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特  集 二人の偉人二人の偉人

表紙写真
　女帝エカテリーナ 2世に拝謁を果たす大黒屋光太夫。扮
するのは 3月 3日の創作ミュージカル公演に向けて練習に
励む白子高校の文化教養（吹奏楽）コースの生徒たちです。

　女帝エカテリーナ 2世に拝謁を果たす大黒屋光太夫。扮
するのは 3月 3日の創作ミュージカル公演に向けて練習に
励む白子高校の文化教養（吹奏楽）コースの生徒たちです。



1 白   子

光太夫、白子を出航
　1782 年 12 月 13 日、光太夫た

ちは神昌丸に米などを積み込み、江

戸に向かいました。しかし途中で嵐

に遭い漂流を余儀なくされます。
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アムチトカ島

　日本が明治維新へといたる大きな
転換は、ペリー来航より約 60 年前に
遡ります。大黒屋光太夫らを送還す
ることを理由に、通商を求めるため
ロシア船が根室に入港した「ラクス
マンの来航」は、異国から開国を求
められた最初の事件であり、日本は
ここから開国への道を歩み始めまし
た。
　今年は、明治維新から 150 年。歴
史の転換点に立ち会った鈴鹿の偉人
大黒屋光太夫を、改めて紹介します。

明治維新
150年

開国の道を拓いた
大黒屋光太夫
開国の道を拓いた
大黒屋光太夫

アムチトカ島
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カムチャッカ半島

カムチャッカへ脱出

   漂着したアムチトカ島で次々と

仲間を失いますが、4 年後、ロシ

ア人と協力して船を作り、カム

チャッカ半島に渡りました。

大黒屋光太夫ら
神昌丸一行の軌跡
大黒屋光太夫ら
神昌丸一行の軌跡

イルクーツク

シベリアを行く光太夫
　極寒の中、イルクーツクにたど

り着いた光太夫たちは、帰国の許

可を求めましたが断られます。し

かし、この地で出会ったキリル・

ラクスマンに助けられ、さらに西

へ向かいます。

4 ペテルブルグ

エカテリーナ２世に拝謁
　ペテルブルグに到着した光太夫

は、ロシア皇帝エカテリーナ２世

に拝謁します。エカテリーナ２世

は、光太夫の帰国を許可し、日本

に開国を迫りました。
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根室に来航したロシア船

根  室

　日本に来航した初めての黒船は、

光太夫を乗せたロシア船でした。

当時の人々は驚きを持って迎え入

れました。

江  戸6

ロシア語を披露する光太夫
　帰国した光太夫は、江戸でロシ

ア語を教えたり、海外情報を伝え

たりするなど、日本に新しい知識

をもたらしました。

大黒屋光太夫は若松出身の船
頭で、1782 年に 17人の乗

組員とともに、神昌丸で出航しま
した。江戸への航海中に嵐に遭っ
た神昌丸は、7カ月もの間漂流し、
ようやく漂着したのがアリュー
シャン列島の小島。冬の寒さや飢
えで乗組員が次々と命を落として
いきますが、そのような状況の中
でも、決して光太夫は帰国を諦め
ませんでした。
　シベリアを横断し、当時のロシ
アの首都ペテルブルグにたどり着
いた光太夫は、女帝エカテリーナ
2世に拝謁を果たし、ようやく帰
国が許されます。
　多くの仲間を失いながらも 10
年の歳月を生き抜き、1792 年の
秋に北海道の根室へ帰国を果たし
た光太夫。
　光太夫の帰国を機に、徳川幕府
が築いてきた泰平の世に「開国」
のくさびが打ち込まれ、明治維新
へと続く激動の時代へと時計の針
が動き出すのです。



記念館で光太夫に出会う記念館で光太夫に出会う
大黒屋光太夫の出身地の若松。港に
近いこの地に建つ大黒屋光太夫記念
館では、光太夫に関する貴重な資料
が多く保管・展示されています。今回、
代田学芸員が、記念館をナビゲート
します。

文化財課 学芸員 代田美里

ナビゲーター

時代を生き抜いた光太夫時代を生き抜いた光太夫

　光太夫は、運命に翻弄されなが
らも諦めず、逆境の中で模索し、
前向きに行動しました。生き残る
手段としてロシア語を覚えたり、
帰国許可を求めて何千キロもの旅
をしたり、さらには極限状態の中
で、部下をまとめ上げた手腕は「凄
い」の一言です。そんな光太夫だっ
たから生きて帰って来られたので
しょう。
　光太夫が初めて日本にもたらし
たものは、実はスケートや紅茶な
ど、今では私たちの生活に定着し
ているものがたくさんあります。
海外の情報が珍しかった江戸時代
では、江戸幕府をはじめ、大名や
蘭学者、町人に至るまで、光太夫
が伝えた西洋の文化が与えたイン
パクトはとても大きいものでした。

光太夫を伝える記念館光太夫を伝える記念館

　光太夫の故郷・若松に建つ記念
館では、光太夫をさまざまな視点
から知っていただくため、季節ご
とに展示替えを行っています。
　白子廻船の船頭であり、日本の
外交史に大きな影響をあたえた漂
流者であり、そして西洋文化の伝
道者でもあった光太夫。そんな光
太夫の偉大な功績の数々をご覧い
ただくことができます。

出迎える光太夫出迎える光太夫

　記念館の入り口で皆さんを出迎
えるのは、光太夫の銅像です。毛
織の帽子にステッキを握り、胸に
はエカテリーナ２世からもらった
金メダル。当時の人びとは、この
いでたちで帰国した光太夫を見て
、大変驚いたことでしょう。
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　展示室には約 60 点の展示物　　

光太夫が書いたロシアの文字　　光

太夫の肖像画（左）　　松前の町を行

くラクスマン一行。右から 2 人目が

光太夫。左端がラクスマン（「漂流人

帰国松前堅之図」　鈴鹿市蔵より）
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光太夫直筆のロシア文字は必見光太夫直筆のロシア文字は必見

　収蔵品の中でも、注目していた
だきたいのは、光太夫直筆のロシ
ア文字です。光太夫は、帰国後、
ロシア語を教えたり、ロシアの辞
書を作る協力をしたりしましたが
、求めに応じてロシアの文字を書
くこともありました。異国の情緒
が漂うロシア文字は当時の人にと
って大変珍しかったのです。記念
館には、光太夫直筆のロシア文字
を多数収蔵しています。光太夫の
芸術的な筆さばきを、ぜひご覧く
ださい。

光太夫を愛し研究した
亀井高孝特別展

光太夫を愛し研究した
亀井高孝特別展
かめ い たか  よし

亀井高孝

　亀井高孝（1886-1977）は、
光太夫に魅せられ、半世紀以上に
わたって追い続けた光太夫研究の
第一人者です。それまでほとんど
世に知られていなかった「北槎聞
略」に価値を見いだし、光太夫の
業績を一般の人にもわかりやすく
紹介しました。
　亀井高孝の遺した資料が当市に
寄贈されたことを記念して、12
月 24日㈪まで特別展を開催中で
す。亀井高孝が惚れ込んだ光太夫
の魅力に触れていただきたいと思
います。

北槎聞略北槎聞略
ほく さ ぶんりゃく

   光太夫から聴取した内容をまとめ

たロシアの地誌・見聞録

大黒屋光太夫記念館

所 在 地 若松中一丁目 1- 8

利用時間 10 時～ 16 時

休 館 日 月・火曜日、第 3 水曜日

（ただし、月曜日のみ休

日の場合は開館）年末

年始（12 月 28 日～

1 月 4 日）

入 館 料 無料



明治維新
150年

和歌を革新した
佐佐木信綱
和歌を革新した
佐佐木信綱

若かりし頃の信綱若かりし頃の信綱

生家から卯の花を望む生家から卯の花を望む 敷地内に立つ歌碑敷地内に立つ歌碑

　明治維新をきっかけに西洋の文化
が次々と流入した時代。西洋詩が流
行し、和歌の革新を唱える声が高ま

る中、この運動に
参加し、多くの
人々へ和歌の普及
を目指。したのが
石薬師町出身の佐
佐木信綱でした。
　佐佐木信綱の魅
力を、畠学芸員が
ナビゲートしま
す。

ナビゲーター
文化財課 学芸員

畠　一穂

✿和歌を広めた信綱

　明治中期、西洋の詩に対して和
歌の表現には限界があるとされて
いましたが、信綱は西洋詩を否定
するのではなく、雑誌『心の花』
の創刊などによって人々に和歌を
広め、歌人たちにはそれぞれ独自
の作風を奨励することで、表現の
多様性を確保しようとしました。
　明治は、個人の自由の確立が求
められた時代でした。和歌におい
てその理想を追求したのが、佐佐
木信綱でした。

『心の花』創刊号

✿信綱を伝える
　　　　佐佐木信綱記念館
　昭和 45 年に開館した記念館
は、佐佐木信綱の生家や土蔵、石
薬師文庫、資料館から構成されて
います。登録有形文化財である生
家や土蔵は、明治元年に建てられ
たもので、かつての東海道筋の町
並みがしのばれます。
　資料館には、信綱やその門下の
短冊や色紙、掛け軸、書簡、写真
などを展示しています。

