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特集：地域防犯�

　コミュニティというインビジブル（見えない）な資産がなくなり

つつある現代社会。安全安心のまちづくりは、行政、警察、地域

住民など機関相互の役割分担による、時代に合った新しい仕組

みが必要です。�

　今回の特集は、行政、警察、地域のそれぞれの取り組みなど

を通して、犯行をさせない環境づくりなどについて考えていきます。�

　コミュニティというインビジブル（見えない）な資産がなくなり

つつある現代社会。安全安心のまちづくりは、行政、警察、地域

住民など機関相互の役割分担による、時代に合った新しい仕組

みが必要です。�

　今回の特集は、行政、警察、地域のそれぞれの取り組みなど

を通して、犯行をさせない環境づくりなどについて考えていきます。�

地域の連帯感、犯行をさせない環境づくり�
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過去5年間の犯罪の発生状況などのデータをもとに、鈴鹿警察署の森川さんにお話を伺い
ました。�

昼夜を問わず走るパトカー�

愛称「メロパト」がスタート�

鈴鹿警察署�

■全国で1日7,021件、鈴鹿市で1日13件�

過去5年間（平成12年～16年）の刑法犯認知件数�
※交通事故業務過失致死罪を除く。�

○実施する時間帯／午前7時から午後8時までの間�

○実施する場所／犯罪多発地域や通学路などのほか、�
　　　　　　　　　皆さんの要望を考慮して行います。�

森川 恵一さん�生活安全課長�

　刑法犯認知件数は、平成14年が最も

多く、件数は年々減少しています。最も

ピークであった平成14年と昨年の件数を

比較してみると、全国では約10％、県内

では約20％、鈴鹿署管内では約24％減

少しています。昨年の件数をもとに、１日

あたりの件数を算出してみると、全国で

は１日約7,021件もの犯罪が発生している

ことになります。県内では１日約105件、

本市では１日約13件となります。�

　市内の犯罪区分をみると、侵入盗（空

き巣、忍び込み）は大幅に減少

しました。これは街頭パトロール

の強化、市民意識の高揚の成

果だと考えています。ただ、街

頭犯罪の中で、自動車盗、

部品ねらいは増加している

ことから、自動車の管理に

は十分注意していただ

きたいと思います。�
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平成16年の市町村別刑法犯発生状況（平成16年12月31日現在の市町村名）�

データ1

データ2

　メロディパトロール（愛称「メロパト」）とは、パトカー

がパトロール中にメロディを流しながら走行することです。

「メロパト」は、パトロールしていることを音でお知らせし、

安心感を持っていただくことを目的としています。また、

犯罪を行おうとしている者

に対しては、このメロディ

を聴いて犯行を思いとど

まってくれるといった、抑

止の効果も期待しています。�
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　ミニスーパー防犯灯は、防犯灯・緊急通

報装置・防犯カメラを備えたサイバー交番

的な役割の防犯灯で、通報装置ボタンを

押すことで、鈴鹿警察署へ通報され、画像

で現場の確認ができ、現場へ警察官が急

行することができます。�

　平田地区の犯罪抑止に向けて、平田地

区内に８基設置し、７基は３月から運用を

開始、残りの１基は７月中旬ごろに運用を

開始する予定です。�

未然に防ぐ～警察編～�

特集：地域防犯�

未然に防ぐ～警察編～�
ミニスーパー防犯灯�

ここでは、鈴鹿警察署がこの春スタートさせた犯罪抑止への取組みの一部を紹介します。�
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防犯パトロール�

防犯サポート事業�

防犯サポート事業実施署の刑法犯認知件数�（北勢地域分）�　平成15、16年の２年間、国の緊急地域雇用創出特

別交付金を受けスタートし、犯罪認知件数の多い地区

を、警備会社のガードマンが防犯パトロールをし、事件・

事故を未然に防止しようとするものです。�

　本年度からは、県単独事業として、県民が安全で安

心して暮らせる環境をつくるため、県警本部長の指定

する警察署管内における事件や事故多発地域での防

犯パトロールなどを実施し、事件・事故の未然防止に

努めています。�

北勢地域における実施署の前年対比では、
桑名13.4％、四日市北23.5％、四日市南7.6％、
鈴鹿12.6％と減少し、一定の効果が上がって
いるものと考えられます。具体的な事例の一
部を紹介します。�
�
○検挙事例�
22時50分ごろ、パトロール中、女性の悲鳴を
聞き現場に駆けつけ、強制わいせつ未遂被
疑者を現行犯逮捕した。�
�
○検挙には至っていないものの事例�
パトロール中、不審車両が駐車されていたこ
とから、警察に通報し盗難自動車を判明し、
早期に被害者に還付することができた。�

　平田交番管内は、自販機あらしや車上あらし

などを中心とした軽犯罪が、他の地区より多いと

いう印象があります。パトロールを始めて１カ月

余りですが、この活動を通じて、少しずつでも犯

罪が少なくなってほしいと願っています。「だれ

かの目がある」という意識を植え付けることで、

犯罪に対する抑止効果が生まれ、目標にしてい

る犯罪減少につながればと考えています。�

○犯罪発生時に、通報装置による迅速な警察への通報が可能�
○警報ブザーによる犯人への威嚇�
○防犯カメラ（24時間記録）による犯人の特定�
○ミニスーパー防犯灯の顕示効果による犯罪抑止�

横角 良治さん�
よこ　ずみ　りょう　じ�

隊　長�

マイク�

スピーカー�

通報ボタン兼使用可能表示�

効
果

�

通話ボタンを押すと鈴鹿
警察署に通報され、警察
官と話ができます。�
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防犯メール�
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未然に防ぐ�
～行政編～�

　市は、昨年12月に県内自治体としては初めて、青色回

転灯を装着した防犯パトロ－ル車３台（通称：青パト）を

導入しました。不審者が出没しやすい場所などを青色回

転灯を使いながらパトロールすることで、子どもたちの登

下校や放課後の安全確保を図るのが目的です。登校時

の「おはようパトロール」、下校時の「おかえりパトロール」、

夜間の「おやすみパトロール」の３つのパターンで運用し

ています。また、自治会が独自で実施している防犯活動

のサポートとしても活用しています。�

青色回転灯パトロール�

　市では、平成14年１月にインターネ

ットを活用したアンケートシステムを構

築し、アンケートに回答いただく市政メ

ールモニター（メルモニ）になっていた

だき、６月１日現在3,882人の方が参加

しています。�

　昨年９月からは、このアンケートシス

テムの付加価値的要素として、また、

子どもの安全確保のために、市民の多

くの方に見守っていただく防犯ネットワ

ークの一環として、子どもたちが危険に

見舞われるおそれのある情報などを登

録者全員に「防犯メール」として、配

信しています。�

未然に防ぐ�
～行政編～�
ここでは、本市の犯罪抑止への取組みの一部を
紹介します。�

飯野小学校教育協議会「すくすく」�

林 真奈美さん�会　長�

教育委員会事務局青少年課�

市川 征男さん�相談員�

　子どもを取り巻く環境が悪化してきているように感じます。

昨年９月３日、子どもが安心して学校に通える遊べ

る地域づくりをめざしてPTAだけでなく自治会

の皆さんと一緒に手をつなぎ「飯野パトロール

隊」を発足しました。約１年経過しましたが、

持続可能な無理のない活動として、今日に至

っています。青色回転灯パトロール車は、見

た目にもインパクトがあり、地域を巡回し

ていただき、とても心強く思います。わ

たしたちの活動を補っていただき、事

件や事故の抑止という点で、これから

も大いに期待しています。�

　青パトで巡回していると、子どものみ

ならず大人も振り返り見てもらえること

から、青パトが注目されていると

感じ、子どもや市民の方の交通

事故防止などへの配慮や、防

犯意識向上への啓発に役立っ

ていると思います。また、地域

をパトロールしていると、

市民の方から会釈され

ることがあり、安全安

心に寄与していること

を実感します。�

通報�連絡�

通報�連絡�

メール配信�

メール配信依頼�

協議�

協議�
協議�報告�

相談�

相談�

事 案 　 　発 生 �

学校�

教育委員会事務局青少年課�

秘書広報課広報グループ�

鈴鹿警察署�

警察本部�

メルモニ登録者へ配信�

防
犯
メ
ー
ル
配
信
の
流
れ�

被害者�
（保護者含む）�
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未然に防ぐ～地域編～�未然に防ぐ～地域編～�

防犯に力を入れた結果、痴漢の発生件数が0件に�

玉垣地区安全推進連絡協議会�

発足9年目に新たな取り組み「外国人とのパトロール」�発足9年目に新たな取組み「外国人とのパトロール」�

安全安心ネットこうだい�

　防犯ボランティア活動の活発な地域で身近な犯罪が大幅に減少するなど、地域住民の自主防犯
活動が、安全確保に大きな力を発揮しつつある状況にあります。�
　ここでは、多くの防犯パトロール活動を行っている地域の中から、玉垣と国府の2つの地域の取
組みを紹介します。�

　住民の自主的な取組みにより、地

域の安全・安心を守ろうと、平成９

年から玉垣全地区のパトロール活動

をしています。月平均２回の夜間パ

トロールには、地域の自治会長をは

じめ、地域住民も自主的に参加し、

毎回の参加者は約20人程度です。

主に、人の目の届きにくい学校や公園、

駅周辺などで、施設の破損の有無な

どを確認しながら、青少年の徘徊行

為への指導や不審者への対応を警

察などと協力しながら行っています。

また、小学校の下校時の見守り活動

などにもメンバーが自主的に取組ん

でいます。�

　今年度から、新たに外国人（ブラ

ジル人３人、中国人２人）との合同

パトロールを始めました。会長の上

條好三さんは「外国人とのパトロー

ル活動は、共生へのきっかけづくり

にもなります。外国人の方も同じ地

域の一員として、ともに活躍したいと

願っています。外国語での対応面で

も心強く思います。今後は、自主的

に参加してくれる仲間を10人くらいま

で増やしたいと考えています。地域

を問わず、外国人の皆さん同士が輪

になって取組みを進めてくれればと

思います」と話していました。�

　もともとは、平成11年ごろに環境調

査や防災、防犯などに複合的に取り

組むことを目的として結成された「環

境調査委員会」を母体にしていますが、

その後、痴漢の発生が頻発したこと

から、現在では、特に防犯に力を入

れて取組んでいます。�

　メンバーは自治会の役員だけでな

く、ＰＴＡや老人会、子ども会の役員

など、約120人が参加しており、夜間

を中心に週３回交代制でパトロール

を行っています。国府台の団地内だ

けでなく、周辺の人目の届きにくい場

所にも注意を払ってパトロールを行

っており、さまざまな人が参加するこ

とにより、いろいろな時間帯に対応で

きるようにしています。�

　会長の加藤清さんは「防犯に力を

入れることにより、昨年は痴漢の発生

件数が０件でした。地域でパトロール

することにより、個人でも防犯に対す

る意識付けが行われ、より地域の連

携が強化されると思います。今後は、

青色回転灯を用いたパトロールも行い、

さらに力を入れた取組みを行ってい

きたいと思います」と意気込みを話し

ていました。�
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新しい時代に見合った�
安全・安心を守る警察�
新しい時代に見合った�
安全・安心を守る警察�

ちょっと待って！～「振り込め詐欺（恐喝）」事件にご注意を～�

「振り込め詐欺（恐喝）」事件の認知件数・被害金額［既遂のみ］（警察庁資料）�

平成16年（1月～12月） 25,667件／283億7,865万7,974円�

増加する犯罪に24時間、昼夜を問わず活動を続ける鈴鹿警察署。
市民の安全と安心を守るという立場から、署長にお話を伺いました。�

鈴鹿警察署�

行政・警察・地域の三位一体で犯罪の起きにくいまち「鈴鹿市」にしたい�

手口の巧妙化�
　最近のいわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件は、警察官を

装い、夫が交通事故を起こしたなどと称して示談金の振り込

みを指示してくる事案や、弁護士、保険会社関係者などの第

三者を装った者を登場させる事案が増加しています。あら

かじめ入手した名簿で名前を確認のうえ親族を名乗る事案

や新潟県中越地震の被災者への送金を装う事案、今春の

選抜高校野球大会出場校の関係者に虚偽の寄付金を求め

る事案もみられるなど、手口が一段と巧妙になっています。�

被害が急増  �
　平成17年４月末までの全国の「振り込め詐欺（恐喝）」事

件の認知件数は8,019件、被害総額（既遂のみ）は約78億円

と多発しています。電話、郵便などにより高額の現金を預金

口座などに「振り込め」というものについては、「すぐに振り込

まない。一人で振り込まない」でください。�

○被害者の約82％が女性です（いわゆる「オレオレ詐欺」事件）。  �
○50歳代女性の被害者が全体の約26％と最も多く、次いで60歳代
女性の約18％、40歳代女性、70歳代女性の約13％となっています。  �
○交通事故に見せ掛ける手口でも、サイレンのほか、被害者とされる
相手の泣き声や事故処理の慌ただしい効果音などを吹き込み、不安
をあおる事案も発生しています。  �
○新潟県中越地震の被災地から自衛隊員をかたり、家族が交通事
故を起こしたのでヘリコプターで緊急輸送する必要がある、と現金をだ
まし取る事案も発生しています。  �
○最近、犯人からの着信履歴が、警察署・自宅の電話番号や家族の
携帯電話番号などになっていたという事案も発生しています。表示さ
れた電話番号が正しい場合でも、それだけで信用することなく、必ず掛
け直して事実を確認してください。�

※「振り込め詐欺（恐喝）」事件は、いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件、架空請求詐欺（恐喝）事件、融資保証金詐欺事件の総称です。�

松田 幸久さん�署 長�

●重点地区�
　平成17年に、三重県警察では「県民とともに築く安全

で安心な地域社会～強く・正しく・温かく～」とした基本

方針を掲げ、街頭犯罪・侵入犯罪・身近な知能犯罪抑止

総合対策の推進と悪質・重要な犯罪の徹底検挙、交通死

亡事故抑止対策の推進など、６つを重点目標として活動し

ています。また、県内の4個所（桑名の大山田、四日市の諏

訪、鈴鹿の平田、津の駅前・江戸橋）を指定し、６つの犯罪

（空き巣、忍込み、ひったくり、車上ねらい、強制わいせつ、

路上強盗）を重点に、地域の皆さんとともに取り組みを進

めているところです。�

●わかりやすい情報提供�
　これからは、警察が保有する犯罪件数などに関するデ

ータを市民に積極的に提供していくことが重要であると考

えています。具体的に数字をわかりやすくお示しすることが、

注意喚起や啓発活動の効果をさらに高めるものになると

考えます。また、交通事故を起こした後、当事者間でどれ

ほど衝突が生じているのか考えてみてください。当事者だ

けでなく、周りの家族にも精神的に大きな影響を与えてい

るのです。実際どうなってしまうのかなど、具体的な事例を

地域に出かけ皆さんにお話させていただくことが、あらゆ

る意味での抑止につながっていくものと考えています。�

●子どもの誘拐防止 �
　昨年６月30日、市内で小学生が連れ去られるという事

件が発生し、幸いにも児童を保護し、犯人を検挙しています。

しかし、このような犯罪は、いつ、どこで起こるかわかりま

せん。犯罪から子どもを守るためには、地域の皆さんの協

力により地域一体となって守るという意識を持っていただ

きたいと思います。�

●犯罪を起こしにくい地域環境�
　侵入犯罪、自動車盗を防ぐには、明るいまちづくりが最

も効果があります。つまり、路上でのあいさつや声掛け、夜

間でも地域ぐるみで門灯は点灯しておくなど、人もまちも明

るい地域こそが、防犯力のある地域になります。つまり、犯

罪を寄せ付けない、犯罪を起こしにくい環境づくりが大切

です。犯罪者にとって居心地のいい環境をつくっている地

域になっていないか、今一度地域で再点検していただき

たいと思います。�

（平成17年4月末）�最近の特徴�

広報すずか特集「地域防犯」についてのご意見・ご感想は、企画財務部秘書広報課へ。�
〒513‐8701　企画財務部秘書広報課　　 84‐2561　　hishokoho@city.suzuka.mie.jp�
�
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レンズ レンズ 
♪ホッ、ホッ、ホータル来い 

家族みんなで虫歯予防 
歯を健康にして、体の健康を守りましょう 

　ホタルの保護と鑑賞に取り組んでいる西庄内

町上野地区で、6月4日㈯・5日㈰、「ほたるま

つり」が開かれました。 

　この催しは、ホタルが生息する環境の保護

活動や鑑賞施設整備を行っている「上野自治

会ほたるを守る会」が中心となって行ったもので、

今年はホタルへの本格的な取り組みを始めて

3周年になるのを記念して行われました。 

　まつりでは、地元の人が作った味ごはんや

いばら餅の販売、大正琴やフルートの演奏会など

が行われ、2日間で、県内外から延べ約6,000人

の人出で賑わいました。 

　また、石薬師地区では「蒲川にホタルを飛ば

そう」という取り組みが今年から始まりました。

地元の住民や小・中学生などが参加して、川を

きれいにしようと、看板の設置、ホタル道の草刈、

川の掃除などに取り組んできました。夜には子ど

もたちによるホタルの観察も行われました。 

かみ　の  

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka

　5月19日㈭、保健センターで「平成17年度母と

子のよい歯のコンクール」が行われました。 

　この催しは、毎年歯の衛生週間の一環として、歯

科衛生に関する正しい知識の普及啓発を図り、健康

の保持推進に寄与することを目的に鈴鹿歯科医師会

と市が行っているもので、昨年度に3歳児健康診査を

受診した2,018人の中から、歯科健康診査結果をもとに、

第1次選考を通過した20組の親子が参加しました。 

　この日は、幼児とその母親の歯並びやかみ合わせ、

虫歯の有無などの診査を行い、入賞者の選定が行

われ、最優秀賞に選ばれた杉野尚美さん・麻衣

ちゃん親子（東磯山二丁目）は、「子どもに仕上

げ磨きをしてきた効果だと思います。これからも

親子で、食後の歯磨きを必ず行い、虫歯になら

ないようにしたい」と話していました。 
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備えあれば憂いなし 
災害に備えて防災重要箇所を点検 

