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風水害から身を守る
表紙写真
　堤防の越水を想定した消防団による水防工法訓練です。

いざというときに備えるため、普段からの準備が大切で

す。
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大雨により大幅に水位が上昇した鈴鹿川大雨により大幅に水位が上昇した鈴鹿川

　毎年のように全国各地で発生する
風水害から身を守るため、改めて「自
助」「共助」「公助」による災害対策
が求められています。間もなく台風
シーズンが到来します。今回は、私
たちにできる備えについて考えます。

風水害から身を守るためには
、情報を収集することが大

切です。市では想定される災害に
対して迅速に避難行動がとれるよ
う、状況に応じて避難情報や避難
所の開設情報を発表しています。
また、各地区ごとに防災マップを
作成しています。

●河川氾濫
各河川の水位の上昇や河川の氾
濫・越水などの状況、堤防の決壊
などを考慮し、河川ごとに定めた
避難対象地域（河川の氾濫浸水想
定区域）に対して発表します。
●土砂災害
大雨などにより、土砂災害の危
険がある地域（土砂災害（特別）
警戒区域）に対して発表します。
●鈴鹿市防災マップ
鈴鹿市防災マップでは、河川氾
濫による浸水や土砂災害の危険性
のある地区を掲載していますので
、お住まいの地区の防災マップを
確認しましょう。防災マップは、
市役所 1階市民ロビー、5階防災
危機管理課窓口、地区市民センタ
ー、市ホームページなどで入手す
ることができます。

新しくなった大雨・洪水などの
警戒レベルの運用基準

　平成 30年 7月の西日本豪雨で
の被害を受け、豪雨による河川の
氾濫や土砂災害の危険が予想され
る際、住民がとるべき避難行動を
5段階で明確に提供する新基準の
運用が始まりました。新しい運用
では、危険性に応じて警戒レベル
を設けることにより、住民がとる
べき行動が分かりやすくなってい
ます。
　なお、警戒レベルは、従来の避
難勧告や避難指示（緊急）などの
避難情報と一緒に発令されます（
情報発信例／警戒レベル 4（避難
勧告）を発令など）。

大雨・洪水などの
警戒レベルの５段階区分

危険度高 警戒レベル 避難情報など 住民のとるべき行動

警戒レベル５ （河川の氾濫、土砂災害の発生など）
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避難指示（緊急）

避難勧告
全員避難警戒レベル４

警戒レベル２

警戒レベル３

警戒レベル１

（全員避難）

（高齢者などは避難）
避難準備・高齢者等避難開始

○その他の人は避難準備

○高齢者など避難に時間を
要する人は避難開始

注意報

警報級の可能性

避難に備え、自らの避難
行動を確認する

災害への心構えを高める

　市では、河川の水位情報や土砂
災害危険度分布などの防災気象情
報を活用し、「鈴鹿市避難勧告等
の判断・伝達マニュアル」に基づ
き、避難情報を発表しています。
防災気象情報は、下記ホームペー
ジで確認することができます。

土砂災害の危険度

三重県土砂災害情報提供システム

　https://www.sabo.pref.mie.jp

河川の水位情報

国土交通省【川の防災情報】

https://www.river.go.jp/kawab

ou/ipTopGaikyo.do

https://www.sabo.pref.mie.jp
https://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
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　市では、さまざまな情報媒体を
活用して、避難情報や避難所開設
情報などを発信しています。

●携帯電話へ配信される緊急速報

メール

●ケーブルテレビ

●市ホームページ

●市 Facebook

●市 Twitter

●防災スピーカー

●メルモニ災害メール

●緊急Ｌ字放送

●コミュニティ FM（鈴鹿市緊急防

災ラジオ：鈴鹿ヴォイス

FM78.3MHz）

緊急防災ラジオ緊急防災ラジオ

ダウンロードはこちら

避難行動までの流れ

台風の発生

台風の接近
（台風情報や注意報の発表など）

警報などの発表

自主避難所を開設

●地区市民センター併設公民館

（20 カ所）

●愛宕、白子、長太、神戸公民館

●鼓ヶ浦小学校（体育館）

●河川の水位が上昇

●土砂災害の危険性が高まる

河川の氾濫浸水想定区域などに

対して、避難情報を発表

※避難情報を発表した地域の小学校

の体育館を開設します。

※暴風・強風時やすでに避難経路が

浸水しているなど、避難所への避

難が危険な場合は、建物の 2 階以

上への垂直避難も有効です。積極

的に情報を収集し、的確に状況を

判断の上、早めに自主避難所に避

難するなどの避難行動をとってく

ださい。

停電情報を確認しましょう

　風水害による被害は、河川の氾
濫や土砂災害だけではありませ
ん。停電による被害も生活に大き
な影響を及ぼします。

●停電が発生する前に
懐中電灯、ろうそく、ラジオ、
携帯電話の予備バッテリーなどを
備えてください。
※水を入れたペットボトルを冷凍し

ておくと、停電時に保冷材として

活用できます。

●停電情報を確認
停電時は、電話での問い合わせ
が集中し、つながりにくい状況と
なります。停電情報アプリや中部
電力（株）のホームページを活用
すれば、情報収集することができ
ます。

停電情報アプリ停電情報アプリ
主な機能
●停電情報通知
あらかじめ設定した地域が停電
した際に、通知されます。
●チャットでの問い合わせ
好きな時間に問い合わせること
ができます。
●停電情報を表示
現在停電している地域が、マッ
プで一目で分かります。停電の発
生規模や復旧情報も確認できま
す。

停電の発生

中部電力（株）ホームページ中部電力（株）ホームページ
　地域ごとに、停電の状況や復旧
情報（設備確認中、工事手配中、
工事中などの情報を表示）、復旧
見込みなどの情報を確認すること
ができます。
ホームページ掲載イメージ

発生日時 地　域 戸　数 戸　数 復旧状況 復旧見込み 停電理由

７月５日
15：30 鈴鹿市〇〇町 400戸 10戸未満 工事中 7月５日

17：30 台風の影響

（発生時） （現　在）

ホームページ掲載イメージ

　台風などで停電が発生した場合は、

早期復旧に向けて全力で対応いたし

ますが、安全に復旧作業を行うため

に、暴風・強風時は復旧作業を見合

わせております。皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします。（中部電

力（株）鈴鹿営業所 所長）

●中ノ川・堀切川・椋川の浸水想
定区域が見直されました
三重県により、計画規模および
想定最大規模の降雨による中ノ
川、堀切川および椋川の浸水想定
区域が見直されました。一定の雨
量に伴う洪水で、これらの河川が
氾濫した場合の浸水状況を、シ
ミュレーションにより予測してい
ます。詳しくは、三重県のホーム
ページ（　http://www.pref.mie.l
g.jp/KASEN/HP/84459046892_
00002.htm）をご覧ください。

●鈴鹿川で洪水が発生したとき、
携帯電話へ緊急速報メールが配
信されます

鈴鹿川の堤防が壊れたり、水が
堤防を越え大量に流れ出たりした
ときに、鈴鹿川の管理者である国
土交通省から配信されます。
【緊急速報メールの内容（例）】
　鈴鹿川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で堤防が壊れ、河川の
水が大量に溢れ出しています。防
災無線、テレビなどで自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など適切な防災行動をとってくだ
さい。本通知は、中部地方整備局
より浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺にお
いても受信する場合があります。

防災スピーカー防災スピーカー

cns-tv.co.jp
chuden.jp
chuden.jp
http://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84459046892_00002.htm


防災出前講座の活用を
　市では、市民の皆さんに対して、
災害に関する正しい知識や備えな
どについて、地域の特性に合わせ
た出前講座を行っています。風水
害や地震による被害から身を守る
ため、積極的な
情報収集はもち
ろんのこと、出
前講座も活用し
ましょう。

図上訓練

防災講話

防災出前講座防災出前講座
●防災講話
地震、津波、風水害などに関す
る基本的な知識や個人で行うべき
備えについて学びます。
●図上訓練（ＤＩＧ）
タウンウォッチングで集めた危
険箇所の情報や要援護者宅などの
所在地を地図上に落とし込み、地
域版の防災マップを作成します。
●避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）
避難所の開設や運営の初動期を
体験し、避難所で起こる可能性が
ある事柄への対処方法を検討しま
す。

避難所運営ゲーム

防災意識の向上のために
　近年、風水害が全国的に多く発
生しており、本市でもいつ被害が
発生するか分かりません。このた
め、日ごろからの備えが大切です。
市では、風水害を最小限に抑える
ため、道路や河川などの改修と
いったハード面の対策とともに、
「自分の身は自分で、自分たちの
まちは自分たちで守る」という、
自主的な防災意識の向上に関する
さまざまな取り組みを行っていま
す。
　防災出前講座はこうした取り組
みの一つで、市民の皆さんが災害
に対して正しい知識を持ち、日ご
ろからの備えを万全にしていただ
けるよう、お住まいの地域に密着
した内容で、映像やスライドを用

いて分かりやす
く説明します。
　ぜひ気軽にお
問い合わせいた
だき、講座を通
じて防災力を高
めましょう。

防災危機管理課

長谷部　響

よくある質問よくある質問
　大雨警報などの気象警報が発表
されると、さまざまなお問い合わ
せがあります。ここではその一部
をご紹介します。

Ｑ

Ａ

避難所がどこか分からない。

大雨警報、暴風警報などが発
表されると、自主避難所として地
区市民センター併設公民館、白子
公民館、愛宕公民館、長太公民館、
神戸公民館、鼓ヶ浦小学校（体育
館）の計 25カ所を開設します。
また、河川氾濫などの恐れが高ま
り、避難勧告などを発令した場合
は、避難対象地域の近くの小学校
（体育館）を開設し、緊急速報メー
ルでお知らせします。なお、市ホー
ムページや緊急Ｌ字放送などでも
ご確認いただけます。
※自主避難所は、避難情報などが発

表されていない状況下で、自主的

に避難する場所です。

Ｑ自主避難所以外の、開設され
ていない避難所へ避難したい。
Ａ 自主避難所以外の避難所は、
河川の氾濫や高潮による浸水、土
砂災害、津波災害の危険が高まっ
た地域に対して、避難勧告などが
発令された場合に順次開設する避
難所のため、開設していない場合
は避難できません。ご心配な場合
は、自主避難所へ早めの避難をお
願いします。な
お、お住まいの
地域の災害リス
クについては、
防災マップで事
前の確認をお願
いします。

避難所案内看板

Ｑ 土のうを配布してほしいのですが。

Ａ 市では、個人への土のうの配
布は行いません。自宅などへの浸
水を防ぐための土のうは、ホーム
センターなどでご購入ください。
なお、有償となりますが、土のう
を配備する業者をご紹介すること
もできますので、ご希望の方は雨
が強くなる前に防災危機管理課へ
ご連絡ください。

Ｑ 夜中にメールが鳴って寝られ
ない。避難対象地域以外に対して
メールが届かないようにしてほし
い。
Ａ 避難情報などをお知らせする
緊急速報メールは、全国的に運用
され、携帯電話会社のシステムを
活用しているため、避難対象地域
を限定して配信することはできま
せん。市民の皆さんに広く情報を
お伝えする手段ですのでご了承く
ださい。

