審議委員)
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会(中森　383-1995)

https://www.nta.go.jp/
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佐佐木信綱記念館特別展
「わが上人―西行への

あこがれ―」
文化財課　382-9031　 382-9071

　幼い頃より英才教育を施さ
れ、古歌の暗誦を通して歌道に
親しんだ信綱。その出発点の一
つが、中世の歌僧 西行の歌集
「山家集」でした。今回の展示
では、信綱がいかに西行を愛し
たか、その想いに迫ります。
と　き　12月18日㈰まで
※月曜日と第3火曜日は休館日
入場料　無料
ところ・問合せ　佐佐木信綱
記念館展示室(石薬師町
1707-3　374-3140)

鈴鹿市青少年育成
市民会議公開講座
つなぐ～人・夢・未来～
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月26日㈯13時30
分～16時（受付13時から）
ところ　ふれあいホール(南
玉垣町6600)
内　容　
○第１部　小中学生作文コン
クール表彰式と最優秀作品
2篇の朗読
○第２部　講演会「寄りそう
かたち～作品を通して伝えたい
こと～」講師：村上しいこさん
（童話作家）

※手話通訳あり
定　員　200人
参加料　無料
申込み・問合せ　鈴鹿市青少
年育成市民会議事務局(　・
　382-0713　平日10時～
12時、13時～15時)

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

※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
市立幼稚園・小・中学校

美術作品展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立幼稚園・小・中学校の子
どもたちの個性を生かした絵
画、彫刻、デザイン、工作など
の美術作品を展示します。
と　き
・市立中学校　11月12日㈯～
14日㈪10時～17時(最終日
は13時)

・市立幼稚園と小学校　12月
3日㈯～5日㈪10時～17時
(最終日は13時)

ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール

入場料　無料

いちばの朝市
農林水産課　382-9017　 382-7610

　新鮮な野菜、果実、魚介類な
ど、安全安心でおいしいものを
たくさんそろえています。マグロ
の解体ショーや模擬競りなどの
イベントも予定しています。
と　き　11月27日㈰7時～12
時

ところ・問合せ　北勢地方卸
売市場(四日市市河原田町
　059-347-8111)

鈴鹿フラワーパークフェスタ
市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月20日㈰ 10時～
15時(雨天決行)
ところ　鈴鹿フラワーパーク 
(加佐登町1690-1)
内　容
・新鮮野菜などの販売・模擬店
・鈴鹿の特産品の実演販売
・機関車搭乗体験
・おねえさんとあそぼう
・ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン
・風船プレゼント
・石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント 
・植木プレゼント
・剪定枝チップ堆肥プレゼント
※天候などにより変更することが
あります。

子育て応援館一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

対　象　市内在住で、就学前
の乳幼児と保護者
と　き　11月29日㈫9時～12
時、13時～16時
ところ　子育て応援館(はぐは
ぐ)プレールームと体育室(白
子駅前6-33)
内　容　親子で自由に遊べま
す。また、11時と15時に手遊

年育成市民会議事務局(　・
　382-0713　平日10時～

　市立幼稚園・小・中学校の子

工作など

・市立中学校　11月12日㈯～
14日㈪10時～17時(最終日

・市立幼稚園と小学校　12月

魚介類な
安全安心でおいしいものを

マグロ
の解体ショーや模擬競りなどの

び、パネルシアター、絵本の
読み聞かせなどを行います。
参加料　無料
申込み　不要
※施設内ではおやつ、食事を摂る
ことはできません。

※水分補給は各自用意の上、専用
スペースをご利用ください。

落語でわかる
「振込詐欺・悪質商法」

鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　鈴鹿亀山消費生活センターで
は設立10周年を記念して、振込詐
欺と悪質商法をテーマにした落語
を開催します。高齢者を狙った悪
質・詐欺商法の手口と対策を、落
語と巧みな話術でお伝えします。
と　き　11月26日㈯ 13時
30分～15時
ところ　亀山市青少年研修
センター集会場(亀山市若
山町7-10)
内　容　落語で学ぶ消費者
問題～悪は進化します!負け
るな善良市民～
講　師　笑福亭松枝さん
参加料　無料
申込み　不要
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こどもエネルギー
クイズ選手権