先生は生徒　生徒は地域の皆さん 
検索！クリック！で暑中見舞い作成に奮闘 
　5月31日㈫、稲生高校で公民館と学校が連携したパ

ソコン講座が開かれ、情報コースの3年生13人と稲生公

民館を通じて応募した地域の方々14人が参加しました。 

　これは、他人にパソコンの操作方法や技術を教える

ことの難しさを学ぶとともに、生徒の力を地域にアピー

ルし、地域の方 と々交流しようと初めて開かれたもので、

この日に備え高校生自らが講座用のテキストを作成し、

当日はマンツーマンで作業が進められました。 

　参加者は「今日習得し

た技術を、暑中見舞いだ

けでなく年賀状などでも

活用したい」と好評で、

それぞれの生徒が得意と

する技術を伝授されて作

成した暑中見舞いを手に

満足そうな様子でした。 

絵本を読み聞かせることで 
温かい言葉を子どもに贈りませんか 

　5月23日㈪、さまざまな災害に備えるため、防災

上重要な河川や排水施設などの点検を行う「防災重

要箇所点検」が行われました。 

　この点検は梅雨や台風シーズンの到来を前に毎年行わ

れており、市や鈴鹿警察署、国土交通省三重河川国道事

務所、北勢県民局鈴鹿建設部などが参加し、鈴鹿川右岸

漏水箇所（甲斐町）、芥川（庄野町）、緊急避難所指定

集会所（三畑町）、平野送水場（平野町）を点検しました。 

　緊急給水用拠点施設である平野送水場では、市水道局

職員により、緊急用仮設給水栓を用いて消火栓から直接取

水する訓練や、布製給水タンク、非常用給水袋などの緊急

給水用具の説明が行われ、参加者は担当者の説明に熱心

に聞き入り、実際に非常用給水袋への取水を体験しました。 

　川岸市長は、「昨年は台風がたくさん上陸し、市内で

も被害が出ました。今年も災害に備え、万全の体制をと

っていきたい」と意気込みを語っていました。 

　6月2日㈭、庄内幼稚園と小学校に（株）チャイルド本

社保育絵本研究室長の井上茂雄さんを招き、「出前絵

本講座　子どもの心の育ちと絵本」が開かれ、庄内・深

伊沢・椿の3幼稚園の園児と庄内小学校1年生合わせ

て60人、保護者28人が参加しました。 

　はじめに、井上さんが3冊の絵本の読み聞かせを行うと、幼児・

児童たちは、登場するオタマジャクシやウサギになったかの

ように、絵本の世界に入り込んで静かに聞き入っていました。 

　その後の保護者への講演会では、「絵本を読んであげる

ことは親の温かい言葉をかけてあげることになると同時に、

絵本の中で子どもはさまざまな感情体験（心を育てる体験）

ができる。だから絵本を読んであげる時、子どもに何かを教

えようとか何かを求めようとする必要はない。いっしょに読めば、

絵本が子どもに語りかける」などと話していました。 

　また、保護者からの「何度も同じ本を読んでほしいと

言われるが、どうすればいいの」との質問に対して、「あ

なたは、好きな歌手の曲を何度聞いても心地良いのでは」

と答えていました。 
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今日からわたしも『明るく元気で思いやりがある我慢強い人間』宣言 

天栄中オリジナル　一足お先に　高校の授業を体験 

◆参加者の声（アンケートから抜粋）
・「命令、脅迫、強制が心を閉ざす原因である」と聞き、子どもに及ぼす影響

がどれだけ大きいか、わが子の行動を振り返りながら考えることができた。 

・「ほめる」「しかる」という行為が、上下関係であることを前から感じて

いました。対等、感謝することが大切とおっしゃっていらしたので、わたし

も自信がつきました。 

 

・小学生の息子の宿題を見る時に、先生の話を聞いて、自分で

もうすうす気付いていた点があって、改めて反省させられまし

た。閉ざす原因をやっていて、子どもが頭を閉じていることは、

わたし自身気付いていたのですが、どうすれば良いかわから

なかったので、今後の子どもとの接し方に役立つと思います。 

　6月4日㈯、鈴鹿地域職業訓練センターで、「公開講座Ⅰ・

確かな学力」が開かれました。この催しは、社会で主体的

に生きる「人間力」の育成に向けて、学校や家庭でどのよう

な取組みが必要か、教育関係者と市民の皆さんがともに学

び、ともに考える機会として、教育研究所が開いたもので、

教育関係者や福祉関係者など約300人が参加しました。 

　講師には、日本で構造改革特区の教育特区の認定

を受けた岡山県で、昨年4月に株式会社が設立した全

国で初めての中学校「朝日塾中学校」の特別顧問で

もある日本教育学院・学院長の武田利幸さんを迎え、

「学力と人間力－よみがえる子どもたち－」と題して、

講演が行われました。 

　武田先生は、「子どもを明るく元気で思いやりがあ

る我慢強い人間に成長させるには、親が上からの立

場で一方的になるのではなく、子どもと対等の立場に

たって感謝して接することが大切。心にゆとりができ、

集中力・記憶力

が養われ、学力

や人間力の向

上につながる｣

と話し、親子関

係の重要性を

訴えました。 

　6月9日㈭、天栄中学校3年生170人は、「高校授業体験講

座」を受講しました。この講座は、できるだけ早い時期に、高

校や専門学校などの先生の話を聞いたり授業を体験するこ

とで、卒業後の進路を決定する際の参考にしてもらおうと、同

中学校が2年前から始めているもので、県内でも高校授業の

出前講座は珍しい取組みです。 

　今回からクラス単位の受講でなく、4日間19講座の中から、生

徒が自由に選択し受講できるシステムに改め、初日の9日は、大

橋学園（製菓・ケーキ作り）、津商業（簿記）、鈴鹿・海星（物理）、

津東（数学）、四日市農芸（体育）から、それぞれ現役の高校

教師などが来

校し授業を担

当しました。 

　希望者が男子生徒ばかりとなった体育の授業は、東海地区高

校ラグビー界の雄、四日市農芸高校ラグビー部の下村大介監督

を迎え行われました。15年前に自らが考案し、昨年商標登録し

たバスケットとラグビーを合わせた「バスビー」という種目を紹介し、

実践しました。これまでにない新しいスポーツへの興味と熱の入

った下村先生の指導に、生徒たちは体育館をところ狭しと駆け

回り、汗だくになりながら元気なプレーをしていました。 
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自転車教室での合言葉　「両手ブレーキ、右足ペダル」で交通安全 

・

・

・

　6月18日㈯、県鈴鹿庁舎駐車場で、神戸小学校の児童

を対象に、PTA主催による交通安全教室が開かれ、児童

107人が自転車の乗り方について学習しました。 

　教室では、交通教育指導員や鈴鹿地区交通安全

協会員、あやとりぃ同好会などの指導のもと、自転

車乗車時の交差点での一旦停止の励行や交差点の

渡り方、自転車操縦技術の向上を目的とした

S字カーブ、スラロームなどの実習、発進時の「両

手ブレーキ、右足ペダル」での安全確認など

が徹底して行われ、参加した児童たちは「右

よし、左よし、後よし」と大きな声で安全確認

しながら、大粒の汗を流して熱心に取り組ん

でいました。 

　1年生の児童をもつ母親は、「自転車のル

ールを何も知らないので、子どもが自転車で

遠方へ行くことを禁止している。このような教

室で少しでもルールを理解してくれれば」、「親

が教えてもなかなか聴かない。指導員さんか

ら言われると良く聴いてくれると思う」などと

話していました。 

時間帯別人身事故発生状況（平成15年）
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5月末現在の交通事故件数I
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小・中学生の事故原因（平成15年）
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1
本人不確認本人違反

