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「すずか未来予想図」
作文・絵画を募集します
企画課　　82-9038　　82-7603
kikaku@city.suzuka.mie.jp

　市では平成18年度から始まる新

総合計画を作っています。未来の

まちづくりのための計画を作るにあ

たり、これからのまちづくりの担い

手となる小・中学生の皆さんの思

い描く未来の夢や意見を募集します。 

■絵画の部
対　象　市内在住・在学の小・中学生 
テーマ　「未来のすずかのまち」 
規　定　四つ切り画用紙（裏面に
学校名、学年、氏名を記入）を

使用し、画材は自由 

■作文の部
対　象　市内在住・在学の小学4
～6年生・中学生 

テーマ　「10年後の鈴鹿市に期
待すること」 

規　定　800字以内で（400字詰原
稿用紙2枚以内。パソコン・ワープ

ロなどを使用する場合は、A4用紙

を使用すること）、表紙に作文の

題名、学校名、学年、氏名を記入 

申込み　12月15日㈬までに、郵
便で〒513-8701企画課へ 

※作文は電子メールでも受け付けします。 

※作品は未発表のものとし、作品は

お返しできません。 

 
鈴鹿都市計画の案が
縦覧できます 

都市計画課　　82-9024　　82-7615
toshikekaku@city.suzuka.mie.jp

案　件　 
○鈴鹿都市計画用途地域の変更(鈴

鹿市決定) 

○鈴鹿都市計画地区計画の決定(鈴

鹿市決定) 

※近鉄白子駅北西側白江地区周辺の

用途地域の変更と地区計画の決定

を行います。 

と　き　11月5日㈮～19日㈮（土・日
曜日、祝日を除く8時30分～17時） 

ところ　都市計画課（市役所別
館第3・1階） 

※縦覧期間内であれば、市へ意見書

を提出することができます。 

 
てんぷら油による火災に

ご注意を
消防署本署　　82-9166　　82-9166
honsho@city.suzuka.mie.jp

　てんぷら油を原因とした火災が増

えています。てんぷら油を使うときには、

次の点に注意しましょう。 

○てんぷら油を使うときは、そ
の場を離れない。
○少しの間でも、離れる時には
必ず火を消す。
　今年1月から8月までに発生した

建物火災36件中、てんぷら油のか

け忘れによるものが9件を占めてい

ます。そのほとんどは、「うっかり」、

「ちょっとだけ」と火を止めずにそ

の場を離れたことが原因です。また、

過熱防止などの安全装置付きガス・

電気器具でも過信は禁物です。 

 
新しい介護老人保健施設が

開所します
健康づくり課　　82-2252　　82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

　市内３カ所目となる介護老人保

健施設「鈴の丘」が、庄野町に整

備中です。この施設は、医療法人

白鳳会が国の認可を受け、平成17

年4月の開所をめざしているものです。

ご利用には要介護認定が必要です。

詳細は、直接、医療法人白鳳会

（　78-2311）へお問合せください。 

　なお、同様の施設として次の2

カ所が整備されています。 

■アルテハイム鈴鹿
　（平田1丁目　70-0653）
■ひまわり
　（神戸３丁目　82-8300)
 
