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熱気球ホンダグランプリ最終戦
～熱戦を制し、目指すは
『優勝』ただ一つ～

熱気球ホンダグランプリ最終戦
～熱戦を制し、目指すは
『優勝』ただ一つ～

　鈴鹿の秋の風物詩「バルーンフェ
スティバル」。26 回目を迎える今年
は、熱気球ホンダグランプリの最終
戦になっています。空を鮮やかに彩
るだけではないバルーンの魅力をご
覧ください。

熱気球ホンダグランプリは、
一年をかけて鈴鹿を含む 5

会場（栃木県栃木市・長野県佐久
市・岩手県一関市・佐賀県佐賀市）
で繰り広げられる大会です。各大
会の競技における順位に応じてグ
ランプリポイントを獲得し、その
累積ポイントで年間チャンピオン
を決定します。

　順位に応じて各競技 1位が 12
ポイント、2位が 9ポイント、3
位以降は 1ポイントずつ少なく
なり、9位以下は 2ポイントが与
えられます。

　競技の種類はいくつかあります
が、基本的には設定されたゴール
を目指して飛行します。競技は
ゴールまでの速さや高さを競うの
ではなく、いかに正確に飛行する
かを競います。
　ゴールにはマーカーという吹流
しの付いた砂袋を投下します。
ゴールとマーカーの距離が一番近
いパイロットに 1,000 ポイント
が与えられます。二番目以降は全
パイロットの投下完了後、ゴール
までの距離に応じて 1,000 ポイ
ントから配分されます（中間のパ
イロットで 500 ポイントくら
い）。大会期間中に行われた競技
の合計得点の高いパイロットが優
勝します。

グランプリポイントの獲得例
＜6位を 3回＞

　5ポイント×3回＝15 ポイント
＜1位を 1回、9位を 2回＞

　12 ポイント +2ポイント×2回＝
16 ポイント

　6位を 3回とるよりも 1位を 1
回、9位を 2回とる方がポイント
は多くなるため、結果が悪くなり
そうな競技は早めに見切りをつ
け、1位がとれそうな競技に集中
するといった戦略もあります。

　競技毎のポイントはゴールまで
の距離が近いほど多くなります
が、グランプリポイントは僅差で
も大差でも差は同じです。１位と
２位の差だけが 3ポイントある
ため、いかに１位をとるか、そし
てライバルよりもよい順位をとる
かが重要になるため、各競技とは
異なる駆け引きも重要になってき
ます。最後の一投まで目が離せな
い戦いになり、見事ゴール間近に
投下した際は、観客から歓声と拍
手が沸き起こります。多彩なバ
ルーンが一斉に飛び立つ様子や各
競技の盛り上がりなど、さまざま
な角度からお楽しみいただけま
す。

バルーンパイロット

宮田 浩樹さん
みや た ひろ き

　バルーンに乗るよ

うになって 30 年。

年間 10 回ほど大会

に出場し、世界選手

権にも４回出場した

経験あり。

　鈴鹿の空を本拠地にして、全国
のバルーンレースに出場していま
す。バルーンレースは風をうまく
使って、ターゲットまでバルーン
を運ぶ（操縦する）競技ですが、
基礎的な体力とか瞬発力よりも、
今そこにある自然のサインを見つ
け、高度、速度、方向などの風の
データを冷静に組み立てる能力が
試されます。ターゲットに近寄る
ことができたときは、難解なクロ
スワードパズルが解けたときのよ
うな爽快感で一杯です。この「爽
快感」を味わいたくてレースを続
けています。鈴鹿ではまだ優勝し
たことが無いので、今年こそは優
勝したいと思っています。

人類が最初に手にした

空飛ぶ乗り物

人類が最初に手にした

空飛ぶ乗り物

　1783 年、フランスのモンゴルフ

ィエ兄弟が熱気球を発明し、世界で初

めて人を乗せての飛行実験に成功。第

二次世界大戦後、化学繊維の発達とプ

ロパンガスの普及もあり、1960 年

代から、スカイスポーツとして定着。

暖めた空気は上にのぼる暖めた空気は上にのぼる

　バーナーを焚いて、気球内の空気を

熱して上昇。1 回の飛行にかかる燃料

代は数千円。空気が冷めると高度が下

がるため、こまめなバーナー操作が必

要。

風を読んで目的地を目指す風を読んで目的地を目指す

　風向きや風速は場所や高さに

よって違うため、高さを調節し行

きたい方向の風向きに乗って進

む。昼間は上昇気流が発生し、気

流が不安定になるため飛行できな

い。



より楽しむための予備知識
　競技の種類はたくさんありますが、どの競
技が行われるかは当日のお楽しみ。当日の天
候を踏まえて開始直前まで競技委員会で話し
合いを行い決定します。競技毎のルールを
知っておけば、楽しめること間違いなしです。

●うさぎ狩り /ヘアアンドハウン
ド（HNH）
　オフィシャル気球（ヘア気球と
呼ぶ）が競技気球より一足先に離
陸し、そのヘア気球が着陸したと
ころがターゲットになります。後
から離陸した競技気球はヘア気球
を追いかけて飛行します。「おに
ごっこ」のような競技です。
●ヘジテーションワルツ（HWZ）
　競技委員長が特定のゴールを発
表し、そのゴールに向かって飛行
します。ゴールは複数あり、パイ
ロットが任意に選択できます。
●ジャッジ・デクレアド・ゴール
（JDG）
　離陸場所は決められています。
競技委員長が指定したゴールを目
指します。
●マキシマムディスタンス
（MXD）
　指定された地図上の範囲内で自
由に飛行してマーカーを投下しま
す。マーカーの投下地点と離陸地
点の距離が最大のパイロットが１
位になります。
●エルボー（ELB）
　離陸して一定の距離を飛行した
後、第 1マーカーを投下します。
その後、離陸地に戻るように飛行
し、第 2マーカーを投下します。
最初の進行方向から最も大きく進
路を変えることができたパイロッ
トが 1位となります。
●ミニマムディスタンス（MND）
　30～ 40分飛行し、マーカー
を投下します。離陸地とマーカー
投下地点の距離が最小のパイロッ
トが 1位となります。
●フライイン（FIN）
　競技委員長から指定されたゴー
ルに向かって飛行します。ゴール
から一定距離以上離れた地点から
ならどこからでも離陸できます。
●フライオン（FON）
　この競技は必ずほかのタスクと
組み合わせて行われます。最初の
タスクで飛行中（マーカーを投下
する前）に、次のタスク（フライ
オン）のゴールをパイロットが決
定します。決定したゴールを最初
のタスクのマーカーに記入して投
下した後、そのゴールを目指して
飛行します。
●パイロットデクレアドゴール
（PDG）
　パイロットが離陸前に自分で
ゴールを指定し、そこに向かって
飛行し、マーカーを投下します。
風のヨミが重要になります。

・クラウン：
　球皮の天頂部分 ・球　皮：気球の

風船部分、ナイ
ロン製

・開口部：球皮の
一番下の部分、
冷風・熱気を送
り込む所

・クラウンロープ：
クラウンからバス
ケットまで延びた
ロープ、インフレ
時に球皮を抑える

・バスケット：人
が乗るカゴのこ
と、籐製でゴン
ドラともいう

・タスク：気球の競技のこと
・テイク･オフ：離陸すること
・ランディング：着陸すること
・インフレーション：空気を入れ
て気球を膨張する作業（インフ
レ）

・バーナー：気球の心臓部で球皮
の中に熱気をおくる装置（出力
は一般家庭コンロの 1,000 倍以
上）
・クルー：気球をフライトさせる
ための関係者
・スカート・スクープ：球皮の下
の部分につける風よけ

インフレーションインフレーション

バーナーバーナー

・シェイプトバルーン：動物や人
間など色々な形をした気球
・インフレーター：冷気による気
球の膨張作業に使う強力な扇風
機
・シリンダー：LPG（プロパンガス）
の容器、ガスボンベ
・チェイスカー：フライトしてい
る気球を追跡し、回収する車
・ランチサイト：気球の離陸して
いく場所
・ランチマスター：ランチサイト
で離陸の許可を出す人
・リップパネル：気球の天頂部の
熱気を抜くための開閉自由なふ
た
・リップライン：リップパネルを
開閉するためのひも、バスケッ
トの中で操作できる

スカート・スクープスカート・スクープ

シェイプトバルーンシェイプトバルーン
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11 月 24 日㈮～ 26日㈰
鈴鹿川河川緑地

競技飛行は6時 40分からと
14時 30分から開始にな

るほか、体験・参加型のイベント
も多数あります。ぜひお越しくだ
さい。

・熱気球教室　  24 日㈮・25 日㈯

・熱気球係留飛行（搭乗体験）　各日

・モーターパラグライダーによる
   お菓子まき　                    26 日㈰

・ダンボールクラフト（Honda ドリ
ームハンズ）　  25 日㈯・26 日㈰

・小物つくり（ガールスカウト三
重県第 10 団） 　              25 日㈯

・間伐材を使ったキーホルダーつく
り　                                              各日

・おすきなドリンクをどうぞ
   （AGF 鈴鹿（株）） 　          25 日㈯

・こども縁日など（源氏の会） 　   
                               25 日㈯・26 日㈰

・鈴鹿のコシヒカリで手作り五平
餅（Agri ロマン鈴鹿）　  26 日㈰

・昼花火　                             26 日㈰

・鈴鹿川の生き物展（亀山の自然
環境を愛する会・地球クラブ）
　                       24 日㈮・25 日㈯

・サッカー教室（鈴鹿アンリミテ
ッド FC）　                         25 日㈯

・三重県の北勢地域のご当地キャ
ラクター大集合　                 各日

・マルシェ（手作り雑貨など）　各日

・JA朝市　                   24 日㈮ 7時

・スケッチコンテスト　
                               24 日㈮・25 日㈯

・フォトコンテスト                  各日

・公共交通 PR（鈴鹿市都市計画課）
                                                  25 日㈯

・Honda ブース製品展示
                               25 日㈯・26 日㈰

・鈴鹿市特産品＆飲食ブース
  （鈴鹿市観光協会、鈴鹿市物産協
会 ほか）                                    各日

・高速道路事業 PR（中日本高速道
路（株））                               25 日㈯

・三重河川国道事務所車両展示ほか
（三重河川国道事務所）       26 日㈰

・自衛隊車両展示（自衛隊三重地
方協力本部）                       25 日㈯

・バルーンリリース（Balloon MoMo）
                                                      25 日㈯