相手不注意

相手違反

双方の不注意

2

10

0

26

（件数）

合　計

74

データから見る市内の交通事故 
　市内で交通事故が増加しています。交通事故の厳しい実態を理解し、交通事故に遭わないためにはどうすれ

ば良いのかを改めて考えてみてください。 

鈴鹿警察署交通官　山本辰己さん

■ 県内最高の事故増加件数「＋120件」
　平成17年5月末現在の対前年比で120件も増加しており、

県内6都市（鈴鹿・桑名・四日市・津・松阪・伊勢）の中で、

最悪の増加数を記録しています。 

　また、昨年1年間の交通事故は、7,059件で過去10年間で最悪と

なっています。これは1日に約20件の交通事故が発生しているこ

とになり、今年はこれを上回るペースで発生していることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 通学・通勤時間帯は特に注意
　平成15年の人身事故の発生状況を時間別に見てみると、

7時～9時と16時～18時の通学・通勤時間帯がピークで、そ

れぞれ全体の約21％、約24％となっています。 

 

 

■ 子どもの交通事故原因トップは「飛び出し」
　平成15年の市内

の子どもに関係する

交通事故原因は、信

号や一時停止の無

い小さい交差点での

「飛び出し」がトップ

で、事故原因の約半

数を占めています。 

 

○飲酒・信号無視・一時停止違反の取締りを強化
　増加する交通事故の現状を踏まえ、現在、

鈴鹿警察署では、交通事故に直結する飲酒運

転などの悪質危険運転と信号無視・一時停止

違反などの交差点取締りを強化しています。 

　また、交通規制の見直しや交通安全教室な

どでの交通安全教育の推進を図り、交通事故

の防止に努めています。 

　交通事故は、一瞬の油断で当事者の方をはじめ、

その家族の人生を一変させてしま

います。夏休みで戸外へ遊びに

行く子どもさんも多いこの時期、

家庭でも交通安全につい

てもう一度話し合うととも

に、交通ルールを守り、

ゆとりと思いやりのあ

る運転をお願いします。 

（時間帯）

人
身
事
故
発
生
件
数
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ＤＡＩ−ＩＣＨＩバレエスクール　 79-4317

みえ青少年先導指導会 　 0120-341-010
　　　　　　　　　　　info@mie-sendo.net

みえ青少年先導指導会相談室では、「だれかに相談したい」、
でも「相談できる人がいない」など、今一人で悩んでいること、
あなたの心のささいな悩みを真剣に相談に乗ります。　

青少年の相談に応じています

とき／7月30日㈯18時開演　ところ／ふれあいホール（南
玉垣町）　内容／アルハンブラの想い出、ラテンの名曲、
古賀メロディー、美空ひばり、石原裕次郎メドレーなどを
演奏します（歌コーナもあります）。　入場費／無料　

杉崎　 74-1878

鈴鹿マンドリンクラブ「サマーコンサート」

とき／7月31日㈰14時開演（13時30分開場）　
ところ／市民会館　内容／海賊より「花園」・バ
レエコンサート　入場費／無料　※約100人が出
演します。どなたでもお気軽にお越しください。

ＤＡＩ−ＩＣＨＩバレエ第3回発表会

とき／8月2日㈫〜7日㈰　ところ／図書館ロビ
ー　内容／今年は被爆60周年になります。原水
爆の被害を描いた絵や写真を展示し、核兵器の
廃絶をめざします。

原水爆禁止鈴鹿市協議会　川北　 72-1163

被爆60周年原爆写真展

とき／7月31日㈰13時〜17時　ところ／弁天
山公園会場ハンター南側テント下　申込み／電
話（12時〜22時）、ファクスで鈴木へ　出店料／
1区画2m×2m1,000円　※プロの出店は不可

090-7880-0233
70-2331

フリマinすずフェス出店者募集

対象／0歳から18歳までの子をもつ方、妊産婦の方　とき
／7月14日から毎月第2木曜日10時〜15時　ところ／白
子駅西イベントショップ　主催／白子地区民生委員、児童
委員協議会　参加費／無料　※気軽に参加してください。

達知　 86-2578　谷　 86-1439

対象／4歳以上の男女　とき／毎週水曜日19時
〜20時20分　ところ／武道館　※心身の錬磨
と協調の心を養います。一般会員（高校生以上）
も募集中。気軽に見学に来てください。

位田　　86-2775

合気道教室参加者募集合気道教室参加者募集

とき／7月10日㈰　内容／菰野丘陵地を歩こう　
集合／菰野駅前9時40分　参加費／200円（初
参加者300円）　※雨天の場合は7月17日㈰に
順延します。初めての方大歓迎。

鈴木利昭　 83-0712

鈴鹿市民歩こう会鈴鹿市民歩こう会

対象／県内在住、在学の15歳以上　とき／7月9日
㈯〜9月24日㈯までの10日間9時〜12時　ところ
／飯野高等学校（三日市町1695）　内容／初心者
の方を対象に木彫、石彫制作　材料費／3,000円

飯野高等学校　三村　 83-3011

アカデミアみえ彫刻入門講座アカデミアみえ彫刻入門講座 子育て相談子育て相談

職長安全衛生教育鈴鹿不登校を考える会第5回エイブルアート開催

第14回ＥＭ勉強会

チャン・ビン二胡教室開講

夏休み親子織物教室

こども美術学園夏休み体験生徒募集

実用筆ペン教室

「九条の会すずか」第2・3回学習会
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た　ち

いんでん

滝川　陽子さん（東磯山一丁目）

　今月の元気はひとは、

モータースポーツをこよ

なく愛する滝川さんです。

●きっかけはジムカーナ
　学生時代にジムカーナという自動車競技を体験し、車

を操る楽しさや、ルールにのっとったスポーツとしての充

実感を知り、もっと多くの人々にその感動を伝えたくて、3

年前に鈴鹿サーキットに入社しました。わたしの地元の岡

山にも岡山国際サーキットがあるのですが、日本一のサ

ーキットということで鈴鹿に決めました。 

 

●子どもたちの笑顔が活力
　現在は主に国内外のテレビや新聞・雑誌などのメディア対

応の仕事をしています。入社して3年たった現在でも、分かり

やすい表現とは何か、必要とされている情報は何か、など自

分がお客さんだったらどう思うだろうという、お客様の目線に

立った分かりやすいインフォメーションに心掛けています。また、

子どもたちが、遊園地の乗り物を自分の力で操れたときに見せ

てくれる笑顔が、日々の活力になっています。 

●感動の共有が最大の魅力
　実物のレースには、観る人の五感を揺さぶるエネルギー

があり、コースを疾走するマシンの迫力に圧倒されます。ど

んなスポーツでも同じですが、選手をはじめ試合にかかわっ

ている一人ひとりにドラマや思いがあります。今一瞬にかけ

る精神集中が生みだす感動を観客の皆さまにも共有してい

ただけるのが生のレースの最大の魅力だと思います。 

●モータースポーツ都市宣言
　全国初のモータースポーツ都市宣言がされてから半年

になります。Ｆ1や鈴鹿8耐など、年間たくさんのレースを

開催していますが、これらも地域の方々の理解や協力が

あって成り立っています。今年の鈴鹿8耐もバイクで会い

たいパレードをはじめ、地元密着型の地域振興イベント

が行われます。これからも街の活性化に、モータースポー

ツを通して力になれればと思います。 

リサイクル運動市民の会三重本部　鈴木
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青少年の相談に応じています

鈴鹿マンドリンクラブ「サマーコンサート」

ＤＡＩ−ＩＣＨＩバレエ第3回発表会

被爆60周年原爆写真展

フリマinすずフェス出店者募集

合気道教室参加者募集

鈴鹿市民歩こう会

アカデミアみえ彫刻入門講座 子育て相談

対象／県内在住の小学生と保護者　とき／7月
30日㈯、31日㈰9時〜16時　ところ／飯野高
等学校（三日市町1695）　内容／卓上織機を
用いての簡単な織物製作　材料費／500円

鈴鹿市けやきホーム　儀賀　 87-6661 鈴鹿建設高等職業訓練校　 82-1521保井　 059-245-1514

木平桂洞　 86-0587

鈴鹿きくち教室　木村　 080-3624-6446世話人　酒井　啓　 86-4812 服部　 86-2848

鈴鹿ＥＭ交流会　 82-6039飯野高等学校　堀　 83-3011

対象／現場で直接指導や監督の職務に就く方　
とき／学科8月6日㈯、7日㈰　申込み／申込書、
印鑑、受講費7,500円、写真3枚を持参して鈴
鹿建設高等職業訓練校へ　締切り／7月22日㈮

職長安全衛生教育

とき／7月12日㈫19時〜21時　ところ／ふれあい
センター（南玉垣アピタ隣）　参加費／100円　
※不登校、ひきこもりで困っている親を中心とし
た集まりです。どなたでも気軽に参加してください。