✿記念館の見どころ所

　信綱を中心に創刊された雑誌が
『心の花』で、歌人たちの自由な
交流を目指しました。和歌の革新
運動が収まって以降は、広い題材
と深い意義、自由で独自な作風の
追求をモットーに、個性豊かな歌
人たちを世に送り出しました。
　記念館では、『心の花』創刊号
や歌人たちの系図を展示していま
す。信綱から始まるその長い歴史
を感じていただければと思いま
す。
　また、今年度は『心の花』の創
刊 120 周年にあたります。これ
を記念して『心の花』から出た歌
人・川田順や柳原白蓮、前川佐美
雄らを紹介します。
　自由に独自の作風を求めた歌人
たち。明治から昭和にわたる彼ら
の歩みを、ぜひご覧ください。

佐佐木信綱記念館
所 在 地　石薬師町 1707-3

利用時間　9 時～ 16 時 30 分

休 館 日　月曜日、第 3 火曜日（た

だし休日の場合は翌日）

年末年始（12 月 28 日～

1 月 4 日）

入 館 料　無料

平成 30 年 
佐佐木信綱記念館特別展

～信綱と『心の花』の歌人たち～～信綱と『心の花』の歌人たち～

展示される『心の花』歌人の歌集展示される『心の花』歌人の歌集

川田順『伎芸天』

（竹柏会 1918）

柳原白蓮『踏絵』

（竹柏会 1915）木下利玄『一路』

（竹柏会 1924）

と　　き 11 月 7日㈬～ 12月 16日㈰
展示解説 11 月 17 日㈯　10時 30分から
　　　　 12 月 8 日㈯　14時 30分から

今回の特集に関する
ご意見・ご感想は文化財課
382-9031 　　382-9071
bunkazai@city.suzuka.lg.jp



Machikado Shot

市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング
ま ち

8 月 31 日 ( 金 )

　今年度 2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、平成 30年度野生
生物保護功労者表彰で環境大臣賞
を受賞された鈴鹿高等学校自然科
学部の皆さんと「私たちの自然を
いつまでもみんなで守るために」
をテーマに、意見交換を行いまし
た。自然環境保全の普及啓発のた
めの取組みや活動、課題について
活発に話し合われました

2018Ｆ１日本グランプリ
市民応援席から歓迎のエール

10 月 7 日 ( 日 )

　鈴鹿での開催が 30回目となる
2018Ｆ１日本グランプリにおい
て、今年もＳ字コーナー付近に鈴
鹿市民応援席が設置され、国内外
から訪れた皆さんを「WELCOME 
TO SUZUKA」を描いたビッグフ

ラッグで出迎えました。この応援
席をはじめとするさまざまな「お
もてなし」は、会場だけではなく
市内各所で行われ、訪れる皆さん
から好評をいただいています。

秋の夜空に映える
大輪の花火

これぞ錦秋花火！
10 月 8 日 ( 月・祝 )

　今年で 12回目となる錦秋花火
大会が池田町町民会館で行われま
した。秋風が心地よい中、澄み渡っ
た夜空に約 2,000 発の花火が打
ち上げられ、鮮やかな大輪の花火
に歓声と拍手が沸き起こりました。

動画



お断りします

とき／12月1日㈯から火曜日コース・
土曜日コース10時～11時50分(全12
回)　ところ／華賀きもの学院内　
内容／手持ちの着物で、自装や他
装を習得します。　料金／8,640円
(全12回)　申込み／電話で

ろ／男
木の

ッキングなど　午
ゲームなど　

参加料／無料　※有料の体験コーナー

とき／11月25日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／アルヴァマー序曲・千と千尋
の神隠し・ピンクレディーメドレーほ
か　入場料／無料　※ご家族で
お越しください。

とき／11月18日㈰　集合／近鉄平
田駅9時35分　内容／東海道を歩

ｋｍ)　参加料／200円　
雨天時は11月25

とき／11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待つ親
を中心とした集まりです。お子さん
の気持ちに寄り添ってあげましょう。
連絡をお待ちしています。

内容／11月15日㈭14時から音楽
16日㈮

「誰より金を愛す」の
介護相談ほか　ところ

／男女共同参画センター　参加料
／無料　※両日作品展も行います。

とき／11月10日㈯①10時～11時30分②13時
30分～15時　ところ／鈴鹿友の家(土師町
464-2)　内容／家計簿のある生活の提案や、
限られた収入の中で心豊かに生活するヒントを
お伝えします。　参加料／300円　託児／200円
(要予約)　申込み／電話または電子メールで

とき／11月25日㈰14時～16時　
センター　

内容／簡易的な土壌診断の実施。
受講生それぞれの土を自ら診断しま
　講師／板坂康行　参加料／

対象／一般　とき／11月25日㈰
13時～16時　ところ／文化会館調
理室　参加料／1,000円(材料費)　
定員／10人程度(先着順)　申込
み／電話で

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
ろ／鈴鹿

商工会議所別館会議室　内容／生活が
トを同じ母親目線でお伝え

　参加料／1,000円　申込み／

とき／11月28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
つらい腰痛の改善と予防　講師／
中世古高伸さん　参加料／200円

民族衣裳着付同好会
儀賀　386-3827

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

下野和子　370-4620 鈴木利昭　080-1611-9264 つぅの会
保井　090-4185-1514

鈴鹿友の会　眞鍋 　384-5567
　suzukatomonokai@gmail.com

鈴鹿市生活学校
渥美　372-0862

　090-1632-3694  　  tyaru0401@yahoo.co.jp
すずか生涯学習インストラクターの会　事務局(一尾)
　090-8864-0211　　tka-ichi@mecha.ne.jp

着付けを習って
着て楽しみましょう

第24回かるがも演奏会
(吹奏楽)

鈴鹿不登校を考える
親の会

鈴鹿友の会
家事家計講習会

自然農法セミナー 家族も喜ぶ
おもてなし料理教室

将来の不安が安心になる
思春期の関わり方講座

第3回
アンチエイジング講座

（金・
11時～15時　ところ／市民会館　内

民謡など)　
入場料／無料　※10年ぶりに開催しま

とき／12月9日㈰10時～16時　ところ／男
女共同参画センター　内容／午前：木の
実のリース作り、親子クッキングなど　午
後：ダンス、コーラス発表、ゲームなど　
参加料／無料　※有料の体験コーナー
あり（200円程度（材料費））

関心のある方どなた
でも　とき／11月14日㈬13時30分～15
時30分　ところ／牧田コミュニティセン

介護
家族との交流　参加料／会員100円、

とき／11月18日㈰　集合／近鉄平
田駅9時35分　内容／東海道を歩
こう6(11ｋｍ)　参加料／200円　
※初参加者歓迎、雨天時は11月25
日㈰

とき／11月29日㈭10時～14時30分　とこ
ろ／四日市市文化会館　内容／現場を離
れている方の職場復帰を助けるための体

電子
就業相談などを行いま

　参加料／無料　※子どもの同伴可

とき・内容／11月15日㈭14時から音楽
療法「歌って元気になろう」、16日㈮
13時から映画「誰より金を愛す」の
上映、年金・介護相談ほか　ところ
／男女共同参画センター　参加料
／無料　※両日作品展も行います。

日曜日14時～15時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション(阿古曽14－28)　内容／辞書を

「男
　参

とき／11月25日㈰14時～16時　
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。
受講生それぞれの土を自ら診断しま
す。　講師／板坂康行　参加料／
300円

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

気軽に

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
／11月26日㈪10時～12時　ところ／鈴鹿
商工会議所別館会議室　内容／生活が
楽になるヒントを同じ母親目線でお伝え
します。　参加料／1,000円　申込み／
前日までに電話または電子メールで

藤間勘泰院　　386-0577 桑原千香子
　090-6092-6701

下野和子　370-4620 鈴木利昭　080-1611-9264

三重県看護協会　三重県ナースセンター 鈴鹿年金者組合
勝谷　 387-0383

自然農法研究会
　378-0041

三重県スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694  　  tyaru0401@yahoo.co.jp

チャリティ舞踊会 新婦人まつり

家族の会のつどい 鈴鹿市民歩こう会

第15回  健康セミナー ナースカフェin四日市 すずか年金者
いきいきまつり

自然農法セミナー
第5講

将来の不安が安心になる
思春期の関わり方講座

(企業・自営業者の活動を含む)。

／青少年の
森運動場　内容／運動の苦手な方でも2本の

ツです。
　※毎週木曜日

12時まで桜の森公園でも行います。　

対象／どなたでも　とき／11月23日（金・
祝）11時～15時　ところ／市民会館　内
容／日本舞踊(古典、小曲、民謡など)　
入場料／無料　※10年ぶりに開催しま
す。ぜひお越しください。

とき／11月7日㈬～9日㈮各日10時
イオンモール鈴鹿

イオンホール　内容／大菊の競技、
・中

リティ販売をしま

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／11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／会員100円、
一般200円、本人無料

とき／11月18日㈰　集合／近鉄平

こ

日㈰

／12月8日㈯
ろ／鈴鹿回生病

院研修棟3階　内容／健康について
レッチな

ど　参加料／無料　申込み／不要

とき／11月29日㈭10時～14時30分　とこ
ろ／四日市市文化会館　内容／現場を離
れている方の職場復帰を助けるための体
験学習イベントです。看護技術演習、電子
カルテ操作体験、就業相談などを行いま
す。　参加料／無料　※子どもの同伴可

と

3時30分～
ーナ内)　

しよ
　参加料／1,000円(保険料含む)　申込

住所・

とき／毎週金・土・日曜日14時～15時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション(阿古曽14－28)　内容／辞書を
片手に、クロード・ルルーシュ監督の「男
と女」のシナリオを読み解きます。　参
加料／1回500円　申込み／電話で

