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本
年
5
月
、子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て
、市
内
の
中
学
校
の
う
ち
、3
校（
白

子
・
創
徳
・
鈴
峰
）で
試
行
し
た
「
中
学
校
ラ
ン
チ
サ
ー
ビ
ス
」
。
2
学
期
か
ら
は
、

す
べ
て
の
中
学
校（
10
校
）で
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
�

　
今
回
の
特
集
は
、保
護
者
や
生
徒
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
声
に
耳
を
傾
け
、よ
り

良
い
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
に
向
け
て
現
在
、試
行
中
の
「
中
学
校
ラ
ン
チ
サ
ー
ビ
ス
」

を
取
り
上
げ
ま
す
。
�

pecial
特集：中学校ランチサービス�

安
全
・
安
心
の�

ラ
ン
チ
サ
ー
ビ
ス�

い
よ
い
よ
全
中
学
校
で
ス
タ
ー
ト�
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こうして始まったランチサービス�
鈴鹿市中学校給食検討委員会（平成15年11月～平成16年9月）�

　中学校給食については、これまで市民から実

施の要望などがありましたが、中学校の日課、

多様化した嗜好への対応といった問題、さらに

は家庭からの手作り弁当の教育的効果、財政

負担などの課題を抱えたまま、実施が見送られ

てきました。�

　社会情勢、市民ニーズなどの変化に呼応す

べく教育委員会は、平成15年11月20日に教職員、

学校栄養職員、PTA関係者による委員会を発

足させ、中学校給食について具体的な検討を

開始しました。委員会は7回開かれ、中学校給

食の先進地調査、アンケートによる実態調査な

どを行い、平成16年9月9日に「鈴鹿市における

中学校給食に関する答申」を提出しました。�

中学校での昼食に関するアンケート集計結果（抜粋）�

これからの中学校の昼食について�
（回答／生徒623人）�

どんな昼食がいいか�
（回答／保護者598人）�

どんな昼食がいいか�
（回答／教職員76人）�

○鈴鹿市における中学校給食に関する答申（抜粋）�
〔今後の方向について〕�
　当面は、「中学校ランチサービス」の方式により、中学校２校程度
　で試行を実施し、改善・検討を重ねた上で、中学校全校での本格
　実施へと進める。なお、本方式の充実に向けて、運営委員会など
　を設け、検討を重ねていく必要がある。今後、長期的には、生徒や
　保護者のニーズを把握し、社会情勢を見極めながら、時間をかけ
　て中学校給食の在り方について考えていく必要がある｡�

〔中学校ランチサービスの基本方針〕�
・子育て支援の対応として実施する。・食の安全安心を確保する。�
・家庭からの手作り弁当、業者弁当、業者販売のパンから生徒が自
　由に選択できる。�

〔実施時期〕�
・中学校ランチサービスの試行は２校程度とし、選定基準の作成・管
　理体制の確立・受け入れ施設の整備などを行い、早期に実施する。�
・試行における問題点を検証し、改善することにより、早期に全校へ
　の拡大実施に努める｡�

　ここでは、中学校ランチサービス試行に至るまでの経過について、お知らせします。�

鈴鹿市中学校ランチサービス事業推進委員会（平成17年1月～）�

　教育委員会は、中学校ランチサービス事業の業者選定にあ

たり、公正性、専門性の観点から、平成17年１月６日に教職員、

学校栄養職員、ＰＴＡなど、関係者による委員会を発足させまし

た。委員会は、業者選定基準を設定して、プレゼンテーションや

試食会、調理施設の状況調査を実施し、３日にわたって慎重に

審議をしました。その結果、公募により参加表明のあった業者

から、２業者を選考しました。�

●時期／平成16年3月1日～5日　●対象／鼓ヶ浦・平田野・鈴峰中学校の生徒、保護者、教職員�

ランチサービス事業の業者を選定する試食会で、真剣に採点する�
生徒と保護者の皆さん（2月5日・神戸コミュニティセンター）�

今のままの�
手作り弁当�
300人�

今のままの�
手作り弁当�
108人�

今のままの�
手作り弁当�
37人�

小学校と同じ�
給食�
386人�

小学校と同じ�
給食�
148人�

小学校と同じ�
給食�
18人�

手作り弁当と�
業者弁当を�
選ぶ方法�
175人�

手作り弁当と�
業者弁当を�
選ぶ方法�
104人�

手作り弁当と�
業者弁当を�
選ぶ方法�
21人�
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期待されるランチサービス�

　「ランチサービス」は、画期的な

行政サービスだと思います。1学期

の試行期間で、献立や、注文手続

き、保護者への認知などの課題も

改善できたと聞いています。確か

な衛生管理や良質の食材選定も

含めた情報が、分かりやすく伝達

されることを望みます。行政、学校、

業者の方々は一丸となって、「子

育て支援」という社会のニーズに

応える、親しみのあるサービスに育

てていただきたいと思います。�

　ランチサービスの考え方やメニュー内容などを保護者

に理解していただくため、３校のＰＴＡ家庭教育学級主催

の試食会で説明を行いました。�

■保護者を対象とした試食説明会�

●保護者からの�
　期待の声�

　ランチサービスのことは、家庭

教育学級で詳しく知りました。お

米が鈴鹿市産ということを知って

関心を持ちました。試食会では、と

てもおいしかったです。家庭から

の弁当では、持って来られないメ

ニューが入っていたり、家庭では

作らないメニューが入っていたりして、

いろいろ考えてもらってあると思い

ます。�

●保護者からの�
　期待の声�

　これまでに事前注文で頼んだこ

とがあります。献立を見ていいなぁ

と思うメニューだったことと友だちに

誘われたので注文しました。お弁当

に入らないようなメニューの日（献立：

ぶっかけうどん）を頼みました。味は

おいしかったです。おかずの量はち

ょうどよかったけど、ご飯の量が多か

ったです。もうちょっと少ない量だと

いいなと思います。デザートが入っ

ていると頼みたくなります。当日も注

文できるようになってうれしいです。�

●生徒からの�
　期待の声�

永戸 孝之さん�
（郡山町）�

中村 智恵美さん�
（小社町）�

樋口 真里菜さん�
（野村町）�

　ここでは、約3カ月間、試行を行ってきた3校での取組みやランチサービス

への期待の声をお知らせします。�

ゆっくりと味を確かめるように試食する�
保護者の皆さん（4月27日・創徳中学校）�

ランチサービス試行に至るまでの経過を説明する�
教育委員会事務局学校教育課の担当者（6月11日・鈴峰中学校）�

一品一品を見定めながら試食する保護者の皆さん（6月29日・白子中学校）�

pecial
特集：中学校ランチサービス�



服部 知美�栄養士�

教育委員会事務局学校教育課�

中山 一彦さん�
ランチを作っている事業者�
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ここが違うランチサービス�

青山 友紀�栄養士�

教育委員会事務局学校教育課�

　ここでは、栄養士とランチを作っている事業者の方に、ランチサービスメニューなどについ

て、お話を伺いました。�

　大人の体を作っていく成長期にある中学生の子ど

もたちにとって、食は、とても大切なことですが、中学

生は小学生以上に嗜好がはっきりしており、好きな物

はたくさん食べますが、嫌いな物には手をつけない

傾向があります。また、ダイエット志向もあり、食べる

量が少ない傾向にあるなど、成長期に必要な栄養の

バランスが崩れやすくなっています。�

　ご家庭から毎日お弁当を持ってきている生徒も多

いのですが、ランチサービスは、カロリーや栄養のバ

ランスなどに配慮し、いろいろな食材を使っています。

また、ランチサービスのメニューには、家庭からの手

作り弁当には入れにくいカレーや冷たいサラダ、デザ

ート、和え物などもあります。�

　ランチサービスは、成長期の子どもたち

に合わせたお弁当をめざしているだけ

でなく、いろいろな食材、料理が楽しめ

るので、昼食のレパートリーの一つとして、

ぜひ利用してください。ランチサービスだ

からできること、ランチサービスだからで

きないこと、まだまだ試行錯誤の

部分もありますが、安全安心、そ

しておいしいランチを提供してい

ければと思っています。�

　「食」を扱う仕事ですので、まずは何よりも安全安

心を優先させた食の提供を心掛けています。弊社の

栄養士2人、調理師1人と適宜、会議を行い、生徒の

皆さんに「おいしい」と言われるランチサービスにで

きるよう、検討を積み重ねています。�

　「食」への思いが薄れ、損なわれつつある現代で

すが、ごはんを中心とした日本型食生活をもう一度、

見直していただくとともに、これからの日本を担う若

い人たちに食生活の知恵を伝えていくことも視野に

入れ、真心の込もったランチサービスを提供していき

たいと考えています。より多くの生徒の皆さんに利用

していただきたいと思いますし、機会が

あれば保護者の皆さんにも味わって

いただき、率直なご意見、感想など

もお聞かせていただきたいと思って

います。ぜひ、ランチサービスをご活

用ください。�

　　ランチサービスは、学校給食の衛生基準を基に

して、独自の基準を設けています。例えば、

加熱調理後の食品に十分火が通って

いるかを確認する内部温度確認や、弁

当配送の温度管理など細心の注意を

払っています。弁当を受け渡しする配

膳室にはエアコンを設置し、夏の時期で

も安心して弁当を食べられるよう、

温度管理に万全を期しています｡

食材は、添加物の少ない食品な

ど安全安心なものを厳選して使

用しています。さらに、弁当を

作っている調理場へ直接出

向いて、調理の状況を把握し、衛生指導を行っていま

す。�

　また、メニューは文部科学省の「学校給食における

栄養所要量の基準」に基づいて作成しています。お

かずにたくさんの食材を使い、栄養価的にもボリュー

ム的にも、成長期の生徒に見合った充実したものです。

すべての生徒が毎日食べるわけではないですが、小

学校給食と同じように、栄養価、食材、衛生面、嗜好

などを考慮に入れています。特に、嗜好面については、

小学校給食の人気メニュー、生徒からのリクエストメ

ニューなどを取り入れています。メニューの中には、

生徒が好きではないものもありますが、生徒に知って

ほしい、食べてほしい食材やメニューを取り入れてい

ます。「ランチサービスが楽しみ」と利用する生徒の皆

さんに喜んでもらえるよう、愛情をもって取り組んでい

ます。�

しこう�
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pecial
特集：中学校ランチサービス�

１学期の試行の中で、改善したことはありますか。�

澁谷　実�
学校教育課長�

教育委員会事務局�

朝に予約したパンを受け取る生徒�
（白子中学校）�

ランチサービスの当日の�
メニューをサンプルとして展示�

（白子中学校）�

ランチサービス初日（5月9日・創徳中学校）�

ランチサービスの予算はどのようなことに使われ�
ているのですか。�

　現在、市内10中学校のうち、パン販売は７中学

校で実施されており、利用率は、５％程度と聞いて

います。�

学校では手作り弁当以外に、どのような昼食を食�
べているのでしょうか。�

　ランチサービスの予算は、主に成長期の中学生に、

安全で安心な弁当を提供するために使われます。

まず、各学校に弁当を受け渡すための配膳室を整

備し、どの学校の配膳室にもエアコンを設置しまし

た。これは、１２時前に業者から届く弁当を生徒が

取りに来る時間まで、安全な温度で保管するため

です。また、栄養士を採用して、中学生に必要な

栄養を十分検討して献立を作成したり、厳しい基

準に基づいて業者の衛生指導を行ったりしています。

さらに、専門の衛生検査機関に委託して、弁当業

者の調理場を検査し、衛生管理指導を行っていま

す。このほか、配膳室で生徒に弁当を受け渡しす

る配膳員を採用したり、経済的な事情のある家庭