命を守る行動をお願いします命を守る行動をお願いします
　市では、災害発生の危険が高
まった場合、その地域に対する避
難情報や避難所開設情報などの緊
急速報メールを、市民の皆さんの
携帯電話に配信しています。
　逃げ遅れにより多くの方が犠牲
となった平成 30年 7月の西日本
豪雨の教訓を受け、国の避難情報
の伝え方が見直されたため、本市
では、警戒レベルの表示による新
しい避難情報を、緊急速報メール
などにより配信します。
　今年は本市に大きな被害をもた
らした伊勢湾台風から 60年にな
ります。市民の皆さんは、気象情
報の収集や防災マップなどを活用
して、事前に避難先を確認するな
ど、命を守る行動をとっていただ
きますようお願いします。

危機管理部長

白塚山　隆彦

今回の特集に関するご意見・
ご感想は防災危機管理課
382-9968 382-7603
bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp



申 込 み／７月８日㈪～12日㈮ 8時30分から直接情

し込みや
宗教活動と認められるものは、
自営業者の活動を含む)。

市は一切関与しません。

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日
9時30分～11時30分　ところ／文
化会館研修室　内容／伊勢型紙
技法を活用した創作絵画を作成
します。初級から上級までしっかり
学べます。　※初心者歓迎します。

とき／7月14日㈰13時から とこ
ろ／河川防災センター(庄野町

にちなむ
講

師／加藤龍宗さん 参加料／無

とき／毎週月曜日13時～15時　ところ／社会
福祉センター　内容／スポーツウエルネス
吹矢で健康作りと仲間作りをしましょう。　
参加料／年3,000円　※車いす、歩行杖使用
者および健常者も参加できます。詳しくは電
話または直接見学、体験に来てください。

とき／毎週金曜日9時30分～11時
30分 ところ／ふれあいセン
ターふれあいホール(南玉垣町
6600) 内容／声を合わせて

ください。

対象／どなたでも　とき／7月12日㈮・15日
（月・祝）・20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／電話で（当日参加可）

とき／7月25日㈭10時～11時
30分 ところ／男女共同参画セ
ンター 3階研修室 内容／傾

ア活動を紹介しま
※傾聴活動にご協力い

ただける方をお待ちしています。

とき／7月28日㈰13時30分～15
時30分　ところ／男女共同参
画センター　内容／日常生活
で起こるあらゆる悩みをスカッ
と解決します。　参加料／500
円　申込み／電話で

とき／毎週金～日曜日14時～15時30分 と
ン 内容／

ルパンシリーズの舞台となった
“エトルタ”とモーパッサンが著した世界遺

ミシェル”を紹介します。

とき／7月19日㈮10時～11時(毎月
第1木曜日・第3金曜日予定)　とこ
ろ／神戸コミュニティセンター　内
容／笑いとヨガの呼吸を合わせた
健康法　講師／松葉さゆりさん　
参加料／1回300円

8月2日
4日㈰※時間など詳細はホームページで

(伊船町1002－6)
3時間で作品を

定員／10人 参加料／1,500

対象／16歳以上の方　とき／毎週木曜日
19時～21時　ところ／ふれあいセンター
ふれあいホール(南玉垣町6600)ほか　内
容／合唱を楽しみます。　参加料／月
2,000円　申込み／電話で　※音楽経験
問いません。気軽にご連絡ください。

彫型画鈴鹿教室
中城昇　　383-5393

県障がい者スポーツウエルネス吹矢協会
鈴鹿支部　　090-5037-4968

(一社)市民講座運営委員会
　0120-307-404

すずか福耳 冨樫せつ子 カラ♡ころ会
　090-9900-2237

大嶋 090-1140-5822 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

鈴鹿混声合唱団
久米　090-2349-5554

彫型画(伊勢型紙)
鈴鹿教室生徒募集

スポーツウエルネス吹矢を
一緒にやりましょう

屋根・外壁塗りセミナー

参加者募集
かいけつ“ドラ”の
お悩みスカッと塾

旅をしてみませんか
笑いのエクササイズ
「笑いヨガ」

夏休みポスター教室 ハモる喜び ご一緒に
団員募集

ます(企業・自営業者の活動を含む)。

／8月24日
9時30分～11時30分 と

センター 内容／
学べます。

参加料／無料 ※途中参加や1回のみ

とき／7月14日㈰13時から　とこ
ろ／河川防災センター(庄野町
981-1)　内容／「令和」にちなむ
歌や恋歌などを学びます。　講
師／加藤龍宗さん　参加料／無
料　申込み／電話で

第3
水曜日13時～16時45分 ところ
／白子コミュニティセンター 内
容／課題吟と自由吟 参加料／

も500円 ※初心者

とき／毎週金曜日9時30分～11時
30分　ところ／ふれあいセン
ターふれあいホール(南玉垣町
6600)　内容／声を合わせて
一緒に楽しく歌いましょう。　
※いつでも見学にお越しください。

（月

内容／放送大学はテレビやインター
スマホで学べる通信制の大
興味のある科目を1科目から
入学試験はありません。

とき／7月25日㈭10時～11時
30分　ところ／男女共同参画セ
ンター　3階研修室　内容／傾
聴ボランティア活動を紹介しま
す。　※傾聴活動にご協力い
ただける方をお待ちしています。

その家族 とき／7月
28日㈰ ところ／鈴鹿ハ

ト 内容／こど
ップ、

生活体験コーナーなど 参加料／

とき／毎週金～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　内容／
アルセーヌ・ルパンシリーズの舞台となった
“エトルタ”とモーパッサンが著した世界遺
産の“モン・サン・ミシェル”を紹介します。　
参加料／1回500円　申込み／電話で

とき／原則毎月第3木曜日 内容／
チャーターしたバスで県内外の景勝

楽しいストーリーを求め
※明

トーです。

対象／小学生、中学生　とき／7月30日㈫・8月2日
㈮・4日㈰※時間など詳細はホームページで　
ところ／cohak（こはく）(伊船町1002－6)　
内容／丁寧な描き方指導で、3時間で作品を
描き上げます。　定員／10人　参加料／1,500
円　申込み・問合せ／ホームページで

りゅうそう

えん      よ  きょう  こ

下野和子 370-4620 今村慶子 383-1740 延与恭子　　382-5571

090-3387-4798 林あつ子　　383-6627

放送大学三重学習センター
059-233-1170 https://www.ouj.ac.jp/

すずか福耳　冨樫せつ子
　090-5033-1346

鈴鹿友の会 ・ 384-5567 大嶋　　090-1140-5822

県体育協会指導員 北野次雄 清水
　http://paint.chu.jp

万葉歌を学ぶ

鈴鹿女声コーラス
団員募集

10月入学生募集中
傾聴ボランティア

“すずか福耳”参加者募集

フランス語で
旅をしてみませんか

ウオーキングサークル
補充会員募集 夏休みポスター教室

お断りします(企業

関心のある方どなた
でも とき／7月10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／本人無料、会

対象／幼稚園児～小学生　とき／8月24日
㈯まで（全10回）9時30分～11時30分　と
ころ／神戸コミュニティセンター　内容／
浴衣を着て礼儀作法を楽しく学べます。　
参加料／無料　※途中参加や1回のみ
の参加も可能です。

①とき／7月14日㈰ 集合／近鉄江戸
橋駅9時10分 内容／参宮街道(江戸橋
～垂水) ②とき／8月4日㈰ 集合／
近鉄高田本山駅9時20分 内容／専修
寺と県総合文化センターを訪ねます。
参加料／各200円 ※自由参加です。

とき／例会：第4土曜日、教室：第3
水曜日13時～16時45分　ところ
／白子コミュニティセンター　内
容／課題吟と自由吟　参加料／
例会、教室とも500円　※初心者
大歓迎です。

とき／7月9日㈫19時～21時
ところ／白子公民館 内容／不
登校のお子さんをお持ちの親

心配
なことや気になることを一緒に

参加料／100円

内容／放送大学はテレビやインター
ネット、スマホで学べる通信制の大
学です。興味のある科目を1科目から
学べます。入学試験はありません。　
申込み／9月20日㈮(必着)まで

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時 と
ころ／旭が丘公民館 内容／Jゴスペルと
日本人のためのオリジナルゴスペルで

年齢を問わず
参加料／年200円

対象／幼児とその家族　とき／7月
27日㈯・28日㈰　ところ／鈴鹿ハ
ンター1階サブコート　内容／こど
もの感性を見つめるワークショップ、
生活体験コーナーなど　参加料／
無料(一部材料費100円)

とき／7月14日㈰14時～16時 とこ
（南玉垣町

内容／食事介助のコツ
講師／中東真紀さん

(鈴鹿医療科学大学准教授) 参

とき／原則毎月第3木曜日　内容／
チャーターしたバスで県内外の景勝
地へ向かい、楽しいストーリーを求め
て5～7kmの距離を歩きます。　※明
るく、楽しく、元気が会のモットーです。
ご連絡お待ちしています。

下野和子 370-4620 今村慶子　　383-1740 延与恭子 382-5571

鈴鹿川柳会
青砥たかこ　090-3387-4798

放送大学三重学習センター
　 059-233-1170　 https://www.ouj.ac.jp/

旭が丘サークル 386-5399 鈴鹿友の会　・　384-5567

県体育協会指導員　北野次雄
　090-5605-1438

あお  と

鈴鹿市和装礼法
こども教室

川柳で脳も心も
耕しましょう

鈴鹿不登校を考える 放送大学
10月入学生募集中 “すずか福耳”

できるかな
やってみよう

ウオーキングサークル
「楽歩」補充会員募集

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／7月10日㈬13時30分～15
時30分　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談、情報交換、介護
家族との交流　参加料／本人無料、会
員100円、一般200円　申込み／不要

①とき／7月14日㈰　集合／近鉄江戸
橋駅9時10分　内容／参宮街道(江戸橋
～垂水)　②とき／8月4日㈰　集合／
近鉄高田本山駅9時20分　内容／専修
寺と県総合文化センターを訪ねます。　
参加料／各200円　※自由参加です。

とき／例会

とき／7月9日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　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。心配
なことや気になることを一緒に
話しましょう。　参加料／100円

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　と
ころ／旭が丘公民館　内容／Jゴスペルと
いう日本人のためのオリジナルゴスペルで
愛をテーマに歌っています。年齢を問わず
誰でも参加できます。　参加料／年200円　
※キーボードを弾ける方歓迎します。

とき／7月14日㈰14時～16時　とこ
ろ／桜の森白子ホーム（南玉垣町
7300-2）　内容／食事介助のコツ
を学びます。　講師／中東真紀さん
(鈴鹿医療科学大学准教授)　参
加料／300円　申込み／電話で

下野和子　　370-4620 今村慶子 383-1740 延与恭子 382-5571

鈴木利昭
　080-1611-9264

つぅの会
保井　090-4185-1514

旭が丘サークル　386-5399

桜の森白子ホーム
373-4650

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

Jゴスペルクラブ

役立つ食事介助の
ポイント講座 「楽歩」

8次回の募集は  9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／  7月 8日㈪～12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 )。

http://paint.chu.jp
https://www.ouj.ac.jp/
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F1 鈴鹿市民応援席

F1 日本グランプリは

市民応援席で観戦しよう

地域資源活用課
382-9020     382-0304

chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんに世界最高峰の自動
車レースを肌で感じていただき、鈴
鹿市の財産である「モータースポー
ツ」に親しみ・理解を深めていただ
けるよう「鈴鹿市民応援席」を設置
します。

鈴鹿での世界最高峰の戦いは
令和も続く

鈴鹿での世界最高峰の戦いは
令和も続く

　昭和から平成にかけて、F1日
本グランプリの舞台となった鈴鹿
サーキット。チャレンジングなコ
ースレイアウトが演出する緊迫の
レース展開、観戦環境やイベント
の充実、そして温かいおもてなし
など、大会のキャッチフレーズ
“THE ONEAND ONLY（唯一無二）
” のとおり、鈴鹿でしか味わえな
い感動を与えてくれました。
　令和の時代も鈴鹿で行われる世
界最高峰の戦い。誕生する新たな
歴史を「鈴鹿市民応援席」で見届
けましょう。