とき／11月25日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティ

対象／発達障がい児の親など　と
き／12月11日㈫10時から　ところ／
文化会館第4研修室　講師／正木
淑子さん(若者サポートステーショ
ン)　参加料／1,000(弁当付)　申

とき／11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
曜日の午後に行っています。気軽に
体験してください。

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/ 藤間勘泰院　　386-0577

下野和子　370-4620 鈴木利昭　080-1611-9264

健康管理センター　 375-1300
三重県看護協会　三重県ナースセンター

　059-222-0466

　059-227-0470 　059-224-4311
大嶋（翻訳家）
 　090-1140-5822

　sas.tanpopo@gmail.com
三重県スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部

内田　 090-1622-1843

ノルディックウオーキング 藤間勘泰院
チャリティ舞踊会

第22回  鈴鹿菊花大会 認知症の人と
家族の会のつどい

第15回  健康セミナー ナースカフェin四日市

中国武術チャンピオンの フランス語に
挑戦しませんか

スポーツ吹矢を
楽しみませんか

将来の不安が安心になる

(企業・自営業者の活動を含む)。

とき／11月11日㈰9時～12時　ところ／青少年の
森運動場　内容／運動の苦手な方でも2本の
ポールを使って歩くレクリエーションスポーツです。
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／11月7日㈬～9日㈮各日10時
～18時　ところ／イオンモール鈴鹿
イオンホール　内容／大菊の競技、
特作花壇の設営展示のほか、小・中
輪菊の小鉢をチャリティ販売をしま
す。　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／12月8日㈯
13時30分から　ところ／鈴鹿回生病
院研修棟3階　内容／健康について
の講話、各種計測、簡単ストレッチな
ど　参加料／無料　申込み／不要

対象／4歳以上　とき／1月13日㈰13時30分～
15時　ところ／三重武道館(サオリーナ内)　
内容／カンフーで武術の基本をマスターしよ
う。　参加料／1,000円(保険料含む)　申込
み／11月20日㈫から12月21日㈮までに、住所・
氏名・生年月日・電話番号をファクスで

対象／発達障がい児の親など　と
き／12月11日㈫10時から　ところ／
文化会館第4研修室　講師／正木
淑子さん(若者サポートステーショ
ン)　参加料／1,000(弁当付)　申
込み／前日までに電子メールで

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/

鈴鹿菊花会
森　379-0729

鈴鹿回生病院
健康管理センター　 375-1300

三重県武術太極拳連盟
　059-227-0470 　059-224-4311

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

ノルディックウオーキング
体験会

第22回  鈴鹿菊花大会

第15回  健康セミナー ナースカフェin四日市

中国武術チャンピオンの
カンフー体験会

グレーゾーンの
若者の就労支援

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 )。
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上下水道事業の経営状況

上下水道事業の

経営状況をお知らせします

上下水道総務課

368-1696 　368-1688

jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp

　上下水道局では、上下水道事業を
将来にわたって安定的に継続してい
くために、「上下水道事業経営戦略（計
画期間：2017 年度～ 2026 年度）」に
基づき経営しています。今回は、20
17 年度の水道事業と下水道事業の経
営状況をお知らせします。

水道事業水道事業

投資状況
　南海トラフ地震などの大規模災
害時にも安定的に水道水を供給で
きるよう、基幹管路と水道施設の
耐震化を投資目標としています。
　2017 年度は、算所、旭が丘、
稲生地域を中心に水道管の耐震化
を行い、基幹管路の耐震化率は
40.6％になりました。また、住
吉配水池の更新（耐震化）工事に
も着手しました。震化）工事にも着手しました。

投資目標（2026年度）2017年度実績値

基幹管路の
耐震化率

水道事業の投資

水道施設の
耐震化率

40.6％

送
水
場
配
水
池

78.8％

44.5％

49％

84％

96％

財政状況
　中長期的に健全な経営を行える
よう、計画期間を通して一事業年
度の支払のために必要な運転資金
の確保と、一人当たり企業債残高
の現状維持を財源目標としていま
す。
　2017 年度は、企業債を多く発
行したため、計画値に比べ企業債
残高が多くなったことに伴い、運
転資金も多くなりました。
転資金も多くなりました。

水道事業の財源

※（）内の数字は、企業債残高

財源目標（2026年度）2017年度実績値

運転資金

一人当たり
企業債残高

23億円

73.9千円/人
（148.2億円）

72千円/人以下を維持
（129億円）

約15億円以上を維持

下水道事業下水道事業
投資状況

　公共下水道事業は、汚水処理施
設の新規整備や下水道処理人口普
及率の向上を投資目標としていま
す。2017 年度は、牧田、玉垣地
区などを中心に整備を進め、累計
整備面積は 2，108.4ha、下水道
処理人口普及率は 56.4％になり
ました。
　農業集落排水事業は、既に施設
整備が完了していることから、維
持管理費用の平準化を投資目標と
しています。2017 年度の維持管
理費用は、おおむね計画どおりで
した。

公共下水道事業の投資
投資目標（2026年度）2017年度実績値

累計整備面積

下水道
処理人口普及率

2,108.4ha

56.4% 70%

2,649ha

財政状況
　公共下水道事業は、経費回収率
（※）の向上と基準外繰入金の抑
制を財源目標としています。
2017 年度は、計画値とおおむね
同程度の水準でした。
　農業集落排水事業についても、
経費回収率の向上と基準外繰入金
の抑制を財源目標としています。
2017 年度は、計画値に比べ良好
な値となりました。

※処理費用がどの程度使用料収入で賄えているかを表す指標

した。

農業集落排水事業の財源
財源目標（2026年度）2017年度実績値

経費回収率 43.3％ 58％

公共下水道事業の財源
財源目標（2026年度）2017年度実績値

経費回収率 67.2％ 85％
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正しい１１９番通報

正しい 119 番通報を

心掛けましょう

情報指令課

382-0500　　369-0326

johoshirei@city.suzuka.lg.jp

　消防に対する正しい理解と認識を
さらに深めるとともに、防火防災意
識の高揚、地域ぐるみの防災体制の
確立に役立てることを目的として、
11 月 9日を「119 番の日」としてい
ます。迅速で的確な消火・救急活動
につなげるため、正しい 119 番の通
報を心掛けましょう。

慌てず情報を伝えましょう

　119 番通報をするような事態
でも、「慌てずに通報できるから
大丈夫」と思われているかもしれ
ませんが、目の前で火事が発生し
たり、家族が病気になってしまう
と気が動転し、正しい情報を伝え
ることができずに消火活動や救急
活動が遅れるケースが多く発生し
ています。
　出動するために必要な情報は、
オペレーターがお聞きします。迅
速な対応のために、聞かれた内容
を落ち着いて答えましょう。

情報指令課

119 番通報を素早く聴取し、緊
急出動させています

次の内容をお聞きします

1 火事ですか救急ですか

　「火事です」または「救急です」

とはっきり伝えましょう。

2 場所はどちらですか

　住所は正確に詳しく伝えましょ

う。また、目印となるビルや公園、

交差点の名前などを伝えましょう。

3 どのような状況ですか

　「○階建てのビルの△階が火事で

す」など、何が（誰が）どうしたか

を正確に分かりやすく伝えましょう。

4 氏名・連絡先を教えてください

　「私の名前は、○○です。電話番号

は、△△△－□□□□です」と通報

者の連絡先を明らかにしましょう。

119 番は火災や救急などの
緊急通報ダイヤルです
　「今から診てもらえる病院はあ
りますか」や「サイレンの音が
聞こえるけど、どこが火事です
か」といった問い合わせのほか、
間違いやいたずらによる 119 番
通報が後を絶ちません。
　119 番通報は、消火活動や救
急救助活動を必要としている人
のためのものです。緊急のとき
以外は、次の問い合わせ先に連
絡してください。
　皆さんの適正な利用をお願い
します。

火災・災害などの出動状況を知りたい場合

火災問い合わせテレホンサービス

382-3412

救急車を呼ぶほどでない急な病気やけがの場合

救急医療情報センター

059-229-1199

　消防署・消防本部各課に連絡したい場合

消防本部代表

382-0500　383-1447
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児童虐待・DV防止

児童虐待・DV を

許さない社会を

目指しましょう

子ども家庭支援課

382-9140 　382-9142

kodomokateishien＠city.suzuka.lg.jp

　11 月は児童虐待防止推進月間、

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。ど

んな理由があっても暴力は許されま

せん。暴力を許さない社会を目指す

ために、虐待やＤＶについて、改め

て考えましょう。

児童虐待とは ?
　「児童虐待の防止等に関する法
律」では、次の 4つを虐待と定
めています。

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激

しく揺さぶる、やけどを負わせるなど

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見

せるなど

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

「しつけ」という名の暴力に
なっていませんか ?
　「しつけ」と称して、叩いたり
怒鳴ったりすることは、子どもの
行動を正すために効果があるよう
に見えますが、その行動は叩かれ
た恐怖によるものであり、自分で
考え行動した姿ではありません。
親が愛のムチと思っていても、子
どもにとっては大人から叩かれる
という「怖いだけ」の体験なので
す。また、体罰を受けた子どもは、
のちに親子関係の悪化、反社会的
行動や攻撃性の増加など、望まし
くない影響が表れる場合がありま