犯罪被害者相談窓口のご利用を

鈴鹿警察署　　80-0110

　犯罪被害は、負傷や財産を失う

などの直接的な被害だけでなく、

精神的なショックから立ち直るのが

難しく、経済的にも負担になる場

合があります。警察では、こうした

苦しみをだれにも相談できずに、

一人で悩みを抱えている方のために、

性犯罪、児童虐待、青少年問題な

どの内容に応じた相談窓口を設置

して、必要な助言を行っているほか、

専門家による法律相談やカウンセ

リングも毎月1回、予約制で行って

います。 詳しくは、警察本部被害

者対策室（　059-222-0110㈹）、

警察安全相談窓口（　059-224-9110、

＃9110（全国共通））へお問合せ

ください。 

　また、警察だけでは対応できな

いものについては、他の機関を紹

介するなど被害者の問題解決に役

立つ支援もしています。ぜひご利

用ください。 

 
耐震リフォームローンで
地震に強い住宅を

住宅金融公庫名古屋支店公共業務課

　　052-263-2906　　052-263-2924

　住宅金融公庫では、住宅を地震

に強くするためのリフォーム工事に

対して、最も低い金利（年利2.6％

(9月14日現在））で応援しています。

最長20年返済の固定金利ローンを

活用し、安心できる住宅へのリフォ

ームをご検討されてはいかがですか。

また、リフォームを検討されている

方への相談の場として「無料リフォ

ーム相談コーナー」も設置しており

ます。ぜひご利用ください。 

 

 

 

第2回車座懇談会
「フリートーク」

市民対話課　　82-9040　　82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市をより良くするため、テー

マは特に設けず、市長を囲んで市

の展望について自由に語り合います。 

と　き　11月27日㈯　13時30分
～15時30分 

ところ　牧田コミュニティセンター 
定　員　30人（申込み多数の場
合は抽選） 

市民サイクリング大会

ザ・まつり

考古博物館特別展

第9回三重県歯科保健大会

タイトル

市内各種スポーツ大会結果

催し物催し物 催し物 
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「すずか未来予想図」
作文・絵画を募集します

鈴鹿都市計画の案が
縦覧できます

てんぷら油による火災に
ご注意を

新しい介護老人保健施設が
開所します

犯罪被害者相談窓口のご利用を

耐震リフォームローンで
地震に強い住宅を

第2回車座懇談会
「フリートーク」

申込み　11月19日㈮までに、電話、
ファクス、電子メールで住所、氏名、

連絡先を記入の上、市民対話課へ 

※手話通訳、託児が必要な方は申込

時に申し出てください。 

 
市民サイクリング大会

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

と　き　11月21日㈰　8時10分か
ら受付（雨天決行） 

ところ　矢田部公園（市役所西
館西隣） 

■Aコース（45km）
　矢田部公園⇒木田橋⇒椿大神

社⇒汲川原橋⇒国府（昼食、

芋堀り）⇒平田⇒矢田部公園 

■Bコース（20km）
　矢田部公園⇒鈴鹿川サイクリング

ロード⇒鈴鹿川河川緑地⇒国府（昼

食、芋掘り）⇒平田⇒矢田部公園 

定　員　100人（先着順） 
参加料　1,500円（小学生以下1,000円） 
※昼食代、芋掘り代、傷害保険料を含みます。 

申込み　11月15日㈪までに、各申
込先に備え付けの申込用紙に必

要事項を記入し、参加料を添え

て辻岡サイクル（中旭が丘2-7-40

　86-6035）、リンリン健さん（三日

市南1-5-22　　67-3191）または

スポーツ課へ 

 
ザ・まつり

商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月7日㈰　10時から 
　(小雨決行) 

ところ　サン幼稚園郡山グラウ
ンド（郡山小学校西約300m） 

内　容　合川小学生による中ノ川
環境調査発表会、天栄中学校ブ

ラスバンド部演奏会、新鮮な野菜・

花木・鮮魚の即売会、ビンゴゲー

ム（無料）、動物風船プレゼント

（小学生未満先着100人）など 

主　催　鈴鹿市南部商工発展会 
　（岩逧　　72-0261） 

 
考古博物館特別展 

考古博物館　　74-1994　　74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

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

と　き　10月24日㈰～12月5日㈰
ところ　考古博物館 

内　容　「暫ク關東ニ往カントス聖
武天皇の道」と題し、聖武天皇の

東国巡幸経路の遺跡、聖武天皇

関連の宮跡や寺院などについて

考古資料を中心に紹介します。 

入場料　一般・学生200円、小中
学生100円 

※70歳以上の方、身体障害者手帳

などをお持ちの方は無料 

 
第9回三重県歯科保健大会
健康づくり課　　82-2252　　82-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