環境政策課　382-7954　 382-2214

　資源エネルギー庁では、再
生可能エネルギーの普及を進
めるためグリーンパワープロジ
ェクトを実施しています。プロ
ジェクトの一環として、小学生
親子ペアを対象に環境をテー
マとしたクイズ選手権(地区大
会)を日本各地で開催していま
す。地区大会の優勝者は、平成
29年2月19日に千葉・幕張で開
催される決勝大会への切符を
手に入れられます。
　昨年に引続き、今年もクイ
ズ選手権の地区大会の会場
の一つに鈴鹿市が選ばれまし
た。クイズ選手権に参加して、
日本一の再エネクイズ王を目
指しましょう。
と　き　12月4日㈰13時30
分から(予定)
ところ　イオンモール鈴鹿1階
中央コート
参加料　無料
定　員　50組(先着順)
申込み　次のホームページから
申し込んでください。　　　
　https://www.green

　powerproject.jp/parti
　cipate/detail.php?id=8
または「グリーンパワープロ
ジェクト」で検索
問合せ　こどもエネルギークイズ
選手権事務局(　03-6810-

　0361 平日9時～17時30分
　03-3982-5101　public

　@nef.or.jp)

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級) 

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　資格取得後、福祉・介護職場
に就労していただくために開
催します。
対　象　満75歳未満で、県内に
住民登録している離職中の方

と　き　平成29年1月12日㈭
～平成29年2月24日㈮
ところ　三重県社会福祉会館
(津市桜橋2-131)

クイズ選手権に参加して、

定　員　39人(応募者多数の
場合は抽選)

受講料　無料(教材費は実費
負担)
申込み　11月10日㈭から12月
20日㈫まで(必着)に三重県社
会福祉協議会三重県福祉人
材センター(〒514-8552　津
市桜橋2-131　059-227-
5160)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、同じ病気の方
と悩みを語り合いましょう。 
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方 
と　き　11月22日㈫13時30
分～15時30分
ところ　保健センター(西条
5-118-3)
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)

鈴鹿医療科学大学碧鈴祭
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　地域の方々にも楽しんでいた
だけるようさまざまな催し物を
行います。
と　き　11月12日㈯10時～
17時、13日㈰10時～16時
ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス(岸岡町
1001-1)

内　容　各学科の発表、サー
クルの発表、模擬店、音楽ラ
イブなど
問合せ　同大学学生課(　340
　-0336)

日本薬膳学会市民公開講座
健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月27日㈰11時～
12時
ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館(南玉垣
町3500-3)
内　容　講演｢食べ物とお薬
の組み合わせ・こんな注意が
欲しい！｣

講　師　平野和行さん(岐阜薬
科大学薬学部名誉教授)

参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学東
洋医学研究所（　381-2385
平日10時～14時　381-2386

　　http://www.yakuzen.
　jpn.org/meeting/)
※薬膳弁当(1,080円)の販売が行
われます。希望される方は11月
21日㈪までにファクスで同研
究所へ

スポーツの杜短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　11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　11月16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
　今月は「クリスマス」の巻き
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　11月17日㈭ 10時30
分～12時
定　員　16人
参加料　2,600円
　(材料費込)

の11月 納税
○国民健康保険税・・・５期
【納期限は11月30日(水)です】

https://www.greenpowerproject.jp/participate/detail.php?id=8
http://www.yakuzen.jpn.org/meeting/
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

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

鈴鹿いきいきボランティア

ポイント制度
　鈴鹿いきいきボランティアポイ

ント制度は、元気な 65 歳以上の

皆さんに、ボランティア活動を

行っていただき、活動に応じて貯

めたポイントを交付金と交換でき

る制度です。約 60 人の方が介護

施設でお話や将棋の相手、外出の

お手伝いなどさまざまな活動を

行っています。

　「ボランティアをしてみたいけ

どきっかけがない」「自分の趣味

や得意なことを社会に役立てた

い」「定年退職したけどまだまだ

社会参加したい」など、関心のあ

る方はぜひこの制度に登録してく

ださい。地域に貢献しながら、楽

しく、元気に、いきいきとボラン

ティア活動を行いましょう。①ボ

ランティア登録→②活動場所 (市

が指定する介護施設 )・内容・回

数を決める→③ボランティア活動

をしてポイントを貯める (活動 1

時間ごとに 1ポイント )

　年度末に、活動して集めたポイ

ントを申請すると、10 ポイント

ごとに 1,000 円が交付されます。

年間上限は 5,000 円です。

　ボランティアの登

録や活動については

、鈴鹿市社会福祉協

議会 (　382-5971)

