
表紙写真 　認知症サポーターの一員となった鈴鹿

ポイントゲッターズの皆さんの腕にも、認

知症サポーターの証「オレンジリング」が

輝いています。皆さんも認知症支援の輪を

広げましょう。
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https://suzuka-city.pa-cv19-reserv.jp/home


https://www.jma.go.jp/bosai/risk/
https://www.city.suzuka.lg.jp/safe/index2_1.html
https://www.sabo.pref.mie.jp/


https://www.youtube.com/playlist?list=PLFEI7UKnryvesQ3YtMpeiLUhjchjvXvWe
https://www.suzuka-shakyo.or.jp/




市ホームページ

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/life/benri/pdf/jidoclub_shienin.pdf




https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/81103.html




https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index3.html


https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/22001.html
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6月5日㈯

聞こえてくる声「きれいやな～」
鈴鹿ほたるの里

　西庄内町にある「鈴鹿ほたるの里」。ほたるを守る

会の皆さんの日頃の整備により、たくさんのホタル

が飛ぶスポットとして人気を集めています。

　取材に訪れたこの日も19時30分ごろからポツリポ

ツリと小さな光が灯りはじめ、しばらくすると、あた

り一面はにぎやかに飛ぶホタルの光でいっぱいに。

訪れた人からは「きれいやな～」の声があがっていま

した。

7月7日㈬

救命のスペシャリストを養成
2022年4月 救急救命学科開設へ

　鈴鹿医療科学大学白子キャンパスに、三重県初の

「救急救命学科」が開設されることが発表されまし

た。

　事故現場や救急車内で救命活動を行う救急救命

士。三重県は他県に比べ有資格者が少なく、救命率

向上につながる救急救命士の養成が求められていま

した。その大きな役割を同大学が担います。豊田学

長は、「災害での救命率を上げるには、速やかに処置

できる救急救命士が必要。質の高い教育で養成した

い」とお話しされました。

7月20日㈫

みんなでエール！
恩田選手を応援する会

　東京2020パラリンピック車いすフェンシングに出

場する恩田竜二選手の活躍を願って、飯野小学校で

「応援する会」が開催されました。

　児童の皆さんから「全校児童の

想いが詰まったメッセージカード」

「横断幕」「手作りの金メダル」を

受け取った恩田選手は、「パ

ラリンピックに初めて出場

する。皆さんの応援を力

に、金メダルを持って帰

りたい」と活躍を誓って

いました。



内容／仕事関係や人間関係など、悩みを持つ
方の相談を受け付けています。企業勤務、大
学講師の経験を生かし、精神的なバックアッ
プやアドバイスをします。　相談料／無料　
※詳しくは電話でお問い合わせください。

とき／9月9日㈭13時～14時30分　ところ／南園
集会所(東磯山1-30-15)　内容／Jゴスペルとは日
本で作られたゴスペルです。心の深い部分にも触
れられ、やすらげます。指導者もいて充実する時間
です。　参加料／1,000円　申込み／電話で

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／9月8日㈬13時～15時　
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／100円

対象／宅建業開業を目指している方　とき
／9月29日㈬13時30分から　ところ／津市
上浜町1-6-1　内容／入会のメリット・融資
制度・体験談　参加料／無料　申込み／9月
28日㈫まで　※詳しくはホームページで

とき／9月12日㈰(雨天時は19日㈰に延期)　
集合／近鉄塩浜駅東口近く御薗神社8時50分　
内容／塩浜から吉崎海岸を巡る　歩行距離／
6km・11km　参加料／200円　※弁当は自由
です。自由参加で、初心者も歓迎します。

とき／第1・3・5木曜日18時45分～20
時45分、第2・4土曜日9時45分～11時
45分　ところ／三浜文化会館(四日
市市海山道町1-1532-1)　参加料／
月3,500円　※練習を見学できます。

とき／9月19日㈰11時30分から、13時
30分から、15時から　ところ／鈴鹿
ハンター　センターコート　内容／
服飾デザインコース3年生による
ファッションショー　観覧料／無料

とき／9月14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お話ししま
しょう。　参加料／100円

対象／どなたでも　とき／火・木・土曜19時～21
時　ところ／市武道館、神戸高校ほか　内容／
元気に楽しく礼法と受身を身に付けて、相手を思い
やる気持ちと強い体を作りましょう。　申込み／電
話またはホームページ(鈴鹿錬成会で検索)で

とき／10月9日㈯から毎週土曜日(全10回)、一般初中
級・ジュニア(小学生)18時から、一般初級・中級(中学生
以上)19時20分から　ところ／市立テニスコート　
受講料／ジュニア5,000円、一般6,500円(保険料別)　
申込み／住所・氏名・年齢・連絡先・クラスを電子メールで

とき／9月15日㈬10時から、13時30分から(別日
相談可)　ところ／らららカルチャー(南江島町
9-10)　内容／フレームをドライフラワーで飾り
ます。　持ち物／マスク　定員／各回10人　参
加料／1,500円　申込み／電話で

対象／どなたでも　とき／9月16日㈭・
17日㈮9時45分～12時　ところ／文化
会館　内容／塗装工事の前に消費者が
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

とき／10月4日（月）10時～11時30分　
ところ／鈴鹿友の家（土師町垣下
464-2）　内容／生活が見える家計簿
をつけてみましょう。家事の悩みもお
聞きします。　参加料／200円