　「地域ぐるみで8020　ゆたか

な老後をめざして」をテーマに、

今年も歯科保健大会を行います。 

と　き　11月11日㈭　13時～15
時30分 

ところ　文化会館けやきホール、ロビー 
内　容　特別講演「身近な医学の
心得　知ってるようで知らない健康

の常識」（講師：医学博士・日本

東洋医学会専門医　松原英多さん）、

表彰式典、図画・ポスターの展示 

※先着500人には記念品を進呈 

参加料　無料 
定　員　500人 
※12時から13時まで白子駅西口から、

また大会終了後、文化会館から白子

駅まで、随時無料シャトルバスを運行 

タイトル

市内各種スポーツ大会結果 スポーツ課　　82-9029　　82-9071　supotsu@city.suzuka.mie.jp

　市内各種大会（市主催分・4月～9月）の結果をお知

らせします。（敬称略） 

■第26回鈴鹿市レディースソフトボール大会（4月）
優勝　河曲女子ソフトボールクラブ　準優勝　鈴鹿高校 
■第20回鈴鹿市少年野球選手権大会（5月）
優勝　旭が丘クラブ　準優勝　清和チャイルダー 
第3位　庄内アスナローズ・愛宕クラブ 
■第13回鈴鹿市少年相撲大会（7月）　
【団体戦】　優勝　津すもうクラブ 
準優勝　清和チャイルダーD　第３位　鈴鹿すもうクラブA 
【個人戦】
４年生の部　優勝　角田知也（津すもうクラブ） 
５年生の部　優勝　別所孝真（津すもうクラブ） 
６年生の部　優勝　青木将規（鈴鹿すもうクラブ）
■第10回鈴鹿市少年ソフトボール選手権大会（8月）
優　勝　天名スポーツ少年団 
準優勝　井田川SBCスポーツ少年団 
第３位　長太少年ソフトボール団 

■第31回鈴鹿市民軟式野球大会（9月）　　

Aブロック
優勝　飯野　準優勝　桜島　第3位　稲生･合川 
Bブロック 
優勝　河曲　準優勝　国府　第3位　石薬師･郡山 
■第11回鈴鹿市グラウンドゴルフ大会（9月）
赤ブロック 
優勝　伊達綱男　準優勝　加藤和夫　第3位　柴田しず 
青ブロック
優勝　仲南寿生　準優勝　鈴木正夫　第3位　鵜飼孝雄 
黄ブロック 
優勝　和田徳三郎　準優勝　古市充弘　第3位　小林一彦 
緑ブロック 
優勝　宮崎良一　準優勝　松村勝信　第3位　田中　有 
■第9回市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会（9月）
Aブロック　優勝　一ノ宮　　　準優勝　箕田クラブ 
Bブロック　優勝　しゃらトマト　準優勝　ドリーム 
Cブロック　優勝　チェリーズ　準優勝　江島 

催し物 

いわさこ 

はちまるにいまる 

しまら ゆ かん  とう 
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第37回鈴鹿市美術展

(財)鈴鹿市文化振興事業団　　84-7000　　84-7755
http://www.s-bunka.net/

と　き　11月3日㈬～7日㈰　　
10時～17時（7日は16時まで） 

ところ　文化会館 
展示作品　日本画・洋画・彫刻・
美術工芸・写真・書道の入選

以上の作品、審査員、無鑑査、

招待、名誉会員の作品 

入場料　無料 
 

小・中学校音楽会
指導課　　82-9028　　83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

■小学校の部
と　き　○11月18日㈭　13時20
分～15時40分(第1部) 

○11月19日㈮　9時20分～11時40

分(第2部)、13時20分～15時40

分(第3部) 

ところ　市民会館 
内　容　合唱、合奏、オペレッ
タなどの音楽発表 

■中学校の部
と　き　11月5日㈮　10時～15時 
ところ　市民会館 
内　容　合唱発表 

第24回近畿高等学校
総合文化祭三重大会

県高等学校文化連盟　 　0598-21-3513
mkoubun@plum.ocn.ne.jp

http://www.mie-koubunren.org/

と　き　11月6日㈯～14日㈰ 
ところ　県総合文化センター（主
会場）、津リージョンプラザ

など 

※11月6日は、近鉄津駅から県総合文

化センターまでシャトルバスを運行 

内　容　近畿各府県の高校生に
よる文化芸術の祭典で、演劇、

合唱、吹奏楽など18部門で日

ごろの練習の成果や作品など

を披露します。6日には主会場

でオープニングセレモニーと

して、オリジナルミュージカ

ルを上演します。 

入場料　無料 
※詳しくは、県高等学校文化連盟へ 

 