※詳しくはチラシまたは公式ホームペ

ージ（　http://suzuka-balloon.jp）

をご覧ください。

当日の問合せ
鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会
090-6468-2012　          090-3582-5087

バルーンイリュージョン

25日の夜には「バルーンイリュージョン」を行います。
熱気球の灯りが生み出す幻想的な
雰囲気をお楽しみください。
と　き　 11 月 25 日㈯　18時
45分～ 19時 15分
ところ　鈴鹿サーキット国際レー
シングコース

※各イベントは天候により中止にな

る場合があります。

※17 時 45 分から入園料は無料（駐

車料金は必要）

すずか熱気球市民クラブ

小川 雅史さん
お がわ まさ し

　バルーンに携わるよ

うになって 7 年。自身

もバルーンに乗りなが

らバルーンの魅力を発

信。

　私は数年前知り合いの誘いで気球

に携わるようになり、気球の魅力そし

て空から見る鈴鹿の魅力を感じ、鈴鹿

バルーンフェスティバル実行委員会

に入りました。

　地元企業や地域団体に鈴鹿バルー

ンフェスティバルの魅力や可能性を

伝え、地域と共により良いイベントに

なるよう取り組んでいきます。そして

数年後、鈴鹿バルーンフェスティバル

が鈴鹿市全体で盛り上がることを願

い、気球の世界では初心者ですが頑張

っていきたいと思います。

今回の特集に関するご意見・ご感想は
地域資源活用課

 　382-9020 　382-0304
chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp
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地元から
F1 日本グランプリを応援

鈴鹿市民応援席
10 月 6 日 ( 金 ) ～ 8 日 ( 日 )

　鈴鹿市民の皆さんで構成される
市民応援席が、第 2コーナーか
らＳ字コーナーにかけて今年も設
置されました。決勝のスタート前
には「WELCOME TO SUZUKA」
の横断幕を掲げ、走り抜けるＦ１
マシンに熱い声援を送りました。

秋の夜空を彩る
錦秋花火大会
10 月 9 日（月・祝）

動画

　11回目となる錦秋花火大会が
池田町町民会館で行われ尺玉の連
発など約 1,350 発の花火が打ち
上げられました。たくさんの方が
訪れ、見上げるほど間近で打ち上
げられた大輪の花火に大歓声が上
がりました。

里親さんのこと
もっと知ってほしい

プロジェクト
10 月 12 日 ( 木 )

　何らかの事情で親と一緒に過ご
せない子どもたちを家庭に迎え入
れ、成長をサポートする里親制度
について知っていただくことを目
的に開催しました。制度の概要説
明のほか、里親の方から実体験に
基づいたお話があり、参加された
方たちは熱心に耳を傾けていまし
た。



とき・内容／11月29日㈬14時10
分から「なんでも分かる介護Q＆
A」、30日㈭13時から映画上映会
「こねこ」、作品展、年金相談、介護
相談ほか　ところ／ジェフリーす
ずか　参加料／無料

とき／11月29日㈬、12月7日㈭　
ところ／ジェフリーすずか食の工
房　内容／10時30分から旬の料
理教室、13時30分から簡単スイー
ツ教室　参加料／1,000円(材料
費別)　※気軽にお電話ください。

とき／毎月第2・第4土曜日14時～
16時　ところ／白子公民館ほか　
内容／男女で厚みのある歌声を
楽しみませんか　参加料／1,500
円　申込み／電話で

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

とき／11月18日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内容
／畑に入って鈴鹿小麦の種まきを
体験　参加料／大人1,000円、子
ども500円（1年分全3回）　申込
み／ファームランド鈴鹿ホームペー
ジで

とき／11月11日㈯13時30分～15
時30分　ところ／鈴鹿カルチャー
ステーション　内容／心臓疾患
者、がん疾患者、糖尿病患者とそ
れらの介護者が語る　参加料／
500円

年金者組合鈴鹿支部　支部長
桑原篤　　374-2894

Lily Club
藪内　　080-3650-1715

白子混声合唱団　稲垣　386-6270
小林 　387-6172

四日市工業高校定時制職員室
　346-3725　 345-2717

NPO法人ファームランド鈴鹿　375-0211
　http://farmland-suzuka.com/

理想の暮らしを語る会　 389-6603

すずか年金者いきいきまつり

楽楽クッキング参加者募集 鈴鹿不登校を考える親の会

白子混声合唱団団員募集 第21回鈴鹿菊花大会

社会人入学案内
四日市工業定時制

鈴鹿の小麦を作って食べよう

公開シンポジウム
「介護は新しい文化を創造する」

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

内容／11月29日㈬14時10
「なんでも分かる介護Q＆
30日㈭13時から映画上映会

介護
相談ほか　ところ／ジェフリーす

とき／①11月25日㈯②12月10日㈰　
集合／①三岐鉄道西藤原駅9時30分
②伊勢若松駅9時15分　内容／①聖
宝寺のもみじ祭り（4kmコース・9km
コース）②海岸線を歩くその6（7km
コース・11kmコース）　参加料／200円
※初参加者歓迎

（土師町464-2）

12月7日㈭　
ところ／ジェフリーすずか食の工
房　内容／10時30分から旬の料

13時30分から簡単スイー
ツ教室　参加料／1,000円(材料
費別)　※気軽にお電話ください。

とき／11月14日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　参加料／
100円　内容／不登校のお子さん
をお持ちの親を中心とした集まり
です。　※11月26日㈰13時30分
からアスト津3階で講演会を行い
ます。

第4土曜日14時～
16時　ところ／白子公民館ほか　
内容／男女で厚みのある歌声を
楽しみませんか　参加料／1,500

とき／11月7日㈫～9日㈭10時～
18時　ところ／イオンモール鈴鹿
イオンホール　内容／大菊切花と
福助花壇での競技、懸崖づくりな
ど各種盆養菊の花壇展示　※期間
中各種小鉢菊のチャリティ販売　
入場料／無料

四日市工業高校定時制は社会人
・自

建築の分野から選択
工業の技術や資格

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／11月8日㈬13
時30分～15時30分　ところ／牧
田コミュニティセンター　内容／
悩み相談、情報交換、介護家族と
の交流　参加料／本人無料、会員
100円、一般200円

とき／11月18日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内容
／畑に入って鈴鹿小麦の種まきを
体験　参加料／大人1,000円、子

　申込
み／ファームランド鈴鹿ホームペー

対象／リコーダーを主とする音楽なら
どなたでも出場できます　とき／1月
21日㈰10時から　ところ／文化会館
　申込み／11月20日㈪から12月11日
㈪までに電話またはメールで　※詳
しくは事務局まで

とき／11月11日㈯13時30分～15
時30分　ところ／鈴鹿カルチャー
ステーション　内容／心臓疾患

糖尿病患者とそ
れらの介護者が語る　参加料／

とき／11月18日㈯13時から　と
ころ／cafe green　参加料／
1,500円(ケーキセット代含む)　
内容／大人のための朗読会。一緒
に楽しみましょう。　※気軽にお
電話ください。

年金者組合鈴鹿支部　支部長 鈴木利昭　　080-1611-9264

つぅの会
保井　　090-4185-1514

白子混声合唱団　稲垣　386-6270 鈴鹿菊花会　森　　379-0729

四日市工業高校定時制職員室 下野和子　　370-4620

ド鈴鹿　375-0211 三重リコーダー教育研究会事務局
　090-1623-0709　　miereco@yahoo.co.jp

理想の暮らしを語る会　 389-6603 宮崎利香　  090-4166-6752 伊藤元康　　090-8137-1983 舘勇誠　　080-3610-9624

すずか年金者いきいきまつり 鈴鹿市民歩こう会

楽楽クッキング参加者募集 鈴鹿不登校を考える親の会

白子混声合唱団団員募集 第21回鈴鹿菊花大会

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿の小麦を作って食べよう リコーダーコンテスト出場募集

「介護は新しい文化を創造する」 カフェで楽しむ朗読会

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

とき／①11月25日㈯②12月10日㈰　
集合／①三岐鉄道西藤原駅9時30分
②伊勢若松駅9時15分　内容／①聖

9km
（7km

参加料／200円

対象／家計上手を目指す方　とき／
11月18日㈯10時～11時30分、13時
～15時30分　ところ／鈴鹿友の家
（土師町464-2）　内容／家庭経済
について考え合いましょう。　参加
料／300円　申込み／電話で　※
託児あり（要予約）

とき／11月14日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　参加料／
100円　内容／不登校のお子さん
をお持ちの親を中心とした集まり

　※11月26日㈰13時30分
からアスト津3階で講演会を行い

とき／12月2日㈯9時～21時、3日㈰9
時～17時　ところ／鈴鹿ハンター1階サブ
コート　内容／クチュールフローラ（ビー
ズ＆フラワー）、華道、アレンジ（生花、プリ
ザーブドフラワー、ドライ、造花）、押し花、
粘土フラワーなど講師と生徒の作品約
200点出展予定　入場料／無料

とき／11月7日㈫～9日㈭10時～
18時　ところ／イオンモール鈴鹿
イオンホール　内容／大菊切花と

懸崖づくりな
ど各種盆養菊の花壇展示　※期間
中各種小鉢菊のチャリティ販売　

対象／発達障がい児者の親　とき
／11月29日㈬10時から　ところ／
四日市市文化会館第3ホール　講
師／正木淑子さん（ライフステージ
サポートみえ）　参加料／1,000円

関心のある方
どなたでも　とき／11月8日㈬13
時30分～15時30分　ところ／牧
田コミュニティセンター　内容／

介護家族と
会員

とき／11月26日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施。受講生それぞれが持参し
た畑の土を自ら診断　講師／板
坂康行　参加料／300円