ホンダ躍進！
2019 シーズンのみどころ

ホンダ躍進！
2019 シーズンのみどころ

　2019 年シーズン、大きな注目
を集めるのがホンダがパワーユニ
ットを供給するレッドブルとトロ
ロッソの 2 チームです。その中
でも、今シーズンよりホンダのパ
ワーを得たレットブルは、開幕戦
で 3 位表彰台を獲得するなど上
位入賞をし続けており、戦力分布
を塗り替えるだけでなく、優勝も
視野に入れて戦いに臨んでいます。
シリーズ終盤に行われる日本グ
ランプリ。佳境を迎えるチャンピ
オン争いだけでなく、ホンダの母
国グランプリでの優勝なるかなど
に注目が集まります。決勝当日は
、手に汗握るレースが期待できそ
うです。

F1 鈴鹿市民応援席
（S字コーナー前）を特別価格で

購入いただけます

F1 鈴鹿市民応援席
（S字コーナー前）を特別価格で

購入いただけます

対　象　鈴鹿市民でチケットの送
り先が鈴鹿市内の方
と　き　10月 11日㈮～ 13日㈰
ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース
定　員　1,000 人（先着順）
特別価格
　大　人　2万 1,100 円（高校
生以上）
　子ども　3,000 円（3歳～中学
生）

※5 日間 (10 日 ( 木 ) ～ 14 日 ( 月・

祝 )) の乗り物乗り放題付きです (

一部を除く )。

販売期間　7月 5日㈮ 10時～ 9
月 20日㈮（24時間受付）
主　催　株式会社モビリティラン
ド、鈴鹿市
協　力　鈴鹿商工会議所、一般社
団法人鈴鹿市観光協会、NPO
法人鈴鹿モータースポーツ友の
会

❖申込み方法❖
１．次の「鈴鹿市民応援席」申込
み専用アドレスにパソコン、ス
マートフォンなどでアクセス

※市ホームページからもアクセスで

きます。

２．画面の指示に従ってモビステ
ーション
　ID・パスワード・優待コード
「SF168224」（SF は大文字）
など必要事項を入力

　購入時にMOBILITY STATIO
N（鈴鹿サーキットオンライン
チケットサイト）への会員登録
が必要となります。

※1 人 10 枚まで

※精算方法はクレジットカードまた

は代引き

※チケットは 8 月から順次発送

「鈴鹿市民応援席」
申込み専用アドレス

http://www.suzukacircuit.jp/suzukashi/

※パソコン、スマートフォンをお持

ちでない方は鈴鹿サーキットへお

問い合わせください。

　鈴鹿サーキット営業部　　

378-1111（代）

（月～金曜日の 10 時～ 17 時）

http://www.suzukacircuit.jp/suzukashi/
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考古博物館夏休みイベント

夏休み子ども体験博物館

2019

考古博物館　374-1994　374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　夏休み期間中の考古博物館は、体
験イベント盛りだくさん。考古学者
の気分を体験できますので、ぜひお
越しください。
と　き　7月 20日㈯～ 9月 1日
㈰　※休館日　毎週月曜日（祝日

の場合翌日）・第 3 火曜日

ところ　考古博物館講堂、ホール、
玄関前など

体験講座
（休館日以外毎日実施）

※団体（10 人以上）で利用の場

合は、事前にご連絡ください。

勾玉作り・土笛作り
受付時間　9 時～ 10時、13時
～ 14時
材料費　勾玉 300 円、土笛 200 円
※土笛を夏休み期間中に受け取りた

い方は、8 月 4

日 ( 日 ) までに制

作してください

（8 月 31 日 ( 土 )

以降にお渡しし

ます）。

火起こし体験
※雨天・強風時は中止

受付時間
10時～11時30分、
14時～ 15時 30分
体験費　150 円

夏休み限定！
日替り体験講座夏休み限定！日替り体験講座

対　　象　小・中学生
　※小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。

受付時間　【定員制受付時間】
　9時～９時15分、13時～13時15分
※当日は博物館内エントランスホールで受け付けます。
※事前の申し込みは受け付けていません。
※希望者が定員を超えた場合は抽選を行います。

　　　　【入替制受付時間】　
　9時～11時（開始時間9時30分）
　13時～15時（開始時間13時30分）

陶土で製作体験をしよう
●土鈴を作ろう（1時間）
8月2日㈮　各回12人
材料費200円

※乾燥・焼成後お渡しします。

プチ考古学者体験講座
●瓦や土器の拓本を取ってみよう (1時間)
8月16日㈮　各回10人 
材料費200円

●古墳の模型を作ろう (2時間)
8月22日㈭　各回10人
材料費300円

自分の手で編んでみよう
●麦わらで虫かごを編もう(1時間）
7月26日㈮　各回30人
材料費500円

●編みかごを作ろう(2時間）
8月30日㈮　各回10人
　午前：丸型　材料費300円
　午後：角型　材料費500円夏休み限定！日替り体験講座

●草木染めをしよう(2時間）
7月25日㈭・8月8日㈭
各回10人　材料費500円

●万華鏡を作ろう(30分)
7月31日㈬午前・午後　各2回 各回20人
材料費500円

●ペーパークラフト(1時間)
8月1日㈭　各回14席入替制　材料費100円

●博物館キーホルダーを作ろう（1時間）
8月7日㈬　各回14席入替制　材料費200円

●ネイチャーゲームとネイチャークラフト(2時間)
8月9日㈮　各回30人　材料費300円

●伊勢型紙のしおりを作ろう(1時間)
8月14日㈬・29日㈭　各回10人　材料費100円

●アート体験（石、缶、流木などで作品制作）を
しよう(1時間）
8月15日㈭・21日㈬ 各回16席入替制　材料費500円

●竹笛を作ろう(1時間)
8月23日㈮　各回12席入替制　材料費100円

●博物館缶バッジを作ろう（1時間）
8月28日㈬　各回14席入替制　材料費100円

工作をしてみよう
※小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。

当日は博物館内エントランスホールで受け付けます。

※希望者が定員を超えた場合は抽選を行います。

詳しくは、チラシや考古博物館ホームページをご覧い
ただくか、直接考古博物館へお問い合わせください。

考古博物館スペシャル体験講座
【小・中学生対象】

※小学 3 年生以下は保護者の同伴が

必要です。

申込み 7 月 13 日 ( 土 ) から 17
日 ( 水 )9 時から 17時までに電話
で考古博物館へ

※当日の持ち物・注意事項などは、

申し込み締め切り後に案内します。

◆実際の発掘現場で遺跡発掘を体験してみよう
　と　き　7月28日㈰9時から、13時30分から

※雨天などの場合は8月4日（日）に延期
　ところ　磐城山遺跡（木田町）
　定　員　各回20人

　（要予約・先着順）
　参加料　無料

ばんじょうざん　いせき

◆土器ドキワークショップ「土器で塩を作ってみよう！」
　と　き　7月24日㈬・8月11日㈰

各日13時30分～16時30分
※雨天中止

　ところ　考古博物館前広場
　定　員　各回10人（要予約・先着順）
　参加料　無料

企画展「今の道具　昔の道具　
ずーーっと昔の道具」

　身近にある生活道具の歴史につ
いて考古資料や民俗資料などから
紹介します。
と　き　7月 13日㈯～ 9月 16
日（月・祝）※休館日（毎週月
曜日（祝日の場合翌日）・第 3
火曜日）を除きます。
ところ　考古博物館　特別展示室
入場料　一般・学生　企画展・常
設展セット　200 円、小・中学
生　無料　※常設展を観覧の場

合、100 円です。

※未就学児、70 歳以上の方、障が

い者の手帳などをお持ちの方とそ

の付き添いの方 1 人は無料です。

企画展内イベント

◆企画展展示解説
　と　き　7月25日㈭

8月28日㈬
各日10時15分から

　ところ　特別展示室
　講　師　考古博物館 学芸員

◆こどもと学ぶ講演会

と き

ところ
講 師

企画展内イベント

各日10時15分から

考古博物館 学芸員

◆こどもと学ぶ講演会
「縄文時代のキッチン事情」
　と　き　8月7日㈬

10時45分から
　ところ　考古シアター
　講　師　小濱学さん

　（三重県教育委員会）　

◆こどもと学ぶ講演会

と き

ところ
講 師

「縄文時代のキッチン事情」

（三重県教育委員会）　

◆こどもと学ぶ講演会
　「くらしの道具　いま・むかし」
　と　き　8月21日㈬

10時45分から
　ところ　考古シアター
　講　師　宇河雅之さん

　（三重県総合博物館）

※「こどもと学ぶ講演会」参加の方は、

常設展と企画展の入場料が無料に

なります。

博物館
「なるほど探検隊」
スタンプラリー

　市内の 7施設を巡
り、スタンプを集め
ながら、「なるほどクイズ」に挑
戦します。
　考古・天文・偉人・歴史・文化
など、専門的な分野を学習できま
す。
対　象　小学生以上※保護者同伴
であれば未就学児も参加できま
す。
と　き　7月 13日㈯～ 9月 16
日（月・祝）※記念品などの引き

渡しは10月31日(木)までです。

ところ　考古博物館、文化会館プ
ラネタリウム、佐佐木信綱記念
館、大黒屋光太夫記念館、庄野
宿資料館、伊勢型紙資料館、稲
生民俗資料館

【スランプラリーの流れ】
【スランプラリーの流れ】
①台紙を入手しよう

　各施設または考古
博物館ホームページ
で入手できます。
※達成記念品引き渡し場所：考古博物館、【スランプラリーの流れ】
②スタンプを集めよう

　7施設を巡り、各
施設にあるスタンプ
を押しましょう。

※達成記念品引き渡し場所：考古博物館、大黒屋光太夫記念館、
③クイズに挑戦しよう

　各施設で出題され
るクイズにチャレンジ
しましょう。

大黒屋光太夫記念館、市役所9階文化財課

④記念品をもらおう

3 館目 5 館目

オリジナル缶バッジ

7 館達成とクイズ全問正解

認定証と達成記念品

※達成記念品引き渡し場所：考古

博物館、大黒屋光太夫記念館、

市役所 9 階文化財課

edu.city.suzuka.mie.jp
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図書館夏休みイベント

今年の夏も図書館へ

図書館　382-0347　382-4000
　　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　図書館では、夏休みにさまざまな
イベントを開催します。ぜひご参加
ください。

「読書ノート」配布

と　き　7月 13日 ( 土 ) から　
※無くなり次第終了します。

ところ　本館、江島分館カウン
ター
内　容　18冊分の本の感想が書
ける読書ノートを配布します。
3冊分の感想を書くごとに「オ
リジナルライブラリーキャラク
ターカード」1枚をプレゼント。
カードは 6種類あります。
主　催　図書館ボランティア　
ぶっくりん

読書ノート
昨年のオリジナルライ

ブラリーキャラクター

カードです。今年はど

んなカードかお楽しみに。

夏休み子ども映画会
対　象　幼児・小学生
とき・ところ　
　7月 23日㈫・24日㈬本館 2
階 視聴覚室
　7月 27日㈯・8月 24日㈯江
島分館 2階 ギャラリー
　各日 10時からと 13時 30分
から
内　容　子ども向けDVDの上映
定　員　各 100 人程度（出入り
自由）
申込み　不要
※満員時は入場を