 

 

 
ジェフリー男性セミナー

｢豪華 超簡単 おいしいレシピ｣
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　料理が初めての方、レパート

リーに行き詰まっている方に、

豪華で超簡単なおいしいレシピ

をお教えします。 

と　き　11月28日㈰　10時～13
時30分 

ところ　ジェフリーすずか食の
工房 

講　師　石垣弘美さん 
定　員　先着10人(男性のみ) 
参加料　500円 
申込み　11月16日㈫までに、電話、
ファクス、電子メールのいず

れかで男女共同参画課へ 

 
パソコン講座 

市政情報課　　82-9003　　82-2219
shisejoho@city.suzuka.mie.jp

申込み・問合せ　
　10月29日㈮（平日の10時～18時）

から、電話で「すずかのぶどう」

（　・　87-0767　87-0764）へ 

対　象　市内在住のパソコン初
心者 

とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います 

!午前の部：9時30分から
○基礎講習1
　11月9日㈫・11日㈭ 

　11月24日㈬・26日㈮ 

　12月1日㈬・3日㈮ 

○ワープロ（ワード2000）
　11月17日㈬・19日㈮ 

　11月27日㈯・28日㈰ 

○表計算(エクセル2000)

!

市民講座2004
「トーク＆ライブ・すてき
にパートナーシップ」

ワンチップコンピューター
コンテスト

タイトル

消費生活に関するご相談は、県民生活センター（　 059-228-2212）へ（月〜金曜日　9時〜16時）
※土・日曜日（10時～16時）は全国消費生活相談員協会へ　　03-3448-1409または　　06-6203-7684（日曜日のみ） 

　身体障害があり、判断力も衰えが見られる一

人暮らしの68歳の女性が、訪問販売でふとんと

ベッドを契約し、支払いができなくて困っています。

年金生活なのに、100万円近い契約で、7年のローンで

は返済に無理があります。ふとんやベッドはすでに使用

していますが、解約できないでしょうか。 

 

　脳性小児マヒによる下肢障害で障害者手帳を持ち、

通常の判断力にも不安があるということであったため、

業者に事情を伝えて交渉した結果、契約は取り消

されました。しかし半年後、別業者との絵画と掛軸の契約

について再相談があり、現在、業者と交渉中になっています。 

 

消費者へのアドバイス  
 

　判断力不十分の証明は困難なことです。一見普通に

話ができ、自分でサインができる人は、契約後にトラブル

になり、解約交渉しても、判断力不十分という証明ができ

ず困る場合があります。この場合は、判断力が衰えてい

ることを伝えて交渉した結果、取消しになりました。 

　判断力が不十分な方への周囲の理解と支援はもちろん

必要なことですが、その上高齢者であったり、一人暮らし

であったりする場合、成年後見制度の利用を考えることも

大切です。 

 

消費生活相談  判断力不十分の高齢者の契約 

2004・10・204

催し物催し物 催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

◆

○10月21日㈭〜31日㈰

○11月1日㈪〜10日㈬

○11月11日㈭〜20日㈯

避 難 所 の 表 示
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第37回鈴鹿市美術展

小・中学校音楽会

第24回近畿高等学校
総合文化祭三重大会

ジェフリー男性セミナー
｢豪華 超簡単 おいしいレシピ｣

パソコン講座

!