（加佐登3-2-1）　内容／健康の

対象／リコーダーを主とする音楽なら
どなたでも出場できます　とき／1月
21日㈰10時から　ところ／文化会館
　申込み／11月20日㈪から12月11日
㈪までに電話またはメールで　※詳

とき／11月29日㈬13時～17時　
ところ／ふれあいセンター2階　
内容／「麦秋」主演：原節子、監督：
小津安二郎　入場料／無料　内
容／国内外の昔の優秀作の普及
と生涯学習としてお楽しみくださ
い。　※応援会員募集

とき／11月18日㈯13時から　と
ころ／cafe green　参加料／
1,500円(ケーキセット代含む)　

一緒
　※気軽にお

とき/12月21日㈭13時～16時　と
ころ/社会福祉センター　内容/精
神障がい者の方が音楽演奏や音
楽鑑賞を中心としてコミュニケー
ション能力を高めていくことを目
的としています。　※月1回開催し
ています。

鈴木利昭　　080-1611-9264 鈴鹿友の会
益川　　385-2905

みき子総合フラワー教室
横田　　090-7692-0833

鈴鹿菊花会　森　　379-0729 成人したわが子の生活を考える会 
　tunechan@57.dion.ne.jp

自然農法研究会
渡辺　　378-0041

おおにし　　090-3582-9178

宮崎利香　  090-4166-6752 伊藤元康　　090-8137-1983 舘勇誠　　080-3610-9624

鈴鹿友の会  家事家計講習会

楽楽クッキング参加者募集 鈴鹿不登校を考える親の会 みき子総合フラワー展 実用筆ペン教室

白子混声合唱団団員募集 第21回鈴鹿菊花大会 就労困難な人たちの
支援を考える

自然農法セミナー
第8講

リコーダーコンテスト出場募集 どこでも昭和映画会

気分障がい者の集い
～my men～

ポールを使って健康増進、仲間づくり　
とき／11月12日㈰9時～12時　ところ／
青少年の森運動場　参加料／500円　
※毎週木曜日10時から11時30分まで桜
の森公園で、第3または第4日曜日に郊
外ウオーキングを行っています。詳しく
はホームページまたは電話で

対象／家計上手を目指す方　とき／
13時

～15時30分　ところ／鈴鹿友の家
　内容／家庭経済

　参加
料／300円　申込み／電話で　※

対象／市内在住の方　とき／11月
18日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月14日㈫までに住所、
氏名、連絡先を電話またはファク
スで　※不在時は留守電に

3日㈰9
時～17時　ところ／鈴鹿ハンター1階サブ

（ビー
プリ

押し花、
粘土フラワーなど講師と生徒の作品約

対象／大人　とき／毎月第2・第4
水曜日または土曜日9時30分～
11時30分　ところ／寺家会館（寺
家3-24-6）　内容／筆ペン基礎か
ら　講師／木平桂洞　参加料／
月2,000円

対象／発達障がい児者の親　とき
／11月29日㈬10時から　ところ／
四日市市文化会館第3ホール　講

（ライフステージ
　参加料／1,000円

対象／一般　とき／11月26日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度（先着
順）　参加料／1,000円（材料費）　
申込み／電話で

1月26日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断

受講生それぞれが持参し
た畑の土を自ら診断　講師／板

とき／11月22日㈬13時30分～
14時30分　ところ／鈴鹿病院
（加佐登3-2-1）　内容／健康の
豆知識について講演します。健康
チェックや健康相談もできます。

とき／11月29日㈬13時～17時　
ところ／ふれあいセンター2階　

監督：
小津安二郎　入場料／無料　内
容／国内外の昔の優秀作の普及
と生涯学習としてお楽しみくださ

対象／発達障がい児(グレー・ボー
ダー含む)の母親　とき／11月17日㈮
11時～13時　ところ／市内飲食店　
内容／情報交換ができ、心が軽くな
れます。　参加料／1,000円程度(飲
食代のみ)　申込み／11月15日㈬まで
に電話または電子メールで

とき/12月21日㈭13時～16時　と
ころ/社会福祉センター　内容/精
神障がい者の方が音楽演奏や音
楽鑑賞を中心としてコミュニケー
ション能力を高めていくことを目

　※月1回開催し

とき/11月27日㈪～30日㈭　とこ
ろ/市役所本館1階市民ギャラ
リー　内容/伊勢型紙をベースに
独自の切り絵を展示します。いろ
いろな紙を使い、多様な価値観の
なか、作品を作成しました。※気軽
にお越しください。

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

鈴鹿レディーステニス
山村　・　387-0415

木平桂洞　　386-0587

成人したわが子の生活を考える会 鈴鹿市生活学校
渥美　　372-0862

国立病院機構 鈴鹿病院　　378-1321

おおにし　　090-3582-9178 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694　　tyaru0401@yahoo.co.jp

宮崎利香　  090-4166-6752 伊藤元康　　090-8137-1983 舘勇誠　　080-3610-9624

ノルディックウオーキング
体験会

お母さんのテニスの会

みき子総合フラワー展 実用筆ペン教室

家族も喜ぶ
おもてなし料理教室

第17回生き生き健康講座

発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を
持つママのための心が軽くなるランチ会

すずか切り絵アート展

9
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13日㈪～17日㈮ 8 時

30 分から直接情報政策課 (本館 5

階 )へ

●注意事項／電話・ファクス・郵送・

電子メールでの申し込みや営業、

政治、宗教活動と認められるもの

は、お断りします (企業・自営業

者の活動を含む )。



情報館 1

清掃センター老朽化対策

清掃センターは

施設維持のために

大規模老朽化対策工事を

実施しています

清掃センター

372-8707　  372-8717

seso＠city.suzuka.lg.jp

　これから先も安定したごみ処理を
していくために清掃センターで実施
している大規模老朽化対策工事につ
いてお知らせします。

施設の長寿命化を図ります

費用を抑制します

老朽化対策工事の概要

主な工事内容

　毎日約 170 トンのごみを処理
している清掃センターの焼却施設
は、稼働開始後 14年が経過しま
した。一般的に、ごみ焼却施設の
耐用年数は 15～ 20年程度とさ
れ、稼働後 15年以上が経過する
と、主要設備の腐食や磨耗などが
全体的に進行します。また、部品
の中には、年数が経過すると製造
が中止され、入手が困難になるも
のもあり、施設運営に支障をきた
します。

　そこで、清掃センターでは今年
度からごみ焼却施設の老朽化対策
工事を実施しています。今回の工
事により、平成 45年度まで稼働
できる施設になる予定です。
※工事期間中、ごみの収集や施設へ

のごみ搬入受付およびごみ処理は、

通常どおり行っています。

老朽化対策工事状況

　ごみ焼却施設は、かつてはごみ
処理だけを目的とした施設でした
が、近年は公害防止や自動化、ご
み焼却による発電などの技術が進
み、新しいごみ焼却施設を建設す
るには多額の費用が必要となりま
す。
　そこで全面リニューアルではな
く、部分的な改修工事により既存
施設の長寿命化を図ることで費用
を抑えます。

　また、環境省の循環型社会形成推
進交付金を活用することで、市の財
政負担は大幅に軽減されます。

送風機取り付け工事状況

工　期　平成 29年 4月～平成
33年 3月（工事は 4年間で実
施します）
工事費　55億 800 万円（税込）

①ごみ計量機の増設

　施設の南側に出口専用道路お
よび計量機を増設することで渋
滞緩和を図ります。また、工事
期間中は工事用出入口として使
用し、ごみ搬入への影響を最小
限にします。

ごみ計量機

②既設劣化機器の更新・部分更新

　経年劣化に伴いボイラ、ろ過
式集じん器、制御系機器、コン
ベヤなどの重要な設備や機器に
ついて、コスト最適化を考慮し
て選定し、更新および部分更新
を行います。

③省エネ化の推進

ろ過式集じん器

　経年劣化している送風機モー
タのインバータ化および各種コ
ンベヤ、ポンプ類のモータを高
効率モータに更新して、消費電
力の削減を行います。

送風機

　省エネ化などの方策により、老
朽化対策工事後、清掃センターか
ら排出される CO2は消費電力量
の減少により年間約 3.7％削減す
ることができ、今まで以上に環境
に配慮したごみ処理が可能となり
ます。
　工事はごみ処
理を継続しなが
ら、部分的・段
階的に実施して
いきます。工事
期間中はご迷惑
をお掛けします
がご了承くださ
い。



情報館 2

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

(単位：人) (単位：人)

◆再任用職員の状況

◆退職者数

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

合 計

28
1
3
8
2
3
6
1
1

53

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

(23)

職　　種 採用者数
(うち女性)

平成28年度
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

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日採用）

(単位：人)
(単位：人)

(単位：人)

区　　　分
フルタイム勤務 短時間勤務

合　計新　規 更　新 新　規 更　新
1
0
0
0
1

3
0
0
0
3

20
3
2
2
27

53
10
2
6
71

77
13
4
8
102

※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29年度からの再任用職員数です。

区　　　分 定年
退職

早期
退職

普通退職
ほか 合　計 再任用

退職職員
29
3
5
3
40

5
0
1
2
8

8
1
1
2
12

42
4
7
7
60

5
1
0
0
6

◆再任用職員の状況(平成29年4月1日現在)

◆退職者数(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
上下水道局
合 計

市長部局ほか
教育委員会
消 防 本 部
水 道 局
合 計

(23)

12

(単位：人)

区　　　　分 職　員　数 平成29年度の職員数の増減状況
部　　　　門 平成29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

886
9

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

1,424

平成27年 平成28年

876
9

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

1,427

890
9

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

1,427

△4
0

△2
△1
4

△3
0
0

△1
△1
4
3
1

△3
0
0

△3
△3

子育て支援業務の充実
事務の民間等委託

組織の見直し

他団体派遣の終了

※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29年4月1日現在）

人件費の状況
（平成 28年度普通会計決算）

住民基本台帳人口
（平成28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27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

給与の状況

20.0％21.0％12,357,163千円1,070,577千円58,968,978千円200,151人

給与の状況
（平成 29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150,500 160,400 232,200 円275,100 円307,300

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

184,800 196,200 273,200 307,300 円361,300

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

◆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

0.85
0.85

1.70

期 末 手 当・勤 勉 手 当

44歳3月 合 計

区　　分

一般行政職

教 育 職 353,777

平均年齢

325,959 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
◆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。

配
偶
者
の
有
無

※満１６歳の年度初めから
　満２２歳の年度末までの子 各 円加算5,000

2人目以降の子以外の扶養親族 各 円6,500
2人目以降の子 円8,000
1人目の子以外の扶養親族 円9,000
1人目の子 円10,000

子 円8,000有
配偶者 円10,000

配偶者・子以外の扶養親族 各 円6,500

無

最高支給限度額 円27,000

2㎞以上の距離区分に応じて 円～ 円3,500 31,600

最高支給限度額 円55,000

◆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

※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。

◆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28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。

加算

月分

月分

月分49.590

34.5825

49.590

各 円
円
円
円

円

早期退職
･定年

23,123 3,864

円

各 円

19,532

平　　均
平成28年度

平均支給額

自己都合等円

円

円

月分

月分

月分49.590

29.145

41.325

【自己都合】【早期退職・定年】

人事行政運営などの状況の詳しい内

容は、市ホームページ（　http://www.

city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/jinjigyos

ei/index.html）でご覧いただけます。
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児童虐待・DV防止

児童虐待・DV を

許さない社会を

目指しています

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
力を放置しないためには、早期の対
応が必要です。

児童虐待とは ?