のために利用した金額の半額補助をしたりするた

めにも予算が使われています。�

もっと知りたいランチサービス�もっと知りたいランチサービス�
　ランチサービスの疑問点について、事業を所管する教育

委員会事務局学校教育課長に伺いました。�

　５月の試行開始時点では、ランチサービスの注

文は、食材の確保等の問題があり、事前注文だけ

でしたが、子育て支援が目的なので、ぜひ当日注

文も受け付けてほしいということで、業者の理解と

協力を得て、当日注文もできるようにしました。�

　５月末に実施したアンケートによると、当日の注

文をした生徒の中で、３５％の生徒が、家庭の都合

で弁当を持ってこられなかったためと回答しています。

このように、普段は家庭からの弁当を食べているけ

れど、急に弁当が用意できなくなった時などに利

用いただければ、子育て支援の一助になると考え

ています。また、事前注文はしなかったけれど、食

べてみたいメニューなので当日に注文したという

生徒もいます。予定が立てられる日の事前注文と

合わせて、当日注文も必要に応じて気軽に利用い

ただければと思います。�

　メニューについても、小学校給食

の人気メニューや市内の中学生が

考えたアイデアメニューを採用して、

生徒が楽しく食べられるようにして

います。今後も、よりおいしく楽しい弁当になるよう

に、複数のメニューを導入するなどさまざまな工夫

を進めていきたいと考えています。�
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期待に応える�
ランチサービス�

佐
野
克
三�

参
事�

教
育
委
員
会
事
務
局�

　2学期から全中学校で試行になるランチサービス。教育委員会事務局参事

に、より良いランチサービスに向けての取組みなどについて、お話を伺いました。�

●子育て支援策�
　ランチサービスは、何らかの事情で弁当を作れ

ない家庭への子育て支援として、安全で安心な弁

当を提供するという趣旨でスタートしました。これ

まで、本市の中学校では一部の学校でパンの販

売はありましたが、教育委員会がかかわって、弁当

を販売するのは初めての経験です。そこで、この１

年をさまざまな方式を試してみる試行期間と位置

付けています。�

　ランチサービスは、５月９日から３校で試行を行い、

２学期からは全10校で試行をします。この試行期

間に、注文方法を事前注文と当日注文の併用に

することや、受け渡し方法を分かりやすく簡素化

すること、メニューについても子どもの嗜好にあっ

たメニューの導入など、さまざまな課題を洗い出し、

検討を進めて改善していきたいと考えています。�

�

●さまざまな工夫と改善�
　ランチサービスは、基本的に利用したい生徒が

気軽に利用できるようなシステムにすることが必

要であると考えています。１学期３校の試行結果を

踏まえ、注文の方法について、食券を使って１週間

単位で申し込んでいたものを、現金で１カ月単位

で注文するように変更しました。このことで、注文

方法がより簡単になりました。事前注文は、１カ月

分の献立をもらった時にまとめて注文をします。も

ちろん休んだ日はキャンセルできます。また、当日、

急に必要になった時は、朝８時30分までに配膳室

に行けば当日注文もできます。�

　また、メニューについても、小学校給食の人気メ

ニューを取り入れたり、ご飯の代わりにパンやめん

類を使うメニューにしたり、生徒からのリクエストメ

ニューを取り入れたりするなど、栄養価を充分考

慮しながらも生徒の好みにも配慮した献立に改善

しています。このほか、複数メニューの導入など利

用しやすく楽しいランチサービスをめざして改善

に努めていきたいと考えています。�

�
●新たな選択肢への期待�
　10校の実施に向けて、教育委員会はもとより、

弁当を調理する業者、そして各学校の先生方や配

膳員の方と力を合わせて、このランチサービスを

子育て支援事業の一環として成立させたいという

思いで取り組んでいます。そのために、生徒や学校、

保護者の皆さんの声を大切にして、できるところか

ら積極的に改善し、より利用しやすいランチサー

ビスにしていきたいと考えています。�

　このランチサービスは、本市が長年小学校給食

で培ってきたノウハウをフルに活かして作られた安

全で安心な弁当です。体調が悪くて弁当が作れ

ない日や仕事が忙しくて朝の余裕がない日、クラ

ブの朝練に間に合わせられない日など、ぜひラン

チサービスをご活用いただきたいと思います。�

　また、子どもたちも、自分の好きなメニューの日に

は手作り弁当以外の弁当を食べてみるのもお昼

の楽しみとなるでしょう。ランチサービスを気軽に

利用いただき、その分、朝の余

裕の時間で親子の会話を楽

しんでいただければ幸いです。

いよいよ全校で９月９日から

始まるランチサービスにご

期待ください。�
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レンズ レンズ 
歌舞伎に学ぶ　ジャパネスク 
古き日本に見い出すデザイン感性 

7/22㈮

他者に見てもらうこと　これも学びの一つです 7/30㈯・31㈰

7/30㈯

8/7㈰

げん　じ　だな 

しずか ご ぜん 

よ わ   なさけうき  なの よこ ぐし  

くま　どり 

　飯野高校と市文化振興事業団がタイアップし

て企画した「美意識ジャパネスク研修」を、飯野

高校応用デザイン科服飾デザインコースの生徒

16人が受講しました。この研修は、同校のファッ

ションデザイン教育の一環として、日本古来の

古典芸能からの文化知識と感性を学び、広い視

野と日本古来の伝統を踏まえた上での新しい感

覚を培うことを目的に開かれ、講義と歌舞伎鑑

賞が行われました。 

　株式会社L.A.Cの天野勲さんを講師に迎え、

歌舞伎の歴史や飛び六方、隈取などを通じて、

ジャパネスク（日本的な伝統様式）に隠れた

日本人の知恵の大切さを学んだ後、実際に市

民会館で義経千本桜から吉野山、「死んだは

ずだよお富さん」で有名な与話情浮名横櫛か

ら木更津海岸見染めの場と源氏店の場を鑑

賞しました。 

　鑑賞後、生徒たちは「静御前の衣装が細かなところにま

で凝っていて、とてもきれいで印象に残った」「もっと古くて

わかりにくいと

思ってたがコメ

ディ的な部分も

あり面白かった」

「日本の伝統的

なものと現代的

なものを同調さ

せたものを服飾

デザインに生か

していきたい」

と話していました。 

　石薬師高校の美術部・書道部と授業選択生

徒による石薬師高校美術・書道展が、文化会

館さつきプラザで開かれました。この展示会は、

日ごろの成果を見ていただくことのみならず、

展示会を開催するまでのプロセスを生徒たちに

学んでもらおうと、初めて開いたものです。会場

には、ソーラン節を布に1人1文字書いた大型作

品、自画像、乾いたきしめんを使用したモザイ

ク画など約100点が展示されました。 

　書道部2年の小河真也さんは「作品を丁寧に

額に入れるのが大変でした」、美術部3年の沢

田沙希さんは「2カ月という短い準備期間で不

安でした」と、展示までの準備作業を振り返り

話していました。 

　また、書道担当の中川先生と美術担当の山

中先生は、「作品を一つ完成させるには10時間

以上もかかるが、最後まであきらめずに完成させ、

やり遂げることの充実感を学んでもらった。それ

ぞれのクラブ活動や授業の活性

化といった点からも、今後も展示

会という学びの機会をもちたい」

と話してました。 

8/19㈮

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka
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7/22㈮