鈴鹿不登校を考える会鈴鹿不登校を考える会

とき／7月4日㈪〜9月2日㈮　ところ／百五銀
行白子支店（南江島町10-15）　内容／鈴鹿市
けやきホーム、鈴鹿市さつきホーム利用者によ
る絵画、リースなどの作品展示　入場費／無料

第5回エイブルアート開催回エイブルアート開催

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
内での正しい使い方、応用　参加費／500円（Ｅ
Ｍ菌含む）　※気軽に参加ください。

第14回ＥＭ勉強会回ＥＭ勉強会

チャン・ビン二胡教室開講チャン・ビン二胡教室開講

夏休み親子織物教室夏休み親子織物教室

対象／3歳〜小学6年生　とき／夏休み中の水曜日、金
曜日の午後　ところ／東磯山3−26−3　内容／工作や
絵画　参加費／無料　※宿題の持ち込み可。夏祭りやお
ばけやしきを作りましょう。事前に連絡をください。

とき／毎月第2・4土曜日18時30分〜19時30分　ところ
／バリアフリーホームズ（江島）　会費／月6,300円　※
鈴鹿に二胡教室が開講しました。二胡を始めてみませんか。

こども美術学園夏休み体験生徒募集こども美術学園夏休み体験生徒募集

とき／毎月第2・4水曜日9時30分〜11時30分
ところ／寺家会館（寺家3-24-6）　月会費／
2,000円　※筆ペンに親しみませんか。気軽に
ご参加ください。

実用筆ペン教室実用筆ペン教室

第2回：とき／7月10日㈰13時30分〜15時30分　ところ／ジェフリーす
ずか　内容／戦争体験を聞く　第3回：とき／8月7日㈰13時30分〜15時
30分　ところ／文化会館　内容／被爆体験を聞く　※「九条の会すずか」
は3月26日に設立されました。憲法を守る一点でつながる組織です。

「九条の会すずか」第「九条の会すずか」第2・3回学習会回学習会
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けいどう

次回の募集は
9月5日号掲載分です。

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／7月11日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館２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と認められるものは、お断りします。
　　　　　　当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
　　　　　　同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。

鈴鹿市食生活改善推進協議会（ヘルスメイト）　会 長　市川　千賀子

●地域へ健康の輪を
　現在、40歳代から80歳代の女性73人のメンバーで活動し

ています。主婦の方が多いですが、自営業や保育士、ボラン

ティアで病院や子育て支援の活動をしている人もいます。「自

分の健康は自分で守る」を会のスローガンとし、自分から家族、

家族からご近所へと、地域へ健康の輪が広がることを期待し

ています。主な活動として、食生活の改善と食育を考え、講

習会を行ったり、幼児と親を対象におやつクッキング、男性

を対象にした料理教室などを開いています。 

 

●自分で料理
　近年、食を取り巻く環境が大きく変化し、家庭での食生活にも

影響が出てきているような気がします。特に、さまざまな地域の

食材が、季節に関係なく一年中手に入る環境になってきている

ので、旬の地物を自分の手で料理して、子どもの成長に合わせ

たり、お年寄りの体の状態に合わせた料理を心掛ける人が少

なくなってきていると思います。食材にはそれぞれに栄養素

があり、人それぞれに必要な栄養量があります。こうしたこ

とを常に意識しながら、自分で料理したものを食べることが

大切です。 

●3度の食事をしっかりと
　最近、朝食や昼食を食べずに、いろいろな栄養を手軽

に摂取できる栄養補助食品などを好む若い人を多く見か

けます。また、塩分のとりすぎから、生活習慣病が低年齢

化してきている傾向があります。何よりも健康の基本となる

のはバランスのとれた食事です。若いときから健康を意識

して、3度の食事を毎日しっかりと採るようにしてください。 

 わたしたちは、講習会や料理教室を通して、食生活と健

康について考えています。こうしたことに関心のある方は

声をかけてください。これからも多くの仲間とともに、地域

に健康の輪を広げていきたいと思います。　 



医療費用の自己負担割合を更新します 

申請を行えば１割になります 

高額医療費は払い戻します 

申請を行えば減額になります 

　平成14年10月1日から、老人保健法の改正により、

老人医療受給対象者の医療機関・薬局に支払う自

己負担が、1割または2割になっています。 

　毎年8月1日に、世帯全員の前年中の所得を基準

に負担割合の更新をします。 

　現在の負担割合が変更になった方のみ、新しい

医療受給者証を7月下旬に送付します。 

　対象になる方は、昭和7年9月30日以前に生まれ

た方と、65歳以上で一定の障害（身体障害者手帳1

級～3級と4級の一部、精神障害者手帳1級および2級、

療育手帳重度〔Ａ〕）の認定を受けた方です。 

こ
の
部
分
に
負
担
の
割
合
を
表
示
し
ま
す

　1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた分を高額医療費として払い戻します。 

　該当する方には、受診月の3カ月後に市から「老人保健高額医療費支給（口座登録）申請書」を送付します。一度提出す

れば、以後は登録した口座に振り込みますので、再度提出する必要はありません。必ず申請をしていただくようお願いします。 

　負担割合が2割の方とは、課税所得が145万円以上の老人医療受給者、もしくは課税所

得が145万円以上の70歳以上の方、または老人医療受給者と同一世帯に属する老人医療

受給者ですが、次の条件に該当する方は、申請を行えば申請月の翌月から1割になります。 

・同じ世帯に老人医療受給対象者が1人の場合は、その方の収入が484万円未満の場合 

・同じ世帯に老人医療受給対象者と70歳以上の高齢者が2人以上いる場合は、その方た

ちの収入の合計額が621万円未満の場合 

　老人医療受給者で非課税世帯に属する方は、申請を行えば入院時の一部負担金と食事代の

減額を受けられる「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行ができます。すで

に認定証をお持ちで、続けて認定を受ける方は、有効期限が7月31日㈰ですので、7・8月中に、

保険年金課（市役所西館2階）か、お近くの地区市民センターで、必ず再申請をしてください。 

　申請時には、医療受給者証、加入健康保険、領収書（申請日の前の1年間に90日以

上入院したことがある方）をお持ちください。 
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情報館 

老人保健制度

1

保険年金課　　82-7627　　82-7660 

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

2005・7・514

医療費支払いの自己負担割合は毎年更新されますので、正しい負担割
合で治療を受けましょう。医療受給者証は、受診のときには健康保険証や
健康手帳と一緒に、必ず提示してください。

一医療費支払いの自己負担割合を更新します

区　　　　分

一定以上の所得がある方 
（２割負担） 

対　　　象
同一世帯に一定の所得以上（課税標準
額が145万円以上）の70歳以上の高齢
者または老人医療受給対象者がいる方 

■自己負担限度額 
外来（個人単位）

4万200円 

4万200円 

外来＋入院（世帯単位）
7万2,300円＋(かかった医療費－36万1,500円)×1％ 
※ただし過去12カ月間に４回以上限度額を超えた分
の支給があった場合、４回目以降は４万200円 

住民税非課税世帯 
（１割負担） 

世帯全員が住民税非課税の方 

8,000円 

2万4,600円 

一　　般 
（１割負担） 

Ⅱ

Ⅰ

上記を除く課税世帯の方 1万2,000円 

1万5,000円 
世帯全員が住民税非課税で、世帯員
の所得が一定基準に満たない方 

外国人を対象とした３つの防災イベントを開きます



・

・
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外国人を対象とした防災イベント

情報館 2

本市には多くの外国人の皆さんが生活しています。ここでは、時とし
て災害弱者となりがちな外国人の皆さんと、防災について考える「学ぼ
う（説明会）」「語ろう（市長との車座懇談会）」「体験しよう（訓練）」の3
つのイベントについて紹介します。