へ

自分を語ることで

成長する子どもたち

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

　高校進学を控える市内外国人生

徒とその保護者 48 人が参加した

進路ガイダンスが行われました。

参加者は、鈴鹿市内および鈴鹿市

周辺の高校の先生や高校生から、

各高校の説明を聞くことができま

した。

　このガイダンスには、外国人高

校生にこれまでの経験や中学生へ

のアドバイスを語ってもらう「先

輩からのメッセージ」というコー

ナーがあります。通っている学校

や国籍がさまざまな 4人の高校生

にステージに上がってもらい、一

人一人に、担当者が質問をしまし

た。「日本の学校に来た時、不安

だったことは何ですか」「それを

どのように乗り越えてきましたか

」「どのように日本語の力をつけ

ましたか」などの質問に、日本語

で、時には参加者のために母国語

で答えてくれました。

　これまでの人生でつらい思いを

したこともあったということです

が、今は、そのことを笑顔で中学

生やその保護者に語り、将来挑戦

したいことや、目指していること

を明確に持ち、前を向いている外

国人高校生の姿に、たくましさ、

頼もしさを感じました。

　ちなみに、高校生の答えの中で

、不安なことで多かったのは友だ

ち関係のこと、日本語の力をつけ

る方法で多かったのは友だちとの

会話でした。高校入学時には、新

しい人間関係の中で外国人である

自分を理解してもらえるか心配し

ていたけれど、自分らしさを発揮

して高校生活を送っているという

話も聞くことができ、子どもたち

が関わり合いながら成長している

ことも感じることができました。



　

成人式実行委員会　

実行委員長　山田　麻由佳

一生の思い出になる日に

　私たち鈴鹿市成人式実行委員会は、

公募で集まった新成人 12 人（男子

6 人、女子 6 人）で、月 1、2 回会

議を開いています。成人式を迎える

にあたり、私たちが最初にイメージ

した言葉は、「始まり」でした。それ

と同時に、1 つの「区切り」でもあ

ると考えました。

テーマは「開花～虹色の未来～」

　過去を見つめ、これまで関わって

くださった全ての人・ものに感謝し、

そこから輝かしい未来へとつながる

一つの「節目」、それが、私たちが考

える「20 歳」の意味です。その

「20 歳の節目」に立ち、今までの自

分から一歩前進し、虹色の未来を切

り開いていきたいという思いから、

平成 29 年鈴鹿市成人式のテーマを

「開花～虹色の未来～」としました。

咲かせる「花」は、人それぞれ。「開

花」の「花」には、個性を表す「十

人十色」という意味も込められてい

ます。

　このテーマにふさわしい企画を準

備し、皆さんの参加を心からお待ち

しています。

平成 29 年鈴鹿市成人式

と　き　平成 29 年 1 月 8 日㈰ 10

時～ 11 時（開場 9時）

ところ　市民会館

※対象の方への通知はしません。ご

自由にお越しください。

問合せ　文化振興課　　382-7619

　　382-9071

～世界への挑戦を

陰で支える“戦士”～

　2016 年シーズン、鈴鹿市に本拠

を置くレーシングチーム TSR は、

二輪耐久ロードレースの最高峰とな

る FIM 世界耐久選手権シリーズに初

挑戦し、ランキング 7 位という結果

を残しました。鈴鹿 8 耐で 3 度の優

勝を誇る名門 TSR にとっても、決

して簡単ではない世界へのチャレン

ジ。その戦いを陰で支えるメンバー

の一人にメカニックの秋山尚之さん

の存在があります。

　常にプレッシャーとストレスを感

じながらも平常心を忘れることなく

自分の役割を果たし続ける秋山さん。

ライダーのように脚光を浴びること

は少ないメカニックの仕事ですが、

レースで好成績を残すためには非常

に重要な役割を担っています。

　9 月に行われた 2016/2017 

FIM 世界耐久選手権シリーズ第 1 戦

のボルドール 24 時間耐久レース（

フランス）で 5 位入賞と好スタート

を切った TSR。その活躍の背後には

、秋山さんのような“戦士”たちの

活躍があります。

マシンの整備をする秋山さん

（写真右）

■語り手　小崎生磨

(鈴鹿モータースポーツ友の会理事 )

キ ー ボ ー ド

　子どものころ、私はピアノと水泳

を習っていました。幼いころはその

ありがたさを理解できず、毎日の練

習と週二回の受講が嫌で仕方ありま

せんでした。腕を骨折したのをきっ

かけにやめたのですが、今思うと特

技にになっていたかもしれないので、

続けていればよかったと後悔してい

ます。皆さんはいかがだったでしょ

うか。

　最近子どもに習い事（ダンス）を

させるかどうか迷っています。テレ

ビを見て、見よう見まねで楽しそう

に踊る様子を見ると、ダンスが好き

なのかなと思っています。ですが、

子どもから意思表示があったわけで

はありません。私の自己満足で習い

事を押し付けて、嫌いになってしま

わないか心配でもあります。

　子どものために習わせてあげたい

と思う半面、本当にそれがよいのか

なかなか判断がつきません。私のよ

うに嫌々習って、後で後悔してほし

くないので、じっくり悩んで決めよ

うと思います。（誠）
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