早期発見にご協力を

　児童虐待にあた
るかは子どもの立
場で判断し、過剰
な教育や厳しいし
つけによって子ど
もの心や体の発達
を妨げるなど、子どもが耐え難い苦
痛を感じることは虐待になります。
　「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。

児童虐待の類型
児童虐待の類型

身体的虐待
性的虐待
ネグレクト
（育児放棄）

心理的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、火傷を負わせるなど。
子どもへの性的行為など。
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。
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(ＤＶ)をふるうなど。

　保護者がさまざま
な問題を抱えて悩み、
周囲の誰にも相談で
きず、児童虐待に至っ
てしまう家庭もあり
ます。児童虐待は、「子
どもからのＳＯＳ」であるとともに、「
家庭からのＳＯＳ」でもあるのです。
　悩んでいる家族を支援していくた
めには、まず周囲の皆さんが児童虐待
に気づき、通報することが、子どもだ
けでなく保護者をも救う第一歩にな
ります。
　通報元が相手方に明かされること
はありませんので、虐待に気づいた時
はどうか迷わずご連絡ください。

３４７-２０３０　平日８時３０分～１７時１５分
３４７-２０５２　【緊急夜間】17時15分以降、休日
　　　　　　※通話料がかかります。※24時間対応
　　　　　　※一部のＩＰ電話からはつながりません。
３８２-９１４０　平日8時30分～17時15分
３８２-１１００　【夜間代表電話】17時15分以降
３８０-０１１０　【代表】

相談先 電話番号

三重県北勢児童相談所

お近くの児童相談所

子 ども 家 庭 支 援 課

鈴 鹿 警 察 署

ドメスティック
バイオレンス (ＤＶ)

DV による
さまざまな影響

一人で悩まないで

　ドメスティック
・バイオレンス (
以下 DV) は、本来、
支え合うべきパー
トナーである夫婦
や恋人、親密な関
係である者から受ける暴力行為のこ
とであり、そのような被害は後を絶ち
ません。
　DVは、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。
内閣府の調査結果を見ても、女性の約
3分の１が何らかの暴力を受けたこ
とがあると答えています。たとえ理由
があったとしても暴力は「犯罪」です。
どんな関係であっても暴力は許され
るものではありません。

ＤＶの形態とその具体例
身 体 的 暴 力
精 神 的 暴 力
経 済 的 暴 力
性 的 暴 力
社 会 的 隔 離

殴る、蹴る、髪を引っ張る、首を絞めるなど。
大声で怒鳴ったり、心ない言動で心を傷つけるなど。
生活費を渡さないなど。
嫌がっているのに性的行為を強要するなど。
自由に外出をさせない、交遊関係を制限するなど。

ＤＶの形態とその具体例

　DVによる被害は、けがなど身体的
な影響を受けるだけでなく、将来への
不安や絶望感、男性への恐怖心を感じ
、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）
に陥るなど精神的にさまざまな影響
を受けます。
　さらに、子どもがいる場合、子ども
にも大きなストレスがかかり、さまざ
まな心身の症状が表れたり、感情表現
や問題解決の手段として暴力を用い
ることを学習してしまう恐れがあり
ます。また、子どもへの直接的な暴力
がなくても、言動によって心理的外傷
を与えることは、児童虐待に当たると
されています。
　また、加害者から逃げても「見つか
るかも知れない」、
「自立した生活が
できない」などの
恐怖や不安の中、
今の生活を維持し
てしまうケースも
多くみられます。

　暴力を受けて平気な人はいません。
あなたには、安全で健康的な生活を送
るための支援を求める権利がありま
す。一人で抱え込まず、これからの人
生のためにまずは相談してください。
緊急時には、警察へ通報し、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
ではないの？」と伝え、暴力を受けて
いることを打ち明けられたときは、相
談機関へ連絡するよう勧めてくださ
い。

　暴力を受けて平気な人はいません。
あなたには、安全で健康的な生活を送
るための支援を求める権利があります。
一人で抱え込まず、これからの人生の
ためにまずは相談してください。緊急時
には、警察へ通報し、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では
ないの？」と伝え、暴力を受けていること
を打ち明けられたときは、相談機関へ

382-9140　
平日８時３０分～１７時１５分
059-231-5600　
月・水・金　9時～17時　
火・木9時～20時
059-253-4115　
10時～16時　
※土日・祝・年末年始を除く

380-0110【代表】

子ども家庭支援課

三重県女性相談所

みえ性暴力被害者
相談センターよりこ

鈴鹿警察署

相談先 電話番号
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正しい 119 番通報

119 番通報時には慌てず

正確に伝えましょう

情報指令課

382-0500 　369-0326

johoshirei＠city.suzuka.lg.jp

　防火・防災意識の向上と地域の中
での防災体制を確立するために、11
月 9日は「119 番の日」と制定され
ています。火災、救急時に落ち着い
て通報するためにも、正しい通報の
ポイントを知っておきましょう。 　

的確な情報を
伝えることが大切です

　通報するとき慌てて一方的に伝
えると、聞きとりなどに時間がか
かったり、状況が正しく把握でき
ません。出動するために必要な情
報を係員がお聞きしますので、落
ち着いて答えてください。消火活
動や救急救助活動は、1分 1秒を
争う時間との勝負です。皆さんの
正しい 119 番通報が、迅速で的
確な消火・救急救助活動につなが
ります。

出動に必要な情報とは

1 火災か救急か
「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
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、
交差点の名前なども伝えましょ
う。

3 火災・事故などの状況
「○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 通報者の氏名・連絡先

「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。

携帯電話からの通報の場合は

市町名も伝えてください

市内から携帯電話で 119 番通報
すると、ほとんどが鈴鹿市消防本
部につながりますが、隣市との境
界付近では、隣接の消防本部につ
ながる場合があります。その場合
は、消防車・救急車が必要な場所
の市町名（鈴鹿市○○町など）か
らお話しください。

次のような場合は、119 番では

なく、それぞれの問い合わせ先へ

お掛けください。

・火災などの災害発生情報が知り

たい場合　災害案内ダイヤル　

      059-382-3412

・救急車を呼ぶほどではないが、

診療を受けられる医療機関が知

りたい場合　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　  

      059-382-0500　

      059-369-0326
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財政公表～平成 29 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 29 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）

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

地方交付税

地方消費税交付金

繰 入 金

諸 収 入

分担金及び負担金

使用料及び手数料

そ の 他

計

28,051,642

10,762,130

4,899,700

4,563,940

3,377,397

3,200,000

2,798,004

2,643,107

1,077,608

914,924

2,107,067

64,395,519

17,023,217

3,707,701

0

832,033

2,391,579

1,902,060

0

301,051

451,278

524,304

1,088,536

28,221,759

60.7%

34.5%

0.0%

18.2%

70.8%

59.4%

0.0%

11.4%

41.9%

57.3%

51.7%

43.8%

60.3%

13.1%

0.0%

2.9%

8.5%

6.7%

0.0%

1.1%

1.6%

1.9%

3.9%

100.0%

一般会計

 (単位　千円）

予 算 現 額 収 入 済 額  執行率 構成比

60.3%

13.1%

0.0%

2.9%

8.5%

6.7%

0.0%

1.1%

1.6%

1.9%

3.9%

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

公 債 費

教 育 費

消 防 費

農林水産業費

諸 支 出 金

商 工 費

そ の 他

　 計 　

25,494,397

8,371,448

7,313,901

7,195,161

4,535,319

4,086,803

2,474,987

1,796,269

1,400,000

1,018,238

708,996

64,395,519

9,858,759

4,216,643

2,405,158

1,365,809

2,091,959

1,569,482

1,050,921

794,823

1,318,577

510,768

298,498

25,481,397

38.7%

50.4%

32.9%

19.0%

46.1%

38.4%

42.5%

44.2%

94.2%

50.2%

42.1%

39.6%

38.7%

16.5%

9.4%

5.4%

8.2%

6.2%

4.1%

3.1%

5.2%

2.0%

1.2%

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

21,994,364

554,000

4,508

45,419

3,545,770

7,922,170

428,888

9,055

0

736,009

36.0%

77.4%

200.9%

0.0%

20.8%

9,160,936

400,000

151

18,030

1,515,564

41.7%

72.2%

3.3%

39.7%

42.7%

事 業 名 執行率執行率 支 出 済 額収 入 済 額予 算 現 額

特別会計

 (単位　千円）

科　 目

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

12,523,500 

12,328,780 

1,431,589 

1,216,000 

551,773 

28,051,642 

収 入 済 額

7,053,439 

8,077,982 

576,111 

775,627 

540,058 

17,023,217 

執行率

56.3%

65.5%

40.2%

63.8%

97.9%

60.7%

市税

※一時借入金は、ありません。

 (単位　千円）歳計現金・基金などの保管状況

区　　分

定期性預貯金

普 通 預 貯 金

市 債 運 用

現 金

計

金　    額

120,000

12,610,892

529,875

1,594

13,262,361 

構 成 比

0.9%

95.1%

4.0%

0.0%

100.0%

預託金融機関数

12

1

―

―

―

公金の状況

 (単位　千円）  (単位　千円）

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。
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。