秘書広報課　　82-7601　　84-2561 

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

一

　外国人の皆さんは、これまで地震体験が少ないため、

昨年の地震発生時には、多くの方々が高台に避難しまし

た。また、昨年は多くの台風が上陸し、市内でも被害が

発生していますが、多くの方々が、災害発生時の生活に

不安を抱いています。 

　そこで今年度は、㈶三重県国際交流財団、㈶鈴鹿国際

交流協会の協力を得て、外国人を対象とした3つの防災イ

ベントを実施することとなりましたので、紹介します。 

※各イベントでは、ポルトガル語とスペイン語の通訳（生活

サポートセミナーは英語もあり）の対応があります。 

　1990年の出入国管理及び難民認定法の改正により、市内

では外国人登録者数は増加し続け、今年３月末時点で8,558

人の方が登録されており、県下第1位となっています（右下）。 

　市では、こうした異なる国籍や文化的背景をもった人々が、

それぞれの多様性を認め合いながら、地域の一員として尊

重し、協力しあい、安心していきいきと暮らせる多文化共生

社会づくりを進めています。 

　これまで、各種行政情報をパンフレットなどにして配布したり、

市役所内での手続きがスムーズに行えるようポルトガル語とスペイン

語対応の職員を配置するなど、各種事業を進めてきました。また、

㈶鈴鹿国際交流協会においても各種交流事業を行っています。 

 
1991年 
1993年 
1996年 
1999年 
2002年 
2005年 

ブラジル 
535 
1,254 
1,574 
3,018 
3,950 
4,491

ペルー 
62 
202 
359 
650 
1,014 
1,433

韓国・朝鮮 
814 
812 
782 
792 
742 
697

中  国 
47 
39 
81 
141 
279 
524

フィリピン 
27 
54 
80 
137 
279 
385

その他 
82 
186 
190 
387 
668 
1,028

計 
1,567 
2,547 
3,066 
5,125 
6,932 
8,558

外国人登録者の推移 （単位：人） 

※基準日は各年3月31日 

◎外国人の状況 

◎外国人を対象とした３つの防災イベント 

●「学ぼう」

●「語ろう」

●「体験しよう」

生活サポートセミナー　～災害時、あなたならどうする？～ 

市長との車座懇談会　災害への備えは大丈夫？～外国人編～ 

体験型防災訓練 

と　き　7月17日㈰　14時～16時 
ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　地震・津波の映像、市の災害対策・
避難場所・非常持出袋の説明、家具の

安全な置き方、非常食の作り方 

問い合わせ　㈶鈴鹿国際
交流協会　　83-0724（ポ

ルトガル語、スペイン語、

英語の通訳あり） 

と　き　8月28日㈰　14時～16時 
ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容　防災をテーマに、参加者と市長・
行政関係者が意見交換を行います。 

定　員　30人（応募者多数の場合は抽選） 
申込方法　７月20日㈬から８月22日㈪までに、
電話・ファクス・電子メールのいずれ

かの方法で市民対話課へ。 

問い合わせ　市民対話課
　82-9040　　82-2214　

　shimintaiwa@city.suzuka. 

　mie.jp（ポルトガル語・ス

ペイン語の通訳あり） 

※車座懇談会には、外国人の

皆さんとの共生に関心のあ

る方も参加できます。 

と　き　9月11日㈰　13時30分～16時 
ところ　玉垣小学校（北玉垣町947） 
内　容　地震体験車、煙ハウス、水消火器、救
急車の見学、人工呼吸法、止血法、搬送方法 

申込方法　直接会場にお越しください。 

問い合わせ　㈶三重県国
際交流財団　　0 5 9 -

223-5006（ポルトガル語・

スペイン語の通訳あり） 

外国人を対象とした３つの防災イベントを開きます外国人を対象とした３つの防災イベントを開きます
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○お知らせ

 
鈴鹿市総合計画審議会を開きます
企画課　 82-9038　 82-7603　

kikaku@city.suzuka.mie.jp

■第2回鈴鹿市総合計画審議会
と　き　7月14日㈭　13時30分～16時 
ところ　文化会館さつきプラザ 
■第3回鈴鹿市総合計画審議会
と　き　7月28日㈭　14時～16時30分 
ところ　ジェフリーすずかホール 
※会議開始30分前から傍聴受付 

 
鈴鹿市マスコットキャラクター｢ベルディ｣

の利用は市の承認が必要です
企画課　 82-9038　 82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市マスコットキャラクター｢ベルディ｣

は、著作権や商標登録により、使用

目的・使用方法が決められており、誤

って使用した場合は、賠償請求される

おそれがあります。

印刷物や商品な

どに使用するときは、

事前に市の承認

が必要ですので

ご注意ください。 

■｢ベルディ｣着ぐるみを貸出します
　地域、学校、企業などの行事に｢ベ

ルディ｣の着ぐるみをご利用ください。

詳しくは、企画課へ 

夜間窓口を開設します
納税課　 82-9008　 82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp
保険年金課　 82-7605　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

■納税の夜間窓口
と　き　7月19日から8月12日まで
の月・火・木・金曜日　20時まで 

ところ　納税課(西館2階) 
内　容　市・県民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税の納税、納税相談、

口座振替の手続きなど 

■国民健康保険の夜間窓口
と　き　7月12日から8月31日の
月・火・木・金曜日　20時ま

で(7月18日(月・祝)を除く) 

ところ　保険年金課(西館2階) 
内　容　国民健康保険に関する
手続き・相談 

 
国民年金保険料の免除制度
をご利用ください

保険年金課　 82-9401　 82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　所得が少なく国民年金保険料を

納付することが困難な場合には、保

険料の免除制度があります。申請

は毎年必要です。新年度分(平成17

年7月～平成18年6月)の免除申請

は7月から受け付けが始まりました。

なお、平成16年4月以降に失業した

人は、雇用保険受給資格者証また

は離職票の写しを添付してください。 

申込み　保険年金課、地区市民センター 
 
はかりの検査を受けましょう
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　取引・証明に使用して
いるはかり 

と　き　7月20日㈬、21日㈭　10
時～15時 

ところ　神戸コミュニティセンター 
※はかりを掃除して、分銅などとともに検

査会場へお持ちください。検査手数料

(1台あたり250円～2,200円)が必要です。

釣銭のいらないようにお持ちください。

三重県収入証紙は使用できません。 

※定期検査を受検しないと処罰され

ます。(50万円以下の罰金) 

 
山地災害防止標語と写真
コンクール作品を募集します
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　林野庁などは山地災害防止の普

及啓発強調キャンペーンを行って

います。これに関連して(社)日本

治山治水協会が山地災害防止標語

と写真コンクールを行います。 

■標語コンクール
　山地災害の防止、治山事業の

効果、防災意識の高揚などを広

く国民に呼びかけるもの 

■写真コンクール
　山地災害を防止する治山施設や

治山事業・防災パトロールや避難

訓練など、山地災害防止活動や山

地災害の状況、その他山地災害に

関連のあるもので地域や人々の生

活との関わりが表現されているもの 

※詳しくは、(社)三重県森林協会(　 059-

228-0924)へ 

 
地産地消事業・農産物などの
直売所へ補助金を交付します
農林水産課　 82-9017　 82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　近年、消費者の食に対する安全・

安心志向の高まりを背景に、｢地元

で生産されたものを地元で消費する｣

いわゆる｢地産地消｣の取り組みや、

生産者の顔が見える農産物などの

直売所が注目されています。 

　そこで市では、次の場合に必

要な経費の一部を補助します。 

■｢地産地消｣を推進する催しな
どへの補助
対　象　消費者団体･農業者団体など 
補助内容　｢地産地消｣を推進するため
に市民を対象とした催しを開催・参

加する場合に必要な経費の一部 

■農産物などの直売所への補助
対　象　農産物の生産者団体、
認定農業者 

補助内容　直売所を設置・改修
する場合に必要な経費の一部 

※詳しくは、農林水産課へ 

 
旧陸海軍従軍看護婦などに
内閣総理大臣名の書状が

贈呈されます
生活支援課　 82-9012　 82-7607

seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　先の大戦において、外地など(事

変地の区域または戦地の区域)に派

遣され、戦時衛生勤務に服された

旧陸海軍従軍看護婦および旧日本

赤十字社救護看護婦の方(慰労給

付金受給者を除く)に対して、その

ご苦労に報いるために内閣総理大

臣名の書状を贈呈しています。 

請求期限　平成19年3月31日(請
求期限が2年間延長されました) 

※詳しくは、総務省大臣官房管理室

(　 03-5253-5182)へ 

下水道事業の
変更計画を縦覧します

平成18年自衛官を募集します

テレビの視聴は
きれいなUHF中継局で

自然調査観察会

平和への祈り展

防災子どもサミット
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お知らせお知らせ お知らせ 

催し物  

市営住宅の入居者を募集します　　　　　　　

鈴鹿市マスコットキャラクター 
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鈴鹿市総合計画審議会を開きます

鈴鹿市マスコットキャラクター｢ベルディ｣
の利用は市の承認が必要です

夜間窓口を開設します

国民年金保険料の免除制度
をご利用ください

はかりの検査を受けましょう

山地災害防止標語と写真
コンクール作品を募集します

地産地消事業・農産物などの
直売所へ補助金を交付します

旧陸海軍従軍看護婦などに
内閣総理大臣名の書状が

贈呈されます

下水道事業の
変更計画を縦覧します

下水建設課　 82-9046　 84-3938
gesuikensetsu@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市公共下水道事業の変更

計画を定めましたので、縦覧します。 

と　き　7月5日㈫～25日㈪（土・
日曜日、祝日を除く8時30分～17時） 

ところ　下水建設課(別館第3・2階) 
 