あなたの電話一本で救われる
子どもがいます

　「虐待」は特別な家庭や環境だ
けで起こるものではなく、身近な
ところで起きている可能性もあり
ます。通報することは虐待してい
る人を告発することではなく、そ
の家庭への支援の第一歩となりま
す。通報元が相手方に明かされる
ことはありません。どうか迷わず
に次の番号へ連絡してください。

ドメスティックバイオレンス
（ＤＶ）とは

　「配偶者や恋人など親密な関係
にある、またはあった者からふる
われる暴力」という意味で使用さ
れることが多く、次の 5つの形
態に分けられます。男性が被害に
遭う場合もありますが、被害者の
多くは女性です。

身体的暴力
殴る、蹴る、髪を引っ張る、首を絞

めるなど

精神的暴力
大声で怒鳴る、無視する、心ない言

動で心を傷つけるなど

経済的暴力
生活費を渡さない、外で働くこと

を妨害するなど
性的暴力

嫌がっているのに性的行為を強要

する、避妊に協力しないなど
社会的隔離

自由に外出させない、交遊関係を

制限するなど

暴力のサイクルに
陥っていませんか？
　DVにはサイクルがあるといわ
れます。加害者は暴力をふるった
あとに、一転して「二度としない」
と何度も謝ったり、優しくしたり、
といった行動をとることがあり、
その様子に被害者は「今度こそ変
わってくれるかも」「これが本当
の彼だ」などと考えてしまいます。
しかし、それも長くは続かず、ま
たイライラと不機嫌になり、暴力
が始まるというサイクルが繰り返
されます。

一人で悩まないで
　DVは犯罪です。暴力はいかな
る理由があっても、決して許され
るものではありません。自分自身
や子どもの安全・将来のことを第
一に考え、一人で抱え込まず、ま
ずは相談してください。
　また、身近な人がパートナーか
らの暴力で悩んでいる場合、それ
はDVだと伝え、相談機関へ連絡
するよう勧めてください。
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人事行政運営状況
市の人事行政の運営状況を

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・給与について、
その状況をお知らせします。

職員数に関する状況

◆新規採用者数◆新規採用者数
(単位：人) (単位：人)

事務 ( 一般 )
技術 ( 土木 )
技術 ( 建築 )
保 育 士
保 健 師
看 護 師
幼稚園教諭
消 防
労務(調理員)

合 計

30
6
1
3
3
1
1
8
2

55

(11)
(1)
(0)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(2)

(23)

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成29年度
（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

事務 ( 一般 )
技術 ( 土木 )
保 育 士
保 健 師
幼稚園教諭
消 防
労務(調理員)

合 計

20
7
14
3
2
5
2

53

(9)
(0)
(13)
(3)
(2)
(1)
(2)

(30)

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成30年度
（平成30年4月1日採用）

◆再任用職員の状況 ( 平成 30 年 4 月 1 日現在 )
(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
1
0
0
2

3
0
0
0
3

14
4
6
1
25

65
12
3
7
87

83
17
9
8
117

※フルタイム勤務は、週38時間45分勤務で、短時間勤務は週15時間
30分～31時間勤務です。
※新規は平成30年度からの再任用職員数です。

◆再任用職員の状況(平成30年4月1日現在)

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
上下水道局
合 計

( 単位：人 )

◆退職者数 ( 平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 )
(単位：人)

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
25
4
7
2
38

10
0
0
2
12

4
0
0
0
4

39
4
7
4
54

9
1
1
1
12

◆退職者数(平成29年4月1日～平成30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

( 単位：人 )

◆部門別職員数（平成 30 年 4 月 1 日現在）
(単位：人)

区　　　　分 職　員　数 平成30年度の職員数の増減状況
部　　　　門 平成30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

893
11
248
66
267
84
1
31
18
167
371
168
203
162
67
43
52

1,426

平成28年 平成29年

890
9

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

1,427

886
9

248
66
259
86
1
31
19
167
374
169
205
164
67
44
53

1,424

7
2
0
0
8

△2
0
0

△1
0

△3
△1
△2
△2
0

△1
△1
2

子育て支援業務の増加、組織の見直し

※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30年4月1日現在） ( 単位：人 )

人件費の状況
（平成 29 年度普通会計決算）

住民基本台帳人口
（平成29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28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

21.0％19.7％12,324,621千円940,525千円62,632,532千円200,435人

給与の状況
（平成 30 年 4 月 1 日現在）

◆初任給および経験年数別・
学歴別平均給料月額

円 円 円 円

円 円 円151,500 161,400 233,100 円276,000 円307,700

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

185,800 197,200 274,100 307,700 円361,700

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

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

0.9
0.9

1.8

期 末 手 当・勤 勉 手 当

44歳2月 合 計

区　　分

一般行政職

教 育 職 351,953

平均年齢

325,182 41歳7月

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
◆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％）　

◆扶養手当、住居手当、通勤手当
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。

※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

子以外の扶養親族 円6,500
子 円10,000

各

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

◆退職手当

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

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29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。

各 円加算

月分

月分

月分47.7090

33.27075

47.7090

円

早期退職
･定年

22,185 710

円

20,969

平　　均
平成29年度

平均支給額

自己都合等

最高支給限度額 円

円

最高支給限度額 円

月分

月分

月分47.7090

28.0395

39.7575

【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://ww
w.city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/jinjigy
osei/index.html）でご覧いただけま
す。
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バルーンフェスティバル

鈴鹿バルーン

フェスティバル 2018 が

開催されます

地域資源活用課
382-9020 　382-0304

chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　27 回目となるバルーンフェスティ
バルが開催され、鈴鹿の秋の空を彩
ります。競技飛行や係留飛行（搭乗
体験）のほか、家族で楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。

イベント一覧イベント一覧

　詳しくはチラシ、市ホームページ

トピックス、または鈴鹿バルーンフェ

スティバル公式ホームページをご覧

ください。詳しくはチラシ、市ホームページトピックス、または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。

■競技飛行　
と　き　23日（金・祝）～25日㈰
　　　　　6時40分から、14時30分から
　　　　（25日は、6時40分のみ）
内　容　年間5戦で行われる熱気球グランプリの
　　　　　最終戦。全国各地から集結した約30機
　　　　　の熱気球が、競技を行います。

■よしもと芸人お笑いイベント
と　き　24日㈯　12時～12時15分
内　容　卑弥呼さま～！の
　　　　ギャグで知られる
　　　　鈴木Ｑ太郎と松田
　　　　洋昌のツッコミに
　　　　注目です。

■バルーンイリュージョン
と　き
ところ
内　容

24日㈯　18時45分～19時15分
鈴鹿サーキット国際レーシングコース
音楽とMCに合わせて熱気球が光り輝く
バルーンイリュージョン。
幻想的な雰囲気をお楽しみください。

と　き　11月23日（金・祝）～25日（日）
　　　　6時30分～17時（25日は12時まで）

ところ　鈴鹿川河川緑地

ハイキングウォーキング

C

※23日は6時25分から開会式を行います。

※鈴鹿サーキットは、17時45分
　以降入園無料になります
　（ただし駐車料金必要）

または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。

■熱気球係留飛行（搭乗体験）
■フォトコンテスト 　　　　　　　
■すずか熱気球市民クラブＰＲ
■移住・定住相談ブース
■キャラクターガス風船
■鈴鹿市特産品＆飲食ブース
■Ｈｏｎｄａブース
■マルシェ
■ご当地キャラクター登場
■間伐材を使ったキーホルダーづくり

23日

～

25日

■公共交通ＰＲ
■植木産地ＰＲ
■ＪＡ鈴鹿の朝市（7時から）
■三重河川国道事務所車両展示
■親子ヨガ（11時～12時）
■小物づくり

23日

■おすきなドリンクをどうぞ
■高速道路事業ＰＲ
■自衛隊車両展示
■バルーンリリース（10時～11時）
■サッカー教室（11時～12時）

24日

■スポーツ鬼ごっこ（10時～12時）
■鈴鹿のコシヒカリで手作り五平餅25日

■スケッチコンテスト
■熱気球教室
■鈴鹿川の生き物展

23日

・

24日

■こども縁日　　
■ダンボールクラフト

24日

・

25日

内　容　年間5戦で行われる熱気球グランプリの
最終戦。全国各地から集結した約30機

音楽とMCに合わせて熱気球が光り輝く

幻想的な雰囲気をお楽しみください。

　　　　6時30分～17時（25日は12時まで）
※23日は6時25分から開会式を行います。

公式ホームページ
公式フェイスブック

鈴鹿バルーンフェスティバル2018
http://suzuka-balloon.jp/
http://www.facebook.com/
　　　ｓｕｚｕｋａballoon/

※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。

※当日の開催状況は左記のホーム

ページなどで確認できます。

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

※11 月 23 日（金・祝）・24 日㈯
は 6時～ 17 時、25 日㈰は 6時
～ 12 時
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財政公表～平成 30 年度上半期～

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 30 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
市　　　債
県 支 出 金
繰 入 金
地方消費税交付金
地方交付税
諸 収 入
分担金及び負担金
使用料及び手数料
そ の 他

計

28,479,251
9,798,229
5,177,400
4,707,006
3,357,805
3,300,000
2,900,000
2,599,386
1,184,687
1,000,876
1,764,610
64,269,250

16,962,217
3,223,530

0
839,165

0
2,011,957
2,076,950
325,318
486,400
541,913
1,251,193
27,718,643

59.6%
32.9%
0.0%
17.8%
0.0%
61.0%
71.6%
12.5%
41.1%
54.1%
70.9%
43.1%

61.2%
11.6%
0.0%
3.0%
0.0%
7.3%
7.5%
1.2%
1.8%
2.0%
4.5%

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
61.2%
11.6%
0.0%
3.0%
0.0%
7.3%
7.5%
1.2%
1.8%
2.0%
4.5%