　11月10日㈬・12日㈮ 

　12月4日㈯・5日㈰ 
!午後の部：13時30分から
○基礎講習2
　11月9日㈫・11日㈭ 

　11月24日㈬・26日㈮ 

　12月1日㈬・3日㈮ 

○ワープロ(ワード2000)
　12月4日㈯・5日㈰ 

○表計算(エクセル2000)
　11月17日㈬・19日㈮ 

　11月27日㈯・28日㈰ 

ところ　図書館2階会議室 
定　員　各15人（先着順） 
参加料　2,000円（テキスト代と
して基礎1と基礎2は兼用で

1,000円、ワードとエクセルは

いずれも800円） 

市民講座2004
「トーク＆ライブ・すてき
にパートナーシップ」

男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月20日㈯　13時開場、
13時30分開演 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　人生のパートナーとして、
友だちのように横並びで歩き

たい。フォークソングを交え

ながら、妻と夫の関係をめぐ

るさまざまな出来事を、お二

人の経験を通してお話してい

ただきます。 

講　師　市場恵子さん、市場尚夫さん 
定　員　100人 
参加料　無料 
※手話通訳、託児あり。託児対象は1歳6

カ月から就学前の幼児で、費用は当日

徴収しますので、11月6日(土)までに

事前申込みが必要（一人につきおや

つ代100円）です。 

 
ワンチップコンピューター

コンテスト
鈴鹿工業高等専門学校　　68-1802　　68-1801

対　象　市内の中学生の個人ま
たは2～3人のグループ 

と　き　 
○講習会　11月13日㈯、14日㈰
　9時30分～15時30分 

○コンテスト　12月23日㈭ 
ところ　鈴鹿工業高等専門学校 
内　容　1個のICチップでできた
コンピューターで制御するお

もちゃの自動車の競争 

定　員　10組（応募多数の場合
は抽選） 

参加料　1組につきテキスト代
500円 

申込み　10月25日㈪から29日㈮ま
でに、参加者全員の氏名、中学

校名、学年、住所、電話番号と

知能機械講習会参加希望と記

入の上、ファクスまたは電子メー

ル（　kuwabara@info.suzuka-

ct.ac.jp）で同校　桑原へ 

 

おわびと訂正 

　10月5日号小学校ナビの一部に

誤りがありましたので、訂正し

おわびします。 

（誤）南堀江一丁目1番1号 

（正）若松中一丁目4番1号 

タイトル

判断力不十分の高齢者の契約 
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催し物 

講座・教室 

◆

10時15分、13時15分（土曜日は

11時45分）、17時15分、22時15分

から各15分 

○10月21日㈭〜31日㈰
『ベルディ便り』･･･「防災館」、
清掃・保健情報など 

○11月1日㈪〜10日㈬
『ベルディ便り』･･･「市長へビデオ
レター」、スポーツ・文化国際情報など 

○11月11日㈭〜20日㈯
『ことばの玉手箱』･･･市内で使わ
れている方言の紹介 

避 難 所 の 表 示

　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた
皆さんの意見や提案と、それに対する市の考えを紹介します。

　だれでもわかるように道沿いに避難場所

の看板を設置してください。 

の 10月 納 税 

○市・県民税･･･⋯･第3期
○国民健康保険税⋯第4期
【納期限は11月1日㈪です】

　市内の小学校（30カ所）には、収容避難所の

案内を示す看板を設置していますが、他の収

容避難所の案内看板設置は予定していません。いざと

いうとき迅速に避難するためには、平常時から防災マ

ップを確認し、家族で避難場所や避難経路などを話し

合っておくことが大切です。 

　災害情報は、テレビやラジオなどマスメディアからの

情報収集が最速ですし、市のホームページでは随時

災害情報を提供します。また避難勧告が出た時には、

市広報車や消防団車両が広報活動を行いますので、

これらの情報を得て冷静に行動してください。 

　なお、「防災マップ」や保存版防災ガイドブック「わが

家の防災」（A4版44ページ）

をご希望の方は、防災安全

課へお問い合わせください。

防災マップはホームページ

（　http://www.city.suzuka. 

mie.jp/）で見ることがで

きます。 

防災安全課　　82-9968　　82-7603  

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp  

 

市政に対するご意見・ご提言は、市民対話課へ 

〒513-8701（住所不要）　　82-9040　　82-2214 

http://www.city.suzuka.mie.jp/mail/iken/index.html