重田 隆康　372-1951

ロバの子磯山 Jゴスペルクラブ
　　090-9915-6972

下野和子　370-4620

(公社)三重県宅地建物取引業協会　 059-227-5018
   http：//www.mie-takken.or.jp/

鈴鹿市民歩こう会
鈴木利昭　 080-1611-9264

三重混声合唱団「あんだぁれ70」
神田　 090-6379-3551 　https://andare70.jp

飯野高校応用デザイン科
幸治　 383-3684

つぅの会
保井　 090-4185-1514

鈴鹿錬成会　090-7609-2450
　　　384-3741

鈴鹿テニス協会　橋本大
　090-9175-8945 　 nfdwy463@yahoo.co.jp

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

(一社)市民講座運営委員会
　 0120-689-419

鈴鹿友の会　 384-5567

こう　じ

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

ロバの子磯山
Jゴスペルクラブ

認知症の人と
家族の会のつどい

不動産開業セミナー開催

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

合唱団員募集
馬場浩子と歌おう

飯野高校
第19回ファッションショー

鈴鹿不登校を考える
親の会

鈴鹿錬成会  柔道教室
生徒募集

秋季テニス教室
受講生募集

花を楽しむ時間
「お花のフレーム」

屋根・外壁塗り替えセミナー

家計レッスン（初級編）

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・
　本文 80 文字程度
●申込み／9月13日㈪から17日㈮までに、

郵 送 、フ ァ ク ス ま た は 電 子 メ ー ル
（〒513-8701  住所不要、　382-2219、
　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で
情報政策課へ。なお、確認のため、郵送・
ファクス・電子メール送信後は、タイトル・
氏 名・電 話 番 号を 電 話で 情 報 政 策 課

（　382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

次回の募集は
11月５日号掲載分です

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、当面の間、窓口での受け付けを
中止します。

しげ　た



https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=505
https://www.oshigoto-mie.jp/
https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500118.html
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https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=350
https://www3.jeed.go.jp/mie/poly/


https://arbeee.net/octoberrun/
https://www.shoubo-shiken.or.jp/
https://forms.gle/qNQDFIWITikdQy8CA
https://mie-fukushijobfair.jp


　先月閉幕した東京2020オリンピック。57年

ぶりの自国開催に加え、メダルラッシュに沸き

ました。鈴鹿市にゆかりのある選手の皆さんも

大活躍。市民の皆さんはテレビにくぎ付けにな

られたのではないでしょうか。私もその一人で

す。

　今回は無観客での開催。そして、新型コロナ

の感染拡大防止のため、選手の皆さんの行動

が制限される大会となりました。そんな中で話

題になったのは、選手村の様子を配信した選手

たちのSNSです。特に提供される食事が大人気だったようで、

「世界で一番おいしい餃子は、選手村にある」と絶賛しながら、

餃子を頬張る選手もいました。

　ちなみに選手から「世界一」と称された餃子の正体は、市販

の冷凍餃子。早速買い求め、世界一の餃子とビールをいただ

きながら、しみじみとオリンピックの余韻に浸ったのでした。

（一）

　1970年代前半、ホンダのエースライダーとして活躍した隅

谷守男選手。当時全盛だった2サイクルマシンに対し、構造

的にパワーと重量で不利な4サイクルマシンを駆り、コースレ

コードを次々更新しながらライバルたちと伝説の名勝負を繰

り広げました。

　そんな隅谷選手に憧れ、自身のバイクヘルメットを同じカ

ラーリングに塗装するほどのファンだったのが高橋政博さ

ん（71歳 国府町）です。高橋さんは鈴鹿サーキットでのオ

フィシャル活動を通じて隅谷選手と顔見知りになり、念願か

なってヘルメットにサインをもらったのが1975年の夏。隅谷

選手が「ボルドール24時間」参戦のため渡仏する直前のこと

でした。しかし、ほどなくして海の向こうから届いたのは、練

習中の事故による隅谷選

手死去の悲しい知らせで

した。

　あれから46年。サイン

のインクは色褪せました

が、その力強い筆跡には隅

谷選手の見果てぬ夢が込

められているようです。

モータースポーツお宝探検隊　vol.5

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局）

快適空間

憩える

学べる

図書館の魅力

『読むスポーツ！』 

　子どもから大人まで幅広くご利用いただける憩いの

場「図書館」。その魅力についてお伝えしていきます。

「東京2020オリンピック・パラリンピック」の開催に

ちなみ、9月のテーマコーナーは『読むスポーツ！』。

おすすめ本を紹介します。 

　　新体操、近代五種、ラグ

ビー、カーリングなど、メジャー

スポーツからいま注目の競技

まで、人気の68競技の基本

ルール、競技場や歴史、見ど

ころなどを、写真やカラー図

版を使って徹底解説。パラス

ポーツの種目も掲載する。

（成美堂出版編集部／編　成美堂出版）

『図解でわかりやすい！スポーツ観戦を楽しむ本』

　

で

ポ

　

「

い

【紹

。

　スポーツ観戦が100倍楽

しくなる！ラグビー、バスケッ

トボール、陸上競技、水球…。

60以上の世界のスポーツを

取り上げ、簡単なルールと

歴史、おもしろくて興味深い

マメ知識をイラストとともに

紹介する。

『知ってた？世界のスポーツルールと歴史 』
（アダム・スキナー／文　マーク・ロング／絵　奥沢駿／訳　徳間書店）

　コロナ禍の今、スポーツを直接観戦するのは難しい状況

ですが、テレビ中継やネットでのライブ配信が行われるス

ポーツもあります。

　図書館では、スポーツ観戦がより一層楽しくなるような

「ルールや歴史の解説本」「選手の伝記」などを取りそろえて

います。コロナ禍の秋は「読むスポーツ」をお楽しみください。

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

▲隅谷守男選手サイン入りヘルメットを
　手にする高橋さん 