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 　

25,808,100
8,154,259
7,388,067
7,283,225
4,402,848
4,164,746
2,465,215
1,660,997
1,400,000
807,844
733,949

64,269,250

9,884,736
3,932,572
2,412,321
1,576,517
1,741,371
1,910,929
1,046,261
827,148
1,301,886
378,220
319,335

25,331,296

38.3%
48.2%
32.7%
21.6%
39.6%
45.9%
42.4%
49.8%
93.0%
46.8%
43.5%
39.4%

39.0%
15.5%
9.5%
6.2%
6.9%
7.5%
4.1%
3.3%
5.1%
1.5%
1.3%

100.0%

特別会計
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。
 (単位　千円）

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

18,841,058
554,000
2,871
52,242

3,837,579

7,699,155
428,888
8,320

0
707,840

40.9%
77.4%
289.8%
0.0%
18.4%

6,882,923
400,000

37
21,972

1,530,319

36.5%
72.2%
1.3%
42.1%
39.9%

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

市税  (単位　千円）
科　 目

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

予 算 現 額
12,750,391 
12,569,006 
1,353,539 
1,217,000 
589,315 

28,479,251

収 入 済 額
7,046,236 
8,047,925 
545,219 
753,750 
569,087 

16,962,217 

執行率
55.3%
64.0%
40.3%
61.9%
96.6%
59.6%

市税 ( 単位　千円）

公金の状況

※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
11,916,249
2,517,172
443,625
2,037

14,879,083

構 成 比
80.1%
16.9%
3.0%
0.0%

100.0%

預託金融機関数
11
1

―
―
―

公金の状況

市　債
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。 (単位　千円）  (単位　千円）
つの会計があります。 よって長期にわたり債務を負うものです。

区 　 分 現 債 額

内　　
訳

 (単位　千円）

42,571,075
13,706,927
106,929

28,757,219
376,000
6,038

36.5%
72.2%
1.3%
42.1%
39.9%

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）

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
676,884.48 
3,079,452.45 
1,063,827.94 
4,820,164.87

建　　物
14,865.13 
254,164.54 
307,673.68 
576,703.35

市有財産の状況

教育財産…学校、公民館、博物館など
その他

―
―
―

区　　分
有 価 証 券 等
物 権(地上権）

現　在　高
13,529,541,289円

2,304.78㎡のうち持分100分の34  

※一時借入金は、ありません。

※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。



鈴鹿市地域づくり協議会
条例案に対する
意見募集

地域協働課　382-8695　 382-2214

　chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

　この条例は、これからの住み
よい地域づくりに向けて住民や
自治会、各団体が連携して地域
課題の解決などに取り組む地域
づくり協議会と市が協働のパー
トナーであると位置づけるため
のものです。このたびその要網
案がまとまりましたので、皆さん
からのご意見を募集します。
意見を提出できる方
　市内に在住・在勤・在学の方、
本案に利害関係を有する方、
本市に納税義務を有する方
募集期間
　11月6日㈫～12月6日㈭（当
日消印有効）
閲覧場所
　地域協働課、地区市民セン
ター、男女共同参画センター、
総務課、市ホームページ
提出方法
　件名「鈴鹿市地域づくり協議
会条例案に関するご意見」、住所、
氏名、ご意見内容を記入の上、直
接、郵送、ファクスまたは電子メー
ルで地域協働課（〒513-8701住
所不要）へ
※各地区市民センター窓口でも受
け付けます。

※提出いただいたご意見は個人が
特定されないように類型化してま
とめ、回答とともに市ホームペー
ジなどを通じて公表します。な
お、意見を提出いただいた個人に
対する個別の回答はしません。

※本案に直接関係のないご意見
は、一般的な市への意見として取
り扱います。

住生活総合調査にご協力を
住宅政策課　382-7616　 382-8188

　国土交通省が12月1日現在
実施するもので、住生活の安
定・向上に係る総合的な施策を
推進する上で、必要となる基礎
資料を得ることを目的としてい
ます。10月に実施された住宅・
土地統計調査に回答いただい
た世帯の中から一部を選び、全
国で約12万世帯を対象に行い
ます。調査の対象となった世帯
には、11月下旬からポスティン
グにより調査票を配布し、郵送
またはオンラインにより回収しま
すので、ご協力をお願いします。

住宅なんでも相談会
防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　地震の発生などに備え、住
宅に関する疑問や悩みなどを
大工さんに安心して相談してい
ただける場として開催しますの
で、気軽に相談してください。
と　き　11月20日㈫10時～
14時
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、法律関
係などの質問には対応できません。
相談者　専門の知識を有する
設計士、大工
相談料　無料
問合せ　三重県建設労働組合
　鈴鹿支部（　382-1521）

りに向けて住民や

り協議会と市が協働のパー
トナーであると位置づけるため

皆さん

在学の方、
本案に利害関係を有する方、

（当

地区市民セン
男女共同参画センター、

住所、

クスまたは電子メー

に

ご協力をお願いします。

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、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づけたり、
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（引き続き厚生年金等の被
保険者年金に加入される方、
または480月満了の方を除く）
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印、身分証明証
問合せ　津年金事務所
　（　059-228-9112）

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15
分～15時15分
ところ　市役所本館10階　
1004会議室
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
10分まで会場で傍聴整理
券を配布

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
についての相談を電話で受ける
専用の相談窓口です。平日の相
談は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

「女性の人権ホットライン」

ハラ
トーカー行為といった

についての相談を電話で受ける

局の担当者がお受けします。相
談は無料で、秘密は厳守します。
と　き　11月12日㈪～18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）
問合せ　津地方法務局人権
擁護課（　059-228-4193
　059-213-3319）へ

　11月12日㈪～18日

11月教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

と　き　11月16日㈮14時40
分から

ところ　愛宕小学校　多目的
室（東江島町23-15）

申込み　当日13時40分から
14時30分まで、愛宕小学校
多目的室前で傍聴券を配布

※会場の都合上、入場を制限する
場合があります。



市営住宅の入居者募集
住宅政策課　382-7616　382-8188

住宅政策課　382-7616　 382-8188

◆高齢者世帯　2階（単身者不可）
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 14,400円～28,200円

◆高齢者世帯　2階（単身者可）
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

◆世帯区分なし　2～3階（一定の要件を満たす場合は単身者も可）
高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 3戸 20,700円～41,300円

◆世帯区分なし　1～3階（単身者は不可）
潮風の街磯山 東磯山二丁目 中層耐火造3・4階建て 3戸 23,700円～47,900円

◆一般世帯　3～4階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は不可）
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 1戸 17,300円～34,100円
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 2戸 16,300円～32,500円
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 15,700円～30,900円
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

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
　11月 5日㈪から 30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 11 月 5 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 14
日㈮・17日㈪（予定）に公開
抽選会で決定します。

入居時期　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。

所得税の青色申告決算等
説明会・消費税軽減税率

制度等説明会
市民税課　382-9446　 382-7604

とき・内容　11月27日㈫
○午前の部
　10時～11時30分　所得税
の青色申告決算等説明会
　11時30分～12時　消費税
軽減税率制度等説明会
○午後の部
　13時30分～15時　所得税
の青色申告決算等説明会
　15時～15時30分　消費税
軽減税率制度等説明会
ところ　県鈴鹿庁舎4階 46
会議室(西条5-117)

※消費税軽減税率制度等説明会
のみの参加もできます。青色申
告決算書等は所得税等の確定
申告書に同封して2月上旬ごろ
に送付する予定です。

※平成29年分の所得税等の確定
申告書を次の方法で提出された
方は、平成30年分の所得税等
の確定申告書および青色申告
決算書等は送付されません。

・電子申告（e-Tax）で提出された
方

・国税庁のホームページの確定申
告書等作成コーナーで作成し提
出された方

・市の相談会場で申告された方
※青色申告決算書等が必要な方
は国税庁ホームページ（　
http://www.nta.go.jp)から出
力していただくか、説明会当日
に会場で受け取ってください。
問合せ　鈴鹿税務署（　382-
　0353）

裁判員候補者の
名簿記載通知発送
選挙管理委員会事務局

　382-9001　 384-3302　

　平成31年の裁判員候補者
名簿に登録された方に、登録
されたことの通知を11月中旬
に送付します。この通知は、平
成31年2月ごろから約1年間、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前に伝えるもので
す。この段階では、裁判所に
お越しいただく必要はありま
せん。
　また、併せて調査票を送付し
ます。この調査票は、裁判員候
補者の方の事情を早期に把握
し、裁判員候補者の負担を軽減
するためのものですので、確認し
てください。
※裁判員候補者の名簿は、市区町
村の選挙管理委員会が選挙人
名簿からくじで無作為抽出した
名簿をもとに、全国の地方裁判
所で作成されます。平成31年の
名簿に登録されるのは、全国で
23万3300人です。
問合せ　津地方裁判所事務局
総務課庶務係（　059-226-
　4172）

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31年4
月1日現在です。
◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒(推薦)
対　象　中卒（見込を含む）
の17歳未満の男子で、成績
優秀かつ生徒会活動などに