お断りする場合

があります。

キクキクヨムヨムものがたり
対　象　小学生
とき・ところ　
　8月 24日㈯本館 2階　視聴覚室
　8月 25日㈰江島分館 2階　ギ
ャラリー
　各日 13時 30分から
内　容　小学生のための「物語」
の読み語り
主　催　図書館ボランティア　グ
ランま～ま

図書館探検クイズ
と　き　7月 20日㈯～ 9月 1日
㈰ 9時～ 16時 30分（休館日
を除く）　
ところ　江島分館 1階
内　容　江島分館を探検しながら
、図書館や本に関するクイズに
挑戦します。

※クイズの問題

は、1 階カウン

ターでお渡しし

ますので、お声

掛けください。

おりがみ教室

対　象　小学生　
※小学 3 年生以下は保護者の同伴が

必要です。

と　き　8月 19日㈪ 10時～ 11
時 30分　　　
ところ　江島分館 2階 ギャラリー
内　容　折り紙を組み合わせた作
品づくり
定　員　25人（保護者を除く）
※申し込み多数の場合は抽選を行い

ます。

申込み　7月 18日㈭ ( 必着 ) ま
でに、参加者（制作者名を◯で
囲み、フリガナ記入）、年齢、
住所、電話番号を記入の上、往
復はがきまたは電子メールで図
書館（〒513-0802 鈴鹿市飯野
寺家町 812「おりがみ教室」
係）へ

図書館お役立ち講座
と　き　8月 28日㈬ 13時 30
分～ 15時　　
ところ　本館 2階 視聴覚室
内　容　野菜作りのコツと裏ワザ
（秋冬野菜編）
講　師　阿部智也さん（（一社）
農山漁村文化協会）
定　員　30人 ( 先着順 )

申込み　7月 16
日㈫ 9時から
、申込書に必
要事項を記入
の上、直接、
ファクスまた
は電子メール
で図書館へ

※参加料は全て無料です。託児はあ

りません。　

※往復はがきで申し込む場合は消せ

るペンの使用はおやめください。

※詳しくは各イベントのチラシをご

覧いただくか、直接お問い合わせ

ください。

※チラシや申込書は図書館または図

書館ホームページで入手できます。

lib.city.suzuka.lg.jp


東京2020オリンピック
聖火リレー聖火ランナー募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

令和2年4月8日㈬、9日㈭の2
日間、三重県を走行する聖火ラン
ナーを募集します。詳しくは、三重
県ホームページサイト内の聖火ラ
ンナー募集要項をご覧ください。
対　象　平成20年4月1日以
前に生まれた方で、三重県に
ゆかりのある方

※令和2年3月1日時点で、18歳未
満の方は保護者の同意が必要
です。

※国籍、性別は問いません。
募集期間　7月1日㈪～8月31
日㈯
募集人数　29人
※県内29全市町から1名ずつ選出
申込み・問合せ　応募サイト（三
重県電子申請・届出システ
ム）から申し込むか、応募用紙
を電子メールまたは郵送（8月
31日消印有効）で、東京
2020オリンピック・パラリンピ
ック聖火リレー三重県実行委
員会（〒514-8570　津市広
明町13　090-2641-1695
（平日8時30分～17時15分）
　ｍierun@pref.mie.lg.jp）
へ

※応募には、自己PRや応募動機の
ほか、第三者の推薦が必要です。

※募集要項および応募用紙は、県
庁、県鈴鹿庁舎、市スポーツ課
窓口で入手できます。  
決定の流れ　選考により実行
委員会が最終候補者を東京
2020組織委員会に推薦しま
す。発表は12月以降です。

※プレゼンティングパートナー4社
でも募集しています。

鈴鹿市まちづくり
応援補助金の交付団体決定
地域協働課　382-8695　382-2214

　｢鈴鹿まちづくり応援補助金｣
は、市民の皆さんの自主的なま
ちづくり活動を応援するための
補助金制度です。審査により決
定した令和元年度補助金交付団
体は次の通りです。

団体名 事業名 交付金額
のびのびっ子サークル のびのびっ子サークル 50,000円
（公社）認知症の人と家族の会
　三重県支部鈴鹿地区会

家族介護スキルアップ教室 50,000円

ダンスチーム凛 （仮称）「一祭合祭」開催事業 50,000円

アンサンブルヴォーチェリトス アンサンブルヴォーチェリトス
第１回演奏会 50,000円

西部少年少女合唱団 季節を感じる発表会 50,000円

◆ふみだそうコース（市民活動団体対象）

団体名 事業名 交付金額

NPO法人shining
現役子育て世代の声を基盤
とした子育て応援の輪を広
げる事業

140,000円

鈴鹿地区
みえ防災コーディネーター 防災力アップに向けて 150,000円

家庭教育研究センターFACE 若者の活躍の場を広げよう 140,000円

劇団花さつき
 劇団花さつき
  十五周年記念公演
「神戸城主・織田信孝（仮）」

140,000円

NPO法人21世紀の
子育てを考える会．鈴鹿

「子どもにやさしい
　まちづくり2019＠鈴鹿」
　～「子どもの権利条約」
　国連採択30周年のこの年に
　すべての子どもたちのために、
　鈴鹿ですべきこと～

100,000円

ウミガメネットワーク 「すずかのぎょぎょう」
  ＤＶＤ作り

100,000円

◆ひろげようコース（市民活動団体対象）

◆つながろうコース（地域づくり活動団体対象）
団体名 事業名 交付金額

牧田地区地域づくり協議会

「インターネットを活用した
 新たな地域づくりと前川定
 五郎翁の心を生かす地域
 ボランティアの育成」

170,000円

夢ある稲生まちづくり協議会 稲生助け愛ネット
立ち上げ事業 200,000円

深伊沢地域づくり協議会   休耕田の恵み
「救命米2000食」備蓄 200,000円

　「セアカゴケグモ」に
ご注意ください

環境政策課　382-7954　 382-2214

　平成25年から特定外来生物の
「セアカゴケグモ」が市内全域で確
認されています。メスは体長10ミリ
程度、全体が黒く、腹部背面に赤
い模様を持ち、毒があります（オス
は全体的に白っぽく、赤い模様が
なく、毒を持ちません）。駆除する
場合は手袋などを着用し、市販の
殺虫剤を使用するか、踏みつぶして
ください。また、卵のう（卵の入った
直径10ミリ程度の袋）はビニール袋
に入れて踏みつぶしてください。
※詳しい特徴などは、市ホームペー
ジ（ごみ・環境→鈴鹿の自然）を
ご覧ください。

国民年金保険料
免除・猶予制度の利用を
保険年金課　382-9401　 382-9455

　経済的な理由で国民年金保険
料の納付が困難な方は、本人・配
偶者・世帯主の前年度の所得に応
じて、国民年金保険料免除・猶予
制度を利用することができます。
と　き　7月1日㈪から　
※申請は原則として、毎年手続き
が必要です。

※平成30年度免除申請で全額免除や
納付猶予が承認されており、継続審
査の承認を受けた方は除きます。

※所得によっては対象とならない
場合もあります。
持ち物　年金手帳、身分証明
書、印鑑

※本人・配偶者・世帯主の中に平成
29年12月31日以降に退職(失業)
した方がいる場合は、雇用保険の
離職票または受給資格者証の写
しが必要です。失業による特例に
より、免除または猶予が承認され
やすくなる場合がありますので、
お問い合わせください。
申込み　保険年金課、地区市
民センター、年金事務所
問合せ　津年金事務所
（　059-228-9112）

国民健康保険｢限度額適
用認定証｣｢限度額適用・
標準負担額減額認定証｣

の申請
保険年金課　382-7605　 382-9455

　現在発行している認定証の有
効期限は7月31日㈬です。8月以降
も限度額適用認定証の交付を希
望される方は、新たに申請が必要
になりますので、ご注意ください。
と　き　7月2日㈫から
ところ　保険年金課、地区市

やすくなる場合がありますので、

民センター
◆70歳未満の方
対象の認定証　限度額適用認
定証（住民税課税世帯）、限
度額適用・標準負担額減額認
定証（住民税非課税世帯）

◆70歳以上75歳未満の方
対象の認定証　限度額適用認
定証（現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ世帯）、
限度額適用・標準負担額減額認
定証（住民税非課税世帯）

※所得区分については、保険年金
課へお問い合わせください。

※申請には、免許証など本人確認で
きるものと個人番号（マイナンバ
ー）が確認できるものが必要です。

※70歳未満の方で、国民健康保
険料（税）に未納がある方は、交
付できません。

※地区市民センターでの申請の場
合は、郵送で交付します。

納税の休日・夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　7月28日㈰9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　7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。
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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。
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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。
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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

※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

放課後児童クラブの
放課後児童支援員等
および児童募集

子ども政策課　382-7661　382-9054

　放課後児童クラブは、保護者が
仕事などで昼間家庭にいない小学
生を対象に、放課後から 18時ご
ろまで児童を預かる場です。
　現在、次の放課後児童クラブで、
放課後児童支援員や補助員、児童
の募集を行っていますので、各放
課後児童クラブにお問い合わせく
ださい。
※放課後児童支援員とは、保育士な

どの資格があり、都道府県が行う

研修を修了した方です。補助員に

ついては、必要な資格はありませ

ん。

※児童募集は、9 月以降の利用分に

なります。　

※掲載時点で募集を締め切っている

場合があります。

学校区 放課後児童クラブ名 所在地 電話番号
放課後

児童支援員
等募集

児童募集

国府 ゆいまぁる 国府町2598-1 370-0605 ○
庄野 コスモス 庄野東2-5-35 379-0811 ○

つくし 岡田町699 367-3606 ○
ひかりっ子 平田東町10-13 375-2468 ○ ○

白子 たんぽぽ 白子2-7-38 388-2774 ○
アサヒッ子 白子町2006-1 386-2611 ○
かけはし 中旭が丘3-13-25 386-2939 ○

桜島 ももたろう　１組・２組 桜島町3-10-1 387-0371 ○
愛宕 あおぞら　第１ 北江島町43-8 368-1223 ○
稲生 鈴鹿わかすぎこどもクラブ 稲生西2-4-3 367-7075 ○

ひこうきぐも 阿古曽町25-6 367-3367 ○
日の本クラブ飯野 阿古曽町31-6 379-3517 ○

明生 みらくる 住吉1-4-29 367-1711 ○
河曲 かわたろう 河田町1341 383-3070 ○
一ノ宮 スマイル 高岡町2665-2 369-2780 ○
箕田 箕田学童保育所 南堀江1-14-19 395-1003 ○
若松 はまゆう 若松中1-6-11 385-3415 ○
玉垣 玉垣レインボー 東玉垣町523-1 373-4734 ○
神戸 かんたろう学童保育所 神戸8-9-15 383-1519 ○
天名 ピース天名 御薗町2500 080-9495-4497 ○
鈴西 しいの実 深溝町3144-18 374-5511 ○

椿 ひまわり 山本町1255-4
小山組集会所内 371-2300 ○

庄内 学童たけっこクラブ 東庄内町2458-1 371-2317
（庄内青い鳥保育園） ○

牧田

旭が丘

飯野

介護保険負担限度額
認定申請の受け付け
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3201　 369-3202