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

区 　 分 現 債 額

　
　
訳

 (単位　千円）

 (単位　千円）

42,185,925

13,478,084

98,332

28,609,509

470,000

9,039

その他

土地および建物

―

―

―

区　　分

有 価 証 券 等

物 権(地上権）

現　在　高

13,583,312,687円

2,304.78㎡の内持分100分の34  

区　　分

普  通  財  産

行  政  財  産

教  育  財  産

　 　計　 　

土　　地

673,918.26 

3,077,766.12 

1,062,634.68 

4,814,319.06

建　　物

14,940.64 

254,412.92 

307,070.53 

576,424.09

一 般 会 計 債

　 普 通 債

　 　 災 害 復 旧 債

　 そ の 他

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 債

住宅新築資金等貸付事業特別会計債

市　債

市有財産の状況

※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。



　

11月19日の戸籍住民課
日曜窓口休止

戸籍住民課　382-9013　 382-7608

　戸籍住民課では、平日に市役
所へ来られない方のために毎週
日曜日の9時から12時まで日曜
窓口を開設していますが、11月19
日はシステムメンテナンスのため
開設しません。ご不便をお掛けし
ますがご了承ください。
※住基カードやマイナンバーカー
ドによるコンビニでの証明書自
動交付サービスは、通常どおり
利用できます。

鈴鹿市交通安全対策会議
公募委員募集

交通防犯課　382-9022　 382-7603　

　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市交通安全対策会議は、
子どもや高齢者の事故防止など、
市が実施する道路交通の安全に
関する総合的な施策の審議を行
う大切な会議です。この会議に市
民の皆さんのご意見を反映するた
め、委員を募集します。
対　象  市内に在住、在勤、在学
されている18歳以上の方（国、
地方公共団体の議員および常
勤の公務員を除く）
募集人数　2人
※任期満了に伴う募集です。
※会議は公募委員のほか、関係団
体などで構成されます。

※開催は年間数回程度です。
任  期　委嘱の日（平成30年1月
を予定）から2年間

報  酬　本市規定によります。
申込み　11月30日㈭17時15分
まで（必着）に市ホームページ
掲載または交通防犯課窓口備
え付けの応募申込書に必要事
項を記入の上、「あなたが考え

開設しません。ご不便をお掛けし

鈴鹿市交通安全対策会議は、
子どもや高齢者の事故防止など、

されている18歳以上の方（国、

る交通安全対策」をテーマに、
800字程度にまとめた作文を
添えて、直接、郵送または電子
メールで交通防犯課へ

※選考結果は、直接本人に連絡します。
※応募申込書、作文についてはお
返ししません。

※提出いただいた情報は、本目的
以外には使用しません。

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

人権政策課　382-9011　 382-2214

　夫やパートナーからの暴力、職
場などにおけるセクシュアル・ハラ
スメント、ストーカー行為といった
女性をめぐるさまざまな人権問
題についての相談を受け付ける
専用の電話相談窓口です。
　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13日㈪～19日㈰
8時30分～19時

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

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

ハラスメント対応
特別相談窓口

産業政策課　382-8698　 382-0304

　妊娠・出産・育児休業などに関
するハラスメント（マタハラ）、セク
シュアルハラスメントについて、専
門の相談員が対応する相談窓口
を開設します。相談は無料で、秘
密は厳守します（匿名可）。

る交通安全対策」をテーマに、 と　き　12月15日㈮まで（土・
日曜日、祝日は除く8時30分
～17時15分）　
ところ　津第二地方合同庁舎 
（〒514-8524津市島崎町
327-2）
問合せ　津労働基準監督署（　
059-227-1282)、三重労働
局(　059-226-2110(パワハ
ラなど)、　059-226-2318(マ
タハラ、セクハラ))

※三重労働局および地域の労働基
準監督署に設置されている総合
労働相談コーナーでは、常時職
場でのハラスメントに関する相
談に応じています。

一般競争入札による
市有地売却

住宅政策課　382-7616　 382-8188

所在地　東玉垣町字乙戸部
2800番2
地　目　宅地
地　積　1,713.63㎡
用途地域　第一種中高層住居
専用地域
予定価格（売却最低価格）　
49,910,000円

◆入札
と　き　11月27日㈪ 9時
ところ　市役所本館10階　
1004入札室
申込み　11月6日㈪から20日
㈪まで（土、日曜日を除く8
時30分～17時15分)に、直
接住宅政策課へ

※郵送による申し込みはできません。
※入札参加資格など詳しくは住宅
政策課（市役所本館10階）へ

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

　国民年金は20歳以上60歳未
満の方が加入対象であり、40年
間(480月)全ての期間を納付する
ことで満額の老齢基礎年金を受
けることができます。何らかの理
由で、国民年金保険料を支払っ
ていない期間がある60歳以上
65歳未満の方は、国民年金に任
意加入することで、年金額を満額
に近付けたり、受給権を確保する
ことができる「高齢任意加入制
度」があります。希望される方は、
保険年金課または津年金事務所
で手続きをしてください。
※65歳以上70歳未満の方でも、
任意加入することにより受給権
を確保できる場合がありますの
でお問い合せください。
対　象　60歳以上65歳未満
の方（引き続き厚生年金など
の被保険者年金に加入され
る方、480月満了の方を除
く）
持ち物　年金手帳、通帳、通帳
届出印、共済組合加入期間
確認通知書（公務員であった
期間がある方）
問合せ　津年金事務所(　059-
　228-9112)

母子・父子・寡婦
福祉資金貸付相談

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　高校、大学、専修学校などに
在学または進学しようとする子
をもつ母子家庭の母および父
子家庭の父を対象に修学資金
の貸付相談を行っています。
対　象　母子家庭の母、父子
家庭の父および父母のない
児童を養育する方
貸付限度額（月額）
○国公立
　高等学校2万7,000円、高等
専門学校3万1,500円、短期
大学6万7,500円、大学6万
7,500円、専修学校(高等課

間(480月)全ての期間を納付する
ことで満額の老齢基礎年金を受
けることができます。何らかの理
由で、国民年金保険料を支払っ
ていない期間がある60歳以上
65歳未満の方は、国民年金に任
意加入することで、年金額を満額
に近付けたり、受給権を確保する
ことができる「高齢任意加入制
度」があります。希望される方は、
保険年金課または津年金事務所

※65歳以上70歳未満の方でも、

60歳以上65歳未満
の方（引き続き厚生年金など
の被保険者年金に加入され
る方、480月満了の方を除

程2万7,000円、専門課程6
万7,500円、一般課程4万
8,000円）
○私立
　高等学校4万5,000円、高等
専門学校4万8,000円、短期
大学7万9,500円、大学8万
1,000円、専修学校(高等課
程4万5,000円、専門課程7
万9,500円、一般課程4万
8,000円)
貸付利率　無利子
貸付期間　在学期間中
償還期間　卒業後6カ月を据え
置き、その後10年以内(専修
学校一般課程は5年以内)
申込み　個別で相談に応じま
すので、事前に電話で来庁日
時を子ども政策課へ予約して
ください。



年金手帳、通帳、通帳
届出印、共済組合加入期間
確認通知書（公務員であった

　高校、大学、専修学校などに
在学または進学しようとする子
をもつ母子家庭の母および父
子家庭の父を対象に修学資金

母子家庭の母、父子
家庭の父および父母のない

　高等学校2万7,000円、高等
専門学校3万1,500円、短期
大学6万7,500円、大学6万

平成30年度公立保育所
嘱託保育士募集

子ども育成課　382-7606　 382-9054

受験資格　昭和33年4月2日以
降の生まれで、保育士資格を
取得または平成30年3月末日
までに取得見込みの方
雇用期間　平成30年4月1日～
平成31年3月31日

※更新する場合もあります。
業務内容　保育所での保育に
関する業務
勤務条件
・給与は月額17万300円（平
成29年度）です。期末手当、
通勤手当などもあります。
・厚生年金、健康保険、雇用保
険に加入します。
・基本的な勤務時間は8時30
分から17時15分までで、7時
30分から18時30分までの
間に時差出勤もあります。ま
た、時間外勤務、休日勤務も
あります（職場の勤務形態

程2万7,000円、専門課程6
万7,500円、一般課程4万

　高等学校4万5,000円、高等
専門学校4万8,000円、短期
大学7万9,500円、大学8万
1,000円、専修学校(高等課
程4万5,000円、専門課程7
万9,500円、一般課程4万

卒業後6カ月を据え
置き、その後10年以内(専修

個別で相談に応じま
すので、事前に電話で来庁日
時を子ども政策課へ予約して

昭和33年4月2日以
降の生まれで、保育士資格を
取得または平成30年3月末日

平成30年4月1日～

　保育所での保育に

・給与は月額17万300円（平
成29年度）です。期末手当、

・厚生年金、健康保険、雇用保

・基本的な勤務時間は8時30
分から17時15分までで、7時
30分から18時30分までの
間に時差出勤もあります。ま
た、時間外勤務、休日勤務も
あります（職場の勤務形態

に準じる）。
・年次有休休暇は年間20日
（病気休暇、看護休暇など
もあります。慶弔などは鈴鹿
市職員に準じる）
採用予定人数　10人程度
申込み　11月6日㈪から27日
㈪まで(土･日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分)に、
採用試験申込書と作文・エン
トリーシートを直接または郵
送（簡易書留）で、子ども育
成課(〒513-8701（住所不
要）)へ