　平成31年の裁判員候補者
登録

されたことの通知を11月中旬
平

成31年2月ごろから約1年間、
裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前に伝えるもので

裁判所に
お越しいただく必要はありま

併せて調査票を送付し
裁判員候

補者の方の事情を早期に把握
裁判員候補者の負担を軽減

確認し

市区町
村の選挙管理委員会が選挙人
名簿からくじで無作為抽出した

平成31年の
全国で

　津地方裁判所事務局
（　059-226-

　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所(　

自衛官募集コール
センター(　0120-063-792

※対象年齢はいずれも平成31年4

◆陸上自衛隊高等工科学校生

（見込を含む）
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　11月30日㈮まで
試験日　平成31年1月5日～7
日のいずれか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　中卒（見込を含む）
の17歳未満の男子

申込み　平成31年1月7日㈪ま
で

1次試験日　平成31年1月19
日㈯

試験会場　県四日市庁舎（予
定）

◆自衛官候補生
対　象　18歳以上33歳未満
の者

申込み　随時受付
試験日　11月18日㈰、12月16
日㈰

試験会場　受付時に案内

鈴鹿市健康づくりにかかる
アンケート調査にご協力を
健康づくり課　382-2252　　382-4187

　「第2期鈴鹿市健康づくり計
画」の策定に向けた基礎資料
とするため、市民の健康に関す
る意識を調査することを目的
としたアンケートを実施しま
す。調査票が届いた方は回答
にご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以
上の方から無作為に抽出し
た2,000人

実施期間　11月30日㈮まで
実施方法　調査票が郵送で届
きますので、ご記入の上、同
封の返信用封筒で返送して
ください。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　11月25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。



税を考える週間
市民税課　382-9446　 382-7604

　国税庁では、国民の皆さんに
租税の意義や役割、税務行政に
対する知識と理解を深めていた
だくために、毎年11月11日から17
日を「税を考える週間」として、さ
まざまな情報を提供しています。
私たちのくらしを支える税につ
いて、ぜひこの機会に考えてみて
ください。詳しくは国税庁ホーム
ページ（　www.nta.go.jp）を
ご覧ください。
問合せ　鈴鹿税務署総務課
（　382-1476）
◆関連イベント
と　き　11月11日㈰13時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター　1階サ
ブコート（算所2-5-1）

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・入賞作品展示

・「中学生の税についての作
文・税の標語」表彰式・入賞
作品展示

※作品展示は11月12日㈪から25
日㈰まで、鈴鹿ハンター1階東入
口特設会場で行います。

・各種パンフレット配布
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署
問合せ　公益社団法人鈴鹿法
人会（　383-7561）

◆相談窓口
○電話相談センター
受付時間　8時30分～17時
（土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）
利用方法　
1.鈴鹿税務署（　382-0351）へ
電話を掛ける
2.自動音声が流れるので、「1」
を押す
3.自動音声に従って、相談した
い内容の番号を押す
○タックスアンサー
　よくある税に関する質問へ
の回答を、国税庁ホームペー
ジで掲載しています。「タック
スアンサー」で検索してくだ
さい。

鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2018

市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月18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
店の出店、大道芸人による
パントマイム＆マジックショ
ー、鈴鹿アンリミテッドFCに
よるサッカー教室(わが町加
佐登まちづくり委員会)

○鈴鹿の特産品の実演販売
(鈴鹿市物産協会)

○おねえさんとあそぼう（高田
短期大学有志ボランティア）

○ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン（Dot．．．3）

　11月29日㈭・30日㈮

税務行政に
対する知識と理解を深めていた

毎年11月11日から17
さ

まざまな情報を提供しています。
らしを支える税につ

ぜひこの機会に考えてみて
詳しくは国税庁ホーム

を

　11月11日㈰13時～

　鈴鹿ハンター　1階サ

「小学生の税に関する習字・
絵はがきコンクール」表彰

入賞

○チアダンス（Copain Doll）
○Waraマルシェ（NPO法人
市民ネットワークすずかの
ぶどう） 

○花苗のプレゼント（鈴鹿市）
○剪定枝チップ堆肥のプレゼ
ント（鈴鹿市）
○風船のプレゼント（鈴鹿市）
※各コーナーの内容は、天候その
他の事情により変更することが
あります。

※C－BUSでお越しの方には粗品
を贈呈します。車内設置の「バス
で来ましたカード」を公共交通
啓発ブースへお持ちください。
アクセス　椿・平田線：近鉄
平田町駅→荒神山・フラワ
ーパーク下車（所要時間約
20分、片道300円）　徒歩
5分

養育費・面会交流セミナー
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　養育費・面会交流に
ついて知りたい方

と　き　12月16日㈰13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

定　員　50人（託児あり）
参加料　無料
講　師　遠山和光さん（元裁
判官）
申込み　12月7日㈮までに、
電話または電子メールの場
合は氏名、連絡先、託児の
有無と人数、年齢を、郵送ま
たはファクスの場合は申込
書に必要事項を記入の上、
子ども政策課へ

※申込書は市ホームページから入
手できます。

「1」

野鳥観察会
環境政策課　382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月2日㈰10時～12
時（小雨決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑
地（岸岡町）

内　容　講師と園内を散策し
野鳥を観察します。

講  師　藤井英紀さん（日本野
鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　11月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

※集合場所など詳しくは後日申込
者に連絡します。

関西文化の日関連イベント
考古博物館　374-1994　 374-0986

◆企画展関連講演会「中世陶器
の魅力」

と　き　11月10日㈯14時から
ところ　考古博物館　講堂　
（国分町224）
講　師　畑中英二さん（京都市
立芸術大学准教授）

◆体験講座　
と　き　11月9日㈮・11日㈰　
○勾玉作り体験
参加料　300円
申込み　当日9時～10時、13時
～14時
○火起こし体験
参加料　150円
※雨天や強風時は中止
申込み　当日10時～11時30分、
14時～15時

※3日間は常設展・企画展ともに観
覧無料です。

※関西文化の日について詳しくは
ホームページ（　http://kansai.

　gr.jp/）をご覧ください。

佐佐木信綱記念館特別展
「信綱と『心の花』の歌人たち」
文化財課　382-9031　 382-9071

　佐佐木信綱を中心に創刊さ
れた雑誌『心の花』は、今年で
創刊120周年を迎えます。これ
を記念し、本展では近現代短
歌史を概観しつつ、『心の花』か
ら出た歌人たちを紹介します。
と　き　11月7日㈬～12月16日
㈰9時～16時30分

※月曜日と第3火曜日は休館日です。
ところ　佐佐木信綱記念館（石
薬師町1707-3）

入場料　無料
問合せ　佐佐木信綱記念館
（　･　374-3140）
◆関連事業
○講演会
と　き　11月10日㈯13時30
分から
ところ　記念館2階　ホール
内容・講師

　当日10時～11時30分、

　特別展解説(文化財課学芸員)
　佐佐木信綱先生のことども
（川北富夫さん）
○ギャラリートーク
と　き　11月17日㈯10時30分
から、12月8日㈯14時30分から

すずか健康マイレージ対象
健康力アップ教室

～知る！わかる！できる！
高血圧予防～

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　高血圧を予防するには、適正
体重の維持や塩分控えめな食
事が効果的です。日常生活で
気軽にできる運動や、減塩のポ
イントを取り入れた食事につい
て楽しく学び、この機会にご自
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歳の生活習
慣病予防に関心のある方
と　き
○運動編　12月6日㈭10時～12
時
○栄養編　12月17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　11月12日㈪8時30分
から電話で健康づくり課へ

※持病があり受診中の方は主治医
に確認の上、申し込みください。

※2回とも参加できる方を優先し
ます。
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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)へ車椅子のままで乗れる
熱気球搭乗体験

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　11月に開催される鈴鹿バル
ーンフェスティバル2018で、鈴
鹿ロボケアセンター㈱が、下
肢・体幹に障がいのある小学
生を対象に熱気球の無料搭乗
体験を実施します。
対　象　下肢・体幹に障がいの
ある小学生（車椅子に限らず）

と　き　11月23日（金・祝）8時
～10時
ところ　鈴鹿川河川緑地（庄野
橋付近）
定　員　5人(応募者多数の場
合は抽選)
参加料　無料
申込み　11月16日㈮までに住
所、氏名、連絡先、障がいの状
態を電話、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（土・日曜日、祝日
を除く9時～18時））へ

※同伴者1人も無料です。
※天候や本人の健康状態などによ
り搭乗できない場合があります。

※鈴鹿ロボケアセンター㈱は、本
市と連携して福祉ロボット推進
事業を行っています。　

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17日
㈯～19日㈪10時～17時（19日
は13時まで）　　

　市立幼稚園・小学校：12月1日
㈯～3日㈪10時～17時（3日は
13時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール（庄野羽山
4-1-2）

入場料　無料

転入ママのつどい
鈴鹿で楽しい子育てを！！
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　転入ママならではの悩みを共
有したり、お子さんを遊ばせたり
して交流できます。市の子育て
支援事業の紹介も行います。
対　象　市内に転入して3年以
内の就学前のお子さんを持つ
母親で初めて参加される方

と　き　11月20日㈫10時～11
時30分

ところ　子育て応援館（白子駅
前6-33　　387-6125）

定　員　10人程度（先着順）
※託児はありません。お子さんと
一緒に参加できます。
参加料　無料
申込み　11月12日㈪から16日
㈮まで（8時30分～17時15
分）に直接または電話で子ど
も政策課へ