　介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護老人保健
施設、介護療養型医療施設、
介護医療院、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介
護、短期入所サービス（ショート
ステイ）利用時の自己負担費用
のうち、食費、居住費（滞在費）
について、申請により負担が軽
減されます。
対　象　次の全てに該当する方
○本人、配偶者および世帯全
員が市町村民税非課税であ
ること。
○預貯金などが、配偶者がいな
い方は1,000万円以下であ
ること。配偶者がいる方は合
計額が2,000万円以下であ
ること
対象となる預貯金などの具体
的な例
　現金、預貯金（普通、定期）、
有価証券（株式、国債、地方
債、社債など）、投資信託、金
や銀など購入先の口座残高
によって時価評価額が容易
に把握できる貴金属、負債
（借入金、住宅ローンなど）
※生命保険、自動車などは対象外
です。

※虚偽の申告により不正に支給を
受けた場合は、支給された額の
返還および加算金を求めること
があります。
認定有効期間　申請月の1日
から翌年7月31日まで
内　容　区分に応じて軽減の
内容が分かれます。
①生活保護受給者または老齢

施設、介護療養型医療施設、

食費、居住費（滞在費）

　現金、預貯金（普通、定期）、

福祉年金受給者
②本人の合計所得金額と課税
年金収入額および非課税年
金収入額（遺族年金や障害
年金など）の合計金額が80
万円以下の方
③上記の①②に該当しない方
申込み　7月1日㈪から介護保
険負担限度額認定申請書兼
同意書（鈴鹿亀山地区広域
連合ホームページから入手
可)、認定を受ける本人の印
鑑、直近2カ月以内の残高が
確認できる通帳などの写し
（生活保護受給者は不要で
す）を持って鈴鹿亀山地区広
域連合（市役所西館3階）へ

※配偶者の印鑑と通帳も必要で
す。
◆更新手続きはお早めに
　現在交付されている「介護保
険負担限度額認定証」の有効
期限は、7月31日㈬までです。
　8月1日㈭以降も継続して認
定を受けようとする方は、8月
30日㈮まで(必着)に鈴鹿亀山
地区広域連合介護保険課に申
請してください。
◆市町村民税課税層における
食費・居住費の特例減額措置
　介護保険負担限度額認定に
該当しない方で、施設に入所し
たことにより、残された世帯員
の生計が困難になる場合は、特
例減額措置制度があります。
認定を受ける主な条件
○属する世帯の構成員の数が
2人以上であること

○世帯の年間収入から施設の
利用者負担見込額を除いた
額が80万円以下であること

○世帯全員の合計預貯金など
が450万円以下であることな
ど

公共下水道への接続で
快適な生活環境を
営業課　368-1674　 368-1685

　下水道が普及すると、雑排水の
排除やトイレの水洗化などにより、
水路から汚れた水がなくなり、蚊や
ハエなどの発生を防いで伝染病を
予防できます。清潔で快適な生活
環境につながりますので、公共下
水道への接続にご協力ください。
◆ご注意ください
○「排水設備」は供用開始後1年
以内の設置、くみ取りトイレは3年
以内に水洗トイレに改造し、公共
ますに接続する必要があります。
○｢鈴鹿市排水設備指定工事
店｣でないと下水道の排水設
備工事はできません。

※工事の内容・支払方法などを十分
に検討し、納得できる内容で契約
しましょう。

※公共下水道への接続切り替え工
事費用に対する｢融資あっせん
制度｣があります。指定工事店
にご確認ください。

※上下水道局では、下水道への接続
の普及促進として戸別訪問してい
ます。訪問者は「身分証明書」を携
帯していますので、不審な点があ
れば確認してください。
◆下水道は大切に使ってください
○油を下水道に流すと施設を傷め
たり、環境に負荷がかかります。油
のついた食器などは、キッチンペ
ーパーなどでふき取ってから洗い、
油を含んだスープ類は、浮いた油
を除いてから流してください。
○事業所・飲食店の方は「除害施
設」を通してから、下水道に流して
ください。除害施設が油や残飯で
いっぱいになっていると十分な能
力を発揮することができないだけ
でなく、そのままにしておくと、悪臭
の原因にもなってしまいますので、
清掃・点検を行ってください。



がん検診無料クーポン券
を送付しました

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　がん検診無料クーポン券を、
6月中旬ごろに対象の方へ黄
色の封筒で送付しました。
  このクーポン券で、個別検診
（市内の指定医療機関で実施）
または集団検診（保健センター
などで実施。毎月広報すずか健
康館にて募集）を無料で受ける
ことができます。
対　象　市内に住民登録があ
り、平成30年度に次の年齢
になった方
　・胃がん検診　40歳
　・胃がんリスク評価（ABC検
診）30歳、40歳
　・乳がん検診　40歳
　・子宮頸がん検診　20歳
※対象の方でクーポン券が届いて
いない方は、健康づくり課へお
問い合わせください。

夏の交通安全県民運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　7月11日㈭から20日㈯までの
10日間、夏の交通安全県民運
動が実施されます。

がん検診無料クーポン券を、

（市内の指定医療機関で実施）

運動の重点項目
　・高齢者と子どもの交通事故
防止
　・シートベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の徹底
　・横断歩道における歩行者優
先の徹底
　・飲酒運転の根絶

第 28回鈴鹿市
文芸賞作品募集

（公財）鈴鹿市文化振興事業団　
384-7000　384-7755
http://www.s-bunka.net

対　象　市内在住・在勤・在学ま
たは市内の文化団体などに所属
している方

※前回（第 27 回）の一般の部で最

優秀賞を受賞した方は、今回同じ

ジャンルには応募できません。

※ジュニアの部は、中学生以下に限

ります。

出品料　一般の部は 1作品につ
き 1,000 円、ジュニアの部は
無料　
募集期間　10月 31日㈭まで
※詳しくは、文化振興事業団ホーム

ページをご覧いただくかお問い合

わせください。

※応募は、自筆またはパソコンを使

用した作品で未発表のものに限り

ます。

※作品は日本語で書かれたものに限

ります。

ジャンル 応募規格 賞
作文・童話など 400字詰め原稿用紙

で本文20枚以内 最優秀賞
優秀賞
奨励賞

４人以内〔賞状と図書カード〕
４人以内〔賞状と図書カード〕
若干名〔賞状と図書カード〕

詩 １編
短歌 ３首まで
俳句・川柳 ３句まで

ジャンル 応募規格 賞

散　
　

文

小説・評論など
400字詰め原稿
用紙で本文50枚
以内

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

１人以内〔賞状と賞金５万円〕
１人以内〔賞状と賞金２万円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

エッセイ
400字詰め原稿
用紙で本文20枚
以内

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

１人以内〔賞状と賞金2万円〕
１人以内〔賞状と賞金５千円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

 

アフォリズム
（警句）

１句80字以内
１人５句以内
（タイトル不要）

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

１人以内〔賞状と賞金1万円〕
１人以内〔賞状と賞金５千円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

 

短
詩
型
文
学

詩（漢詩含む）
短歌
俳句
川柳

１編
１作品10首
１作品10句
１作品10句

最優秀賞
優秀賞
奨励賞

４人以内〔賞状と賞金３万円〕
４人以内〔賞状と賞金１万円〕
若干名〔賞状と図書カード〕

 

◆一般の部

◆ジュニア（小中学生）の部

※自筆またはパソコンを使用した作

品で、日本語で書かれた未発表の

ものに限ります。

※一般部門「小説・評論等」「エッセ

イ」に応募される方で、パソコン

を使用した作品の場合は、データ

を CD-R にコピーし、印刷した作

品と併せて提出してください

（USB メモリーやメール添付での

提出不可）。また、必ず原稿用紙設

定を行った作品を提出してくださ

い。

※詳しくは、問い合わせいただくか、

文化振興事業団ホームページをご

覧ください。

アカウミガメの産卵・
足跡を見つけたら連絡を
環境政策課　382-7954　 382-2214

　以前は市内の海岸でたくさ
ん産卵していたアカウミガメも、
海の汚染や乱獲により産卵数
は減少しています。
　近年は保護活動などによって、
ウミガメの上陸や産卵数が少し
ずつ回復してきており、現在も上
陸や産卵が確認されています。
ウミガメ保護のため、海岸で
産卵・足跡を見つけたら静かに
その場から離れ、環境政策課ま
たはウミガメネットワークにご連
絡ください。
問合せ　ウミガメネットワーク
（　090-5600-0221（米川）
　 umigamene tm ie@
　gmail .com)

三重とこわか国体・
三重とこわか大会

炬火トーチデザイン募集
国体推進課　382-9106　 382-9071

　2021年に開催される三重と
こわか国体・三重とこわか大会
の開閉会式で使用する炬火ト
ーチのデザインを募集します。
※炬火とはオリンピックの聖火に
あたるもので、トーチはその火を
運ぶものです。

鼓ヶ浦海岸鼓ヶ浦海岸

きょ　か

ん産卵していたアカウミガメも、

って、

（米川）

対　象　県内に在住・在学・在
勤の方

トーチのデザインコンセプト
　・三重の魅力をシンプルに表
現するもの
　・長さ80cm程度で持ちやす
いもの　など　　

※最優秀賞（賞金30万円）、優秀
賞2点（賞金5万円）、とこまる賞
30点（賞金3千円）
申込み　9月6日㈮まで
※応募方法など詳しくは、三重とこわ
か国体・三重とこわか大会ホーム
ページ(　 http://tokowaka.
pre.mie.lg.jp/)をご覧ください。
問合せ　三重県国体・全国障
害者スポーツ大会局 競技・
式典課(　059-224-2341）

鈴鹿市国民健康保険
特定健康診査の開始
保険年金課　382-9401　 382-9455

　特定健康診査は、高血圧や糖尿
病などの生活習慣病、特にメタボリ
ックシンドローム（内臓脂肪症候群）
の予防に着目した健康診査です。
　対象の方に受診券を送付し
ています。健康管理のために健
診を受けましょう。
対　象　鈴鹿市国民健康保
険加入者で、次の全てに該
当する方
○昭和19年9月1日～昭和55
年3月31日生まれの方
○9月上旬までに届出をして加
入した方
○受診時に継続して加入している方
期　間  11月30日㈯まで
※健康診査実施期間中に75歳になる方
は、誕生日前日までが有効期間です。

※5月中旬から9月上旬までに届け出
をして、鈴鹿市国民健康保険に加
入した方は、加入時期に応じて8月
中旬から10月中旬までに受診券を
送付します。

（内臓脂肪症候群）

※受診できる医療機関は、受診券
の送付時に同封した一覧表で確
認できます。

※鈴鹿市国民健康保険以外の方
や資格を喪失した方は、加入し
ている医療保険者（保険証に記
載）に確認してください。
持ち物　特定健康診査受診券、
質問票、自己負担金（受診券
に記載）、鈴鹿市国民健康保
険被保険者証（短期被保険
者証、資格証明書を含む）

これからの公共施設に
関するアンケート調査に

ご協力を
行政経営課　382-9005　 382-9040

　市内の公共施設は老朽化が
進み、近い将来には、一斉に改
修や建て替えの時期を迎えよ
うとしています。一方で社会保
障費の増加や、少子高齢化に
伴う厳しい財源見通しが予測
される中、これからの30年程度
をどのように対応すべきかが課
題になっています。
　課題の解決に向けて、これか
らの公共施設のあり方を検討
するため、市民の皆さんの貴重
な意見を伺うアンケート調査を
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
上の方から無作為抽出した
3,000人
期　間　7月31日㈬まで
内　容　郵送した調査票に記
入し、同封の返信用封筒でご
返送ください。

http://tokowaka.pre.mie.lg.jp/


第52回鈴鹿市美術展の作品募集
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　384-7755

対　象　市内在住、在勤、在学す
る高校生以上の年齢の方
部門・規定部門・規定
部　門

日本画 10号以上60号以内で額縁付
（ただし、60号は縦描きのみ）

アクリル付額縁は不可
墨彩画のみアクリル付額縁可

洋　画 20号以上80号以内で額縁付 ポスターなどはパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

彫　刻 手動可能なもので
縦・横とも長辺が2m以内、高さ2.5m以内 著しく破損しやすい作品は不可

美術工芸

・立体作品　50cm四方立方以内
　（①1辺1m以内　②125,000㎤）
・平面作品　縦2m、横1.2m以内とし
　展示できる形態のもの(額縁など)

アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

写　真
黒白またはカラー　半切以上全紙まで
・パネルの規格　木製73cm×61cm以内
・組写真　パネルの規格と同じ

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

書　道

・額装または枠張り　
　仕上がり寸法は半切以上12平方尺以内
　縦210cm（7尺）・横182cm（6尺）以内
・折帖、巻子
　縦45cm以内×横300cm以内

作品は全て表装
楷書以外は所定の様式（はがき大）の釈文を添付
アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
軸装の出品は不可
高校生作品は臨書可(全紙判可)

規　　　　　　　　　　定

※自作の未発表の作品で、1部門1人1点のみ（複数部門への出品は可）。

※自作の未発表の作品で、1 部門 1

人 1 点のみ（複数部門への出品は

可）。

※共同作品、コラボ作品は出品でき

ません。

※どの部門に出品するかは、出品者

の意向を尊重します。

※日本画・洋画・美術工芸の額装作

品は必要最低限のつり金具だけを

つけてください。

※ガラス付き額縁は出品できません。

※乾燥していない作品は出品できま

せん。

出品料　作品 1点につき 1，000
円（高校生無料、作品搬入時支
払い）
◆出品手続き
①申込み　10月 8日㈫から 16
日㈬まで ( 土・日曜日、祝日を
除く 9時～ 17時 )( 必着 ) に、
申込書に必要事項を記入の上、
直接または郵送で鈴鹿市文化振
興事業団事務所 ( 文化会館内 ) へ

※申込書は切り離さずに提出してく

ださい。

※休館日の 10 月 15 日 ( 火 ) も受

け付けます。東側 ( 第 1 駐車場側 )

入口よりインターホンでお知らせ

ください。

②作品の搬入 10 月 19 日㈯ 9時
30分から 16時まで、または
10月 20日㈰ 9時から 12時
までに文化会館へ
◆公開審査
と　き　10月 22日 ( 火･祝 )10
時から
ところ　文化会館
◆展覧会
と　き　10月 30日㈬～ 11月 3
日 ( 日・祝 )9 時～ 17時
ところ　文化会館
内　容　入賞、入選作品および会
員、審査員から出品された作品
の展示
入場料　無料
◆ギャラリートーク
と　き　11月 3日 ( 日・祝 )14
時 15 分～ 16時 ( 予定 )
ところ　文化会館
※詳しくは、文化振興事業団ホーム

ページまたは、公民館などに備え

付けの「第 52 回鈴鹿市美術展作

品募集のご案内」をご覧ください。

沖縄などに
旅行をされる方へ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　沖縄・奄美・トカラ・小笠原で、
さつまいもなどに被害を与える
害虫が発生しています。また、沖
縄・奄美の一部では、柑橘類に
被害を与える病気が発生して
います。
　これらの病害虫のまん延を
防止するため、一部の植物は
植物防疫法により未発生地域
への持ち出しが規制されていま
す。該当の地域へ旅行される
方はご注意ください。

アルバイトの労働条件を
確かめましょう

産業政策課　382-8698　 382-0304

　厚生労働省では、全国の大学
生などに労働条件を確認するよう
促すために、「アルバイトの労働条
件を確かめよう！」キャンペーンを
7月31日㈬まで実施しています。
　キャンペーン期間中は、学生
アルバイトの労働条件確保に
向けた周知・啓発活動のほか、
大学などでの出張相談などが
行われます。
問合せ　三重労働局雇用環
境・均等室（　059-226-
2318)

家庭内「食品ロスゼロチャ
レンジ！」のモニター募集
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　家庭内で「食品ロス」を削減
するための事業の基礎資料とす
るため、モニター調査を実施しま
す。大切な資源の有効活用や環
境負荷の軽減に向けて、ぜひご
協力ください。

小笠原で、

啓発活動のほか、

対　象　市内在住の世帯
期　間　7月29日㈪から8月11
日（日･祝）までの14日間
内　容 市から配布する用紙
に、日常生活で捨てた食品類
を記録して、最後にアンケー
トに答えていただきます。
※終了後に、QUOカード500円分
を進呈します。
定　員　40世帯程度（応募多
数の場合は抽選）

申込み　7月16日㈫までに、直
接、電話、ファクスまたは電子
メールで廃棄物対策課へ

※詳しくは、市ホームページトピック
スをご覧ください。

外国につながる
児童・生徒の学習を支援
するボランティア養成講座
鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

　sifa@mecha.ne.jp

　外国につながる子どもたちの
中には、宿題を両親に見てもら
えないなど、学習環境でハンディ
を持つ子がいます。このような子
どもたちを支援できるボランティ
アを養成するため、子どもたちの
理解や基本的な知識、ノウハウ
などを学ぶ講座を行います。
対　象　地域や学校で学習支
援活動に参加できる方で、でき
る限り全講座に参加できる方

とき・ところ　7月12日㈮、18日
㈭10時～11時30分　男女
共同参画センター　研修室

※7月下旬に市内小学校での活動
を見学する予定です。
活動内容　市内小・中学校で
の放課後教室や長期休暇時
の支援、ボランティア運営の
学習支援室、夏休みの宿題
支援教室 など

講　師　井上和美さん(日本語
教育コーディネーター)

宿題を両親に見てもら
学習環境でハンディ

どもたちを支援できるボランティ

ノウハウ

でき

18日

定　員　15人
参加料　無料
申込み　7月11日㈭までに、郵便
番号、住所、名前、電話番号を
記入の上、ファクスまたは電子
メールで鈴鹿国際交流協会へ

鈴鹿市総合計画審議会の
傍聴ができます

総合政策課　382-9038　 382-9040

　鈴鹿市総合計画2023後期
基本計画などの策定にあたり、
審議会を開催します。
と　き　7月24日㈬9時30分
から

ところ　市役所本館　6階庁
議室

内　容　基本構想について　
ほか
定　員　5人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日9時から9時20分
まで会場で受け付け

鈴鹿市教育振興基本計画
審議会の市民公募委員募集
総合政策課　382-9038　 382-9040

　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

地方教育行政の組織及び運営
に関する法律の規定により、市長が
定める大綱の審議などを行ってい
ただく市民公募委員を募集します
対　象　次の条件に全て該当
する方
　・20歳以上(平成31年4月1日
現在)で市内に在住、在勤、
在学している方

　・平日昼間に開催する審議会
に出席できる方

※8月から12月までに、2回程度開
催予定です。
任　期　任命された日から審議
などに関する事務が終了する
まで（12月末までの予定）
定　員　1人程度
※書類選考し、結果は8月上旬に応
募者全員に書面で通知します。

※審議会は市民公募委員のほか、
有識者などで構成します。

※条例に基づいて報酬をお支払い
します。
申込み　7月19日㈮までに、｢今
後の鈴鹿市の教育について｣
の作文（原稿用紙400字以
上800字以内）および応募用
紙に必要事項を記入の上、
総合政策課へ直接持参いた
だくか、郵送、ファクスまたは
電子メールで総合政策課へ

※応募用紙は、総合政策課または
市ホームページで入手できます。



F1開催時の
通訳ボランティア募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　10月11日㈮から13日
㈰のうち、都合の良い日

ところ　近鉄白子駅前、伊勢
鉄道鈴鹿サーキット稲生駅、
鈴鹿商工会議所青年部ブー
ス(鈴鹿サーキット内)
定　員　49人（先着順）
申込み・問合せ　電話またはフ
ァクスで鈴鹿商工会議所（　
382-3222　 383-7667）へ

鈴鹿の街音楽祭2019
出演者募集

（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　 384-7755

対　象　次の条件を満たして
いる個人または団体
　・生演奏による出演であること
　・8人程度までの編成である
こと
　・本番前日または当日のリハー
サルに必ず参加できること
　・出演決定後、実行委員会へ
の出席または当日の運営ス
タッフとして参加できること

と　き　11月17日㈰
ところ　文化会館　さつきプ
ラザ
申込み　7月25日㈭までに、応
募用紙・デモ音源2曲（CDま
たはDVD）(演奏スタイルで
の録音で、通常のデッキで再
生できるものに限る。mp3・
mp4・WAVなどのデータ形
式は不可)、写真（L版横）1枚
を鈴鹿市文化振興事業団へ

※審査後、郵送で結果をお知らせ
します。

自衛官募集
戸籍住民課　382-9013　 382-7608

申込み・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））
◆航空学生
対　象　海上自衛隊：高卒（見
込みを含む）23歳未満の者、
航空自衛隊：高卒（見込みを含
む）21歳未満の者

※令和2年4月1日現在の年齢です。
申込み　7月1日㈪～9月6日㈮
一次試験　9月16日(月･祝)
※津市で実施予定です。
◆一般曹候補生
対　象　18歳以上33歳未満の者
※年齢は令和2年4月1日現在です。

　7月1日㈪～9月6日㈮
一次試験　9月20日㈮から22
日㈰までのいずれかの1日

※四日市市で実施予定です。

紙に必要事項を記入の上、

ト稲生駅、

23歳未満の者、

◆自衛官候補生（男子・女子）
対　象　18歳以上33歳未満の者
※令和2年4月1日現在の年齢です。
申込み　随時
試　験　受け付け時にお知ら
せします(津市予定)

企業向け採用セミナー
参加企業募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　採用活動に関するさまざまなノ
ウハウについて学べます。なお、
参加した企業には、特典（①就職
サイトでの企業紹介（30社）、②
合同企業説明会ブース出展料
の割引き（10社））があります。
対　象
○市内に本社または主たる工場・
事業所を有する企業
○来年度に正社員の採用予定
がある企業

※風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律に定める
風俗営業者は参加できません。

と　き　7月29日㈪、8月6日㈫
14時～15時30分

ところ　市役所別館第3　2階
北会議室

参加料　無料
申込み　7月8日㈪から24日㈬
までに、企業名、担当者名、
参加人数、電話番号、参加日
時、特典①②の希望の有無
を記入の上、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

※この事業は、市から委託を受け
た㈱名大社が実施します。

2019平和への祈り展
～戦中・戦後のくらし展～
人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権・平和の意識の高揚と
平和な世界の実現を願い開催
します。今年は「戦中・戦後のく
らし展」「原爆展」「鈴鹿にも戦
争があった」の展示や講演会な
どを行います。
と　き　8月2日㈮～4日㈰10
時～20時（最終日19時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿　2
階イオンホール

内　容　戦中・戦後のくらしに関
するパネルや実物資料の展示、
原爆ポスター、市内戦中戦後の
パネルおよび資料の展示など

◆講演会
○原爆のはなしをきこう
と　き　8月2日㈮11時～11
時30分、14時～14時30分

講　師  坂牧幸子さん(三重県
原爆被災者の会)

○平和朗読劇「今は春べと　
咲くやこの花」
と　き　8月3日㈯11時～12時
講　師　鈴鹿麦わら帽子の会
○戦時中の暮らしについて話
をきこう
と　き　8月4日㈰14時～14
時30分