※採用試験申込書、作文用紙、エン
トリーシートは、直接または郵送
で子ども育成課へ請求してくだ
さい。郵送の場合は、封筒の表に
朱書きで｢嘱託職員採用試験申
込書希望｣と記入の上、返信用封
筒（宛先を記入し、92円切手を貼
った12cm×23㎝程度)を同封し
てください。

※公立保育所の臨時保育士・延長
保育補助員（有資格者）・臨時給
食調理員の登録も随時受け付け
ています。
◆採用試験
と　き　12月10日㈰
ところ　神戸保育所（神戸4丁
目4-40）
内　容　面接（簡単な実技を
含む）、作文・エントリーシート
（申し込み時に提出）

わいわい春まつり
実行委員募集

国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　本番の平成30年4月22日㈰
まで毎月第一または第二金曜日
の19時から21時に集まり、企画
運営を行います。
申込み　電話または電子メー
ルで国際交流協会へ

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30年4
月1日現在
◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒(推薦)
対　象　中卒（見込みを含む）
の17歳未満の男子で、成績
優秀かつ生徒会活動などに
顕著な実績を修め、学校長
が推薦できる者
申込み　12月1日㈮まで
試験日　平成30年1月6日㈯～
8日(月･祝)の指定する1日
試験会場　高等工科学校（神奈
川県）
◆陸上自衛隊高等工科学校
生徒(一般)
対　象　中卒（見込みを含む）
の17歳未満の男子
申込み　平成30年1月9日㈫まで
1次試験日　平成30年1月20日㈯
試験会場　県四日市庁舎（予定）
◆自衛官候補生（男子）
対　象　18歳以上27歳未満
の男子
申込み　随時受付
試験日　11月19日㈰、12月17

中卒（見込みを含む）

中卒（見込みを含む）

日㈰
試験会場　受け付け時に案内

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17日㈮14時15分
から
ところ　石薬師小学校　図書室
定　員　10人程度（会場の都合
上、制限する場合があります。）
受　付　当日13時15分から14
時05分までに、小学校職員玄
関で受け付け

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

　お子さんの大切なおもちゃの修
理などの相談に、おもちゃドクター
がお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共にお
持ち込みください。当日都合の悪い
方は、事前に廃棄物対策課までお
持ち込みいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課まで
取りにきていただきます。当日修
理が完了したものは、当日お渡し
できます。
※廃棄物対策課での保管期間は1
年間です。
と　き　11月19日㈰10時～13時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室

※テレビゲーム・キッズコンピューター、
ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用電動
バイク、楽器（電子ピアノ・笛・ハーモ
ニカなど）は修理できません。

司法書士無料相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　三重県司法書士会鈴亀支部
が司法書士無料相談会を開催
します。
と　き　11月12日㈰9時30分
～12時（最終受付11時30分）
ところ　男女共同参画センター
（神戸2丁目15-18）
内　容　相続に関する相談、不
動産に関する相談、会社の登記
に関する相談、金銭トラブルなど
身近な法律問題に関する相談、
成年後見に関する相談など
相談料　無料
問合せ　三重県司法書士会　
鈴亀支部（日々 野　387-5667）

納税の夜間・休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　11月26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。

トイなおす（おもちゃ病院）

有 料 広 告
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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(　

お問い合わせください。

情報政策課(　382-9036)へ

があります。



市営住宅入居者募集

住宅政策課　382-7616　382-8188

団  地 所 在 地 構  造 募集 
戸数 家  賃 

安 塚 団 地

 

安 塚 町 3 1 5 番 地

 

中層耐火造4階建て

 

1戸

 

11,900円～23,400円

ハ イ ツ 旭 が 丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階建て 2戸 17,200円～34,700円

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

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

 

12,600円～27,000円

    

◆一般世帯　3～5階（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

桜 島 団 地  桜 島 町 五 丁 目  中層耐火造4階建て  1戸  14,500円～28,500円

◆高齢者世帯　2階（単身者は不可）

高 岡 山 杜 の 郷  高 岡 台 四 丁 目  中層耐火造3階建て  2戸  20,000円～39,800円

◆世帯区分なし　1～2階（一定の条件を満たす場合は単身者も可）

潮 風 の 街 磯 山  東 磯 山 二 丁 目  1戸  24,300円～47,800円中層耐火造3・4階建て

◆世帯区分なし　3階（単身者は不可）

申込資格（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、上記要件を全て満

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 6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 6 日 ( 月 ) から

住宅政策課窓口で配布します。

※応募者多数の場合は 12 月 15 日

( 金 )・18 日 ( 月 )( 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。

　

佐佐木信綱記念館特別展
「佐佐木信綱と
ふるさと石薬師」

文化財課　382-9031　 382-9071

　歌人・佐佐木信綱は、明治5
年、石薬師村（現石薬師町）に
生まれました。信綱とふるさと
石薬師の「心の交流」の様相
を描き出します。
と　き　12月17日㈰までの9時
～16時30分

※月曜日と第3火曜日は休館日
ところ　佐佐木信綱記念館 展
示室（石薬師町1707-3）

入館料　無料
問合せ　佐佐木信綱記念館　
（　374-3140)

◆関連行事 　
○講演会
と　き　11月11日㈯13時30分
から

ところ　記念館2階ホール
内　容
・特別展解説
　講師　文化財課学芸員
・佐新書簡の公開―佐佐木信
綱・新村出両博士の真心
　講師　北川英昭
○ギャラリートーク
と　き　11月25日㈯10時30
分から、12月16日㈯14時30
分から

ところ　記念館展示室
講　師　文化財課学芸員

市民活動団体
団体力アップ講座

地域協働課　382-8695　 382-2214

　三重県を中心に放送タレン
トとして活躍する中西麻起さ
んが、人を納得させる声の出し
方、知って得する人を引き付け
る話し方やフリートークのコツを

さ しん

しん むらいずる

お伝えする講座です。
と　き　11月28日㈫13時～15
時（受付12時30分から）

ところ　市役所本館12階 1204
会議室

内　容  話し方講座～人の印象
は、声と話し方で決まる！

講　師　中西麻起さん
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
共　催　鈴鹿市
協　力　みえ市民活動ボラン
ティアセンター

申込み　11月20日㈪までに団
体名または個人名、参加人
数、連絡先をファクスまたは
電子メールで、NPO法人市
民ネットワークすずかのぶど
う（白子駅前9-20白子サン
ズ3階　・　387-0767　
budou@mecha.ne.jp）へ

※本市は市民活動支援事業を
NPO法人市民ネットワークすず
かのぶどうに委託しています。

鈴鹿フラワーパーク
フェスタ2017

市街地整備課　382-9025　 382-7615

と　き　11月19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
○鈴鹿アンリミテッドFCによ
るサッカー教室
○鈴鹿の特産品の実演販売
○風船のプレゼント
○おねえさんとあそぼう
○ダンスパフォーマンス＆ミニ
レッスン
○石薬師の花「卯の花」のプレ
ゼント 
○植木のプレゼント
○剪定枝チップ堆肥のプレゼント
○みえ森と緑の県民税市町交
付金を活用してフラワーパー
ク内に整備する木製遊具PR
のためのタオルハンカチの
配布

※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。

考古博物館無料開放
考古博物館　374-1994　 374-0986

　｢関西文化の日｣を記念して、
特別展「道でつながる古代の
役所」と常設展示を無料でご
覧いただけます。また、ギャラ
リートークや火おこしの体験講
座も開催します。
と　き　11月18日㈯・19日㈰
ところ　考古博物館（国分町
224）
○ギャラリートーク
と　き　11月19日㈰　13時30
分から

ところ　考古博物館　特別展
示室（国分町224）

講　師　伊藤文彦さん（三重
県埋蔵文化財センター）、当
館学芸員
○体験講座
「まいぎり式で火をおこそう！」
と　き　11月18日㈯・19日㈰
受　付　11時～11時30分、15
時～15時30分
参加料　100円

考古博物館コンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

ところ　考古博物館　展示
ホール（国分町224）

入場料　無料
◆オカリナコンサート
と　き　11月19日㈰10時から
13時30分から

演奏者　ピア・ドル（樋口・大
道　他）

◆クラリネットコンサート
と　き　11月23日（木・祝）11
時から

演奏者　ファン・クラリネッツ！
※展示ホールでは、ミニコンサート
が開催できます。ご利用希望の方
は、考古博物館ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。



三重県中学生
人権作文コンテスト
表彰式イベント

人権政策課　382-9011　 382-2214

　次代を担う中学生に人権尊
重の重要性について理解を深
め、豊かな人権感覚を身につけ
てもらうことを目的として、昭和
56年度から「全国中学生人権
作文コンテスト」を実施していま
す。三重県内における最優秀
賞、優秀賞受賞者に対する表
彰式を開催します。
と　き　11月26日㈰12時～16
時（開場11時30分）

ところ　津リージョンプラザ　
お城ホール（津市西丸之内
23-1）

内　容
・桑名西高校演劇部による人権
啓発劇「インターネットラブ
リュー」

　考古博物館　展示

　11月19日㈰10時から

　ピア・ドル（樋口・大

　11月23日（木・祝）11

ツ！

　次代を担う中学生に人権尊
重の重要性について理解を深
め、豊かな人権感覚を身につけ
てもらうことを目的として、昭和
56年度から「全国中学生人権
作文コンテスト」を実施していま
す。三重県内における最優秀
賞、優秀賞受賞者に対する表
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　津リージョンプラザ　
お城ホール（津市西丸之内

・桑名西高校演劇部による人権
啓発劇「インターネットラブ

・表彰式
・白子高校吹奏楽部コンサート
入場料　無料
問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193　
059-213-3319）へ

幼稚園・小・中学校
美術作品展

教育指導課　382-9028　 383-7878

と　き
・市立中学校　11月11日㈯～
13日㈪10時～17時（最終日
は13時まで）
・市立幼稚園・小学校　12月
2日㈯～4日㈪10時～17時
（最終日は13時まで）

ところ　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール（庄野羽山四
丁目1-2）

内　容　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の
展示

入場料　無料

ト

　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193　

・市立中学校　11月11日㈯～
13日㈪10時～17時（最終日

・市立幼稚園・小学校　12月
2日㈯～4日㈪10時～17時

　イオンモール鈴鹿2階
　イオンホール（庄野羽山四

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の

ポップづくり教室
図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　周りの人に勧めたい本のあら
すじや心に残る言葉、イラストを
添えたポップを作ります。
対　象　小学５年生以上
と　き　12月2日㈯14時～16時
ところ　市立図書館2階 視聴
覚室