音楽プラネタリウム
文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムドームに広がる
星座を眺めながらの音楽会で
す。特別番組「ハヤブサ2小惑星
リュウグウに」も上映します。
と　き　12月23日(日・祝)
ところ　文化会館（飯野寺家町
810）
内　容
◯胡蝶（二胡と電子ピアノの演奏）
10時30分～11時30分（開場
10時）
◯サザンクロス（ゴスペル）
　13時30分～14時30分（開場
13時）
◯落合義視さん（アコースティック
ギターソロ演奏）
　15時30分～16時30分（開場
15時）
定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月17日㈯10時から
文化会館で整理券を配布

※小学生以下は保護者同伴。2歳
以下の入場はご遠慮ください。

※当日の一般・団体番組の投映は
休止します。

！

　史跡を現地で学ぶ
～第1回「白鳥塚古墳と
日本武尊伝説」～

文化財課　374-1994　 374-0986

　日本武尊の伝説で知られる
県史跡白鳥塚古墳は、これまで
の調査で5世紀前半の帆立貝
式前方後円墳であることが判
明しています。現地で出土遺物
見学しながら鈴鹿川流域の古
墳文化を学びます。
と　き　11月17日㈯13時30
分から（雨天決行）
ところ　加佐登神社社務所前
（加佐登町2010　378-0951）
※車の方は加佐登神社駐車場を利
用してください。
内容・講師　加佐登神社と白
鳥塚について（加佐登神社宮
司）、白鳥塚古墳の歴史的意
義について（文化財課職員）
聴講料　無料
協　力　加佐登神社　　
主催・問合せ　考古博物館サ
ポート会　中森（　383-1995）

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24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　
・鈴鹿市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
・白子高等学校吹奏楽部による
演奏

・講話「吹奏楽部の指導を通し
て思うこと」講師：桐生智晃
さん（白子高等学校吹奏楽
部顧問）
参加料　無料
定　員　200人
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）

応急手当普及員講習の
受講者募集

中央消防署　382-9164　 382-3905

　資格を取得することで、ご自
身が所属する組織の方々など
を対象に普通救命講習の啓発
活動ができるようになります。
対　象　市内に在住・在勤で、
この資格をお持ちでない方
と　き　11月16日㈮～18日
㈰9時～18時

※3日間全ての受講が必要です（昼
休憩あり、昼食持参）。
ところ　中央消防署4階　多
目的室（飯野寺家町217-1）
内　容　成人・小児・乳児の心
肺蘇生法、AEDの取り扱い、
傷病者の管理・搬送法など救
命に必要な応急手当の実技と
救命に必要な基礎医学（解剖
学）を学んでいただき、普通救
命講習の啓発活動に必要な
要領を習得していただきます。
定　員　30人程度（先着順）
参加料　無料　
※「応急手当指導員標準テキスト
　ガイドライン2015対応（東京
法令出版）￥3,672円」に沿って
講習を行いますので、各自用意し
ていただき持参してください。
申込み　直接または電話で中
央消防署へ



　市内に在住・在勤で、

（飯野寺家町217-1）

AEDの取り扱い、

鈴鹿市社会福祉大会
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　長年にわたり社会福祉の発
展に功績のあった方 を々表彰し
感謝の意を表するとともに、市
民一人一人が「福祉の心」を
育み、ぬくもりに満ちた地域社
会づくりを推進することを目的
に開催します。
と　き　11月16日㈮13時30
分～15時45分
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）
内　容　社会福祉功労者表
彰式、福祉協力校生徒によ
る体験発表など（13時30分
～14時30分）、記念講演「若
年性認知症の母と生きる」
講師：岩佐まりさん（14時45
分～15時45分）　
参加料　無料
※要約筆記、手話通訳があります。

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

　今年は5周年記念として2つ
のテーマで講演を行います。
と　き　12月2日㈰10時10
分から（受付9時30分から）
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Ⅰ「この病気にはこの温泉
が効く」講師：阿岸祐幸さん
（北海道大学名誉教授）
○講演Ⅱ「レシピにおける味の理
論と機能性食品への期待」
講師：奥田政行さん（アルケッ
チャーノ・オーナーシェフ）
参加料　無料。健美和膳弁当
は1,080円（当日支払い）
定　員　300人（駐車場あり）
共　催　鈴鹿医療科学大学、
日本食品安全協会
申込み　不要。健美和膳弁当は
11月16日㈮までに電話で学
会事務局（　384-9211）へ
問合せ　鈴鹿医療科学大学
鍼灸学科（　383-9208、内
線9406浦田）

※学術総会（会長講演・教育講演・研
究発表）が12月1日㈯と2日㈰に開
催されます。詳しくは日本薬膳学会
ホームページ（　http://yakuzen.

　jpn.org）をご覧ください。

自殺防止講演会
「大人の発達障がいの
理解と支援を考える」

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月18日㈰14時～
15時30分
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスB講義棟1階
3515室(岸岡町1001-1)
講　師　青木省三さん((公財)
慈圭会精神医学研究所所長)
入場料　無料
主　催　認定NPO法人三重
いのちの電話協会、(一社)日
本いのちの電話連盟
後　援　鈴鹿市、鈴鹿医療科
学大学
問合せ　三重いのちの電話協
会事務局(　・　059-213-
3975　平日（月～金13時～
～16時）

里親体験発表会
子ども家庭支援課　382-9140　 382-9142

　里親について知っていただく
ために里親さんの体験を聞い
ていただき、いろいろなことを話
し合います。近くの会場にお越
しください。
とき・ところ
○11月18日㈰19時～21時
　高岡山センター
○11月22日㈭14時～16時

　里親について知っていただく

　鈴峰中学校
○11月22日㈭19時～21時
　住吉公民館
○11月26日㈪14時～16時
　加佐登公民館
○12月13日㈭19時～21時
　ふれあいセンター
○12月14日㈮19時～21時
　牧田公民館
○12月25日㈫14時～16時
　白子コミュニティセンター
○1月18日㈮19時～21時
　徳田ふれあい会館
○1月24日㈭19時～21時
　玉垣会館
内　容　里親さんの体験発表、
里親制度ビデオ上映、話し合い

参加料　無料
託　児　無料（要予約）
主　催　三重県
申込み・問合せ　電話または
ファクスで（特非）三重県子ど
もNPOサポートセンター（　
059-232-0270）、（特非）こ
どもサポート鈴鹿（　・　
383-1322）ホームページ（　
https://miesatooya.net/）
へ

ポリテクセンター三重
1月開講職業訓練
受講者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職申
し込みをした再就職希望者
内　容 
・テクニカルオペレーション科：
機械設計CAD、NC工作機
械などを学ぶ

・電気設備技術科：電気工事、
シーケンス制御などを学ぶ
受講料　無料
申込み　12月6日㈭までに、職
業訓練見学会(ガイダンス)
（毎週木曜実施）に参加して
ください。
※託児を希望される方は事前に相
談してください。
問合せ　ポリテクセンター三重
(四日市市西日野町4691　
　320-2645)

今年の漢字「1字」募集と
関連講演会

考古博物館　374-1994　 374-0986

　今年1年に象徴される漢字
「1字」を広く皆さんから募集し
博物館に展示します。また期間
中に関連講演会も開催します。
内　容　毛筆で半紙（習字紙）
に漢字1字を書いたものを、考
古博物館ロビーなどに展示

※一人1作品です。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。名前などの記載は
自由です。提出された作品は返
却しません。
申込み　11月30日㈮17時ま
でに、直接または郵送で考古
博物館(〒513-0013国分町
224)へ

展示期間 12月1日㈯～16日㈰
16時まで（但し休館日は除く）

◆関連講演会「我が心の書物」
と　き　12月8日㈯13時30
分～14時30分　

ところ　考古博物館　講堂
講　師　中森成行さん（元考
古博物館館長）

主催・問合せ　考古博物館サポ
ート会　中森（　383-1995）

　里親さんの体験発表、
話し合い

　電話または
三重県子ど

（　
こ

・　
（　

satooya.net/）

　ハローワークへ求職申

：
NC工作機

電気工事、

職
業訓練見学会(ガイダンス)

に参加して

鈴鹿市長杯争奪
市民将棋大会

文化振興課　382-7619　 382-9071

対　象　小学生以上
と　き　11月25日㈰10時～16
時30分（受付9時15分から）

ところ　文化会館 さつきプラ
ザ（飯野寺家町810）
内　容　クラスに分かれ対戦
  　Aクラス(三段以上、段・級位
を問わず希望者)
  　Bクラス(二段、初段)　
  　Cクラス(1級～3級程度)
  　Dクラス(4級～7級程度)
  　Eクラス(8級～)　
※クラスが分からない方は、当日受
付で決めさせていただきます。

※澤田真吾六段による指導対局も
予定しています（参加者に限る）。

定　員　120人(先着順)
参加料　一般1,500円、学生・
その他1,200円（弁当・お茶
代を含む）

問合せ　日本将棋連盟鈴鹿市
神戸支部（松岡　382-3429
（金・土・日曜日、祝日13時30
分～21時)）



鈴鹿の街音楽祭2018
～音楽でみんなつながろう～

鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

　合唱、声楽、吹奏楽、ジャズ、
ポップス、ロックなどいろんなジャ
ンルの音楽が一度に楽しめる音
楽祭です。
と　き　11月18日㈰12時30
分から(開場12時）

※オープニングは11時45分から。
※市内飲食店によるマルシェを11
時から市民ロビーで行います。

ところ　文化会館（飯野寺家
町810）

入場料　無料
※出演者など詳しくはホームページ
(　 http://www.s-bunka.