講  師　戦争体験者
※各種講演会は手話通訳があります。

昭和館 提供昭和館 提供

主　催　鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会　

協　力　昭和館、鈴鹿麦わら
帽子の会、「2019平和への
祈り展」市民実行委員会



（最終日19時まで）

するパネルや実物資料の展示、

バイクであいたいパレード
地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と　き　7月27日㈯13時～19
時

※バイクパレードは18時15分出発
予定です。
ところ　鈴鹿ハンター特設会
場

※パレードコースは、鈴鹿ハンタ
ー駐車場から鈴鹿サーキットま
でです。
内　容　鈴鹿8時間耐久ロード
レース前夜祭として、交通安
全啓発車両を配備し、全国各
地から集まったバイクが鈴鹿
サーキットの8耐前夜祭開場
に向けて、日本最大級の交通
安全パレードを行います。

※パレードコースや周辺道路は、18
時15分から交通規制により渋滞
が予想されます。会場周辺の皆さ
んに大変ご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。

◆関連イベント
と　き　7月27日㈯11時～
ところ・内容
○鈴鹿ハンター特設会場
　・小島庸平さんとライドエイド隊
によるバイクパフォーマンス
○鈴鹿ハンター内センターコート
　・12時：神戸高等学校の書道
部パフォーマンス、
13時：高岡台太鼓クラブ
「若笑」による子供太鼓、
　14時：鈴鹿高等学校のダン
ス部パフォーマンス
　・伊勢型紙無料体験
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

まるっと一日伊勢型紙
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

対　象　小学4年生以上（大
人も可）

と　き　8月3日㈯10時30分～
15時（予備日8月10日㈯）

ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）
内　容　伊勢型紙彫り体験、
自分で彫った型紙を使って染
めるオリジナルハンカチづく
り、若手職人の実演･フリー
トーク　など
定　員　30人(先着順)　
参加料　1,700円（材料費、お
弁当代、お茶代、型紙和菓子
代）
持ち物　作業しやすい服装
主　催　伊勢形紙協同組合
申込み・問合せ　7月13日㈯
10時から電話で伝統産業会
館(　386-7511)へ

第4回自然観察会
（灯火採集）

環境政策課　382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　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　8月3日㈯19時30分～
20時30分

ところ　鈴鹿青少年の森（住
吉町南谷口）

※集合場所など詳しくは、後日申
込みした方にお知らせします。
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　7月8日㈪から24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

こどもフェスティバル
2019

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

384-7000　 384-7755

　夏休みに子どもが主役の「こ
どもフェスティバル」を開催しま
す。親子で参加できるイベント
もありますのでぜひ参加してく
ださい。
と　き　7月28日㈰10時～15
時30分

ところ　文化会館(飯野寺家
町810)
内　容　人形劇団むすび座
「かくれ山の大冒険」、遊びの
広場（カプラの積み木・的当
てなど）、上原動物園～動物
たちが抱える環境問題につ
いて知ろう～、読書感想文の
書き方教室、夏休みポスター
教室、こども科学教室、親子
お茶会教室、バスの乗り方
教室、間伐材を使ったキーホ
ルダー・ネックレス作り、親子
でスイーツクッキング教室
入場料　無料
※申し込みや参加料が必要なイベ
ントもあります。詳しくは鈴鹿市
文化振興事業団ホームページ
（　http://www.s-bunka.net）
　をご覧いただくか、お問い合わ
せください。

レッツ・チャレンジ2019
県立鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

　県内の小・中学校から集まっ
た年齢の異なる子どもたちが、
鈴鹿青少年センターを拠点に3
泊4日の共同生活を行います。ま
た、自然の中でのさまざまな活
動や体験を通して、自主性や協
調性などを身に付けるとともに、
豊かな心を培います。
対　象　小学5年生～中学2
年生

と　き　8月21日㈬～24日㈯3
泊4日

※11月17日㈰に日帰りの「山の活
動」を実施予定です。
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターおよびその周辺、熊野少
年自然の家
内　容　カヤック体験、野外炊
飯、創作活動、キャンプファイ
ヤー、テント泊、自然体験など
（予定）
定　員　36人（応募多数の場
合は抽選）

住所、

た年齢の異なる子どもたちが、

調性などを身に付けるとともに、

参加料　1万4,000円（別途バ
ス代3,000円）

※「山の活動」に参加されない方へ
の返金はありません。
申込み　7月3日㈬から22日㈪
(必着)までに、センター所定
の用紙に記入の上、直接、
ファクスまたは郵送で鈴鹿青
少年センター(〒513-0825
住吉町南谷口)へ

※申込み用紙は、県立鈴鹿青少年
センターホームページ(　http://
www.mie-sports.or.jp/
suzukayc/　(トップページ→
事業資料))から入手できます。

夏休み親子料理教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　小学生と保護者
とき･内容　①7月25日㈭9時
30分～13時　ピザ・牛乳寒
天、②8月7日㈬9時30分～13
時　いちごジャム・クッキー・
めはり寿司　

ところ 農村環境改善セン
ター料理実習室（岸田町
1549-12）
講　師　豊田栄美子さん（アグ
リロマン鈴鹿）
定　員　12組(各回先着順)
※8組以上で開催します。
参加料　各回1組（親子）1,000円
（材料費・保険料込）
※子ども1人追加につき300円が
別に必要です。
持ち物　エプロン、マスク、三
角巾など
申込み　7月8日㈪から19日㈮
まで（9時～17時）に参加料
を添えて直接農村環境改善
センターまたは体育協会（14
日・15日除く）へ
問合せ　農村環境改善センター
（　374-3455）、鈴鹿市体
育協会（　399-7120）へ

http://www.s-bunka.net
http://www.mie-sports.or.jp/suzukayc/


子ども防災サミット
防災危機管理課

382-9968　 382-7603

対　象　小学1年生以上
と　き　8月3日㈯8時～4日㈰
15時（1泊2日）

※日帰り体験の場合は、8月3日㈯
20時までです。
ところ　社会福祉センター（神
戸地子町383-1）、県消防
学校（石薬師町452）
定　員　100人（先着順）
参加料　学生1,000円、一般
3,000円

主催・申込み　7月20日㈯まで
に、電話または電子メールで災
害ボランティアネットワーク鈴鹿
（伊藤　090-3481-9135、　
cc-ito@mecha.ne.jp）へ

楽しく学ぼう！親子環境教室
環境政策課　382-7954　 382-2214

　地球温暖化防止について楽
しく学びながら、夏休みの自由
研究の工作作品を作ります。
対　象　小学生と保護者
と　き　7月29日㈪10時～12時
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター　創作室、第1研修室、
第2研修室
内　容　地球温暖化防止啓発
アニメ「地球との約束」の上映、
自然素材を使った木工クラフト
定　員　25組(応募多数の場
合は抽選）

※締切後、応募者全員に参加の可
否を文書でお知らせします。
参加料　無料
申込み　7月17日㈬（必着）までに、
氏名、年齢、学年、住所、電話番年
を直接、ファクスまたは郵送で県立
鈴鹿青少年センター（〒513-0825
住吉町南谷口　 378-9809）

ター 創作室、第1研修室、

「地球との約束」の上映、

でに、

※ファクスまたは郵送での申し込み
は、「環境教室申込み」と明記してく
ださい。

津おはなしの会｢マザー・
グース｣によるおはなし会
～耳からの読書～
図書館　382-0347　 382-4000

　絵本も紙芝居も人形も使わ
ないおなはし会です。静かに語
られる世界中のお話に耳をすま
せて、一緒に楽しみましょう。
対　象　5歳児以上
と　き　8月1日㈭11時～12時
ところ　図書館2階　視聴覚室
参加料　無料
問合せ　津おはなしの会「マ
ザー・グース」(福田ちぐさ　
059-232-8874）

親子木工教室
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　夏休みに、親子で三重県産
間伐材を使ったマガジンラック
を作ります。
対　象　小学生
※保護者の同伴が必要です。
と　き　8月3日㈯、18日㈰
　9時30分～12時（雨天決行）
ところ　鈴鹿青少年の森公園
　第1炊飯場（住吉町南谷口)

※集合は受付事務所です。
内　容　マガジンラック（寸法
幅390㎜×奥行152㎜×高さ
320㎜）の作製

※三重県産スギ材を使用します。
定　員　各30人（先着順）
参加料　500円（材料費）
※飲み物は各自ご用意ください。

津おはなしの会｢マザー・

られる世界中のお話に耳をすま

　9時30分～12時（雨天決行）

申込み　7月13日㈯から、参加
希望日を電話で鈴鹿青少年の
森へ（ファクスでの申込み不可）

キッズアクアスロン大会
in鈴鹿

三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

372-2250　 372-2260

対　象　小学生または親子
と　き　9月8日㈰9時15分～
14時（受付8時から）

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　水泳場25ｍプー
ルおよび施設周辺
内　容
○小学1・2年生の部(スイム50
ｍとラン800ｍ)
○小学3・4年生の部(スイム
100ｍとラン1,300ｍ)
○小学5・6年生の部(スイム
200ｍとラン1,600ｍ)
○親子リレーの部(子スイム50
ｍと子ラン800ｍ、親スイム
100ｍと親ラン1,600ｍ)

※アクアスロンとは、水泳とランニン
グの順に異なる種目を連続して行
い、総所要時間を競う競技です。
定　員　各部30人、親子リ
レーの部30組(先着順)
参加料　各部3,000円、親子リ
レーの部4,500円
申込み　7月11日㈭から、申込
書および誓約書に記入の上、
直接または郵送で水泳場事
務所（〒510-0261　御薗町
1669）へ

※申込書、誓約書は、窓口または三
重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿ホーム
ページで入手できます。
問合せ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　水泳場事務所
(野村　080-2644-2210)

クライミングイベント
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

372-2511　 372-8002

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　クライミングウォール
申込み　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿ホームページ(　
http://www.garden.suz
uka.mie.jp/)で申し込むか、
電話または直接サッカー・ラ
グビー場窓口へ

※当日は、三重県山岳連盟公認指
導員が安全に配慮して指導しま
す。体験中の事故については応
急処置を行ない、それ以外の責
任は負いません。

※スポーツ障害保険に加入します。
補償は保険の範囲内に限ります。
◆ジュニア体験会
対　象　小学3年生から中学
生まで

と　き　8月31日㈯9時30分
～10時30分、11時～12時、
13時30分～14時30分
内　容　子どもたちが普段体
験できないクライミングに挑
戦します。

※最上部からのロープで体を引き
上げて安全を確保するトップロ
ープクライミングで行います。

定　員　各10人（先着順）　
参加料　500円（当日払い）
持ち物　運動ができる服装、
運動靴、タオル、飲み物

※クライミングに必要な道具は用
意します。
申込期間　7月22日㈪～8月
30日㈮
◆体験会
対　象　18歳以上の人
と　き　9月7日㈯、8日㈰10
時～12時、13時～15時
内　容　初心者、初級者を対
象とした基本的技能および
安全にクライミングを行うた
めの技術を習得する体験会
定　員　各10人（先着順）
参加料　1,200円
持ち物　動きやすい服装(ジー
ンズ不可)、飲み物、ハーネ
ス、クライミングシューズなど
（貸出用品有）
申込期間　7月22日㈪～8月
30日㈮
◆認定講習会
対　象　体験会を受講した18
歳以上の人