平成18年自衛官を募集します
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

職　種　2等陸・海・空士(男子)、
2等陸・海・空士(女子)、曹候補士、

一般曹候補学生、航空学生 

応募資格　2等陸・海・空士(男子)、
2等陸・海・空士(女子)、曹候

補士は18歳以上27歳未満(高等

学校・中等教育学校卒業見込

含む)、一般曹候補学生は18歳

以上24歳未満(高等学校・中等

教育学校卒業見込含む)、航空

学生は18歳以上(高校卒業見込

含む)21歳未満 

※平成18年4月1日現在の年齢です。 

申込み　 2等陸・海・空士(男子)は
9月18日㈰まで、その他は8月1日㈪

から9月8日㈭まで 

【説明会】 
と　き　7月17日㈰　13時～16時 
ところ　文化会館3階　第4研修室 
※受付期間中は四日市募集事務所で

も説明会(9時～18時)を実施 

※試験日、申込方法など詳しくは、自衛隊四

日市募集事務所(　 51-1723・1779)へ 

 
テレビの視聴は

きれいなUHF中継局で
NHK受信相談　　  0570-00-3434

　毎年5月から8月ごろは、日本海上

空に｢スポラディックE層｣という電波

を反射する電離層が発生します。こ

のとき、通常日本には届かない外国

の電波が電離層に反射して、国内

のテレビ受信が混乱することがあり

ます。混乱は、1～3チャンネルの

VHF電波で発生し、UHF電波では

発生しないため、お近くのUHF局を

視聴いただくことをお勧めします。 

 

 

○催し物

 
自然調査観察会

環境政策課　 82-7954　 82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月7日㈰　19時～21時
30分(雨天時、河川増水時は中止) 

ところ　鈴鹿川河川緑地公園(河
川防災センター北側) 

内　容　光に集まる虫の採集と
講師による解説など 

定　員　30人(応募多数の場合は抽選) 
参加料　無料 
申込み　7月22日㈮までに、電話、は
がき、ファクス、電子メ－ルのいずれ

かで｢昆虫夜間調査参加希望｣、住

所、氏名、電話番号、参加人数を記

入の上、〒513-8701環境政策課へ 

※詳細は、申込者へ別途連絡します。 

 
平和への祈り展

人権政策課　 82-9011　 　82-8188
jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市は1985(昭和60)年に非

核平和都市宣言を行いました。 

と　き　8月4日㈭～6日㈯　10時
～19時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容
○原爆のはなしを聞こう（４日　13時から) 
○常設展示　原爆パネル、サダコと折り
鶴のポスター、ビデオ上映(アニメなど) 

 
防災子どもサミット防災子どもサミット

防災安全課　 82-9968　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学3年生以上 
と　き　8月6日㈯　9時～7日㈰
15時 

ところ　三重県消防学校(石薬師町452) 
※集合は河川防災センター(庄野町

981-1)へ 

内　容　無線訓練、図上訓練など 
定　員　子ども60人、大人40人 
参加料　高校生まで1,000円、大
学生1,500円、大人3,000円 

申込み　7月15日㈮までに、電話
(　 090-7677-3961)または電子メール

(　 funapy@mecha.ne.jp)で災害

ボランティアネットワーク鈴鹿　船入へ 
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お知らせ 

催し物  催し物  

■応募資格　次のすべての要件を満たす方 
○市内に在住または市内に勤務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)がいる方 

○現に住宅にお困りの方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下の収入の方 

■募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘　3戸(1戸)　1万8,800円～3万2,600円 

○桜島　6戸(1戸)　1万5,600円～2万9,400円 

○高岡山杜の郷　8戸(1戸)　2万900円～3万7,800円 

※(　)内は募集戸数のうちの優先戸数です。 

※申込者多数の場合は公開による抽選となります。 

※募集戸数は平成17年6月1日現在の戸数であり、抽選会ま

でに入居可能となる部屋については、抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に毎年算定します。 

■申込み　7月11日㈪から7月25日㈪（土・日曜日、
祝日を除く8時30分～17時)までに、住宅課にある

申込書類に必要書類を添えて、直接同課窓口へ　 

※郵便・ファクスでの申込みはできません。 

※申込書類は7月11日からお渡しします。 

■選考方法　9月中旬ごろ、抽選により決定します。 
■入居時期　9月下旬予定 
※心身障害者世帯、母子世帯など優先措置を受けられる

世帯があります。申込みの際に申し出てください。 

※募集戸数、内容については、状況に応じて変更する場

合がありますので、ご了承ください。 

※その他の団地は、随時申込みを受け付けており、順番

待ちをしていただいております。　 

市営住宅の入居者を募集します　　　　　　　市営住宅の入居者を募集します　　　　　　　住宅課　 82-7616　 82-7615　 jutaku@city.suzuka.mie.jp



の情報情報 の情報情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

 

 

○催し物

 
企画展｢じょうもん土器とやよい土器｣
考古博物館　 74-1994　 74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　7月17日㈰～9月19日(月・祝) 
ところ　考古博物館 
観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円 

※障害者手帳などをお持ちの方と介

護者1名、70歳以上の方は無料 

■関連講座｢土器からみた縄文人
のくらしと知恵｣
と　き　7月17日㈰　14時から 
講　師　名古屋大学教授　山本直人さん 
※聴講は無料です。 

 

夏休み子ども映画会
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

対　象　児童(幼児・小学生)の方 
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　日本の昔話、交通安全
の話などのアニメーション映画 

定　員　各100人 
参加料　無料 
 
第3回三重県障害者スポーツ大会
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

出場資格　県内在住の身体・知
的・精神障害のある12歳以上

の方(身体障害のある方は身体

障害者手帳が交付されている方) 

と　き　9月24日㈯　10時～15時
30分(予備日9月25日㈰) 

ところ　三重県営総合競技場陸
上競技場(伊勢市宇治館町510) 

内　容　陸上競技、フライングディスク 
申込み　7月20日㈬までに、三重
県身体障害者総合福祉センタ

ー経営企画チーム(　 059-231-

0155、　 059-231-0356)へ 

※詳しくは、三重県身体障害者総合

福祉センター経営企画チームへ 

第13回伊勢形紙まつり
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月23㈯、24日㈰　9時
～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容　新作｢飾り棚｣作品展、し
おり体験彫り(無料)、伊勢形紙

小紋Tシャツ染め実演・販売、

ふるさと体験・交流事業(体験教

室)、伝統工芸士による彫刻実演、

伊勢形紙・新商品の展示・販売 

入場料　無料 
 
第9回鈴鹿墨展とじばさん市
産業政策課　 82-9045　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月16㈯、17日㈰　10時
～16時30分 

ところ　㈶三重北勢地域地場産
業振興センター(じばさん三重) 

内　容　ふるさと体験・交流事業(体
験教室)、鈴鹿墨や書道用品の

展示・販売、伝統工芸士の鈴鹿墨

製作・実演、写経体験・絵手紙・

水墨画教室、水墨画家(直魅さん)

による実技指導 

入場料　無料 
 
夏のつどい(社会見学)

子育て支援課　 82-7661　 82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住で母子・準母子・
父子家庭の小学5・6年生と保護者 

と　き　8月7日㈰ 
内　容　2005年日本国際博覧会
｢愛・地球博｣の見学 

主　催　母子寡婦福祉会 
定　員　80人 
参加料　1人につき1,000円 
申込み　7月20日㈬までに、電話
で住所、氏名、電話番号、参

加希望人数、参加者の年齢を

子育て支援課へ 

 
レッツ・チャレンジ2005
鈴鹿青少年センター　 78-9811　 78-9809

　自然の中で共同宿泊生活をしな

がら、生活体験や自然体験を行い、

協調性・思いやる心を育みます。 

対　象　小学5･6年生と中学1･2年生 
と　き　8月21日㈰～25日㈭
ところ　鈴鹿青少年センターと周辺 
定　員　42人(応募多数の場合は抽選) 
参加料　1万8,000円 
申込み　7月25日㈪までに、所定
の用紙に必要事項を記入の上、

鈴鹿青少年センターへ 

 

 

○講座・教室

「サマー夢工房−鼓動に学ぶ−｣
大倉正之助さん記念講演
指導課　 82-9028　 83-7878 

shido@city.suzuka.mie.jp 

対　象　小学生から高校生まで
の児童生徒とその保護者、PTA

などの学校関係者、教職員 

と　き　8月1日㈪　10時～12時 
ところ　鈴鹿高等学校ベルホール 
内　容　重要無形文化財(能楽囃
子大倉流大鼓)総合認定保持者・

日本能楽会会員　大倉正之助

さんによる講演と実演 

定　員　300人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　7月15日㈮までに、電話
で指導課へ 

※各学校は、所定の様式に参加者を

取りまとめの上、指導課へ 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.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 
テーマ　いろんなかたちのえほん 
定　員　各60人(親子参加可) 
参加料　300円(材料費) 
申込み　7月13日㈬から直接図書
館へ(定員になり次第締切り) 

