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特  集 鈴鹿国定公園指定５０周年鈴鹿国定公園指定５０周年

表紙写真
間もなく山頂。鈴鹿国定公園の中でも人気のある入道ヶ

岳には、たくさんの登山客が訪れていました。



鈴鹿国定公園指定50周年鈴鹿国定公園指定50周年

わたしたちを見守るかのように連
なる鈴鹿の山々。豊かな自然や文化
を育むとともに、近年は登山などで
多くの方に親しまれています。昭和
43 年 7月 22 日、鈴鹿山脈を中心と
した区域において指定を受けた鈴鹿
国定公園は、今年 50 周年を迎えます。

南北に細長く走る鈴鹿山脈を
中心に、優れた自然の風景

地として指定された鈴鹿国定公園。
区域は三重と滋賀両県にまたがり、
その長さは 50 キロメートル、面
積は 29,821 ヘクタールに及びま
す。区域内には、御在所岳や竜ヶ
岳など、800 メートルから 1,20
0 メートル級の山々が連なってい
ます。　　　　　　　
　このうち、市域にあるのは入道
ヶ岳、宮指路岳、仙ヶ岳、野登山
の四つの山々で、希少な動植物が
生息する豊かな自然や山岳景観が
残されています。
　国定公園に指定されることによ
り、生態系が保護されるとともに、
景観が守られています

鈴鹿国定公園内で
見られる景観や植物
鈴鹿国定公園内で
見られる景観や植物

壮観！ 
長さ 130 メートルの屏風岩

　鈴鹿山脈は、南北に走る断層が
隆起した山地です。宮指路岳や仙
ヶ岳では、マグ
マが冷えて固ま
った花こう岩質
が特徴で、「東海
展望」や巨岩の
「仙ノ岩」などを
見ることができ
ます。

　また、小岐須渓谷にある「屏風
岩」は、川の浸食によってできた
高さ 30 メートル、長さ 130 メ
ートルにも及ぶ白色石灰岩の岸壁
で、県の天然記念物に指定される
景勝地となっています。

仙ノ岩仙ノ岩

東海展望東海展望

屏風岩屏風岩

イワウチワなど
公園内に自生する花々

　それぞれの山では地質の違いに
より、特徴のある植物が自生して
います。

　花こう岩質の仙ヶ岳や宮指路岳
では、アカヤシオやシロヤシオな
どのツツジ科の樹木が多いほか、

イワウチワなども見られます。
　入道ヶ岳では、ニリンソウ、ミ
ノコバイモ、キクザキイチゲ、フ

クジュソウなどの草本類の花が見
られます。ミノコバイモやキクザ
キイチゲは希少な植物で、県の絶
滅危惧種に指定されています。

　また、入道ヶ岳山頂一帯で群落
をつくる県の天然記念物であるア
セビのほか、県の希少野生動植物
主要生息地に指定された野登山山
頂付近にあるブナ林など、公園内
はまさに植物の宝庫と言えるでし
ょう。

アカヤシオ
（4月下旬～
5月上旬頃）

アカヤシオ
（4月下旬～
5月上旬頃）

シロヤシオ（5月中旬頃）シロヤシオ（5月中旬頃）

イワウチワ（３月中旬頃）イワウチワ（３月中旬頃）

ミノコバイモ（３月中旬頃）ミノコバイモ（３月中旬頃）

フクジュソウ（2月下旬頃）フクジュソウ（2月下旬頃）

アセビ（３月下旬頃）アセビ（３月下旬頃）

公園内の希少な自然を
いつまでも

公園内の希少な自然を
いつまでも

山岳ライター
（元鼓ヶ浦中学校校長）

金 丸 勝美さん

　登山を始める
きっかけになっ
たのが鈴鹿の山
で、今も登山活
動のベースにな
っています。年
間の登山回数は
100 回以上を数
える年もありま
すが、その半数
は鈴鹿の山に登

っています。自然が豊かで四季折
々の花や風景が楽しめること、沢
や岩場での登山技術を磨けること
など、鈴鹿の山に惹かれる理由は
いくつもあります。この山で培っ
た経験や登山技術は、日本アルプ
スなどの高山で生かされています。
　鈴鹿国定公園内には希少な自然
が残されています。2時間以上か
け、苦労して登った後で見る自然
は、実に美しく感じられます。こ
のように、自然を体感できること
が登山者の特権だと思います。一
方で、一人一人がこれらを守る意
識も大切です。登山者の皆さんに
は植物を採集したり、登山道以外
に足を踏み入れるなど、自然を傷
つける行為は止めていただきたい
と思います。豊かな自然を守るた
めに、ご協力をお願いします。

にゅうどう

が  だけ く し ろ だけ せん が だけ の  のぼり やま



鈴鹿国定公園内で
親しまれる登山

近年、健康志向の高まりもあって

ブームとなっている登山。鈴鹿国定

公園内の山々でも登山が親しまれて

います。

鈴鹿市内にある山々の中でも特に

人気なのが入道ヶ岳で、多くの登山

客が訪れています。

360 度の大パノラマ
入道ヶ岳山頂へ

入道ヶ岳は標高が約 900 メー
トルと低いものの、初心者

からベテランの方まで本格的な登
山が楽しめます。
　鈴鹿市側から入道ヶ岳山頂へ向
かう登山道は全部で 5 ルートあ
り、中でもおすすめしたいのは、
北尾根ルートです。尾根沿いを進

むため、登山道が分かりやすいこ
とが特徴で、木々に囲まれた登山
道を登り続けると、アセビの森が
出現し、雰囲気ががらりと変わり
ます。アセビの森を抜けると山頂
まであとわずか。笹原が広がる「北
の頭」を通過して、5 分ほどで入
道ヶ岳山頂に到着します。
　山頂からの眺望は 360 度の大
パノラマ。心に残る登山になるこ
とでしょう。

❶北尾根ルート登山口。登山道に
は通報ポイントが整備されている。
❷登山道を外れないようにしよう。
❸アセビの森を進む。❹山頂では
大パノラマの眺望を楽しもう。

❶

❷

❸

❹

準備万全で登ろう！準備万全で登ろう！
　自然に深く入り込む登山は、日
常生活では想定できないさまざま
な危険があります。今年に入り、
鈴鹿の山中で熊の目撃情報がある
ことから、遭遇しない対策も必要
です。装備を整えて、安全に登山
を楽しみましょう。

登山前の
チェックポイント一例

■登山靴やレインウエアなど装備
は揃っていますか。
　※熊鈴などの対策用品も必要です。

■体調は万全ですか。　
■食料・飲料は用意しましたか。
■登るルートなど、計画はしっか
りできていますか。
■登山届の提出や登山先を家族・
友人に伝えましたか。

安全な登山のために
　登山ブームの陰で、小さな怪我
だけでなく、道迷いや滑落事故が
発生しています。

滑落者の引き上げ訓練滑落者の引き上げ訓練

　市内の山での遭難などに備え
て、鈴鹿警察署、鈴鹿市消防本部、
鈴鹿市職員山岳救助隊、鈴鹿市山
岳協会が連携して、春と秋に訓練
を行っています。

倒木の除去倒木の除去

　訓練では、滑落者の救助技術や
捜索技術の向上を図るだけでな
く、遭難の未然防止のために、登
山道を示すマーキングや道標の設
置、荒れた登山道の整備などを
行っています。

登山道のマーキング登山道のマーキング

　平成 29年中、山岳遭難事案は
県内で 57件発生しており、その
うち 5件が鈴鹿署管内で発生し

鈴鹿警察署地域課長

勝田 英昭さん

ています。これ
らの遭難事案に
対応するため、
署では山岳警備
隊を組織してお
り、自主訓練や
合同訓練に参加
するなどして、
隊員のスキルアップを図っている
ところですが、登山での安全を守
るのは自分自身です。実は遭難さ
れた方の半数以上が登山届を提出
されていません。遭難者の捜索で
重要なのは遭難場所の特定です
が、その役割を果たすのが登山届
です。万が一に備えて、登山にあ
たっては、氏名、同行者名、連絡
先、登山ルートなどを紙に記載し
て、登山口に設置されているポス
トへ投函をお願いします。

今回の特集に関する
ご意見・ご感想は
地域資源活用課

382-9020　　382-0304
chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

広報すずか 7月 5日号 6ページの
特集内で、「常盤町」を「常磐町」
とする誤記載がありました。お詫
びして訂正いたします。



Machikado Shot

「あっ、光った！あっちも！！
こっちも！？」
6 月 1 日 ( 金 )

　鈴鹿ほたるの里では、今年水辺
を好むホタルの生息環境を整える
ため、新たに水路が作られました。
水路周辺に集まったホタルは、月
明かりの中淡い光を放ちながら飛
び交い、例年以上に幻想的な雰囲
気を楽しませてくれました。

夏は鈴鹿においでよ！
大阪で観光ＰＲ

6 月 2 日 ( 土 )

　大阪ステーションシティ（ＪＲ
大阪駅）で、夏の鈴鹿を PRする
「夏は鈴鹿へ！ 2018」が行われ
ました。今年新たに始まる「鈴鹿
10H」を始め、鈴鹿 8耐に出場
するモリワキレーシングによる
トークショー、演奏を交えた観光
ＰＲステージなど、鈴鹿の夏の魅
力を行き交う人たちに PRしまし
た。

市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング
ま ち

6 月 19 日 ( 火 )

　今年度 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、青少年育成市民会
議の皆さんと「地域の青少年と大
人をつなぐには」をテーマに、意
見交換を行いました。青少年の健
全育成のための取組みや活動、課
題について熱心に話し合われまし
た。

つないでいく平和への祈り

6 月 30 日 ( 土 )

　2018 平和への祈り展がイオン
モール鈴鹿で開催されました。今
回はナチス・ドイツによるユダヤ
人迫害から逃れ、オランダでの隠
れ家生活を日記に遺したアンネ・
フランクに関するパネルや隠れ家
の模型などが展示されました。ま
た、ホロコースト記念館の副館長
を招いてアンネ・フランクに関す
る講演会も行われ、訪れた人たち
に平和の大切さを改めて感じても
らいました。

TSR 念願の世界一へ！
7 月 15 日 ( 日 )

　イオンモール鈴鹿で TSR のル・
マン 24時間優勝記念トークショ
ーが行われました。TSR は 2017
－2018FIM世界耐久選手権シリ
ーズ（EWC）で２勝するなど、
現在 2番手に 10ポイントの差を
つけ世界ランキングトップ。最終
戦の鈴鹿 8時間
耐久ロードレー
スでは、念願の
世界一に挑戦し
ます。藤井正和
総監督の強い意
気込みに、会場
は盛大な拍手で
応えていました。

はじける汗！ぶつかり合う情熱！
7 月 16 日（月・祝）

　Honda HEAT の選手によるラ
グビー教室が行われ、市内の高校
生など約 120 人が参加し、パス
の出し方やタックルのコツなどを

直々に習いまし
た。暑い日ざし
の中、参加した
生徒たちは選手
とともに汗を流
し、一つ一つの
プレーに磨きを
かけました。



次回の募集は10月5日号掲載分です

とき／9月23日㈰(雨天時30日㈰)　
集合／近鉄養老線美濃津駅前9時
25分　内容／津屋川の彼岸花見て
歩き(8kmコース)　参加料／200円　
自由参加　※初参加者歓迎

対象／未就園児と母親　ところ／
イオン白子3階すまいるスタジオ　
内容／親子カルチャー教室・ヨガ・
バレトン・バランスボール・リトミッ
クなど　参加料／各教室500円
※日程など詳細は電話で

とき／8月14日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　参加料／100円　
内容／不登校のお子さんをお持ちの
親を中心とした集まりです。夏休み
をどう過ごしていますか。家庭での
様子を話してください。

とき／毎月第1・3月曜日午前　ところ
／NDCホール　内容／浴衣から初
心者でも安心して始められます。　
参加料／月2回で2,400円　※レンタ
ルあり。着物の販売はありません。

とき／8月26日㈰13時から(毎月第4
日曜日開催)　ところ／わらしべ山荘
(菰野町)　内容／ことばとの出会い、
気づきや発見、楽しみ満載です。　
参加料／500円　申込み／電話で （先着順）

対象／小学生、中学生　とき／8月3日㈮・
6日㈪・18日㈯※時間など詳細はホーム
ページで　ところ／花のいろ（伊船町
1002-6）　内容／丁寧な描き方指導で、
3時間で描き上げます。　参加料／1,500
円　申込み・問合せ／ホームページで

鈴木利昭　 080-1611-9264 下野和子　 370-4620

輝く瞳Waraひろば
　387-0767

つぅの会
保井　090-4185-1514

NDC 技芸教育連盟本部
　386-2509

はっぴーらいふの会
　090-3953-1237

清水
　http://paint.chu.jp

鈴鹿市民歩こう会

すまいるスタジオ
参加者募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

NDC着付教室生徒募集

ワクワク読笑会(読書会)

夏休みポスター教室

●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

とき／8月12日㈰9時～12時　ところ／青
少年の森運動場　内容／2本のポールを
使って健康増進、仲間づくり。郊外ウオー
キングもあります。※毎週木曜日10時か
ら12時まで桜の森公園でも行います。　
※詳しくはホームページまたは電話で

とき／9月23日㈰(雨天時30日㈰)　
集合／近鉄養老線美濃津駅前9時
25分　内容／津屋川の彼岸花見て
歩き(8kmコース)　参加料／200円　

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／8月8日㈬13時30分
～15時30分　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　内容／悩み相談、情
報交換、介護家族との交流　参加料
／会員100円、一般200円、本人無料

対象／未就園児と母親　ところ／
イオン白子3階すまいるスタジオ　

ヨガ・
リトミッ

対象／小・中・高校生　とき／8月
26日㈰10時から　ところ／鈴鹿ハ
ンター弁天広場　内容／本物の車、
工具を使って整備を体験しよう　参
加料／無料　受付／当日9時から会
場で

とき／8月14日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　参加料／100円　
内容／不登校のお子さんをお持ちの

夏休み
家庭での

とき／8月14日㈫13時30分～16時30分　
ところ／玉垣ふれあいセンター2階　内容
／「太平洋の鷲」(昭和28年主演：大河内
傳次郎)　戦没者を慰霊し戦争と平和、日
本の未来について考えましょう。　入場料
／無料　申込み／不要

3月曜日午前　ところ
／NDCホール　内容／浴衣から初
心者でも安心して始められます。　
参加料／月2回で2,400円　※レンタ

着物の販売はありません。

とき／8月29日㈬13時30分～15時　
ところ／白子コミュニティセンター　
内容／今日から実践できる首こり・肩こ
り解消法　講師／中世古高伸さん　
参加料／200円

とき／8月26日㈰13時から(毎月第4
日曜日開催)　ところ／わらしべ山荘
(菰野町)　内容／ことばとの出会い、

楽しみ満載です。　

対象／発達障がい児者の親　とき
／9月11日㈫10時から　ところ／
ジェフリーすずか　講師／障がい者
総合支援センターあい　定員／15人
（先着順）　参加料／1,000円(弁当
代、お茶代、資料代込み)

中学生　とき／8月3日㈮・
18日㈯※時間など詳細はホーム

（伊船町
　内容／丁寧な描き方指導で、

　参加料／1,500

とき／10月25日㈭・26日㈮・29日㈪・30日
㈫・31日㈬　ところ／四日市サテライト　
内容／再就業を希望する看護職員の円滑
な職場復帰前の研修　受講料／無料(損
害賠償保険などの自己負担あり)　※申込
みなど詳しくはお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　伊藤
　090-1747-3394　　http://www.snwc1130.com/

鈴木利昭　 080-1611-9264 下野和子　 370-4620

鈴鹿自動車整備組合青年部会
　suzukakodomoseibi@gmail.com

おおにし　090-3582-9178

すずか生涯学習インストラクターの会　一尾
　 090-8864-0211　  tka-ichi@mecha.ne.jp

こんぺいとう　堀井　
sas.tanpopo@gmail.com

(公社 )三重県看護協会
四日市サテライト 　325-7170

ノルディックウオーキング
体験会

認知症の人と
家族の会のつどい

夏休みこども
自動車整備体験

慰霊・戦争映画上映会
先人達への感謝と歴史の引き継ぎ

NDC着付教室生徒募集 第2回アンチエイジング講座

ワクワク読笑会(読書会) 働く大人への道
～必要な力とは～

潜在看護職員等
復職研修受講者募集

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

とき／8月12日㈰9時～12時　ところ／青
少年の森運動場　内容／2本のポールを

郊外ウオー
※毎週木曜日10時か

ら12時まで桜の森公園でも行います。　

とき／8月25日㈯13時30分～15時30分　
ところ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／地域のかかりつけ医が語る意志決
定支援　講師／駒田雄一さん(駒田医院
医師　日本プライマリケア連合学会家庭
医療専門医)　参加料／500円

関心のある方どな
たでも　とき／8月8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

介護家族との交流　参加料
本人無料

対象／小学生以上　とき／9月30日
㈰10時～15時(雨天強風時は10月
14日㈰)　ところ／白子港緑地　内
容／パラグライダー浮上体験　参加
料／300円　申込み／当日会場受け
付け

対象／小・中・高校生　とき／8月
26日㈰10時から　ところ／鈴鹿ハ
ンター弁天広場　内容／本物の車、
工具を使って整備を体験しよう　参
加料／無料　受付／当日9時から会

とき／8月9日㈭～19日㈰　ところ／
白子サンズ2階　内容／小学4年生
から6年生までの子どもたちが、心を
込めて描いた油絵を含む作品を展
示します。

とき／8月14日㈫13時30分～16時30分　
ところ／玉垣ふれあいセンター2階　内容

大河内
傳次郎)　戦没者を慰霊し戦争と平和、日

　入場料

対象／どなたでも　とき／8月25日㈯・26
日㈰10時～12時、14時～16時　ところ／
文化会館　内容／塗り替え工事をする前
に消費者が知っておくべき知識を分かり
やすく説明します。　参加料／無料　申
込み／当日までに電話またはファクスで

とき／8月29日㈬13時30分～15時　
ところ／白子コミュニティセンター　

肩こ
り解消法　講師／中世古高伸さん　

とき／8月26日㈰14時から　ところ
／牧田コミュニティセンター　内容
／病害虫の考え方と対策、発生要
件、耕種的・物理的・生物的対策　講
師／板坂康行　参加料／300円　申
込み／不要

対象／発達障がい児者の親　とき
／9月11日㈫10時から　ところ／
ジェフリーすずか　講師／障がい者
総合支援センターあい　定員／15人

　参加料／1,000円(弁当

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／9月12日㈬10時から　ところ
／四日市文化会館第3ホール　講師
／徳永桂子さん（障がいのある子ら
への性教育など、相談、発達支援をし
ている方）　参加料／1,000円

30日
31日㈬　ところ／四日市サテライト　

内容／再就業を希望する看護職員の円滑
な職場復帰前の研修　受講料／無料(損
害賠償保険などの自己負担あり)　※申込

とき／9月8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5,000円　申込み／住所、氏名、連絡
先、希望クラスを明記し電子メールで

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　　http://www.snwc1130.com/

理想の暮らしを語る会
　389-6603

三重県フライヤー連盟　石田隆久
　080-4226-3976

　suzukakodomoseibi@gmail.com
こどものアトリエぱぴえ
木村　080-3624-6446

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

すずか生涯学習インストラクターの会　一尾
　 090-8864-0211　  tka-ichi@mecha.ne.jp 自然農法研究会　378-0041

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

鈴鹿テニス協会　川出　090-2138-7281
　suzuka_ts@yahoo.co.jp

ノルディックウオーキング 人生の振り返りが
地域の文化を創造する

パラグライダー
浮上体験会

こどもの絵画作品展 賃貸経営の勉強会

先人達への感謝と歴史の引き継ぎ 屋根・外壁塗り替えセミナー

第2回アンチエイジング講座 自然農法セミナー
第2講

障がいのある人の
距離感を学ぶ

秋季テニス教室
受講生募集

とき／8月25日㈯13時30分～15時30分　
ところ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／地域のかかりつけ医が語る意志決
定支援　講師／駒田雄一さん(駒田医院
医師　日本プライマリケア連合学会家庭

対象／初心者の小学生と主婦の方　
とき／8月26日㈰10時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　参
加料／300円　申込み／8月22日㈬
までに氏名、年齢、電話番号をファク
スで

対象／小学生以上　とき／9月30日
㈰10時～15時(雨天強風時は10月
14日㈰)　ところ／白子港緑地　内
容／パラグライダー浮上体験　参加
料／300円　申込み／当日会場受け

とき／8月31日㈮13時～16時　とこ
ろ／鈴鹿ハンター催事場　内容／栄
養相談・BCチェッカーによる血流測
定・体組成計による測定　参加料・
申込み／不要　※気軽にお越しくだ
さい。

とき／8月9日㈭～19日㈰　ところ／
白子サンズ2階　内容／小学4年生

心を
込めて描いた油絵を含む作品を展

対象／大家さん、大家さんを目指
す方　とき／8月19日㈰9時30分
～11時30分　ところ／伝統産業
会館　内容／賃貸経営の情報交
換や勉強会をしています。　参加
料／300円

26
14時～16時　ところ／

文化会館　内容／塗り替え工事をする前
に消費者が知っておくべき知識を分かり

　参加料／無料　申
込み／当日までに電話またはファクスで

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／9
月10日㈪10時～12時　ところ／市内飲食
店(申込み後に連絡)　内容／子どものこと
で共感してくれる人に出会えます。　参加
料／500円程度(飲食代のみ)　申込み／前
日までに電話または電子メールで

とき／8月26日㈰14時から　ところ
／牧田コミュニティセンター　内容

発生要
生物的対策　講

師／板坂康行　参加料／300円　申

とき／9月2日㈰10時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂にもぐっ
て、波の音を聞きながら、心身共にリ
フレッシュしましょう。　持ち物／タ
オル、飲み物、日よけ道具など　参加
料／500円　申込み／電話で

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／9月12日㈬10時から　ところ
／四日市文化会館第3ホール　講師

（障がいのある子ら
発達支援をし

対象／子どもの発達が気になる母親な
ど家族　とき／8月を除く毎月(詳しく
は申込み後)　ところ／社会福祉セン
ター　内容／主に子どもの発達や日々
の接し方など情報交換をします。　申
込み／電話または電子メールで

とき／9月8日㈯から毎週土曜日(全10
一般中

級と初級19時20分から　ところ／市立テ
ジュ
連絡

対象／小学1年生以上　とき／8月25
日㈯14時から　ところ／鈴鹿青少年
センター　内容／太鼓に触れ合い、
たたいてみよう。　参加料／無料　
申込み／電話またはファクスで

鈴鹿レディーステニス
山村　・　387-0415

三重県フライヤー連盟　石田隆久 (公社)三重県栄養士会
長谷　 090-4792-1749

三重大家さんの会
　050-5883-7471

　0120-689-419　0120-392-276
自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694 　tyaru0401@yahoo.co.jp

自然農法研究会　378-0041 カラ♡ころ会（からだとこころ）
　090-9900-2237

三重県自閉症協会鈴鹿ブロック　南部
　safumichi5215@yahoo.co.jp 伊藤 　090-1101-0980

鈴鹿テニス協会　川出　090-2138-7281 鈴鹿太鼓保存会　藤田照代
　382-3222　　383-7667(鈴鹿商工会議所内)

地域の文化を創造する
小学生と主婦の
テニス体験会

生活習慣病予防のための
栄養相談

こどもの絵画作品展 賃貸経営の勉強会

屋根・外壁塗り替えセミナー 発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

砂浴で心と体のリフレッシュ

ひとりで悩まなくても
大丈夫

鈴鹿太鼓
ふれあい、体験フェア

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13日㈪～17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 1

ブロック塀などの安全点検

ブロック塀などの

安全点検を行いましょう

建築指導課

382-9048     384-3938

kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　老朽化したブロック塀や構造規定
に適合していないブロック塀は、地
震時に倒壊して通行する人に危害を
及ぼすだけでなく、避難や救助活動
の妨げとなる恐れがあります。安全
点検を行い、適切な処置をお願いし
ます。

自分でできるブロック塀
外観の点検ポイント
自分でできるブロック塀
外観の点検ポイント

　次の項目について点検をお願い
します。一つでも不適合の項目が
あれば、速やかに付近を通行する
歩行者に対する注意喚起の表示を
行ってください。また、建築士な
どの専門家に相談して、補修する
か撤去を行いましょう。

１ 塀の高さは基準内ですか
　塀の高さは地盤面から 2.2ｍ以
下と定められています。

２ 塀の厚さは基準を満たしてい
ますか

　塀の厚さは、10cm以上と定め
られています。なお、塀の高さが
2ｍ超、2.2ｍ以下の場合は 15cm
以上の厚みが必要です。

３ 控え壁はありますか
     （塀の高さが 1.2ｍ超の場合）

　塀の長さ 3.4ｍ以下ごとに、塀
の高さの 1/5 以上突出した控え
壁が必要です。

4 塀は健全な状態ですか
　塀の傾きや、ひび割れがないか
確認しましょう。

　適切な基礎（根入れ）があるか
や適切な鉄筋が入っているかも重
要な点検ポイントです。これらの
項目については、建築士などの専
門家に相談しましょう。

除却費用の助成制度を

活用ください

　市では、公道に面したブロッ
ク塀などの除却費用の一部を助成
しています。
対　象
　公道（セットバックが必要な
道路は除く）に面するブロック塀
などで、道路面からの高さが 1ｍ
を超えるもの
助成額
　ブロック塀などの面積 1㎡あ
たり 4,500 円の 2分の 1（限度
額あり）
※市の職員が現場確認した上で、算

出します。ブロック塀などを壊す

前に、必ず建築指導課へ連絡して

ください。



情報館 2

土砂災害（特別）警戒区域

土砂災害 ( 特別 ) 警戒区域に

お住まいの方は速やかな避難を

防災危機管理課

059-382-9968

059-382-7603

bosaikikikanri＠city.suzuka.lg.jp

　大雨などにより
土砂災害の恐れが
ある区域として三
重県が指定した
「土砂災害（特別）警戒区域」の近く
にお住まいの方は、市から避難情報
が発表された際は、速やかに避難し
ましょう。

土砂災害（特別）警戒区域とは

　土石流や急傾斜地の崩壊、地す
べりなどの土砂災害が発生した場
合に、生命または身体に危害が生
じる恐れがある区域です。さらに
危険が高い地域については、特別
警戒区域に指定されています。

　土砂災害（特別）警戒区域は、
防災マップまたは三重県土砂災害
情報提供システム（　https://ww
w.sabo.pref.mie.jp/）で確認でき
ます。
※防災マップは、市役所、各地区市

民センターで入手いただくか、市

ホームページ（　http://www.c

　ity.suzuka.lg.jp/safe/index2_1

　.html）でご確認ください。

市から避難情報などを発信します

　市では、三重県土砂災害情報提
供システムで確認できる「土砂災
害危険度情報（1kｍメッシュ）」
の色や、大雨警報（土砂災害）・
土砂災害警戒情報の発表状況など
により、避難情報と避難所開設情
報を発表します。情報を確認し、
適切な行動をお願いします。

※市内に大雨警報（土砂災害）が発

表され、土砂災害が警戒レベル（

赤）になった時に、土砂災害（特

別）警戒区域がある対象地域に「

避難準備・高齢者等避難開始」を

発表し、メールを送信します。

※さらに危険が高まり、市内に土砂

災害警戒情報が発表された時は、

対象地域のうち土砂災害が非常に

危険なレベル（薄紫）になった地

域に「避難勧告」を、極めて危険

なレベル（濃紫）になった地域に

「避難指示（緊急）」を発令し、メ

ールを送信します。

※避難情報や避難所開設情報は、ケ

ーブルテレビ、市ホームページ、

コミュニティ FM ラジオ（鈴鹿ヴ

ォイス FM78.3ＭＨｚ）、防災ス

ピーカー、メルモニ災害メールで

も確認できます。

土砂災害（特別）警戒区域が
ある地域

【対象地域】
鈴峰・椿・庄内の 3地区、国府
町、八野町、平野町、加佐登一～
四丁目、加佐登町、高塚町、津賀
町、石薬師町、上田町、上野町、
木田町、河田町、山辺町、国分町
、高岡町、高岡台一・四・五丁目
、岸岡町、秋永町、越知町、郡山
町、徳田町、御薗町、小田町、中
冨田町、下大久保町、長法寺町、
徳居町、三宅町
【自主避難所】
地区市民センター併設公民館 20
箇所、愛宕・白子・長太・神戸公
民館、鼓ヶ浦小学校



情報館 3

福祉医療費の受給資格更新

福祉医療費の受給資格を

更新します

福祉医療課

382-2788 　382-9455

fukushiiryo@city.suzuka.lg.jp

　福祉医療費助成
制度は、障がい者、
一人親家庭等、子
どもを対象に医療
費を助成する制度
です。この制度の
認定を受けている
方の受給資格を更新します。

福祉医療費助成制度の概要

※制度の詳細は、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、

福祉医療課福祉医療グループへお

問い合わせください。

受給資格の更新
　平成 30年度（平成 29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
給資格証の交付はありませんので
、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、その内容を通知し
ます。
※転入された方など、本市で平成

29 年中の所得が確認できない方

は、マイナンバーを用いた情報連

携に関する同意書もしくは所得課

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

に変更があった場合は、印鑑、対

象者の健康保険証、受給資格証、

申請者の本人確認ができるもの（

運転免許証など）をお持ちいただ

き、速やかに福祉医療課か地区市

民センターで届出を行ってくださ

い（郵送可）。



情報館 4

保育所 ( 園 )・幼稚園などの申込受付開始

2019 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）、認定こど
も園または幼稚園の利用を希望され
る方の申し込みを、9月から受け付
けます。

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（2019 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 3日㈪から 21日㈮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
給認定申請書と利用申込書を受け
取り､必要事項を記入の上、第一
希望の施設へ提出してください。
※複数の園を第一希望に指定するこ

とはできません。（第二希望以降の

園は指定できます。）

※保育料は、市民税額により決定し

ます。

※2019 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施設で申し込

みをしてください。

私立認定こども園への

入園申込み方法

　認定こども園とは、幼稚園と保
育園の機能を併せ持ち、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（2019 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 3日㈪から 21日㈮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支
給認定申請書と利用申込書を受け
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。
※教育と保育の併願はできません。

※教育希望の場合、複数の園に申請

することはできません。

※保育希望の場合、第一希望の施設

へ提出してください。

※2019 年 6 月以降の保育利用を希

望する場合は、利用希望の前月の

10 日までに利用希望の施設で申

し込みをしてください。

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 25年 4
月 2日～平成 26年 4月 1日生
まれ）と 4歳児（平成 26年 4月
2日～平成27年4月1日生まれ）。
ただし、一ノ宮幼稚園は５歳児の
み募集します。
申込み
9 月 3日㈪から 21日㈮まで（土
･日曜日、祝日を除く9時～16時）
に、入園願に必要事項を記入の上、
入園を希望する幼稚園へ提出して
ください。
※複数の園に申請することはできま

せん。　

※入園願は 8 月 1 日 ( 水 ) から各幼

稚園で配布します。

※一ノ宮幼稚園については、入園希

望者が 15 人に満たない場合は、

開園しません。

※今年度休園している一ノ宮幼稚園

は、一ノ宮小学校（　382-031

   1）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 3日㈪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 ( 水 ) 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。
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すずか市民アカデミー「まなベル」

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「学ベル情報館ここからは
じめる学びの一歩」をテーマに開校
します。ぜひご参加ください。

「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
ニーズに応えるとともに、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、
それぞれの特徴を生かした専門性
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」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。
　事前申込が必要です。応募方法などは次のとおりです。

　９月24日(月・振)・28日(金)　鈴鹿大学短期大学部、鈴鹿大学
１０月１２日(金)・1８日(木)　鈴鹿医療科学大学
１１月３日(土・祝)・１２月8日(土)　鈴鹿工業高等専門学校

高校生以上の方なら、どなたでも受講可能。

郵便番号・住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、 希望する講座番号と
講座日を、はがき・ファクスまたは電子メールで文化振興課へ。
※電話での申し込みはできません。

文化振興課
〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号　　　
　059-382-9071　　　　　　
　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp
※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場合は、ご連絡ください。

8月6日(月) ～ 31日(金)（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、当日受付でお支払いください。
・受講料払込後の返金はできません。

1

7

6

5

4

3

2 対　　　象

申 込 方 法

申　込　先

申 込 期 間

定　　　員

受　講　料

開催日・会場

今年度のテーマは
「学ベル情報館

ここからはじめる学びの一歩」

今年度のテーマは
「学ベル情報館

ここからはじめる学びの一歩」

会場
　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期
大学部（郡山町 663 番地 222）

9月24日（月・振）10時～11時30分
「ペット動物と動物愛護を考える」
講師 : 櫻井秀樹さん（鈴鹿大学短期大学部）
内容 : 心の癒しのパートナーともいえるペット動物たち。獣医師として
保健所で動物愛護業務に携わり、大学でペットに関する授業や実習
をした経験から、ペットとの共生について現状と課題を考えます。ま
た、動物の愛護と適正な飼養について考えます。

9月28日㈮10時～11時30分
「早わかり心理学－シニア編－ 」
講師 : 杉山佳菜子さん（鈴鹿大学）
内容  : 中高年はこころのトラブルが多い年代です。こころとからだの
しくみを知ることで、毎日がHAPPYになります。この年代で気をつけ
るべき、こころとからだの不調や対人関係トラブルについて、心理学
の視点から解説します。

講
座
①

講
座
②

し　よう

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）

10月12日㈮10時～11時30分　
「ロコモチェック!! 予防のための食事と運動 」
講師 : 若杉悠佑さん
内容 : 「ロコモティブシンドローム（ロコモ）」は、体の運動器の障害の
ために、移動機能が低下した状態のことです。講座ではロコモのチェ
ック、予防のための食事・運動についてお話します。
※動きやすい服装でお越しください。

10月18日㈭10時～11時30分　
「病気発見のための検査って？」
講師  :  北岡ひとみさん　 
内容 : 平均寿命が延び、がんなどの病気の早期発見・治療が大切に
なっています。「CTとMRIは何が違うか。脳出血、脳梗塞の検査には
どちらが優れているか。」など、病気発見のためのさまざまな検査の
紹介や疑問に対するお話をします。

講
座
③

講
座
④

会場 　鈴鹿工業高等専門学校
（白子町）

｢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

11月3日（土・祝）10時～11時30分
「細胞と分子とそれに働く力の話」
講師 : 丹波之宏さん
内容 : ヒトの体は数十兆個の細胞の集合体です。細胞はどのような
仕組みで成り立ち、活動しているのでしょう。またどこまで解明され
ているのでしょう。講座では、タンパク質や脂質といった生体分子に
働く力の仕組みについて考えます。

12月8日㈯10時～11時30分
「ロボットってどうなってるの？」　
講師  : 打田正樹さん
内容 : ロボット技術の現状、ロボットとうまくつき合っていくには？今
後ますます医療現場や家庭へロボットが普及していきます。その仕組
みや接し方を、福祉用ロボットや競技用ロボット（NHK学生ロボコン
出場）のデモを交えて分かりやすく説明します。

講
座
⑤

講
座
⑥

文化振興課 ( 市役所本館９階 )　

382-7619　　382-9071

｢まなベル」に関するお問い合わせ



　

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㈬には日本武
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、一緒に黙とういただ
きますようお願いします。
○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

市嘱託職員(学芸員)募集
文化財課　374-1994　 374-0986

対　象　次の全てに該当する方
・大学で考古学・人類学または
歴史学を専攻し、埋蔵文化財
の調査についての知識・経験
を有する方（調査参加経歴書
を要提出）
・普通自動車免許を取得または
平成30年9月までに取得見
込みの方
・学芸員の資格を有すること
・パソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方
・地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しないこと
業務内容　埋蔵文化財の発掘
調査・室内整理および報告書
作成に関する業務

勤務条件　鈴鹿市嘱託職員
採用試験募集要項による

申込み　8月6日㈪から20日㈪
までに、「職員採用試験申
込書」を考古博物館(〒
513-0013　国分町224)へ

※申込書・募集要項は直接または
郵送で考古博物館に請求してく
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」と明記し、82円
切手を貼った12cm×23cm程
度の返送用封筒を同封してくだ
さい。市ホームページでも入手
できます。
◆採用試験
と　き　9月1日㈯10時から
ところ　考古博物館
内　容　筆記・実技試験、面接

児童扶養手当の
現況届受付開始

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、資格は喪失
となります）。
※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

※日曜窓口を開設する予定です。

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
ますので確認してください。

※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
届出をしていない方には、現況
届の案内が届きません。また、
手当の支払いを差止めること
がありますので、該当される方
は、至急子ども政策課までご連
絡ください。
◆ハローワーク特別出張窓口
と　き　8月6日㈪・13日㈪・
31日㈮13時30分～16時30
分（最終受付16時）

ところ　市役所本館11階　子
ども政策課窓口

血液製剤によるＣ型肝炎
ウィルス感染の給付金
請求期限延長

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　出産や手術での大量出血の
際に、血液からつくられた医薬
品（フィブリノゲン製剤、血液凝
固因子製剤など）を使用された
ことによって、Ｃ型肝炎ウイルス
に感染した方に対するＣ型肝
炎特別措置法の給付金請求期
限が、2023年1月16日に延長さ
れました。身に覚えのある方や
もしやと思う方は、まずは肝炎
ウイルス検査を受けましょう。詳
しくは厚生労働省ホームページ
（　http://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
0000150855.html）をご確認
ください。
問合せ　厚生労働省フィブリ
ノゲン製剤等に関する相談
窓口（　0120-509-002　
（土・日・祝日・年末年始を
除く9時30分～18時）

国民年金保険料の
お支払いは便利な
口座振替で

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の納付には、
口座振替が利用できます。口座
振替には、当月分保険料を当

　国民年金保険料の納付には、

末に振替納付することで月々 50
円割引される早割制度や、現金
納付よりも割引額が多い6カ月
前納・1年前納・2年前納があり
ます。下半期の6カ月前納（10月
分～翌年3月分）は8月末日まで
に申し込んでください。
申込み　年金手帳（基礎年金
番号がわかるもの）、通帳、
届出印を持参の上、金融機
関または年金事務所へ

※市役所では手続きできません。
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html


平成 31年度採用市職員募集

人事課　382-9037　382-2219
◆平成 31 年 4月 1日採用分◆平成31年4月1日採用分
職種

採用予定人数 主な業務内容 資格免許など 年齢 学歴

事務1
（身体障がい者）

1人程度

○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58年4月2日
以降の生まれの方

事務2
20人程度

技術（土木）
4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
2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31年
3月末日までに取得見込みの方

昭和53年4月2日
以降の生まれの方

保育士・
幼稚園教諭
5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31年3月末日までに
取得見込みの方

昭和58年4月2日
以降の生まれの方

消防
8人程度

火災予防、救急、救助、
消火活動などの消防
業務

昭和63年4月2日
以降の生まれの方

企画、庶務、予算、経
理、調査、指導など
の一般行政事務

―

―

昭和63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
31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
ことが必要です。

※採用予定人数については、今後の
採用計画など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。
※職種区分「消防」を受験される方は、
日本国籍を有することが条件です。
※全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。
◆第一次試験

と　き　9月 16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 1日㈬から 24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 24 日㈮ 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、人事課人事研修グループ
（〒513-8701（住所不要））に請求
してください。

　後期高齢者健康診査
福祉医療課　382-7627　 382-9455

対　象　平成30年8月31日㈮
までに三重県の後期高齢者
医療制度に加入された被保
険者の方（ただし、施設入所
中や長期入院中の方は除く）
受診券の発送時期　平成30
年4月までに加入された方は
6月下旬、平成30年5～7月に
加入された方は8月下旬、平
成30年8月に加入された方は
9月下旬
期　間　7月～11月の間で1回のみ
受診方法　三重県後期高齢者
医療広域連合から受診券や
健診実施医療機関の一覧表
などが送付されますので、期
日までに各自で受診してくだ
さい。
料　金　200円または500円
（費用は受診券に記載され
ています。所定の健診項目以
外の治療などを行った場合
は別途費用が必要です。）
問合せ　三重県後期高齢者
医療広域連合（　059-221-
　6884）

トイなおす（おもちゃ病院）
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。当日おもち
ゃを説明書と共にお持ち込みく
ださい。当日都合の悪い方は、
事前に廃棄物対策課までお持
ち込みいただくことも可能です。
修理後は、廃棄物対策課まで取
りにきていただきます（当日修
理が完了したものは、当日お渡
しできます）。保管期間は1年間
です。

　200円または500円

（おもちゃ病院）

当日都合の悪い方は、

ち込みいただくことも可能です。

　またドクターの募集もしてい
ます。見学だけでもお越しくだ
さい。
と　き　8月19日㈰10時～13時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室（立体駐車場南側）

※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器（電子ピア
ノ・笛・ハーモニカほか）などは
修理できません。

夏の生活スタイル変革
「ゆう活」

産業政策課　382-8698　 382-0304

　ゆう活は朝早くから働き始
め、明るい夕方のうちに仕事を終
わらせ、夕方からは家族などとの
時間を楽しむことです。「朝型勤
務」や「フレックスタイム制」な
ど、それぞれの企業や働く人の
実情に応じた自主的な取り組み
を可能な範囲で実施いただくも
のです。仕事を早く終えて早く帰
れるように、ゆう活の取り組みに
合わせて業務の効率化、働き方
への意識の改革を図りましょう。
問合せ　三重労働局（　
059-226-2110）

「鈴鹿バルーンフェスティバル」
当日ボランティア募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

   　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　今年で27回目を迎える鈴鹿
バルーンフェスティバルでは当日
ボランティアを募集しています。
対　象　高校生以上で1日以
上参加できる方　

※未成年の方は保護者の同意が必
要です。
と　き　11月23日(金・祝)～
25日㈰（25日は午前中のみ）
ところ　鈴鹿川河川緑地、鈴鹿
サーキット

な

への意識の改革を図りましょう。

「鈴鹿バルーンフェスティバル」

　11月23日(金・祝)～

内　容　フェスティバル当日の係
留飛行（搭乗体験）や熱気球
教室、イベント運営などのサポ
ート

※事前に熱気球教室を行います。
日程は10月13日㈯または11月
10日㈯を予定しています。詳し
くは後日連絡します。
申込み　10月31日㈬までに郵
送、ファクスまたは電子メール
で地域資源活用課へ

※募集要項・申込書は地域資源活
用課窓口または鈴鹿バルーン
フェスティバルホームページ（

　http://suzuka-balloon.jp/
　news/1217.html/)で入手で
きます。

し尿収集の休業
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　8月17日㈮と18日㈯は、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

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
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。

人権啓発・人権教育研修会
などの参加費用助成

人権政策課　382-9011　 382-2214

　研修会などの参加費用を市
の規程に準じて助成します。
対　象　市内在住・在勤の方
定　員　各会若干名（予算の
範囲内で、応募者多数の場合
は抽選）
申込み　9月5日㈬まで（消印有
効）に申込用紙に必要事項を
記入し、直接または郵送で人権
政策課（〒513-8701住所不要。
平日8時30分～17時15分）へ

※申込用紙は、人権政策課にあります。
※研修後、必ず報告書を提出してく
ださい。
◆第70回全国人権・同和教育
研究大会
と　き　11月17日㈯・18日㈰

（〒513-8701住所不要。

ところ　滋賀県
◆部落解放研究第52回全国
集会
と　き　11月27日㈫～29日㈭
ところ　岡山県
◆第33回人権啓発研究集会
と　き　平成31年2月6日㈬・
7日㈭
ところ　新潟県

http://suzuka-balloon.jp/news/1217.html/


市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　382-8188

◆高齢者世帯（一定の要件を満たす場合は単身者も可）1・2階
一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 2戸 12,500円～27,000円

◆世帯区分なし　（一定の要件を満たす場合は単身者も可）1・3階

高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 3戸 19,700円～40,700円

◆世帯区分なし（単身者は不可）4階

潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 2戸 24,400円～47,900円

◆一般世帯　（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません）3・4階

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃
ハイツ旭が丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階建て 2戸 16,700円～34,700円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 1戸 14,500円～28,400円
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 15,500円～30,400円
一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 1戸 12,500円～24,700円

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 6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 6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 20
日㈭・21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。

建設業退職金共済制度
産業政策課　382-8698　 382-0304

　建設業退職金共済制度は、
中小企業退職金共済法に基づ
き建設現場労働者の福祉の増
進と、建設業を営む中小企業
の振興を目的として設立された
退職金制度で、次のような特長
があります。
○国の制度なので安全、確実、
申し込み手続は簡単です。
○経営事項審査で加点評価の
対象となります。

○掛金は事業主負担となります
が、法人は損金、個人では必
要経費として扱われ、税法上
全額非課税となります。

○事業主が変わっても退職金
は企業間を通算して計算さ
れます。

※詳しくは建退共三重県支部へお
問い合せください。
問合せ　建退共三重県支部
（　059-224-4116）

国税調査官級
国税庁経験者(中途採用)

募集
市民税課　382-9446　 382-7604

対　象　平成30年4月1日にお
いて、大学など(短期大学を
除く)を卒業した日または大学
院の課程などを修了した日の
うち、最も古い日から起算し
て8年を経過した方
申込み　8月3日㈮9時から8月
21日㈫まで（受信有効）に、
人事院ホームページ（　
http://www.jinji-shiken.
　go.jp/juken.html）で
問合せ　名古屋国税局（人事
第二課　052-951-3511（内
線3451））

　建設業退職金共済制度は、

確実、

※詳しくは名古屋国税局職員採用
ページ(　 http://www.nta.

　go.jp/about/organization/
　nagoya/recruitment/syokuin/
　index.htm)をご覧ください。 
◆試験
第1次試験　9月30日㈰
第2次試験　11月3日㈯・4日
㈰・10日㈯・11日㈰の中で指
定する1日

第3次試験　12月上旬で指定
する1日

みえ性暴力被害者
支援センター「よりこ」
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　「よりこ」では警察への被害申告
の有無にかかわらず、性犯罪や性
暴力の被害に遭われた方に適切な
支援を行い、被害に遭われた方の
二次的被害の軽減と心身の早期
回復を図るとともに、被害の潜在化
防止を図っています。プライバシー
は厳守し、専門の女性相談員が電
話相談や対面相談に応じます。
相　談　　059-253-4115
(土・日曜日、祝日、年末年始を
除く10時～16時）、　yorico@
　tenor.ocn.ne.jp、　http://
　yorico.sub.jp/

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
http://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/recruitment/syokuin/index.htm
http://yorico.sub.jp/


に、

鈴鹿川のいきもの観察会
参加者募集

環境政策課　382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上（小学生
は保護者同伴）

と　き　8月18日㈯10時～12時
ところ　鈴鹿高等高校・鈴鹿川
（庄野橋付近）
内　容　鈴鹿高等学校自然科学
部の皆さんと一緒に鈴鹿川に
入って、タモを使った魚の採集
方法や観察方法を学びます。

※雨天や当日の水量により屋内のプロ
グラムに変更する場合があります。
講　師　西飯信一郎さん（鈴鹿
高等学校自然科学部顧問）

参加料　無料
定　員　40人（先着順）
申込み　8月6日㈪から13日㈪17
時15分までに、住所、氏名、電話
番号、参加人数を電話、ファクスま
たは電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳細については後
日申込者に連絡します。

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）
と　き　9月1日㈯10時から
※雨天の場合中止する場合があります。
ところ　イオンモール鈴鹿　東駐
車場の北側（庄野羽山4-1-2）
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
問合せ　鈴鹿自動車整備組合
（　090-2776-2177）

すずか地域づくり塾
地域協働課　382-8695　 382-2214
　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　本市の地域づくり活動団体の組
織運営力を伸ばし、地域のマンパワー
の活性化を図るために開催します。
対　象　昨年度受講していない
方（一部内容が重複するため）

※昨年度から引き続き受講を希望
する方は、地域協働課へご相談
ください。
とき･内容　
  9月8日㈯　
 プロから学ぶチラシづくりのコツ
(澤卓哉さん)
　10月14日㈰　
　事例から学ぶ情報発信とデ
ザイン」(澤卓哉さん)
　11月10日㈯　
　さらに地域力が高まる“共感
の会議”づくり(米山哲司さん)
　12月1日㈯　
　人口推計の出し方と住民アン
ケート事例紹介(石丸隆彦さん)

※各回9時30分～12時 
※1講座から参加できますが、4講
座連続受講をお薦めします。

ところ　市役所本館12階　
1203大会議室
講　師　NPO法人Mブリッジ
定　員　各50人（先着順）
申込み　8月24日㈮までに、参
加申込書に必要事項を記入
の上、直接、郵送、ファクスまた
は電子メールで地域協働課へ

※参加申込書は地域協働課窓口また
は市ホームページで入手できます。

自然観察会（昆虫灯火採集）
参加者募集

環境政策課　382-7954　 382-2214

　深谷公園内にライトトラップ
を設置し、集まってきた昆虫を
観察します。
と　き　9月2日㈰19時30分
～20時30分
ところ　深谷公園（八野町）
※19時20分を目処に深谷公園管
理事務所前にお集まりください。
講　師　篠木善重さん（三重
昆虫談話会）
参加料　無料
定　員　40人（先着順）
申込み　8月6日(月)から22日
㈬17時15分までに、住所、
氏名、電話番号、参加人数を
電話、ファクスまたは電子メ
ールで環境政策課へ

バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　8月25日㈯19時～20
時ごろ
ところ　イオンモール鈴鹿　西
大駐車場（庄野羽山4-1-2）

内　容　熱気球教室や熱気球
の係留飛行（搭乗体験）
定　員　100人(先着順)
料　金　小学生500円、中学
生以上1,000円

※未就学児は、保護者1人につき2
人まで無料（要保護者同乗）
主　催　鈴鹿バルーンフェステ
ィバル実行委員会、すずか熱
気球市民クラブ
申込み　会場内設置テントで18
時から整理券を配布します。

当日の連絡先　　090-6468-
2012（当日18時～20時ごろ）

※当日の天候や風の状況により、
中止する場合があります。

天体観望会
文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　8月18日㈯19時から
ところ　文化会館プラネタリウ
ム（飯野寺家町810）
内　容　大集合する惑星たち
と月を望遠鏡で観察します。
定　員　150人（先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から
プラネタリウムギャラリーで
受付

※雨天時は中止します。当日16時
30分に判断しますので文化会
館へお問い合わせください。

（昆虫灯火採集）

㈬17時15分までに、住所、

2012（当日18時～20時ごろ）
※当日の天候や風の状況により、

教育講演会
｢いじめ対応の基本について｣
教育指導課　382-9056　 383-7878

　市内の幼稚園・小中学校の教
職員が集い、いじめ防止対策、
いじめ対応について考えます。
対　象　市内在住の方
と　き　8月22日㈬13時30分～16時
ところ　市民会館
講　師　森田洋司さん（大阪市
立大学名誉教授、大阪樟蔭女
子大学元学長・名誉教授、鳴
門教育大学特任教授）

※手話通訳と要約筆記を行います。

子育ち・子育てマイスター
養成講座受講者募集

子ども政策課　382-7661　 382-9054

 「子育ち・子育てマイスター」とは、
地域の子育て家庭に寄り添い支え
ることができる、一定の知識や専門
的なスキルを持つ人のことです。本
市が実施する子育て支援事業を行
う中で、サポートなどの活動をしてい
ただきます。受講後、三重県よりマイ
スター認定証が発行されます。
対　象　市内在住の子育て支
援活動に関心のある方、子ど
もに関わることが好きな方で、
全講座受講できる方
とき・内容　9月21日㈮保護者
や子どもとの関わり方、10月19
日㈮発達段階に応じた支援役
割、11月19日㈪発達障がいと
周囲の支援、12月12日㈬子ど
もの成長と安心な環境、1月17
日㈭自己肯定感向上のコーチ
ング　全日15時30分～17時
ところ　市役所本館12階　会議室
定　員　15人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月9日㈭から8月24日
㈮まで（土･日曜日を除く8時
30分～17時15分）に直接ま
たは電話で子ども政策課へ
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※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

※｢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

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

　夏の鈴鹿川体験
環境政策課　382-7954　 382-2214

と　き　8月26日㈰9時～14
時（雨天中止）
ところ　鈴鹿川河川緑地（定五
郎橋西）

※駐車場あります。
参加料　無料
内　容　川遊び体験（魚とり・
水遊び（タモ・容器・浮き輪
など遊び道具は各自で））、
いかだ流し体験、エコ工作な
どの環境や川にちなんだイ
ベントを開催します。

※お子さんは保護者同伴で参加して
ください。暑さ対策をして、ぬれて
もよい服装でお越しください。

※当日は、地域ボランティア・自然観
察指導員が対応します。
問合せ　NPO法人 市民ネット
ワークすずかのぶどう（　・　
387-0767　budou@mecha.

　ne.jp）
※当日の問合せは、　09 0 -
1860-6228（小﨑携帯）へ

伊勢型紙「甲州印伝」展
文化財課　382-9031　 382-9071

と　き　8月24日㈮～26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21-30　368-0240）
内　容　
・印伝の展示
・伊勢型紙復刻作品の展示（伊
勢型紙技術保存会会員製作）
・伊勢型紙復刻作品による試
験染め生地の展示
・伊勢型紙彫刻実演（8月25日
と26日の13時～15時）
・伊勢型紙彫刻体験
・ハンカチ染め体験
入館料　無料
主　催　重要無形文化財保持
団体 伊勢型紙技術保存会

※駐車場がないため公共交通機関
をご利用ください。

鈴鹿市子ども会連合会
運動会

文化振興課　382-7619　 382-9071

　他校の他学年の友達と身体を動
かし、昼食作りなどを楽しみながら
交流します。参加賞もあります。
対　象　小学1年生から6年生
と　き　9月16日㈰10時30分
～17時
ところ　県立鈴鹿青少年センタ
ー、青少年の森公園
定　員　70人
主　催　鈴鹿市子ども会連合会

（魚とり・

）、

参加料　500円（保険料含む）
申込み・問合せ　8月22日㈬ま
でに参加者氏名、性別、学年、
子ども会名、住所、電話番号
をファクスで鈴鹿市子ども会
連合会事務局（　382-4886
　382-4886　s_shikoren@

　yahoo.co.jp）へ

すずか健康マイレージ
対象講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆健康力アップ教室～知る！わ
かる！できる！糖尿病予防～　
　糖尿病のほとんどを占める二型
糖尿病は、運動不足や食べすぎな
どの生活習慣が大きく関係してい
ます。日常生活で気軽に取り入れ
られる運動や食事について楽しく
学び、この機会に自分の生活習慣
を振り返り、健康力を高めましょう。
対　象　20歳～64歳の市民
で生活習慣病予防に関心の
ある方
と　き　運動編：10月4日㈭10
時～12時、栄養編：11月14日
㈬10時～12時30分　

ところ　保健センター（西条
5-118-3）

内　容　生活習慣病予防の講
話、運動体験、調理実習
定　員　30人（先着順）
料　金　運動編：無料、栄養編：
500円（食材費）
申込み　8月8日㈬から直接ま
たは電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治医
に確認の上、申し込みください。

※2回とも参加できる方を優先し
ます。
◆こころの健康セミナー～臨
床動作法で、気持ちをほぐし
ましょう～
　臨床動作法は、動作を通して
こころとからだに働きかける心理
療法です。いろいろな動作をし
ながらこころの緊張をほぐしまし
ょう。メンタルパートナー養成講
座も合わせて実施します。
対　象　市民の方
と　き　10月10日㈬13時30
分～15時30分

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
講　師　綾野眞理さん（鈴鹿
医療科学大学保健衛生学部
准教授）
内　容　臨床動作法について
の講話と体験、メンタルパート
ナー養成講座
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月10日㈮から、直接
または電話で健康づくり課へ



救急・健康フェア
（すずか健康マイレージ対象）
消防課　382-9155　 383-1447　

shobo@city.suzuka.lg.jp

健康づくり課　382-2252　 382-4187　

kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月16日㈰12時30分
～16時
ところ　鈴鹿医療科学大学　
白子キャンパス（南玉垣町
3500-3）
内　容
　・医師による健康相談、血液検
査（先着120人）、血圧測定
　・歯科相談
　・健診、歯周ポケット測定、ビ
スフォスホネート製剤と歯科
治療
　・健口チェック、歯周病リスクチ
ェック、使ってみよう歯間ブラ
シ＆デンタルフロス、歯医者さ
んのお仕事体験（幼児向け）
　・お薬手帳の利用促進、かかり
つけ薬局・後発医薬品などの
啓発、薬局体験コーナー（小
学生以下対象）
　・認知症初期集中支援チーム
の紹介、認知症簡易チェック、
スクエアステップの紹介、歌
を唄って脳を活性化しよう
　～うたごえサロン
　・栄養相談、骨に関係するレシ
ピの紹介
　・聴診器もしもし体験、酸素飽
和度測定、車椅子試乗・運転
体験、在宅療養の相談コー
ナー
　・介護ロボット「ＨＡＬ」の紹介
　・体脂肪測定、骨密度測定（先
着100人）、骨粗鬆症マネー
ジャーによる骨折リスクの検
査
　・野菜クイズ、塩分量あてクイ
ズ、薬物乱用防止に関する啓
発
　・女性消防団による人形劇、消
防車両・救急車両の展示
　・救急現場での応急処置・119
番通報および救急隊への引
継ぎまでの流れの再現
　・予防救急の啓発
　・ウオーキングの紹介、ニュース
ポーツ体験コーナー
　・子育て支援センター、つどい
の広場の紹介
　・鈴鹿の地域医療を応援する
会のパネル展示
　・エコーを使ってフルーツゼリー
の中を見てみよう、体組成チ
ェック、血管超音波測定（先
着60人）、温灸で心も体もリラ
ックス、油の摂り方と健康、高
齢者の健康相談、妊婦擬似
体験、わくわくナース体験、理
学療法士、作業療法士、言語
聴覚士による啓発
　・産学官連携事業による栄養
バランスチェックの紹介
共　催　鈴鹿医療科学大学
参加料　無料

の紹介、認知症簡易チェック、

自殺対策強化事業県民公開講座
「睡眠と健康～意外と知らない

“眠り”のこと～」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　睡眠はからだとこころの健康
維持のために欠かせない生活の
一部です。睡眠について正しく
理解して意識することで、健康
増進につなげていきましょう。
と　き　9月15日㈯13時30分
～15時30分（開場12時45
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）
定　員　300人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　9月4日㈫ま
でに氏名、電話番号を電話ま
たはファクスでこころの健康
センター（　059-223-5243
　　059-223-5242）へ

福祉の職場見学バスツアー
参加者募集

～保育・児童施設を知ろう～
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

対　象　保育・児童分野の職場
に就職希望、または関心のあ
る一般・学生

と　き　9月8日㈯9時～17
時（予定）

内　容　松阪市内の保育・児
童施設を訪問し、施設見学
や仕事の概要、職員の体験
談などをお聞きします。

定　員　20人
参加料　無料
申込み･問合せ　8月29日㈬ま
でに電話で三重県社会福祉
協議会(　059-227-5160)へ

※詳しくは三重県福祉人材センタ
ーのホームページをご覧いただ
くか、問い合わせください。

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

　同じ病気の方のお話を聞いた
り、お互いの悩みを話したり、一
人で悩まずにお話しましょう。
対　象　がん患者とがん患者
の家族の方など

と　き　8月24日㈮13時30分
～15時30分

ところ　保健センター　健康
教育室（西条5-118-3）

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

障がい者スポーツと
ロボットスーツHAL講演会
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　本市と福祉ロボット推進事
業を実施している鈴鹿ロボケ
アセンターが、障がい者スポー
ツの分野で活躍する方々をお
迎えして「世界に羽ばたく車椅
子スポーツ」と題した講演会を
行います。
と　き　8月25日㈯13時～15
時30分（開場12時30分）

ところ　鈴鹿医療科学大学白
子キャンパス6号館1階（南
玉垣町3500-3）

講　師　田中照代さん（プロ
車椅子ランナー、パラリンピ
ック金メダリスト）、畠中泰
彦さん（鈴鹿医療科学大学
保健衛生学部理学療法学
科教授）、坂口剛さん（一般
社団法人日本車いすスポー
ツ協会代表理事）、坂口竜
太郎さん（2016年度車いす
テニス初代ジュニア日本ラン
キング1位）、安永好宏さん
（鈴鹿ロボケアセンター代
表取締役）

参加料　無料
申込み　8月17日㈮までに、住
所、氏名、連絡先、参加人数を
電話、ファクスまたは電子メー
ルで、鈴鹿ロボケアセンター
（　389-7762　 389-7835
　　contact_szk@rc.cyber
　dyne.jp　平日9時～18時）へ
※当日、座席に余裕があった場合
は、事前申し込みがなくても参
加できます。

※車椅子の方も参加できます。手
話通訳も行ないます。 

※この市民講座は、地方創生推進
交付金を活用した福祉ロボット
推進事業の一環として実施され
るものです。

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　創業・起業準備を進
めている方、実際に創業・起
業したけれども悩みを抱えて
いる方
と　き　9月9日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか
ところ　市役所本館12階　会
議室
相談員　杉山正和さん（㈱タ
スクールPlus　中小企業診
断士）
定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

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、市内で創業・起業をお
考えの方、実際に創業・起業
に向けて取り組んでいる方、
すでに起業して悩んでいる方

と　き　9月9日㈰13時～16
時15分（開場12時30分）

ところ　市役所本館12階　会
議室　
内　容
  第1部　講演会「松阪市にて
「松阪豚」ブランド確立のため
のHP活用」 講師：橋本妃里
さん(山越畜産　松阪豚専門
店まつぶた代表)
  第2部　セミナー　「創業のビ
ジネスモデル」　講師：渡邉智
浩さん（㈱タスクールPlus　
代表取締役)
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
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
し込み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。



軽減税率導入・
税率引き上げに備える
ICT・AI・IoT活用セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　9月5日㈬14時～16時
ところ　鈴鹿商工会議所2階　
特別会議室（飯野寺家町816）
内　容　
・消費税の仕組みと軽減税率
　のポイント
・ICT・AI・IoTのイイトコドリ
・ICTの利活用と税率引き上
　げ対策　ほか
講　師　渋谷雄大さん(ジャイ
ロ総合コンサルティング（株）
セミナー事業部長)
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　8月31日㈮までに、電
話で鈴鹿商工会議所(　
382-3222)へ

（飯野寺家町816）

（株）

スクエアステップリーダー
養成講座

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　スクエアステップリーダーは、
地域の介護予防ボランティアと
して、スクエアステップを指導
できる人です。スクエアステッ
プリーダーになって、一緒に地
域の健康づくりを始めましょう。
※スクエアステップとはマス目で
区切ったマットを使ってステップ
を踏み、楽しみながら介護予防
（転倒予防・認知機能向上）を目
指す運動です。
対　象　65歳以上の市民で、2
日間とも受講でき、講座終了
後にスクエアステップリーダ
ーとしてボランティア活動を
行う意欲のある方

※営利目的・非営利目的を問わ
ず、デイサービスなどの事業所
やスポーツクラブなどでの指導
を目的としている方は除く。
と　き　10月2日㈫10時～15
時・9日㈫9時30分～14時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
定　員　20人（先着順）
受講料　無料（認定登録料と
して2,000円は別途必要）

申込み　9月18日㈫までに直接
または電話で健康づくり課へ

パソコン講習
情報政策課　382-9003　 382-2219

　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、基礎から
学べるパソコン教室を開催し
ています。個別対応でいつから
でも参加できます。
と　き　火・土曜日を除く平日
および休日
　午前の部：9時30分～12時
30分
　午後の部：13時30分～16時

　スクエアステップリーダーは、

域の健康づくりを始めましょう。

30分
ところ　イオン白子店3階　す
ずかのぶどう内（白子駅前
9-20）

内　容　パソコン基礎（ワード、
エクセル、インターネット、電子
メールなど）

※必ずノートパソコンをお持ちく
ださい。
受講料　3時間1,500円（入会
金・年会費不要）
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（　・　
387-0767）

東海学校保健学会
開催記念

鈴鹿大学市民公開講座
総合政策課　382-9038　 382-9040

と　き　9月15日㈯14時20分
～15時50分

ところ　鈴鹿大学　国際文化
ホール
内　容　「全員駅伝　－一人ひとり
を伸ばす育成の秘訣－」

　講師：中野孝行さん（帝京大学
駅伝競走部監督）

参加料　無料（学会参加の場
合は別途必要）

申込み　件名「東海学校保健
学会特別講演の件」、代表
者氏名、参加人数、電話番
号（携帯）を電話、ファクス、
電子メールで事務局へ

問合せ　第 61 回東海学校保
健学会事務局（石川　電話
　372-2121　 372-2827、
　tgh61th@suzuka-jc.ac.jp）

鈴鹿市グラウンド・ゴルフ
大会の参加者募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学5年生以上で市
内在住の方
と　き　9月23日(日・祝)（予
備日30日㈰）
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　サッカー・ラグ
ビー場（第1・第2グラウンド）
内　容　ブロック別での個人戦
参加料　無料
申込み・問合せ　8月28日㈫
まで（必着）に、所定の申込
用紙に氏名、性別、年齢、
連絡先を明記の上、郵送で
鈴鹿市グラウンド・ゴルフ
協会（〒513-0012石薬師
町2132-3　太田義明  　
　374-1253）

※申込用紙は各地区市民センター
にあります。

秋季鈴鹿市
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2年生以上、中学生は
経験者に限ります。
と　き　9月から原則毎週土
曜日の午後
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します。
定　員　5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　鈴峰ゴルフ倶楽部内
鈴鹿市ゴルフ協会（　371-
0711　371-1518）へ



アーチェリー教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　

392-7071　 372-2260

対　象　身長145cm以上の方
と　き　9月16日㈰、11月18
日㈰10時～12時
ところ　三重交通Gスポーツの
杜 鈴鹿　多目的広場
内　容　初心者、初級者を対
象とした基本的技能の習得

講　師　三重県アーチェリー
協会公認指導員

定　員　各10人(先着順)
受講料　1回500円(当日払い)
申込み・問合せ　電子メールで
三重県アーチェリー協会事務局
（森下拓郎(　takumaru.
　archery@gmail.com)）へ
※傷害保険料は含まれておりませ
んので各自加入してください。

※運動のできる服装でお越しくだ
さい。弓具は初心者用を貸与い
たします。

※雨天時は中止または延期します。

クライミング体験会
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　372-2511　 372-2260

対　象　18歳以上の方
と　き　9月1日㈯・2日㈰10時
～12時、13時～15時
ところ　三重交通Gスポーツ
の杜 鈴鹿　クライミング場
定　員　各10人（先着順）

（第1・第2グラウンド）

年齢、

　市内在住・在学の小・

申込み　8月22日㈮までに直
接または電話でサッカー場
窓口へ

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　

392-7071　 372-2260

　8月7日㈫から先着順で受け
付け。直接水泳場窓口または
ホームページで。
◆子ども水泳教室～まだまだ
泳ぎ隊～

対　象　年長～小学生
と　き　9月4日から11月6日ま
での各火曜日16時～17時
　　9月5日から11月7日までの
各水曜日16時～17時と17時
～18時
　　9月7日から11月9日まで
の各金曜日16時～17時と17
時～18時
ところ　水泳場25メートルプール
定　員　各30人
参加料　16,200円（全10回）
◆スティラミックス教室
対　象　一般成人
と　き　9月4日、10月2日・16
日、11月6日・20日(各火曜)11
時～12時
ところ　水泳場　会議室
内　容　シンプルなエアロと
筋トレ、太極ヨガをミックス
講　師　青木さん
定　員　20人
参加料　4,250円(全5回)
◆バレトン教室
対　象　一般女性
と　き　9月7日・28日、10月
12日・26日、11月9日・16日、
12月7日(各金曜)一般クラ
ス9時45分～10時45分、マ
マクラス11時～12時(お子
さん連れ可)
ところ　水泳場スタジオまたは
水泳場会議室

内　容　フィットネス、ヨガ、バ
レエを組み合わせた有酸素
運動

講　師　田中さん
定　員　各20人
参加料　5,950円(全7回)
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前までの
お子さんと保護者
と　き　9月5日㈬11時～12時
30分、13時30分～15時

定　員　各30人
参加料　1,200円
ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMI
内　容　ベビーマッサージで
赤ちゃんとコミュニケーション
をとり、ママビクスで産後の
身体をシェイプアップ

◆ちびっこらんど～運動あそび～
対　象　3～4歳児
と　き　9月10・17・24日(各月
曜)15時15分～16時
ところ　水泳場　スタジオ
内　容　体を動かす楽しさを体
感しよう
講　師　山舗さん
定　員　15人
参加料　2,400円(全3回)

鈴鹿市民大学文芸学科
書き方講座｢創作する楽しみ｣
文化振興事業団　384-7000　 384-7755

　　ｓｉｎｃｅ-97@s-bunka.net

と　き　9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（飯野寺家町810）
内　容　山口誓子の添削に学ぶ
講　師　小林青波さん、山中
悦子さん

定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（税込）
申込み　受講希望日、住所、氏
名、電話番号をはがき、ファ
クスまたは電子メールなどで
文化振興事業団（〒513-
0802野寺家町810）へ。

※資料準備の関係上、事前申し込
みが必要です。

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　60歳以上の方　
と　き　9月4日㈫9時～16時
（雨天の場合9月11日㈫に順延）
ところ　鼓ヶ浦公民館(寺家
1-11-15)　
定　員　20人程度(応募者多
数の場合は調整)
受講料　無料
申込み　8月6日㈪から24日㈮
までに、電話で鈴鹿市シル
バー人材センターへ

○市民税・県民税…2期
○国民健康保険料…2期
【納期限は8月31日㈮です】

の8 月 納税 納付・



児童虐待の疑いに

気付いたら通告を

教育支援課　382-9055 　382-9053　

kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　382-9011 　382-2214　

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　6月 1日、三重県が「平成 29
年度の児童虐待対応件数」を公表
しました。新聞での記事を読まれ
た方も多いと思います。それによ
ると、平成 29年度の三重県内の
児童相談所における児童虐待対応
件数は、1,670 件（前年度比
127.5％、360 件増）で、過去最
多件数となりました。
　児童虐待はその種類によって、
①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な
扱い、子どもの目の前で家族に対
して暴力をふるうなど）②身体的
虐待（殴る、蹴る、投げ落とす、
激しく揺さぶるなど）③ネグレク
ト（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
の中に放置するなど）④性的虐待
（子どもへの性的行為、性的行為
を見せる、ポルノグラフィの被写
体にするなど）に分類されます。
　今回の公表による「相談の特徴」
として県は、「すべての相談件数
が増加している中、平成 28年度
に引き続き、心理的虐待の件数が
最多となっている。これは、配偶
者に対する暴力（ＤＶ）がある家
庭における児童について、心理的
虐待として通告する事例が増加し
てきたことなどによるものと考え
られる」としています。虐待とは、
殴ったり蹴ったりすることだけで
はないのです。
　激しい夫婦喧嘩の声や音、毎日
のように聞こえてくる子どもの泣
き声、顔や体の傷跡、毎日同じ汚
れた服装、栄養が足りない様子な
ど、違和感を覚えたら、そんなと
きは、躊躇せず、鈴鹿市の子ども
家庭支援課や児童相談所、緊急の
場合は警察などに連絡してくださ
い。
　あなたの善意が一人の子どもを
救うことにつながります。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

夏にぴったり！冷た～いデザート本

　子どもから大人まで幅広く過ご
していただける憩いの場「図書
館」。今回は暑い日にもってこい
の「冷たいデザートの本」をご紹
介します。

『冷たいデザートの本』
（下迫綾美／著　枻出版）

　ゼリー、プリン

、ババロア、ムー

スなど、人気の冷

たいデザートを、

おうちで手軽にお

いしく作れるよう

にアレンジ。特別

な型は使わず、身近なバットやカッ

プで作れるレシピを厳選して紹介す

る。

『人気店に教わる極上かき氷』
（枻出版）

　いちごのかき氷

、氷宇治金時、ミ

ルクティーかき氷

…。行列のできる

人気店が、おうち

でもおいしく作れ

るかき氷のレシピ

を伝授。かき氷作りの基本や、かき

氷がおいしく見えるカップコレクシ

ョンも収録する。

【紹介文は株式会社図書館流通センター

の書誌詳細より引用】

　暑い日が続き、アイスクリーム
やかき氷など、冷たいデザートを
食べる回数が増えた方も多いので
はないでしょうか。コンビニで
買ったり、カフェやレストランで
食べるデザートもおいしいです
が、今年はご自分でデザート作り
にチャレンジしてみませんか。
　おうちで作った冷たいデザート
を食べて、暑い夏を乗り切りま
しょう。
※冷たい物の食べすぎ・飲みすぎに

はご注意ください。

GT カーがまちにやって来る !

「鈴鹿モータースポーツ

フェスティバル」

　この夏、新たに始まる 4 輪耐

久レースの「鈴鹿 10 時間耐久レ

ース（鈴鹿 10H）」（8 月 24 日

～ 26 日 鈴鹿サーキット）は、

世界の GT カーが一堂に会する

注目の大会です。そして、レース

以外に見逃せないのが開幕前日（

8 月 23 日）に行われる「鈴鹿モ

ータースポーツフェスティバル」

です。

　鈴鹿 10H に参加する GT カー

が、鈴鹿サーキットからイオンモ

ール鈴鹿までの通称“サーキット

道路”をパレードするほか、メイ

ン会場のイオンモール鈴鹿では、

公開車検や地元のレーシングマシ

ン展示、フリースタイルモトクロ

スなどイベント満載。パレードで

声援を送ったり、イベントを楽し

んだり、はたまた「パレードサポ

ーター」として支えたり…。モー

タースポーツのまち・鈴鹿にふさ

わしい一日になりそうです。

　皆さん一緒に「鈴鹿モータース

ポーツフェスティバル」で盛り上

がりましょう。

※写真はイメージです

■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

　今回は、鈴鹿国定公園 50 周年を

記念して特集を組みました。半世紀

もの間、大切に守られ育まれてきた

自然や景観。これらがこの先も貴重

な財産であり続けるために、人間の

エゴで汚したり、壊したりしないよ

うにしたいものです。

　さて、今回の特集にあたり、取材

で入道ヶ岳に 3 回登りました。初め

ての登山は 4 年前で、鈴鹿市職員山

岳救助隊員として訓練で登った宮指

路岳でした。新品の登山靴を履き、

滑落しないよう必死だったことを今

でも鮮明に覚えています。

　今回の取材では、ゆっくり一歩ず

つ踏みしめながら、登りました。突

然飛び出してきた鹿を熊と間違え叫

び声を上げてしまうこともありまし

たが、今まで見過ごしていた植物や

景色を見つけることができました。

日常とは違う世界に登山の醍醐味を

感じ、これからも季節ごとに変わる

表情を見に行こうと思います。（一）
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