　n e t / )をご覧ください。
◆ランチタイムコンサート
と　き　11月13日㈫12時～
12時40分
ところ　鈴鹿ハンター　サブ
コート（算所2-5-1）
出演者　気軽にクラシックとミュ
ージカル（阿部浩子、吉田治
代）、LILYS

秋季ダンスフェスティバル
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　主に市内在住の社会
人
と　き　11月23日(金・祝)12
時30分～16時
ところ　武道館　第2道場(江
島台2-6-1　　388-0622)
内　容　ワルツ、タンゴ、ルン
バ、チャチャチャなどのフリー
ダンスやダンスサークルの
発表、中部ブロック優勝者の
デモ

※オープンミニデモは3種目（ワル
ツ、ルンバ、タンゴ）で1人1種目ま
でです。資格はD級以下です。参
加希望の方は当日受付へ。
参加料　前売 1,000円、当日
1,200円
主　催　鈴鹿市ダンススポー
ツ連盟（SDSF）
問合せ　実行委員長　( 川瀬弘
　386-3169　090-6619-
　3760)
※女性は皮製ヒールカバーを必ず
着用し入場してください。

国際理解料理講座
ブラジルのクリスマス料理
鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

と　き　12月9日㈰10時～14
時
ところ　文化会館　調理室

ジャズ、

（飯野寺家町810）
料　理　ローストチキン、サウ
ピカンサラダ、アホス・ア・グ
レーガ(味ご飯)
講　師　タカダ　カズコさん（サ
ンパウロ州ビラッキ市出身）
定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）
参加料　賛助会員1,000円、
一般1,500円
申込み　11月29日㈭までに、郵
便番号、住所、氏名、電話番号
をはがき、ファクスまたは電子
メールで鈴鹿国際交流協会
（〒513-0801神戸1-17-5）へ     
※受講案内は11月30日㈮から順次
発送予定です。

クリスマスリース作り
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　鈴鹿青少年の森公園の自然
素材を使って、自分だけのオリ
ジナルクリスマスリースを作成
します。四季を身近に感じられ
るリース作りを家族やグループ
で体験してください。
と　き　11月23日（金・祝）10時
～12時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
内　第1炊飯場
講　師　藤由弘子さん　　　
定　員　15人（先着順、小学
生は保護者同伴）

参加料　300円
服　装　動きやすい服装（汚
れてもいい服装）

※飲み物は各自ご用意ください。
※用具は貸し出します。
申込み　電話で、鈴鹿青少年
の森　受付事務所へ

新年特別イベント 初泳ぎ
三重交通グループスポーツの杜鈴鹿　

372-2250　 372-2260

対　象　連続して100m以上
泳げる方（小学6年生以下は
保護者同伴）
と　き　1月2日㈬9時30分
から
内　容　1人またはチームで2
時間19分間泳ぎます。休憩
やチーム内での交代は自由
です。
定　員　200人(先着順)
参加料　1人1,500円
申込み　11月17日㈯から直接
またはファクスで水泳場窓口
へ。ホームページからも可。

※11時以降に来場された方にぜん
ざいを振る舞います（無くなり
次第終了）。

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12日㈪から直接
水泳場窓口またはホームペ
ージで

◆リズミックス・エクササイズ
　対　象　一般成人
と　き　12月10日㈪、11日㈫
11時～12時
ところ　水泳場会議室　　　
内　容　音楽に合わせてスト
レッチ、有酸素トレーニング、
体幹トレーニングなどを行い
ます。
講　師　向井泉さん
定　員　各20人（先着順）
参加料　各850円

ウインターアドベンチャー
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809

対　象　小学4年生～中学2
年生
と　き　12月8日㈯～9日㈰1
泊2日
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター、その周辺
内　容　自然体験活動、野外
炊飯、キャンドルファイヤーな
ど
定　員　42人（応募多数の場
合は抽選）

レーニング、

参加料　3,500円（宿泊費・食
費・材料費・保険代を含む）
申込み　11月5日㈪から25日
㈰まで(必着)に、センター所
定の用紙に記入し、直接、郵
送またはファクスで県立鈴鹿
青少年センター(〒513-
0825住吉町南谷口)へ

※詳しくはお問い合わせいただく
か、ホームページ、チラシをご覧
ください。

○国民健康保険料…5期
【納期限は11月30日㈮です】

の11月 納税 納付・



がんにかかっても
自分らしく生きる

健康づくり課
　382-2252 　382-4187　
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

人権政策課
　382-9011 　382-2214　

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　がんは、現在日本人の 2人に 1
人が罹患すると推計され、国民の
生命と健康にとって重大な問題
で、平成 18年にがん対策基本法
を成立させ国をあげてがん対策に
取り組んでいます。
　近年、医療の進歩により、がん
に罹患しても仕事を持ちながら通
院している方は 32.5 万人と推計
されています。そうした方々を支
えていくには、家庭や職場など周
囲の人が、がんに関する正しい知
識を持って、がん患者の方が自分
らしく働くことのできる環境や住
み慣れた家庭や地域での生活を維
持しながら療養できる環境をつ
くっていくことが大切です。
　同時に、がんの死亡率低下に向
け罹患者を減らすことに繋がる 1
次予防（喫煙、食事、飲酒、感染
など生活習慣の見直し）、がんに
罹った場合にも早期発見・早期治
療に繋がる 2次予防（がん検診）
の普及啓発と学校等での継続的な
がん教育なども重要です。
　本市では、生活習慣の見直しに
繋がる「健康マイレージ事業」や
胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮
のがん検診、胃がんのリスク評価
ABC 検診を実施しています。思
春期世代と若年成人世代（AYA
世代）の方を含めぜひ検診を受け
ましょう。
　また、がん患者と家族の方など
のおしゃべりサロンも開催してい
ます。みんなでがん患者を支える
社会の仕組みを考えていきましょ
う。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

落ち葉を楽しもう！

　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「落ち葉を楽しむ本」を紹介し
ます。

『落ち葉の呼び名事典』
（亀田龍吉 /写真・文　世界文化社）

　きれいな落ち葉を
見つけたら、誰しも
拾いたくなるもので
す。拾った落ち葉の
名前が分かればもっ
と楽しく、木への愛
着が深まることで

しょう。オオモミジ、イチョウなど、
散歩で見かける美しい落ち葉 80種
を取り上げ、その呼び名と由来を紹
介。見るだけでも楽しい事典です。

『おちばであそぼう 』
（ひさかたチャイルド）

　地面に落ちた葉っぱは、子どもた
ちの宝物。きれいな葉っぱはもちろ
ん、穴の開いた落ち葉だって大切な
遊び道具です。
　ジャンケン、変身道具、おめん、
影絵…。
　落ち葉を使ったすぐにできる遊び
を写真で紹介します。遊びを通して
自然への興味を深める絵本です。

　間もなく身近にある木々が美しく
紅葉し始め、落ち葉が多くなる季節
になります。落ち葉の色や形、模様
はさまざまで、見ているだけで楽し
い気持ちになります。今年の紅葉シー
ズンは、じっくり観察したり、お子
さんと一緒に遊んでみたりと、落ち
葉を楽しんでみてください。

【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】

国内モータースポーツの礎

「FL500」生誕 50 周年

記念イベント開催

　F1 を頂点とするレース専用マ

シン、フォーミュラカー。今を遡

ること 50 年前、鈴鹿を中心とす

るレースメカニックたちが、軽自

動車のエンジンを搭載した小型フ

ォーミュラカーによるレースカテ

ゴリー「FL500」を創り出し、

国内モータースポーツの礎を築き

ました。

　昭和 43 年に初開催された FL

500 は、ものづくりに情熱を燃

やすメカニックの最高の目標とな

り、その激戦の中からコンストラ

クター（マシン製造者）や名選手

が次々と誕生して行くきっかけと

なったのです。

　中でもウエストレーシングカー

ズ（住吉町）が製作した「WES

T759」は、後に F1 ドライバー

となる中嶋悟さんによって数々の

勝利を収め、軽自動車のエンジン

とは思えない程の速さに、「ミニ

F1」とさえ呼ばれました。

　生誕 50 周年を迎えた FL500。

「SUZUKA Sound ofENGINE」

(11 月 17 日・18 日 鈴鹿サー

キット ) で、その記念イベントが

開催されます。

　時を超えて全国から集まった

FL500 のマシン 25 台が、秋の

鈴鹿に快音を響かせることでしょ

う。

■語り手　神谷誠二郎（鈴鹿モー

タースポーツ友の会 理事）

キ ー ボ ー ド

　光太夫が生きた時代の日本は、

鎖国政策で一部の国を除き外国と

の交流がありませんでした。時が

経ち、光太夫の出身地である若松

の海岸から伊勢湾を望むと、中部

国際空港を発着する飛行機、海上

では外国へ向かうであろうコンテ

ナ船などが行き来する姿を見るこ

とができます。今では日本と外国

との間で人やモノが行き交い、金

融や情報などが密につながってい

ます。

　そのような国際化した現代では

、日本独自の伝統や文化などが忘

れられつつあります。その一つが

着物で、めっきり見かける機会が

少なくなりました。

　私も最近着物を着たのは４年前

。白子街道ウォークという仮装行

列イベントに参加した時でした。

剣詩舞が趣味の義父から借りた羽

織袴と模造刀を身に付け、気分は

まさに幕末の志士。沿道からの声

援は、未だに耳に残っています。

イベントに参加していた劇団の方

から、入団を勧められたことは、

いい思い出です。（一）
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