定　員　15人（申し込み多数の
場合は抽選）

参加料　無料
持ち物　筆記用具（カラーサイ
ンペン、ボールペン、色鉛筆
など）、紹介したい本（図書
館の本は要相談）

申込み　11月16日㈭まで（必
着）に、必要事項を電子メール
または往復はがきで図書館へ

必要事項　①参加者氏名（フリ
ガナ）・②住所・③年齢・④
電話番号・⑤紹介したい本の
タイトル（2冊まで）
○電子メール：件名を「ポップづく
り教室」とし、本文に①～⑤・
⑥電子メールアドレスを記入

※迷惑メール対策などをおこなっ
ている方は、図書館からの電子
メールを受信できるよう、設定
してください。
○往復はがき：〈往信表面〉
〒513-0802鈴鹿市飯野寺
家町812　鈴鹿市立図書館

　〈往信裏面〉①～⑤
　〈返信表面〉郵便番号、住所、氏名
※抽選結果は、電子メールまたは返
信はがきでお知らせします。

    

　トークイベント
「鈴鹿墨の旅立ちに向かって

墨の豊かさ再発見」
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

と　き　11月19日㈰13時30
分～16時30分（開場13時）

ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール(庄野羽山四丁
目1-2）
内　容　鈴鹿墨のご縁でつな
がる4人の偉才による講話と
トークショー
出演者　伊藤亀堂さん（鈴鹿
墨・伝統工芸士）、ベアーテ・
ヴォンデさん（ベルリン・フン
ボルト大学森鴎外記念館学
芸員）、河原徳子さん（日本
文学研究家）、衣斐弘行さん
（寺院住職・鈴鹿市文化財調
査会会長）

定　員　各300人（先着順）
入場料　1,000円　
主　催　鈴鹿墨でつながる人
と文化の輪実行委員会
申込み・問合せ　電話で同実
行委員会へ（  090-5113-
　2432）

市民救命インストラクター
養成講座

消防課　382-9155　 383-1447

　市内で開催される普通救命
講習や救急入門コースなどの
指導を行う市民救命インストラ
クターについて学びます。
対　象　市内在住・在勤の方、
応急手当普及員の資格をお持
ちでない方、救急法の普及啓
発活動に参加いただける方
と　き　11月24日㈮～26日㈰
9時～18時（3日間連続で参
加が必要です。）

ところ　消防本部4階　多目的

「鈴鹿墨の旅立ちに向かって

がる4人の偉才による講話と

墨・伝統工芸士）、ベアーテ・

市内在住・在勤の方、

室（飯野寺家町217-１）
内　容　
　・市民救命インストラクターの
説明
・応急手当普及員講習の実施
（成人などの心肺蘇生法お
よびAEDの取扱い、救命に
必要な応急手当の実技や基
礎医学）
・普通救命講習の指導要領の
習得

※講習にはテキストが必要になりま
すので、申し込みの際にお尋ねく
ださい。

※応急手当普及員講習のみの受講
も可能です。
定　員　30人程度
参加料　無料
申込み　直接または電話で中
央消防署（飯野寺家町217-1
　382-9161）へ

※24時間受け付けていますが、災
害出動時は対応できない場合が
あります。

鈴鹿市青少年育成
市民会議公開講座

｢つなぐ｣～人・夢・未来～
文化振興課　382-7619　 382-9071

と　き　11月18日㈯13時30分
～15時30分（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」
※手話通訳あり
講　師　桐生智晃さん（白子
高等学校吹奏楽部顧問）

定　員　200人
参加料　無料
申込み・問合せ　電話または
ファックスで鈴鹿市青少年育
成市民会議事務局（　・　
382-0713（平日10時～12
時、13時～15時）へ　



白子高等学校吹奏楽部によ

クリスマス音楽
プラネタリウム

文化会館　382-8111　 382-8580

　プラネタリウムに広がる冬の星
座を眺めながらの音楽会です。
満天の星と生演奏でゆったりとし
た時間をお過ごしください。また
特別番組「真夜中の太陽（ミッド
ナイト・サン）」を上映します。
と　き　12月23日(土・祝)
ところ　文化会館プラネタリ
ウム（飯野寺家町810）
内　容
○10時30分～11時30分（開場
10時）あるもにゅ（サックス）
○13時30分～14時30分（開場
13時）胡蝶（二胡・電子ピアノ）
○15時30分～16時30分（開
場15時）落合義視さん（ア
コースティクギター）
○17時30分～18時30分（開場
17時）サザンクロス（ゴスペル）

定　員　各150人（先着順）
参加料　無料
申込み　11月18日㈯10時から
文化会館で整理券を配布し
ます。
※都合により演奏内容を変更する
場合があります。

※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。

若松海岸
清掃ボランティア
若松地区市民センター

　385-0200　 385-4752

と　き　11月11日㈯8時～10
時、（荒天時中止）

ところ　千代崎漁港（メイン会
場）、千代崎海水浴場、原永
第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り美
化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

子育て応援！
わくわくフェスタ

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　子どもの育ちや子育て家庭を
応援するというメッセージを込め
たさまざまなイベントで、大人気
のお仕事体験や工作体験など
60団体のブースが出展します。
地元のサッカーチームである鈴
鹿アンリミテッドＦＣによるわくわく
サッカー教室も行います。 
と　き　11月23日（木・祝）10
時～16時

ところ　三重県立石薬師高等
学校　体育館など（鈴鹿市
石薬師町字寺東452）

参加料　無料
主　催　三重県、みえ次世代
育成応援ネットワーク

※駐車場は学校前にある広域防災
拠点または三重県消防学校をご
利用ください。

こころの健康セミナー
「知っておきたい！

お母さんのこころとからだ」
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　妊娠や出産は喜ばしいことで
すが、ホルモンバランスの変化
などで不安になったり、落ち込ん

　11月11日㈯8時～10

　千代崎漁港（メイン会
場）、千代崎海水浴場、原永

　若松海岸通り美
化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）

子どもの育ちや子育て家庭を
応援するというメッセージを込め
たさまざまなイベントで、大人気
のお仕事体験や工作体験など
60団体のブースが出展します。
地元のサッカーチームである鈴
鹿アンリミテッドＦＣによるわくわく

　11月23日（木・祝）10

　三重県立石薬師高等
学校　体育館など（鈴鹿市

　三重県、みえ次世代

だ」

妊娠や出産は喜ばしいことで
すが、ホルモンバランスの変化

ち込ん

だり、イライラしたりと、からだだ
けでなくこころにもさまざまな変
化が起こります。この大切な時
期を健やかに過ごすためのポイ
ントを、産婦人科医師からお伝
えします。
対　象　妊産婦とそのご家族
の方など

と　き　11月29日㈬13時30
分～15時（開場：13時）

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　医師による講演会・質
疑応答

講　師　菅谷亜弓さん（産婦
人科医・白子ウィメンズホス
ピタル副院長）　　　　
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
直接健康づくり課窓口へ

いちばの朝市
農林水産課　382-9017　 382-7610

　新鮮な野菜・果実・鮮魚・魚
介類など安全・安心、おいしい
ものをたくさんそろえています。
「マグロの解体ショー」や「模擬
セリ」などのイベントも予定して
います。
と　き　11月26日㈰7時～12
時

ところ　北勢地方卸売市場（四
日市市河原田町字伊倉712）
主　催　北勢地方卸売市場
『いちばの朝市』実行委員会
問合せ　同市場管理事務所
　（　347-8111）

創業支援セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業を
お考えの方、実際に創業・起
業に向けて取り組んでいる
方、起業して悩んでいる方

と　き　11月26日㈰13時30
分～16時30分（開場13時）

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室　

内　容
○第1部「起業を事業として考
える」講師：高橋澄子さん（㈱
ＭＯＭＯ（モモ）　代表取締役）
○第2部「創業・起業とは」講
師：池田裕一さん（㈱日本能
率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント）　
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申し
込み時にお知らせください。

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

創業に関する個別相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304　

対　象　事業計画書の作成方
法など、創業・起業準備で不
安や悩みを抱えている方

と　き　11月26日㈰10時～11
時、11時～12時のいずれか

ところ　市役所別館第3 2階
北会議室

相談員　池田裕一さん(㈱日本
能率協会コンサルティング　
チーフコンサルタント)
定　員　2人（先着順）
相談料　無料
申込み　電話で産業政策課へ

だり、イライラしたりと、からだだ
けでなくこころにもさまざまな変
化が起こります。この大切な時
期を健やかに過ごすためのポイ
ントを、産婦人科医師からお伝

　妊産婦とそのご家族

　11月29日㈬13時30

ふれあいセンター　ふ
れあいホール（南玉垣町6600）
　医師による講演会・質

　菅谷亜弓さん（産婦
人科医・白子ウィメンズホス

　電話、ファクスまたは

新鮮な野菜・果実・鮮魚・魚
介類など安全・安心、おいしい
ものをたくさんそろえています。
「マグロの解体ショー」や「模擬
セリ」などのイベントも予定して

11月26日㈰7時～12

北勢地方卸売市場（四
日市市河原田町字伊倉712）
　北勢地方卸売市場

『いちばの朝市』実行委員会

鈴鹿の街音楽祭2017
～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、ポップ
ス、ロック、琉球民謡などいろ
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19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　けやきホ
ール、さつきプラザ（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.net/）
をご覧ください。
◆ランチタイムコンサート
と　き　11月14日㈫12時～
12時45分
ところ　鈴鹿ハンター　サブ
コート（算所二丁目5-1）
出演者　花の和リピート、The 
Two

http://www.s-bunka.net/


ウインターアドベンチャー
鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

　冬の自然に会いに来ません
か？広大な鈴鹿青少年の森公
園での自然体験活動や、野外

ス、ロック、琉球民謡などいろ
んなジャンルの音楽が一度に

）

　11月14日㈫12時～

　花の和リピート、The 

冬の自然に会いに来ません

炊飯、ロマンティックなキャンド
ルファイヤーなどの活動を通し
て冬の自然の理解を深めます。
1泊2日の集団宿泊体験により、
人との出会いの大切さを学び
ます。
対　象　小学4年生～中学2
年生
と　き　12月9日㈯～10日㈰
　1泊2日
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターおよびその周辺（住吉町
南谷口）
定　員　42人
※応募者多数の場合は抽選
参加料　3,500円
申込み　11月5日㈰から25日
㈯まで(必着)に、センター所
定用紙に記入し、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