※電話での申し込みはできません。 

※昼食は各自でご持参ください。 

 
夏休み親子体操教室

市立体育館　 87-6006　 87-6008 

対　象　就学1年前から小学4年
生までの子と保護者 

おかげ参り300年記念
公開リレー講座

こころの健康づくりセミナー

鈴鹿高専公開講座

しょう　の　 すけ 

なお　み 

のう　がく　はや 

し おお　つづみ 
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講座講座・教室教室 講座・教室 



の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

企画展｢じょうもん土器とやよい土器｣

夏休み子ども映画会

第3回三重県障害者スポーツ大会

第13回伊勢形紙まつり

第9回鈴鹿墨展とじばさん市

夏のつどい(社会見学)

レッツ・チャレンジ2005

「サマー夢工房−鼓動に学ぶ−｣
大倉正之助さん記念講演

夏休み手作り絵本教室

夏休み親子体操教室

と　き　7月27日㈬～29日㈮、8月2
日㈫～4日㈭、11日㈭、12日㈮　

13時30分～15時 

ところ　市立体育館、武道館 
内　容　親子で行う体操など 
定　員　20組 
参加料　保護者1,300円、児童
700円(スポｰツ保険料を含む) 

申込み　7月22日㈮までに、参加料を
お持ちの上、直接、市立体育館へ 

 
おかげ参り300年記念
公開リレー講座 

文化課　 82-9031　 82-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月23日㈯　13時～16時 
ところ　考古博物館 
講　師　皇學館大學史料編纂所
教授　岡田登さん、皇學館大

學教授　井後正晏さん 

定　員　100人 
受講料　無料 
※当日参加可能です。 

 

こころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　 82-8673　 82-7958

zhoken@pref.mie.jp

と　き　7月25日㈪　13時30分～
15時30分 

ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 

内　容　「依存症とその対応」
薬物依存を中心に 

講　師　三重県こころの健康セン
ター精神科医師　臼井卓士さん 

定　員　50人 
申込み　7月19日㈫までに電話で
鈴鹿保健福祉部へ 

 
鈴鹿高専公開講座

鈴鹿工業高等専門学校　 68-1711　 87-0338
jim3@jim.suzuka-ct.ac.jp

ところ　鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　無料(一部材料費が必要) 
申込み　｢やさしいエレクトロニクス教
室｣と「工作大会」は開催日の2週

間前(必着)までに、その他の教室は

開催日の1週間前(必着)までに、往

復はがきで希望教室名、郵便番号、

住所、氏名(ふりがな)、電話番号、

性別、学校名、学年、保護者名を

記入し、｢機械工学のひとこま｣は第

1～第3希望のコース名を、｢やさしい

エレクトロニクス教室｣は受講希望日

を記入の上、〒510-0294　白子町

鈴鹿工業高等専門学校公開講座係へ 

○機械工学のひとこま 
と　き　7月25日㈪、26日㈫（2
日間）　9時～16時 

内　容　ペットボトルロケットの製作
コース、小型自動車分解組立コ

ース、マインドストームコース 

定　員　中学生40人 
○やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回　7月25日㈪、第2回
7月26日㈫　9時30分～15時30分 

定　員　中学生各10人 
○FLASHで動く魅せるホームページ作り
と　き　8月17日㈬　9時30分～
15時30分 

定　員　小学5・6年生と中学生15人 
○身のまわりのおもしろ化学実験
と　き　8月2日㈫、3日㈬（2日間）
10時～16時 

定　員　中学生60人 
○作ってみよう調べてみようマテリアル
と　き　8月2日㈫、3日㈬（2日間）
9時～16時 

定　員　中学生20人 
○工作大会　模型飛行機をつくっ
て飛ばそう
と　き　8月18日㈭、19日㈮（2日間）
9時30分～15時 

定　員　小学5・6年生20人 
○工作大会　ラジオをつくろう
と　き　8月25日㈭　9時30分～16時 
定　員　小学5・6年生20人 
○ペーターさんのドイツ語講座
と　き　8月1日㈪～8月5日㈮ 
　(5日間)　9時～12時 

定　員　一般の方20人 

い　じり　まさ　やす 

  2005・7・5 19

催し物 

講座・教室 

2 0 0 5  人権を考える市民のつどい  
非 核 平 和 都 市 宣 言 2 0 周 年 記 念 行 事  

人権政策課 82-9011 82-8188 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

　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、毎年夏に「人権を考える市民のつどい」

を開催しています。14回目となる今年は「愛と平和の

コンサート」と題して開催します。 

　今回は、フォークシンガーを招き、第二次世界大戦

が終結して60年の間に親しまれたフォークソングを楽し

みながら、人権の視点で社会の移り変わりを振り返りま

す。人々の心の中から生まれ、歌われ、歌い継がれて

いく歌。流行とも、商業主義とも無縁の歌。それがフォ

ークソングです。歌は心のメッセージです。聴く人の心

に自然に響き、素直に伝わります。だからこそ、さまざ

まなメッセージが託されています。 

　今年は、本市においても、非核平和都市宣言20周

年です。人権の尊重なくして平和な社会の実現はあり

えません。みんなが幸せになれば、自分も幸せになれ

ます。みんなで平和な社会をつくっていきましょう。 

2005人権を考える市民のつどい
〜愛と平和のコンサート〜

と　き　8月6日㈯　19時開演(30分前開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
定　員　500人(先着順) 
※入場は無料です。 

 プログラム
■第1部　歌にこめた平和への願い
　戦争を知らない子どもたち／白いブランコ／花は　

どこへ行った／イムジン河／長崎の鐘　ほか 

■第2部　「原爆の詩」によせて
　生ましめんかな／おかあさんの木／夢のあとに　ほか 

■第３部　みんなでうたいましょう 
　川の流れのように　ほか 

出　演　リピート山中、高瀬真理、粟田清隆、
高木至通、鈴鹿女声コーラス、石川楊子 

 

たか　ぎ　よし　みち 

たか　せ　　ま　こと 
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の豊かな農業地域にあります。すぐそばには、東名阪自動車道の鈴鹿

インターチェンジがあり、近年では工業団地の計画が具体化し、西部地

域の交通及び産業の中心地と様変わりをしつつあります。児童数は158

人で、１年から６年までの単学級の小規模校です。�
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消防はしご車からの新庁舎�

　防犯を取り扱った特集は、2003年８月

５日号「防犯～侵入盗～」、2004年８月５

日号「学校防犯」に続き、今回で３回目

になりました。犯罪の悪質化や広域化、

少年の非行問題などは、わたしたちの

身近な問題だけに深刻な課題でもあり

ます。�

　「安に居て危うきを思う。思えば即ち備

え有り。備えあれば憂い無し」（春秋左伝）。

防犯だけでなく、防災や交通安全にも通じ

るところがあるように思います。�

　今あるものが失われることのないよう、物

心両面において、日ごろから備えておきた

いものです。（宗）�

鈴鹿市携帯サイト�
「元気モバイル」�

■発行／鈴鹿市　〒513‐8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号　　0593‐82‐1100（代表）　　http：//www.c i ty . suzuka .mie . j p/�
■編集／企画財務部秘書広報課　　0593‐82‐9036　　0593‐84‐2561　　hishokoho＠city .suzuka .mie . jp�
■印刷／身体障害者授産施設 八野ワークセンター 印刷センター　　0593‐75‐4381�
■制作／きれい福祉ネットワーク デザイン課　　0593‐80‐0007（代）�
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冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。�

　特色ある教育活動として、平成14年度から市の研

究指定を受け、「ホ・ホ・ホタルの深伊沢」の主題を

設定し、地域とともに「ホタルの里」復活に取り組ん

できました。その結果、「ホタルの里」の復活とまでは

いかないものの着実に数が増え、鈴鹿市でホタルと

言えば深伊沢という声や、６月の学校と地域の協賛

行事「ホタルを観る会」は、鈴鹿市のみならず遠方

からも多くの人が駆けつけてくれる行事として定着し

てきています。�

　また、昨年度から学校経営品質のモデル校の指定

を受けて、学校教育を児童・保護者・地域の視点か

ら見直そうという取組みも行って

います。その一環として、本年度

から英語教育を取り入れ、地域学

習とともに、外国の文化や人にも

積極的に触れ合っていこうと考え

ています。�

　６月中旬から７月下旬にかけて

平家ボタルが飛び交います。機

会がありましたらぜひ一度、深伊

沢小学校の子どもや地域の人々

が大切に育てている平家ボタルに

会いに来てください。�二宮尊徳像�


