
　鈴鹿8時間耐久ロードレースの前夜祭に向けて行われる

「バイクであいたいパレード」。13回目となる今年は、7月

30日㈯の18時30分にスタート予定です。鈴鹿8耐、すず

フェスと続く鈴鹿の夏は、今年も熱く盛り上がりそうです。
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3月11日（金）14時46分
三陸沖を震源とする
マグニチュード9.0の
巨大地震発生

　三重県からの要請を受け、三重県緊急消防援助
隊の一隊「鈴鹿市隊」として被災地に派遣

●第一次隊（2人）
○3月12日深夜　鈴鹿市を出発、千葉県市原市の　
　　　　　　　製油所コンビナート火災現場へ派遣
○13日　宮城県方面への派遣が決定し、活動拠点と
　　　　なる仙台市宮城野区榴岡公園へ移動
○14日　仙台市若林区で人命検索活動を開始、複
　　　　数の遺体を発見
○15日　鈴鹿市へ帰署

●第二次隊（6人）
○3月13日夕刻　鈴鹿市を出発　
○14日　仙台市宮城野区榴岡公園へ到着、若林区
　　　　で人命検索活動
○15日・16日　引き続き若林区で人命検索活動、複数
　　　　　　の遺体を発見
○17日　仙台市宮城野区仙台塩釜港で、石油タンク
　　　　からの油流出防止活動を開始
○18日　鈴鹿市へ帰署

●第三次隊（6人）
○3月16日夕刻　鈴鹿市を出発
○17日　仙台市宮城野区榴岡公園へ到着
○18日　仙台市宮城野区仙台塩釜港で、石油タンク
　　　　からの油流出防止活動
○19日・20日　宮城野区で人命検索活動
○21日　鈴鹿市へ帰署

●第一次隊（2人）
○3月12日深夜　鈴鹿市を出発、千葉県市原市の　
　　　　　　　製油所コンビナート火災現場へ派遣
○13日　宮城県方面への派遣が決定し、活動拠点と
　　　　なる仙台市宮城野区榴岡公園へ移動
○14日　仙台市若林区で人命検索活動を開始、複
　　　　数の遺体を発見
○15日　鈴鹿市へ帰署

●第二次隊（6人）
○3月13日夕刻　鈴鹿市を出発　
○14日　仙台市宮城野区榴岡公園へ到着、若林区
　　　　で人命検索活動
○15日・16日　引き続き若林区で人命検索活動、複数
　　　　　　の遺体を発見
○17日　仙台市宮城野区仙台塩釜港で、石油タンク
　　　　からの油流出防止活動を開始
○18日　鈴鹿市へ帰署

●第三次隊（6人）
○3月16日夕刻　鈴鹿市を出発
○17日　仙台市宮城野区榴岡公園へ到着
○18日　仙台市宮城野区仙台塩釜港で、石油タンク
　　　　からの油流出防止活動
○19日・20日　宮城野区で人命検索活動
○21日　鈴鹿市へ帰署

東日本大震災が東日本大震災が
わたしたちに残したものわたしたちに残したもの

何としても救いたい何としても救いたい
多くの多くの「「「命命命命」」」

求められる 救急救助の力求められる 救急救助の力

■緊急消防援助隊の活動概要

救急救助
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　県からの要請を受け、三重県緊急消防援助隊の一隊と
して地震の発生直後に被災地に派遣された鈴鹿市消防
職員に話を聞きました。

　県からの要請を受け、三重県緊急消防援助隊の一隊と
して地震の発生直後に被災地に派遣された鈴鹿市消防
職員に話を聞きました。 　大規模で特殊な災害現場での活動に迅速、的確に対応するため、消防本部内に組織された「高度救急救助隊」。

その隊長に話を聞きました。
　大規模で特殊な災害現場での活動に迅速、的確に対応するため、消防本部内に組織された「高度救急救助隊」。
その隊長に話を聞きました。

大規模災害での救急救助活動に備えて大規模災害での救急救助活動に備えて

鈴鹿市消防本部中央消防署消防第一グループ　山中宗敬

鈴鹿市消防本部 高度救急救助隊隊長　中村康典

高度救急救助隊（ハート）の指名式では、実際の災害現場さながらの訓練が披露されました。高度救急救助隊（ハート）の指名式では、実際の災害現場さながらの訓練が披露されました。
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暗闇のキャンパスに描かれた光の芸術
今年もたくさんのホタルが舞いました

スパイク！レシーブ！バレーボール元日本代表が指導

6月6日㈪

6月17日㈮

西庄内町「ほたるの里」ホームページ　　　http : //www.suzukahotaru .com/

情報局こちら 
すずか

　西庄内町の「ほたるの里」で、今年もたくさんの
ホタルが舞い、観賞者の目を楽しませました。
　ほたるの里は、自然とふれ合い、自然の大切

さを思い出す機会を作ろうと、地元の自治会が
中心となって9年前から、生息地の保全や観賞
環境の整備を行ってきました。こうした地道な
活動の結果、今では市内外から多くの観賞
者が訪れる有数の「ホタル観賞スポット」と
なっています。
　今年は、恒例行事となった「ほたるまつり」
は、残念ながら雨により催し物の内容が変
更となりましたが、ホタルは 6月に入って順
調に飛び始め、6月中旬には乱舞もピークを
迎えました。
　観賞者は、目の前を飛び交う無数のホタルが
放つ幻想的な光の美しさに、目も心も奪われ
たように、いつまでも静かに見入っていました。

バレーボール元日本代表で、Ｖリーグ「東レ・
アローズ」の主将として活躍した綱島久子さん
を講師に迎え、庄野小学校で５・６年生を対象
に、バレーボール教室が開催されました。
教室では、スポーツの楽しさについて
の講話やバレーボールの実技指導が行
われました。綱島さんは、準備体操や実
際にボールを使った基本練習を通じて、

バレーボールの楽しさやコツを伝えていました。
　子どもたちは、綱島さんの指導に熱心に聞き
入り、現役時代を思わせる力強いスパイクに歓
声を上げていました。
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合気道会員募集
少年部・一般部

弓道を一緒に
楽しみませんか

鈴鹿市民歩こう会 EM勉強会

原爆と人間展
就職支援講座
参加者募集

コーラスみもざ
団員募集

青少年の森
ディスクゴルフ大会

鈴鹿少年少女合唱団
夏休み体験教室

ペン習字講座
鈴鹿不登校を考える

親の会
神戸石取祭と

矢田保育園夏まつり

水泳・水球教室 看護学校見学会
パートタイム労働
個別相談コーナー

自動車保険請求
相談センター

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内

●申 込 み／7月11日㈪～15日㈮8時30分から直接秘書広報課（本館6階）へ

●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします。

次回の募集は
９月５日号掲載分です

鈴鹿合気会　倉武塾

高知利壽　 090-6767-3827

鈴鹿弓道協会　山田勝彦

　382-0531（20時～22時受付希望）

鈴木利昭

　383-0712

鈴鹿EM交流会

　382-6039

原水爆禁止鈴鹿市協議会

川北　　372-1163

独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院

副総看護師長 山口よね子　 378-1321

岡田美知子

　386-5995

三重県ディスクゴルフ協会

辺田寿夫　370-3248

鈴鹿少年少女合唱団

佐々木　374-3397

植田

　378-4790

保井

　090-4185-1514

矢田保育園

　382-0916

稲生高校　387-9781

　matuura.ya@mxs.mie-c.ed.jp

三重県厚生連看護専門学校

　384-1000

三重労働局雇用均等室

059-226-2318

四日市自動車保険請求相談センター

・　353-5946

対象／少年部（4歳～中学生）、

一般部（男女不問、中高年歓

迎）　とき／毎週水曜日19時

から　ところ／武道館　※見

学、体験入会歓迎。直接、稽古

日にお起しください。

対象／高校生以上　とき／7

月16日から毎週土曜（全14回

予定）10時～12時または18時

30分～21時　ところ／武道館

弓道場　内容／基礎を習得　

参加料／2,000円（全工程）　

※初心者大歓迎

とき／7月27日㈬雨天決行　

内容／特例行事「AGF工場

見学と石垣池公園約5km」

集合／平田町駅前8時30分 

定員／先着100人　参加費／

無料　※申込制

とき／7月15日㈮19時～21時　

ところ／ジェフリーすずか　内容

／EM菌の基礎知識と家庭内

での使い方と応用　参加費／

500円（EM菌含む)　※気軽に

ご参加ください。

とき／8月5日㈮～7日㈰（5日

は19時、6日は17時、7日は16

時30分まで）　ところ／図書

館ロビー　内容／原爆の被害

を描いた絵や写真などを展示

し、核兵器の廃絶をめざします。

対象／看護師免許をお持ちの

方　とき／7月21日㈭、22日㈮
ところ／国立病院機構鈴鹿病

院　内容／看護技術の演習　

参加料／無料　申込み／日程

の希望も含め、1週間前までに

看護課へ

とき／毎月第2・4水曜日　

ところ／磯山京田集会所　

内容／歌の好きな方。男女と

も募集　参加料／月2,000円

※中村奏子先生のご指導。年

に数回慰問に行きます。ぜひ、

ご一緒に楽しみましょう。

とき／7月10日㈰10時～15時（荒

天中止）　ところ／青少年の森 

常設コース　内容／受付10時～

12時20分、スタート12時30分、競

技終了・成績集計14時40分、表彰

14時50分、大会終了15時　参加

費／無料　※貸しディスク有り

対象／年長から高校3年生ま

でとき／8月19日㈮10時～12

時、8月20日㈯10時～15時　

ところ／神戸コミュニティセン

ター　参加費／無料　※１日

だけの参加も可能

とき／毎月第2・4土曜日9時

30分～11時30分　ところ／文

化会館研修室　参加費／月

1,000円程度　※初心者の方

歓迎します。

とき／7月12日㈫19時～21時　

ところ／白子公民館（白子駅東

口徒歩5分）　※不登校の子ど

もさんを持つ親の集まりです。

孤立することなく、互いに交流

し、気楽な気持ちで話し合おう。

とき／7月31日㈰17時から　

ところ／神戸宗社東（鳴神歯

科駐車場）　内容／夜店（水

ヨーヨー、くじ引き、焼そば、焼

とり、かき氷など）　※石取

祭見物と夕涼みにお越しく

ださい。

対象／小学1年生以上　とき／8月

1日㈪～3日㈬10時～12時　ところ

／稲生高校プール　内容／水泳･

水球教室　定員／30人　参加費／

1日200円（保険代、当日集金）

持ち物／水着、タオル、ゴーグル

※小雨の場合は開催します。

とき／7月25日㈪13時～16時　

ところ／三重県厚生連看護専

門学校（鈴鹿中央総合病院隣）

内容／概況説明、学校内見学、

個人相談、模擬体験など　※

興味のある方はホームページを

ご覧ください。

　パートタイム労働法上の各種

相談を受け付けます。　電話／

059-226-2110　とき／毎月第

3木曜日9時～16時　ところ／

三重労働局総務部企画室（津

市島崎町327-2）　相談費／

無料

　交通事故に遭われた方のご相談に専

門の相談員が応じます。　電話／

353-5946　相談日／月～金曜日（祝日

を除く）9時～12時、13時～17時（要事前

連絡）　弁護士相談日／毎週木曜日13

時～16時（要予約）　ところ／四日市市

諏訪栄町1-12朝日生命四日市ビル7階

すずかすずか
※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年度内(4月5日号～翌年3月5日号)2回までです。
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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。

（国道1号沿い）
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納税の休日・夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008    382-7660

  nozei@city.suzuka.lg.jp

◆休日窓口

と　き　7月31日㈰　9時～
16時30分

◆夜間窓口

と　き　7月28日㈭、29日㈮
17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市役
所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、
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。

男女共同参画研修
参加費用を補助します

男女共同参画課    381-3113   381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画について学
習する機会を提供するため、
研修参加費用の一部を補助
します。
対　象　市内在住、在勤で、
後日研修レポートを提出
できる方

対象研修　日本女性会議、男女

共同参画宣言都市サミット、
国立女性教育会館が行う研
修など

定　員　若干名
補助金額　研修参加費用の2分
の1の額

申込み　研修開催日の１カ月
前までに、男女共同参画課へ

7月は｢社会を明るくする
運動｣強調月間です

生活支援課    382-9012    382-7607

　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　すべての国民が、犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たち
の更生について理解を深め、そ
れぞれの立場で力を合わせ、
犯罪や非行のない地域社会を
築くための全国的な運動です。
その一環として、社明運動なら
びに薬物乱用防止｢ダメ。ゼッ
タイ。｣運動の写真展を開催し
ます。
と　き　7月14日㈭～20日㈬
ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

振り込め詐欺にご注意を
防災安全課    382-9022    382-7603

　bosaianzen@city .suzuka. lg . jp

　本市では、今年に入り振り込め
詐欺被害が多発し、現在、9件、
約1,300万円の被害が出てい
ます。振り込め詐欺には、架空
請求、融資保証金詐欺、オレオ

レ詐欺、還付金等詐欺の4つ
の手口と、直接キャッシュカード
をだまし取りに来る｢警察官を
名乗るオレオレ詐欺｣という手口
もあります。中でも、本市では、
｢オレオレ詐欺｣と｢還付金等詐
欺｣で多額の被害が相次いで
います。
　還付金詐欺は、市役所や社
会保険事務所を名乗り、｢医療
費の還付金があり、今日ま
でなら近くのATMで受け取
れます。キャッシュカード
と携帯電話を持って急いで
ください｣と駅やスーパーマ
ーケットに設置のATMコー
ナーへ誘い出します。振り
込め詐欺の手口を知って、
だまされないように気を付
けてください。
　なお、不審な電話がかかった
場合は、鈴鹿警察署(　380 -
0110 )または警察相談電話
(　＃9110)へ相談してください。

｢鈴鹿市暮らしの便利帳｣に
掲載する広告を募集します
秘書広報課    382-9036    382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　市では、各種届出、子育て、
福祉など市民生活に欠かせな
い行政情報のほか、毎日の暮
らしに役立つお知らせなどを
掲載する｢暮らしの便利帳｣を
官民協働事業として発行しま

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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す。民間事業者が発行者、本
市が協力者となり実施する事
業で、10月に全世帯に配布す
る予定です。現在、民間事業
者である㈱サイネックスが便
利帳に掲載する企業広告を募
集しており、市内各事業所を
訪問しています。ぜひ、この
機会をご利用ください。
　なお、広告掲載料の先払い
請求は一切ありませんので、
振り込め詐欺などには十分ご
注意ください。
問合せ　㈱サイネックス四
日市支店(　361-1144)

7月1日から組織機構が
変わりました

人事課    382-9037    382-2219

　jinj i@city.suzuka. lg.jp

　危機管理対策の充実・強化
を図るための調査研究を行う
ことを目的に、防災安全課に危
機管理グループを設置しました。

第44回鈴鹿市美術展の
作品を募集します

㈶鈴鹿市文化振興事業団

384-7000    384-7755

　since-97@s-bunka.net

出品資格　市内に在住、在勤、
在学する高校生以上の方

作品規定　自作の未発表の
作品に限り、出品点数は1
部門1人1点です。

※複数の部門に1点ずつ出品する
ことは可能です。

※どの部門に出品するかは、出
品者の意向を尊重します。

部門規定

○日本画　10号以上60号以内
で額縁付(60号は縦描きの
み)、アクリル付額縁は不可

○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　立体は50cm四
方立方以内(1辺1m以内)、
壁面型はF80号(縦)以内で
額縁付、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　黒白またはカラーで
半切以上全紙まで、パネルの
規格は木製73cm×53cm以
内、組写真はパネルの規格
と同じ、額縁は不可、パネル
へのつり金具の装着は不可

○書道　額装または枠張りは
仕上がり寸法半切以上12平
方尺以内(縦210cm(7尺)・
横182cm(6尺)以内)、折帳と
巻子は縦45 cm以内×横
300cm以内、作品はすべて
表装で楷書以外は所定の

様式(はがき大)の釈文を添
付、アクリル付額縁は不可、
篆刻は可、会員はアクリル付
額縁可、軸装の出品は不可

※日本画、洋画、美術工芸の額
装作品は、必要最低限のつり
金具だけを付けてください。

※すべての作品で、ガラス付き
額縁は出品できません。

出品料　作品1点につき1,000
円(作品搬入時にお支払い
ください)、高校生は無料

出品手続き　10月11日㈫から
21日㈮(必着)に、出品申込
書を、〒513-0802　飯野寺
家町810　㈶鈴鹿市文化振
興事業団へ(郵送可)

※この手続きがないと、作品を
出品できません。

※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/)または公民
館に備え付けの｢第44回鈴鹿市
美術展作品募集｣をご覧ください。

◆作品の搬入

と　き　10月22日㈯、23日㈰
　9時～16時
ところ　全部門とも文化会館
◆公開審査会

と　き　10月25日㈫　10時から
ところ　全部門とも文化会館
◆展覧会

と　き　11月2日㈬～6日㈰　
9時～17時(6日は16時まで)

ところ　文化会館

くらしの情報
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鈴鹿市自治会連合会総会が
開催されました

地域課    382-8695    382-2214

　chi ik i@city .suzuka. lg . jp

　5月27日㈮、鈴鹿市自治会
連合会総会が文化会館で行
われ、事業計画などの各議案
が承認されました。また、下記
の方々が役員として承認され
ました。
◆平成23年度鈴鹿市自治会

連合会の主な役員

○会長　北川正敏さん(白子
新生町二丁目)

○副会長　上條好三さん(岸
岡団地)、藤田充さん(住吉町
半沢)、大石徹也さん(西庄内
町上野)、益川勝さん(五祝町
木鎌)、太田孝美さん(飯野寺
家町)

平成23年
｢夏の交通安全県民運動｣を

実施します
防災安全課    382-9022    382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　7月11日㈪から20日㈬まで
の間、夏の交通安全県民運
動が実施されます。
◆運動の重点

○子どもと高齢者の交通事
故防止 (特に、歩行者・自
転車利用者の交通安全対
策の推進)
○全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい
着用の徹底

○飲酒運転の根絶
◆夏に向けて交通死亡事故

の多発が予想されます

　本市の5月末現在の交通
死亡事故は、3人(前年比増
減なし)です。しかし、夏はレ
ジャーなどにより交通量が増
加し、暑さからの疲労などに
よる交通事故の増加が予想
されます。車に乗るときは命を
守るシートベルトを全ての座
席で着用し、乳幼児を乗せる
ときはチャイルドシートを必ず
使用しましょう。一人ひとりが
交通ルールを守り、悲惨な交
通事故を防ぎましょう。

国民年金保険料免除制度に
ついてお知らせします

保険年金課    382-9401    382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金は、20歳以上60
歳未満のすべての方が加入
する制度です。保険料の納付
を続けることで、高齢になった
ときの老齢基礎年金や万が一
のときの障害基礎年金、遺族
基礎年金が受け取れます。経
済的な理由などで保険料を納
付することが困難な場合は、
申請により保険料の納付が免
除となる保険料免除制度をご
利用ください。
　なお、平成23年度分(平成
23年7月～平成24年6月)の免
除申請は、7月から受け付けが
始まりました。申請は原則とし
て、毎年手続きが必要です(平
成22年度に全額免除や納付
猶予が承認され、翌年度以降
も引き続き全額免除や納付猶
予を申し込んだ方は除く)。
申込み　保険年金課、地区市
民センター

※平成22年3月31日以降に退職

(失業)した方は、雇用保険の受
給資格者証または離職票の写し
を添付してください。

※前年の所得によっては、免除の
対象とならない場合もあります。

平成23年度
国民健康保険税

納税通知書を発送します
保険年金課    382-7605    382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度の国民健康保
険税納税通知書を、7月11日㈪
に発送します。今年度から納付
書払いはコンビニでも納税でき
るようになりました。コンビニでの
納付に対応するため、納付書が
納期ごとに分かれて同封されて
いますので、ご注意ください。

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｣の更新

手続きをお忘れなく
保険年金課    382-7605    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　高額療養費には、後日申
請の制度に加え、入院した場
合の1カ月の窓口での医療費
の支払いが自己負担限度額
までとなる制度があります。ま
た、住民税非課税世帯の方
は、この申請により入院時の1
回あたりの食事代も減額され
ます。現在、次の認定証をお
持ちの方で更新希望の方は、
7月31日㈰が有効期限です
ので、申請をお願いします。
◆70歳未満の方　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)

申請場所　保険年金課
※保険税の未納があると適用され
ません。

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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　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、小学校に就学
している児童を対象に、授
業の終了後から18時ごろま
で、保護者に代わって児童
をお預かりする場です。現在、
右記○印の児童クラブで、
子ども好きの指導員と児童
の募集を行っています。
※掲載時点で募集を締め切っ
ている場合がありますので、
希望者は直接各施設へお問
い合わせください。

放課後児童クラブの児童と指導員を募集します
子育て支援課    382-7661    382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

名　　　称 学校区 住　　所 電話番号 指導員
募集

児童
募集

金太郎学童保育所１・２ 石薬師 石薬師町2089-2 　374-1978 ○
桜島学童保育ももたろう2組 桜島 桜島町三丁目10-1　387-0371 ○
白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 白子 白子二丁目7-38 　388-2774 ○

○明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 明生 住吉一丁目4-29 　367-1711 ○
○箕田学童保育所 箕田 中箕田一丁目10-12 395-1003