ブルキナファソ
ナショナルデー2017

in鈴鹿
市民対話課　382-9058　 382-7660

　西アフリカの内陸国「ブルキ
ナファソ」を紹介するナショナル
デー記念式典を開催します。
と　き　11月17日㈮18時～
19時
ところ　文化会館　けやきホ
ール（飯野寺家町810）　
内　容　駐日大使による本国
紹介の講演、三重アクターズ
養成所と白子高校吹奏楽部
によるミュージカル「ライオン
キング」公演
参加料　無料
◆ブルキナファソパネル展
と　き　11月17日㈮9時～19
時
ところ　文化会館　さつきプ
ラザ（飯野寺家町810）　

炊飯、ロマンティックなキャンド
ルファイヤーなどの活動を通し
て冬の自然の理解を深めます。

より、

外国籍児童の
学習をサポートする
ボランティア養成講座

国際交流協会　383-0724　 383-0639

　 sifa@mecha.ne.jp

　外国籍の子どもたちの学習
環境や教室の役割などについ
てお伝えし、活動につなげるこ
とを目標に実施します。
対　象　外国籍児童の学習
支援に興味がある方
と　き　11月18日㈯10時30
分～11時30分
ところ　市役所別館第3　2
階北会議室
講　師　中林幸春さん（ワー
ルドキッズ代表）
定　員　20人
参加料　無料
活動場所　牧田会館　ワール
ドキッズ(毎週土曜日10時30
分～11時30分)
申込み 11月15日㈬までに、郵
便番号、住所、名前、電話番
号をファクスまたは電子メー
ルで鈴鹿国際交流協会へ

鈴鹿青少年の森
「トリムチャレンジ2017」
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

　鈴鹿青少年の森の公園内に
あるトリムコース（ 1周約
2.5km）を利用してトリム競技
大会を行います。
　ランニングの部、ウォーキン
グの部それぞれ1位から3位ま
で賞状と副賞をプレゼントし
ます。
※トリム競技大会はタイムを競う
のではなく、自己申告タイムの
差を競います。
対　象　小学生以上で、想定
距離を60分以内に走れる方
または歩ける方
と　き　12月10日㈰9時30分
～15時（小雨決行）
集　合　鈴鹿青少年の森公
園多目的グラウンド（住吉町
字中大谷6744-1）
内　容　　　　
〇ランニングの部　約5km　
受　付　9時から
競技開始　10時から
〇ウォーキングの部　約2.5ｋｍ
受　付　13時から
競技開始　14時から
定　員　各50人（先着順）
参加料　各300円（保険料を
含む。）
申込み　１１月６日㈪から12月5
日㈫までに参加種目、申告タイ
ムを電話で鈴鹿青少年の森へ

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　11月7日㈫より先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで。

　鈴鹿青少年の森公
園多目的グラウンド（住吉町

　各300円（保険料を

１１月６日㈪から12月5
日㈫までに参加種目、申告タイ

11月7日㈫より先着順
受け付け。水泳場窓口または

◆ベビービクス・ママビクス教室
  ベビーマッサージとママのエア
ロビクス　看護師で助産師
でもある講師です。
対　象　2カ月～歩く前までの
親子
と　き　11月15日㈬11時～
12時30分、13時30分～15
時
ところ　水泳場　会議室
定　員　各30組
参加料　1,200円
◆楽しいアイシング教室
  クッキーにかわいくデコレーシ
ョンします。
対　象　一般成人（お子さん
連れ可）
と　き　11月24日㈮10時30
分～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）
◆テニスアカデミー無料体験
週間
対　象
○年中～2年生クラス　　　
○小・中学生クラス
○選手クラス
と　き　11月18日㈯～12月
17日㈰

※詳しい時間などはお問い合わせ
ください
ところ　テニス場センターコ
ート
参加料　無料
問合せ　田中（　080-9733-
　6629）

の11月 納税
国民健康保険税…5期
【納期限は11月30日㈭です】

ス教室
ア

ロビクス　看護師で助産師

　2カ月～歩く前までの

　11月15日㈬11時～
12時30分、13時30分～15

クッキーにかわいくデコレーシ

　一般成人（お子さん

　11月24日㈮10時30

　1,500円（材料費込）
テニスアカデミー無料体験

　6629）



だれもが自分らしく
生き生きと輝く

社会の実現に向けて

市 民 対 話 課 　
382-9058　 382-7660 

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp
人 権 政 策 課 　

382-9011　 382-2214 
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

　11月 11日（土）に一ノ宮団
地隣保館・児童センターと鈴鹿市
人権教育センターで「ぬくたい
フェスタ２０１７～ともに生きる
～」が開催されます。このイベン
トは国の定めた「障害者週間
（12月 3日～ 9日）」に合わせて、
この地域でも障がい者差別をなく
し、全ての人がいきいきと暮らせ
るぬくたい（あたたかい）まちを
みんなでつくることを目指して始
まりました。「障害者週間」とは、
障がい者の自立と社会参加を促進
し、障がい者をとりまく課題につ
いて国民の理解と認識を一層高め
るための啓発をする期間です。
　「ぬくたいフェスタ」はこの地
域の保育所・幼稚園・小学校・中
学校や地域、関係機関が中心とな
り実行委員会を組織し、地域住民
や当事者と共に行う啓発イベント
です。このフェスタでは、障がい
者差別をなくすためのメッセージ
がこの地域の小中学校から発信さ
れています。2004 年に始まり今
年で 14回目となり、参加人数が
増えることで発信するメッセージ
も少しずつ広がっています。
　2016 年 4月に「障害者差別解
消法」が施行されました。学校で
も社会でも障がい者への差別をな
くすための取組や、障がい者が生
活しやすくなるための配慮がなさ
れています。障がいのある人とな
い人が共に生きる社会、全ての人
が暮らしやすい社会を築いていく
ことが望まれています。このよう
な社会に近づくために、まずは互
いの存在を意識し合い、その人ら
しさを認め合うことから始めま
しょう。そして、だれもが自分ら
しく生き生きと輝く社会の実現に
向けてみんなで一緒に考えていき
ましょう。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

おはなしのへや

　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「おはなしの
へや」をご紹介します。
　図書館本館 1階の児童閲覧室
内にある「おはなしのへや」には、
赤ちゃん向けの絵本や紙芝居、
28センチメートル以上の大型絵
本などを置いています。中はカー
ペット敷きになっており、靴を脱
いでご利用いただきます。赤ちゃ
んや小さい子どもが寝転がった
り、ハイハイしても安心ですので、
ぜひご利用ください。

　また、「おはなしのへや」では
毎月 5回、読み聞かせボランティ
アによるおはなし会を開催してい
ます。楽しい読み聞かせや手遊び
で、皆さんの参加をお待ちしてい
ます。

※赤ちゃん向けおはなし会を開催す

る毎月第 2 木曜日は、たくさんの

赤ちゃんが来館されますので、10

時から 11 時 30 分までを赤ちゃ

んタイムとさせていただいていま

す。館内がいつもよりにぎやかに

なりますが、皆さんのあたたかい

ご理解とご協力をお願いします。

＜本館のおはなし会の開催日程＞

第 1 土曜日

第 2 日曜日   14 時 30 分～ 15 時

第 3 土曜日

第 2 木曜日   10 時 30 分～ 10 時 50 分

第 4 土曜日   10 時 30 分～ 11 時

初心者のための

モータースポーツ

おもしろ体験・講座

　鈴鹿市主催により、平成 26 年

度から市民を対象に開講されてい

ます。

　この講座は、文字通りモーター

スポーツ初心者の方に、地元チー

ムのファクトリー見学や自転車で

のオフロード体験、モータース

ポーツの歴史を学ぶ講座などを通

じて、モータースポーツへの理解

を深めてもらおうというもので、

鈴鹿モータースポーツ友の会も全

面的に協力しています。

　一連の講座の総仕上げ となる

のが、10、11 月に鈴鹿サーキッ

トで開催される 4 輪（スーパー

フォーミュラ）、2 輪（全日本ロー

ドレース選手権）最終戦での「観

戦ツアー」。この観戦ツアーでは、

なんとプロ選手によるレース生解

説や、地元チームのピット訪問な

ど、特別な体験ができます。この

ような講座が実施できるのも、

モータースポーツのまち鈴鹿なら

ではです。市民の皆さん、次年度

受講生になってみませんか。

2016年の様子

■語り手　小﨑生磨（鈴鹿モー

タースポーツ友の会 理事）

キ ー ボ ー ド

　季節はすっかり秋らしくなり、

朝晩ひんやりしてきました。私は

あえて半そでのパジャマを着て、

肌寒い状態で暖かい布団にくる

まっています。季節の変わり目、

体調管理には十分気を付けましょ

う。

　今回の特集はバルーンフェス

ティバルです。今年は全国で年間

5 回開催されるシリーズ戦の最終

戦となっていることもあり、今回

初めてお越しいただく方はもちろ

ん、常連の方にもさまざまな楽し

み方をしてもらえるよう構成を考

えました。改めて分析してみると、

ポイントの仕組みなど「なるほ

ど。」と思うことが多々ありまし

た。毎年恒例といっても、見方を

変えれば新しい発見が待っている

ものかもしれません。

　この時期の恒例行事といえば衣

替え。圧縮袋でぺしゃんこにした

冬服や布団を少しずつ取り出して

います。「こんな服あったかな？」

という服が見つかれば、新しく服

を買った気持ちになれるかもしれ

ませんね。（誠 )
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