と　き　9月28日㈯、29日㈰
　9時～15時
内　容　トップロープクライミ
ング、リードロープクライミン
グの技能を習得して認定証
の取得を目指します。
参加料　3,000円（2日分）
定　員　10人程度
持ち物　動きやすい服装(ジー
ンズ不可)、飲み物、ハーネ
ス・クライミングシューズなど
(貸出用品有)
申込期間　9月9日㈪～27日㈮

uka.mie.jp/)で申し込むか、

11時～12時、

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


運動ができる服装、

野外活動体験研修
県立鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

　野外活動の指導や運営、補
助のボランティアに興味のある
方、アウトドアをこれから始めた
い方を対象とする、実践形式の
体験研修を実施します。
対　象　野外活動の指導やボ
ランティアに興味のある高校
生以上の方

と　き　8月6日㈫9時30分～
18時30分ごろ（予定）

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター、鈴鹿青少年の森公園
内　容　
○午前　目指せ たきつけ名人！
野外炊飯体験
まきのたきつけ方法の習得、美
味しいアウトドアクッキングのコ
ツ、野外炊飯時の安全管理
○午後　炎を操る ! キャンプフ
ァイヤー体験
　準備の仕方、井桁の組み方、
火の扱い方、簡単なフォーク
ダンスやゲームを体験、キャ
ンプファイヤー時の安全管理
※天候や都合などにより、内容を
変更する場合があります。
定　員　20人程度（申し込み
多数の場合は抽選）
参加料　2,000円（昼食代、保
険料込）
申込み　7月3日㈬から26日㈮
(必着)までに、センター所定の
用紙に記入の上、直接、ファ
クスまたは郵送で県立鈴鹿青
少年センター(〒513-0825
　住吉町南谷口)へ
※申し込み用紙は、県立鈴鹿青
少年センターホームページ(
http://www.mie-sports.or.jp/
suzukayc/(トップページ→事業
資料))から入手できます。

鈴鹿市まちづくり
応援補助金実績報告会
地域協働課　382-8695　 382-2214

　市民の皆さんの自主的なま
ちづくり活動を応援するために
交付された平成30年度鈴鹿市
まちづくり応援補助金の実績
報告会を開催します。
と　き　7月28日㈰9時30分
から
ところ　市役所本館　12階
1203大会議室
報告団体　
 さらなる一歩コース　採択5団体
 地域の一歩コース　採択4団体
※川北輝さん(NPO法人みえ
NPOネットワークセンター）の
ミニ講演会も行います。

要約筆記者養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　聴覚障がい者の自立と社会
参加を促進する要約筆記者にな
るための知識・技術を学びます。
対　象　
　・18歳以上で面接に出席がで
きる方
　・全日程の8割以上出席できる方
　・資料の送受信のため、パソコ
ンの電子メールまたはファク
スが使える方
　・修了後に認定試験を受験
し、県や市町の派遣依頼に
協力できる方

※県聴覚障害者支援センター主催
の他の講座と重複して受講する
ことはできません。

と　き　8月～令和2年12月ご
ろ（土日開催で月1～3回程度）
ところ　三重県社会福祉会館
(津市桜橋2-131)
内　容　手書きコース、パソコ
ンコース
定　員　各15人
受講料　無料
※テキスト代(3,600円)のほか消
耗品の実費負担があります。
申込み　
○手書きコース　申込書と自
筆の志望動機約300文字（書
式自由）を郵送で県聴覚障害
者支援センター（〒514-0003
津市桜橋2-131）へ
○パソコンコース　件名を
【申込み】要約筆記者養成講
座とし、メール本文に志望動
機約300文字を入力して、申
込書を添付の上、メールで県
聴覚障害者支援センター（　
deaf.mie-center@vivid.ocn.
ne.jp）へ
問合せ　県聴覚障害者支援
センター（　059-223-3302
059-223-3301）

※申込書は、県聴覚障害者支援セ
ンターホームページ（　 http://
www.deaf-mie-center.com/）
で入手できます。
◆面接
と　き　8月10日㈯午前　
ところ　三重県社会福祉会館
内　容　説明、筆記、パソコン
操作のスキル確認および面接
持ち物　ノートパソコン（パソ
コンコースのみ）

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の同伴が
必要です。
と　き　7月13日㈯19時から

るための知識・技術を学びます。

ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　月、木星、リングのある
土星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

※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。

http://www.mie-sports.or.jp/suzukayc/


ウェルカムベビーの会
家族で支えあうお産

～出産前後の夫の役割を
考え、実践しましょう～
健康づくり課　382-2252　 382-4187

対　象　妊婦または妊婦の家
族

※経産婦の方も参加できます。
と　き　7月16日㈫9時30分
～11時30分
ところ　保健センター　2階
健康教育室
内　容　出産に向け体を整え
る方法や分娩期の過ごし方
の講義、産痛緩和のための
助産師の技の実習
持ち物　母子手帳
参加料　1人1,000円
※運動のできる服装でお越しくだ
さい。
主　催　三重県助産師会鈴鹿
分会ミドワイフステーション
安授
申込み　7月15日（月・休）まで
に、氏名、住所、連絡先を電
話またはショートメールで、
もなみ助産所（一見　　090-

　7045-4383）へ

ポリテクセンター三重
職業訓練生募集

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

※受講希望者は施設見学会（毎週木
曜日実施）への参加が必要です。
訓練期間　9月3日㈫から6カ
月間

※CAD/NC技術科は7カ月間です。
内　容
　・溶接技術科：金属を接合する
溶接技術およびフォークリフト
運転技能について学びます。

　・住宅リフォーム技術科：建築知
識、CAD技術および木造住宅
の施工方法について学びます。

　・CAD/NC技術科：NC加工機
のプログラミングおよび操作・
加工、CADによる図面作成を
学びます（企業実習付コース）。

受講料　無料
託　児　訓練期間中、無料で
託児サービスが利用できます
（要事前相談）。
申込み・問合せ　8月2日㈮ま
でに、ポリテクセンター三重
（四日市市西日野町4691　
320-2645)へ

。

創業支援プレセミナー
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、起業して悩んでいる方
と　き　7月28日㈰13時～14時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室　
内　容　大学発ベンチャーか
ら始まる起業
講　師　高見啓一さん(鈴鹿大
学国際人間科学部　准教授)
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

短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

◆水遊びの達人
対　象　年中児から小学2年
生まで
と　き　7月23日㈫・24日㈬
16時～17時

ところ　水泳場25ｍプール
定　員　各20人(先着順)
参加料　各1,000円
申込み　7月11日(木)から直接水
泳場窓口またはホームページ
（　http://www.garden.
　suzuka.mie.jp/)で

ヴァイオリンソロコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

　考古博物館の展示ホールで、ヴァ
イオリンソロコンサートを行います。
と　き　7月15日(月・祝)15時
から
ところ　考古博物館　展示ホ
ール
演奏者　伊藤絵理さん
入場料　無料

○固定資産税・都市計画税…2期
○国民健康保険料…1期
【納期限は7月31日㈬です】

の7 月 納税 納付・



子どものスマートホンの
使用の現状について

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

　近年、小学生や中学生の間で
スマートホンが急速に普及し、
便利になった一方で、SNS（ソー
シャル・ネットワーク・サービ
ス）などでのコミュニケーショ
ンに関するトラブルや、犯罪に
巻き込まれるなどの事案が発生
しています。さらに、スマート
ホンが気になって落ち着かな
い、長時間にわたり使用が止め
られないなどといった健康への
影響が懸念される実態も報告さ
れています。
　平成 29年度に三重県が調査
した「スマートホンなどの使用
に関する実態調査」結果では、
携帯電話やスマートホンの所持
率は、小学生が 50.3％、中学
生が 73.2％と前回調査に比べ
て増加しています。また、持ち
始める時期の低年齢化や SNS な
どの日常的な利用傾向が顕著と
なってきています。このような
中、スマートホンなどの使用に
かかる家庭内でのルールがある
と回答した児童や生徒は、小学
校は 55.6％、中学校は 50.6％
にとどまっています。
　保護者の中には、子どもたち
の方が使い方をよく知っている
ので大丈夫と思われている方が
いるかもしれません。もちろん
安全に正しく使うことができて
いるのであれば、子ども任せで
も大丈夫でしょう。しかしなが
ら、SNS などが誹謗中傷やいじ
め、犯罪の温床となり、子ども
が被害者になるだけでなく、加
害者になるケースが後を絶たな
い現状では、何かしらの手立て
が必要です。その手立ての一つ
として、またスマートホンなど
を便利な道具として活用するた
めにも、安全に使用するための
知識を身につけ、家庭で話し
合ってルールを決めたり、利用
方法を考えたりすることが大切
です。まずは、子どもの使用状
況を確認してみましょう。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

夏休みの宿題をお手伝い

　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」。その魅力についてお伝えし
ていきます。今回は 7・8月のミ
ニコーナー『戦争と平和』とテー
マコーナー『課題図書・自由研究』
を紹介します。（展示期間 9月 2
日㈪まで）

ミニコーナー

『戦争と平和』

　8 月 15 日は終

戦記念日です。平

和な未来を守るた

めには、戦争がも

たらす悲劇や、今

なお世界で続く争

いを知ることが大

切です。戦争と平和の本を読んで、

私たちに何ができるのか、じっくり

考えてみましょう。

テーマコーナー

『課題図書 ・自由研究』

　図書館には読書

感想文にぴったり

の課題図書や、理

科や社会の自由研

究の本がたくさん

そろっています。

夏休みの宿題の参

考にぜひご利用く

ださい。今年の課題図書など人気の

本が貸出中の場合は予約もできます。

　小学生用の課題図書は江島分館に

もあります。

　いよいよ夏休み。長い夏休みは

たくさんの本を読むチャンスです。

計画的に宿題に取り組んで、楽し

い夏休みを過ごしましょう。

創部 100 年に向かって

飛躍の年へ

　私たち本田技研工業 ( 株 ) 鈴鹿

製作所の社内クラブチーム

「Honda Suzuka Racing 

Team」は、鈴鹿 8 時間耐久ロー

ドレース第 42 回大会（7 月 28

日決勝）に挑戦します。

　鈴鹿 8 耐には 1 度の欠場を除

いて、第 1 回大会から参戦して

おり、今回で 41 回目の戦いとな

ります。

　私たちは創部した 1961 年か

ら 58 年間、国内最高峰の全日本

選手権レース参戦などを通じて高

いレベルを維持してきました。そ

して、鈴鹿８耐に挑み続けてきま

した。

　鈴鹿 8 耐は 2 輪メーカーが威

信をかけたチームと世界のプロ

チームが集結する日本最大級の 2

輪レースです。その中で私たちが

目指すのは、ずばり表彰台。プロ

でもないチームには無理だろうと

思う方もいるかもしれませんが、

私は可能だと確信しています。そ

のために業務終了後メンバーとさ

まざまな観点から検討を重ね、

チーム力の向上に励んでいます。

私たちは創部 100 年を見据え

て、これからも戦い続けます。

■特別寄稿　Honda Suzuka

Racing Team 代表　増田 雄亮

キ ー ボ ー ド

　今回の特集では、風水害から身を

守るため、今私たちができる備えに

ついて考えました。災害が発生した

ときに、身を守るためにできること

は限られています。「数年後に発生す

るかもしれない」という思いではな

く、「明日発生するかもしれない」。

こうした心構えで災害に対する備え

を万全にしておく必要があります。

　現在はさまざまな媒体を通じて防

災情報に触れることができます。い

かに有効な情報を入手し、その情報

を生かして準備を整えるか、「公助」

だけではなく、「共助」、「自助」の概

念も改めて求められています。

　「市民一人一人が行う災害への備

え」が、やがては災害に強いまちづ

くりにつながります。今回の特集が、

防災情報を入手する際の参考となり、

災害に強いまちづくりの一助になれ

ばと思います。（正）
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