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 庄野 庄野東二丁目5-35 379-0811
平成の寺小屋　神戸みらい塾 神戸 神戸二丁目20-8 　382-3708 ○
井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 井田川 和泉町235-1 　370-2353 ○
河曲地区学童クラブ　かわたろう 河曲 十宮町719-2 　383-3070

○

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 一ノ宮 高岡町2665-2 　369-2780 ○
○

○
玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣学童保育所 玉垣 東玉垣町1386-2 　382-5522 ○ ○

○
稲生小学校区放課後児童クラブ　ゆめっ子クラブ 稲生 稲生三丁目13-10 　388-3398 ○

○鈴西小学校区放課後児童クラブ　しいの実 鈴西 深溝町3553 374-5511

◆70歳以上75歳未満の方　

限度額適用・標準負担額減額
認定証(住民税非課税世帯)

申請場所　保険年金課、地区
市民センター

※地区市民センターで申請、または
保険年金課でも別世帯の方が
申請した場合は、郵送となります。

特定健康診査が
始まりました

保険年金課    382-9401    382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市国民健康保険加
入の対象者に、特定健康診
査受診券を送付しました。同
封の一覧表にある医療機関
で、11月30日㈬まで受診できま
す。この健診は40歳から74歳
の方を対象に、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、保健指導です。
対　象　平成2 3年 4月1日
現在、鈴鹿市国民健康保険
に加入している昭和11年9
月1日から昭和47年3月31日

生まれの方で、特定健康診
査受診日に鈴鹿市国民健
康保険に加入している方

持ち物　特定健康診査受診
券、自己負担金(受診券に
記載)、鈴鹿市国民健康保
険被保険者証または鈴鹿
市国民健康保険被保険者
資格証明書

※国民健康保険加入以外の方
は、加入している医療保険者
(保険証に記載)にご確認く
ださい。

市有財産を一般競争入札で
売却します

学校教育課    382-7618    382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

所在地　伊船町1581番地2
地　目　宅地
地　積　1,049.51㎡
用途地域　市街化調整区域
予定価格　9 7 1 万 9 , 0 0 0 円
(売却最低価格)

◆主な建物の明細

構　造　鉄筋コンクリート造
スレート葺平屋建2棟

面　積　101.98㎡×2棟

※同敷地上に建物が2棟存在しま
すが、現況有姿での引き渡しと
なり、1年以内に解体、取り壊し
が条件となります。

※当該土地は市街化調整区域で
すが、用途変更により共同住宅
( 6戸まで)または専用住宅
(2区画まで)へ建て替えが可
能です。なお、解体、取り壊しま
でに用途変更許可が必要とな
りますので、詳しくは、都市計
画課(　382-9074)へお問い
合わせください。

◆現地説明会

と　き　7月11日㈪　10時から
ところ　売払物件所在地
◆入札

と　き　8月1日㈪　10時から
ところ　市役所本館10階1004
入札室

申込み　7月11日㈪から25日㈪
(土・日曜日、祝日を除く9時
から16時)に、直接学校教
育課へ

※郵送による申し込みはできません。
※入札参加資格など、入札参加申
込みについて詳しくは、学校教
育課へ

くらしの情報
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河曲保育所に
｢子育て支援センター

ハーモニー｣ が
開設されました

子育て支援課    382-7606    382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育て支援センターは、就
学前の子どもと保護者が気軽
に楽しく過ごせる施設です。
河曲保育所に併設する子育て
支援センターが７月１日㈮に
オープンしましたので、ご利
用ください。
対　象　小学校就学前の子
どもと保護者

利用時間　平日9時30分～15時
※土・日曜日、祝日、第2・第4金曜
日、年末年始(12月28日から
1月3日)は休館です。

ところ　十宮町283(河曲保育
所内)

問合せ　子育て支援センター
ハーモニー(　383-1643)

※混雑する場合がありますので、
ご利用の際は事前にお問い合
わせください。

市内産品開発事業費
補助金制度の利用者を

公募します
産業政策課    382-9045    382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市の農水産品の活用を
図り、地域の活性化を推進
することを目的に、市内産
品開発事業費補助金を交付
します。
対　象　市内に本社や主た
る事業所がある事業者な
どが本市の農水産品資源
を活用し、新たな産品の
開発を行う事業で、収益

を目的とし、継続が見込
まれる事業

補助額　補助対象経費の2分
の1(上限10万円)

申込み　8月1日㈪(必着)まで
に、申込書に必要事項を
記入の上、郵送または直
接産業政策課へ

※要領や申請書などは、産業政策
課または市ホームページから入
手できます。

鈴鹿8時間耐久ロード
レースの観戦に無料で

ご招待します
商業観光課    382-9020    382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

招待レース　“コカ・コーラ　ゼロ”
鈴鹿8時間耐久ロードレース
第34回大会

対　象　高校生以下
と　き　7月30日㈯、31日㈰
受付場所　鈴鹿サーキットメイン
ゲート横特設受付テント

受付時間　メインゲートオープン後
から11時まで

問合せ　鈴鹿サーキットモー
タースポーツ部企画グループ
(　378-3620　　378-3625)

※事前申込みは必要ありません
ので、当日はこの｢広報すずか
7月5日号｣を持参の上、各自で
受付場所にお越しください。

※必ず保護者同伴でお越しくだ
さい。なお、保護者は有料と
なり(30、31日観戦2日通し券
は特別料金4,400円(税込)
で、31日決勝日のみの観戦も
同料金)、当日は自由席エリア
での観戦になります(指定席は
別途料金必要)。

※駐車料金(鈴鹿サーキット直営
駐車場)は別途1,000円が必要
で、満車の場合は民営駐車場
をご利用ください。

※レースの開催内容や直前情報
など詳しくは、鈴鹿サーキット
ホームページ(　http://www.

　suzukacircuit.jp/)をご覧くだ
さい。

第7回三重県民ゴルフ
競技会鈴鹿地区大会

スポーツ課　　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　県内在住、在勤、
在学者

と　き　8月29日㈪
ところ　鈴峰ゴルフ倶楽部
定　員　240人(先着順)
参加料　一般：9 ,230円(セル
フ)、1万3 , 2 2 0円(キャディ
付 )、ジュニア(高校生以
下 )：5 , 2 3 0 円 (セルフ) 、
9 , 220円(キャディ付)

※上記料金には参加料1,000円、
昼食代、賞品代を含みます。

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会、
三重県ゴルフ連盟

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体育
協会

申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部     
(　371-0711　　371-1518)

技術相談会
産業政策課    382-9045    382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　地域産業の発展に寄与する
ための技術相談会です。
と　き　8月2日㈫、3日㈬　
9時30分～16時

ところ　鈴鹿工業高等専門学校
内　容　技術や製品の課題、
材料や加工などの相談

※1企業約40分になります。
対応者　澄野久生さん(鈴鹿高
専客員教授)ほか

参加料　無料
主　催　鈴鹿高専、㈱百五銀行

催 し 物

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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協　力　鈴鹿市、亀山市
申込み　7月20日㈬までに、
百五銀行営業渉外部地域
貢献課(　059 -223 -2365 )
または百五銀行の各支店へ

ロビー展示｢国府の歴史
地理学的研究in鈴鹿｣

考古博物館    374-1994    374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　7月9日㈯～8月21日㈰
ところ　考古博物館ロビー
内　容　伊勢国府研究の歩み
について紹介します。

※国府は、律令制度の時代に国の
行政機関が置かれた場所です。

観覧料　無料
※常設展などは、別途有料となります。

夏休み子ども映画会
図書館    382-0347    382-4000

　toshokan@city.suzuka. lg.jp

対　象　児童(幼児、小学生)
と　き　7月28日㈭、29日㈮　
10時～11時30分、13時30分
～15時

ところ　図書館2階視聴覚室
内　容　昔話や交通安全など
のアニメーション映画

定　員　各100人
参加料　無料

子どもの生活習慣病に
かかわる健康相談会

学校教育課    382-7618    382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　子どもが正しい生活習慣を
身に付けられるよう、小児科
医、栄養教諭が生活行動の見
直し、栄養指導など、健康管理
の方法をアドバイスします。
対　象　市内の小・中学生
と保護者

と　き　7月26日㈫　10時～

17時
ところ　保健センター
内　容　生活習慣病にかかわる
予約制個別相談会

定　員　16人
参加料　無料
申込み　学校教育課へ

教育講演会
教育研究所    382-9056    383-7867

　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月28日㈭　13時
30分～16時30分(13時開館)

ところ　市民会館
内　容　
○第1部　町永俊雄さん(NHK

エグゼクティブアナウンサー)

による講演会　｢インクルー
シブ教育の実現｣に向けた
メッセージを届けていた
だきます。

○第2部　近藤和美さんによる

コンサート&トーク　ハート
フルな歌声とお話を聴か
せていただきます。

参加料　無料
申込み　7月15日㈮までに、
電話またはファクスで教育
研究所へ

※整理券を発行しますので、お問
い合わせください。

2011平和への祈り展
人権政策課    382-9011    382-2214

　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月22日㈮～24日㈰
10時～19時(24日は17時まで)

ところ　文化会館さつきプラザ
(講演会は第1研修室兼視
聴覚室)

内　容

○パネル、実物資料展示　

原爆と人間展パネル、沖縄戦
とひめゆり学徒隊パネル、戦中・
戦後実物資料展示ほか

○ビデオ上映　アニメ、記録映像
○参加コーナー　平和の折り鶴
を折って広島へ送ろう、
平和の絵本をよもう

○特別講演会　｢原爆のはなし
をきこう｣(23日㈯　13時30分
～14時30分)

参加料　無料

子ども防災サミット
防災安全課    382-9968    382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学3年生以上
と　き　7月30日㈯、31日㈰
ところ　社会福祉センター、
三重県消防学校

定　員　50人(先着順)
参加費　学生1,000円、大人
3,000円

申込み　7月15日㈮までに、
災害ボランティアネットワー
ク鈴鹿船入(　090-7677-
3961)へ

みえ看護フェスタ2011
健康づくり課    382-2252    382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月23日㈯　13時～
16時

ところ　三重県総合文化セ
ンター第1・第2ギャラリー

内　容　看護の仕事紹介と
体験(看護の仕事紹介、看護
体験など)、看護部活動紹介
(県内の職場紹介、看護職の
地域活動紹介)、看護学校へ
の進路相談と就職相談、
パフォーマンスタイム(よさ
こい、バンド演奏など)

主　催　三重県、㈳三重県看
護協会、日本助産師会三重
県支部

問合せ　㈳三重県看護協会
三重県ナースセンター(    059-
222-0466)

くらしの情報
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すずかフェスティバル
歴史パネル展示

商業観光課    382-9020    382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　15回目を迎える｢すずかフ
ェスティバル｣の記念事業と
して、第1回から14回までの
歴史パネルを展示します。
と　き　8月7日㈰まで
ところ　市内の商業施設、市内
公立中学校、公共施設など

※展示場所について詳しくは、
すずかフェスティバル公式
ホームページ(　http://www.

　suzufes.com/)をご覧ください。
なお、8月4日㈭から7日㈰まで
は、市役所本館1階市民ギャラ
リーで展示します。

内　容　歴代すずフェス参加
チームの写真、受賞チーム
一覧のパネルの展示

問合せ　すずかフェスティバル
実行委員会事務局 (〒510 -

　0241　白子駅前17-12    
　　380 - 5 5 9 5 　　in f o@
　suzufes .com)

おもしろ相撲大会
スポーツ課    382-9029    382-9071

　supotsu@city .suzuka. lg . jp

対　象　市内在住、在学の
小学生以上

と　き　7月31日㈰
ところ　白子東町公園相撲場
内　容　手押し相撲、尻相撲、
ひも相撲

定　員　各40人(応募多数の
場合は抽選)

参加料　各100円
主　催　おもしろ相撲大会実
行委員会

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市相撲

連盟、三重県レクリエーション
研究会、中日新聞社

申込み　7月15日㈮(必着)まで
に、申込書に必要事項を記
入の上、郵送で、〒510-0226
岸岡町1404　鈴鹿市相撲
連盟大石、またはファクスで
今井(　387-9284)、または
直接鈴鹿市観光協会へ

※申込書は、公民館、スポーツ課に
備え付けてあります。

問合せ　鈴鹿市相撲連盟大石
(　090-8956-2675　12時
から22時まで)

レッツ・チャレンジ
2011

県立鈴鹿青少年センター

    378-9811    378-9809

　suzukayc@mecha.ne. jp

対　象　小学5年生～中学2
年生

と　き　8月23日㈫～27日㈯
4泊5日

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターとその周辺

内　容　自然の中での体験活
動、登山、川下り、野外炊飯、
テント泊、キャンプファイヤーなど

定　員　36人(応募多数の場
合は抽選)

参加料　2万円程度
申込み　7月24日㈰(必着)まで
に、所定の用紙に必要事項
を記入の上、県立鈴鹿青少
年センターへ

県営鈴鹿スポーツガーデン
イベント

県営鈴鹿スポーツガーデン

    372-2250    372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆第４回タイム測定会

対　象　出場できる泳力の
ある方

と　き　7月16日㈯　13時～
15時

内　容　50・100・200m自由形、
背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、
200m個人メドレー、400m
自由形、個人メドレー

定　員　40人(1人2種目まで)
参加料　1種目500円(入場料別)
申込み　7月7日㈭から15日㈮
に、直接またはファクス、
電子メールで水泳場窓口へ

※ホームページからも申し込みで
きます。

※定員に余裕がある場合は、当日
参加も受け付けます。

◆ベビービクス＆ママビクス

対　象　2カ月から1歳(歩く
前まで)の幼児とその親

と　き　7月25日㈪　午前の
部：11時～12時30分、午
後の部：13時30分～15時

内　容　ベビーマッサージによ
るスキンシップ、発育と発達に
合わせたベビーエクササイズ

定　員　各30組(先着順)
参加料　1,000円
申込み　7月11日㈪から、参加
料を持参の上、直接水泳場
窓口へ

夏休み手作り絵本教室
図書館　 382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月3日㈬、4日㈭　
9時30分～15時

ところ　図書館2階視聴覚室
内　容　｢楽しいパックン絵本｣
(とびだす絵本)

定　員　各50人(保護者の付
き添いは除く)(先着順)

参加料　350円(材料費)　
※おつりがいらないようにご準備
ください。

申込み　7月14日㈭ 9時から、

講座・教室

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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の7 月 納税

図書館2階視聴覚室へ
※電話での申し込みや家族以外で
の複数の申し込みはできません。

伊勢型紙夏休み体験教室
産業政策課    382-8698    382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　伊勢型紙を使ったLEDあかり
の工作体験教室を開催します。
対　象　小学4年生以上(大人
も参加可能です)

と　き　1回目：7月31日㈰、
2回目：8月21日㈰　ともに
13時から15時

ところ　伝統産業会館研修室
定　員　各50人(先着順)
参加料　300円
申込み　7月12日㈫から、電話
で伝統産業会館(　3 8 6 -
　7511)へ

鈴鹿ボウリング教室
スポーツ課    382-9029    382-9071

　supotsu@city .suzuka. lg . jp

対　象　市内在住の小学生以上
と　き　8月6日㈯、7日㈰、
13日㈯、14日㈰　午前の部：

10時～12時、午後の部：13時
～15時

ところ　サーキットボウル(鈴鹿
サーキット内)

内　容　ルール説明、正しい
投げ方、ピンの狙い方など
の基礎知識 ( 講習 3 0 分、
実践1時間30分)

講　師　森光幸プロ(第26期
生)、竹内寿(サーキットボウル
スタッフ)

定　員　各20人(先着順)
参加料　1人1回1,500円(レンタ
ルシューズ代、保険料含む)

主　催　鈴鹿市ボウリング協会
後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体育
協会、サーキットボウル

申込み　サーキットボウル
(　378-1111)へ

親子体操教室
市立体育館    387-6006    387-6008

◆すくすくクラス

対　象　3歳から就学前の子と
保護者

と　き　7月26日㈫、8月2日㈫、
5日㈮、9日㈫、18日㈭、23日㈫、

25日㈭、30日㈫　13時30分
～15時(全8回)

ところ　市立体育館大会議室、
正体育館

定　員　20組
◆わんぱくクラス

対　象　小学1年生から小学
4年生の児童と保護者

と　き　7月26日㈫、8月2日㈫、
5日㈮、9日㈫、18日㈭、23日㈫、
2 5日㈭、3 0日㈫　10時～
11時30分(全8回)

ところ　市立体育館副体育館、
正体育館

定　員　20組
参加料　いずれも子ども1人
1,500円、大人1人2,500円
(スポーツ保険料含む)

申込み　7月2 1日㈭までに、
参加料を添えて、直接市立
体育館へ

○固定資産税・都市計画税・・・2期

○国 民 健 康 保 険 税・・・1期

 【納期限は8月1日㈪です】

※納税は、便利な口座振替で

　本市では、人権・平和意識の高揚と人
権文化の創造を図るため、｢人権を考える
市民のつどい｣を開催します。20回目の今
回は、沖縄をテーマにしています。
　自然環境に恵まれ、多様な動植物が見
られる沖縄は、かつては｢琉球王国｣として
アジアとの交易を盛んに行い、独自の文化
が栄え、今もそれを大切にしています。また、
太平洋戦争では、日米が日本本土で地上
戦を行った唯一の地でもあります。
　このような背景を持った沖縄の唄と踊り
を通じて、環境と平和と命の大切さを一緒
に考えてみたいと思います。

◆2011人権を考える市民のつどい　

　｢命どぅ宝～沖縄の唄と踊り～｣　

2011人権を考える市民のつどい

と　き　7月16日㈯　15時開演(14時30分開場)
ところ　文化会館けやきホール
プログラム　第1部：沖縄の唄と踊り、第2部：
命どぅ宝・平和へのいのり、第3部：みんな
でうたっておどって

出　演　仲田順市＆蛍、上間てるみ琉球舞踊道場、
鈴鹿女声コーラス、浜田果歩(朗読・司会)

定　員　500人(先着順)
入場料　無料

人権政策課 　382-9011　 382-2214　 j inkense i saku@ci ty . suzuka . lg . jp

j i n k e n k y o i ku@ci ty . suzuka . lg . jp

 

人権教育課 　382-9030 　 383-7878　  
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　地デジの準備はお済みですか？すでにご存知の
方も多いかと思いますが、7月24日（日）でアナログ
テレビ放送が終了し、地上デジタルテレビ放送へ
完全移行します。
　わが家でも、ようやく地デジの準備がすべて整
いました。準備を始めると、思っていたほど難しく
はありませんでしたが、「お年寄りだけの家庭でこ
の準備ができるのかな？」と疑問に思いました。

　そこで皆さん、何かの機会で結構ですので、ご
自宅の準備だけでなく、ご近所のお年寄りの方
へも「地デジの準備は大丈夫ですか？」とお声掛
けをお願いします。
　まだ、地デジ準備がお済みでない方はお早め
に。地デジに関するお問い合わせは、デジサポ
三重（　059-993-5511）へ。地デジ準備の相
談に応じてくれます。（直）

山口悠樹さん

（体操選手）

レーシングアドバイザー 畑川 治（鈴鹿モータースポーツ友の会副理事長）

交  通 安  全交  通 安  全

車間距離は距離よりも２秒

モータースポーツに学ぶ

　 コーチ兼選手

　相好体操クラブ鈴鹿教室(阿古

曽町)でコーチ兼選手として活動し

ています。体操は、小柄で向いてい

るかもしれないという母の勧めで、

５歳のころから始めました。その後、

洛南高校、日本大学で技を磨きま

した。

　これまで、体操の個人総合の日

本一を決める「全日本体操競技選

手権大会」に8度出場しました。ま

た、国際大会の代表選考会を兼ねる

「NHK杯体操選手権」や秋田県代

表として「国体」に出場したことも

あります。

　 

 　持ち味は「丁寧さ」

　週6日、1日3時間程度所属クラブ

で練習をしています。練習では、コ

ンディションの波を作らないことに

気をつけています。また、得意な

部分を伸ばすよりも、苦手な部分を

重点的に練習して克服し、全体レベ

ルを上げることを心掛けています。

技の派手さはありませんが、丁寧さ

が私の持ち味です。

　 将来

　体操選手としての直近の目標は、

国体の三重県代表に選出されるこ

とです。三重県は優秀な選手がそろ

っているので、国体で優勝できる実

力があります。まずは、その三重県

代表に選出され、三重県を体操日本

一の県にしたいです。

　また、コーチとしては、体操クラ

ブの教え子たちに、体操の楽しさを

知ってもらい、日々の努力が実を結

ぶことを伝えていきたいです。

　レースの世界では前後の車との間隔は、距離では

無くタイム差で計ります。「さあ、トップと２位との差

はいよいよ１秒を切ってきた」というように。という

のも、例えば同じ１秒差でも、車間距離では速度の

遅いところは近づき、速度が早いと離れるわけで、

相手との間隔を正確に把握するためにタイム差を使

うのです。

　このことは一般道の車間距離を測る上でも大変

有効なもので、ドイツでは安全な車間距離を２秒以

上としているそうです。走行中に車間距離を測る

のは難しいですが、タイム差なら簡単で、しかも一

般道から高速道路まで、どんな速度域でも、この

２秒で安全距離を保つことができます。ちなみに、

その方法とは、前の車が何か目印となるところを

通った時に、ゼロと始め、１秒、２秒と数え、２秒以

上で自車が通

過すれば良い

のです。ゼロを

忘れないよう

に「ゼ ロ・１・

２」と数えます。

そう  ごう