7/30㈯・31㈰

「桜の花の咲く頃に」（特別編） 
26分間の感動ドキュメンタリーに 
それぞれの気づき 7/30㈯

8/7㈰

今年もお台場冒険ランドで鈴鹿旋風だ 
めざせ　ウォーターボーイズ選手権Ｖ２ 

　ホテルグリーンパークで開かれた白子高校PTA教育懇談

会で「桜の花の咲く頃に」（特別編）の鑑賞が行われました。 

　この特別編は、北海道の別海高校を舞台にした生徒と教

師の感動ドキュメンタリー番組「桜の花の咲く頃に」（4月22

日・フジテレビ放映）で放映されなかったもう一つの物語です。

別海高校臨時講師として1年間勤務していた青年と障害を

持つ家族との心の絆を描いた物語で、ディレクターが取材し

た青年とその家族へのプレゼントの意味合いで編集・構成

されたものです。その青年が、白子高校の卒業生であった

ことから、ディレクターが取材協力に対するお礼の手紙とと

もに白子高校に送られてきたものです。 

　鑑賞後の意見交換の中で、教師からは「生きる力を感じた。

子どもにもそうあってほしい。その力を子どもたちからどうやっ

て引き出すか考えたい」、保護者からは「困難を乗り越えて

いく姿を見て、胸がいっぱいになった」「良くも悪くも周りの影

響により自分がつくりあげられるということが印象に残った」など、

それぞれの目線で感じたことが述べられました。また、大島校

長は「どんな教材よりもすばらしい『心の教育』の教材だと確

信しています。でき

れば複数のクラス単

位で生徒たちに鑑

賞してもらいたい」

と話していました。 

「重さも大きさもこの絵本でなくちゃいけないんだ」 
この絵本に父の膝のぬくもりを感じるから 
　市内で活動する団体やグループが企画したイベントを支

援する男女共同参画市民企画支援事業の一つ「Enjoy子

育て鈴鹿2005～キーワードは絵本～」が、ジェフリーすずかで

開かれ、約30人が参加しました。NPO法人21世紀の子育て

を考える会.鈴鹿と男女共同参画課との協働による催しとし

て、「絵本でEnjoy子育て」と題し、日本初の子どもの本専門店・

メルヘンハウスの三輪哲さんによる講演が行われました。 

　講演では、絵本を選ぶときに親は「いい与え手でなく、

いい読者として考えるべき」「絵本は日常と非日常をつな

げるパスポートのようなもの」「目に見えない子どもの心が

本を通して見えてくる」など、子どもの持つ感性を育てる大

人の姿勢の大切さを訴えていました。聴講した参加者は、

先回りになりすぎている親の事例の紹介などに、うなづき

ながら聞き入っていました。 

　9月3日㈯、東京台場で開かれる「全国高校ウォータ

ーボーイズ選手権」に出場する鈴鹿高専ウォーターボ

ーイズは、鈴鹿高専水泳場で公開練習を行いました。 

　昨年、フジテレビの初企画「全国高校ウォーターボーイ

ズ選手権」で初代チャンピオンとなった鈴鹿高専は、今回

はシード校として選出され、2連覇をめざして7月・8月と猛

特訓を行ってきており、これまで練習してきた成果を多くの

方に観覧してもらおうと行われたもので、約300人が訪れ、

イルカのように跳ね上がる演技などに見入っていました。 ※放映日／9月27日（火）19：00-21：24（フジテレビ系列） 

8/19㈮

べ つかい  

c
h e e

r
f u l

!

AKUZUS

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
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Flower  Dance rず・風神 

三重大学よさこいサークル　天狗ぅ 

知 多 獅 子 神 楽  

舞 

楽・烈・雅・麗・愛　それぞれの「ダンス」それぞれの「すずフェス」！ 
エッ！大賞が２チーム！？ 

　第9回目を迎えた「すずかフェスティ

バル」が、弁天山会場をメイン会場に、

これまでで最多となる市内7会場で開か

れ、90チーム・約3,000人の踊り子たち

が、熱いダンスで熱い2日間を駆け抜け

ました。 

　回を重ねるごとに出場チームが増加

するとともに、ダンスのレベルも上が

ってきており、すずフェス始まって以

来の大賞2チームという「うれしいハプ

ニング？」もあり、鈴鹿の夏の祭典が

盛大に幕を閉じました。 

流しそうめん・スイカ割りで 
夏の一日を楽しみました 

　西玉垣町で、子ども約80人、大人約100人が参加して、「朝風子ども会夏祭り」が開かれました。 

　これは、町内にある地蔵大松（県指定天然記念物）や地蔵尊などを祭る地蔵盆祭礼

に引き続き、毎年行われているもので、子どもの健全育成と地域の親睦の輪を広げようと

開かれています。 

　参加した子どもたちは、スイカ割りに挑戦したり、ヨーヨー釣りをしたりして楽しみ、夏

の風物詩「流しそうめん」では、「おいしい」「こっちにも流して！」と大はしゃぎで、用意

したそうめんがみるみるうちに、おなかにおさまっていきました。 

　子ども会会長の堀口さんは「子どもと大人がふれあう良い機会。地域の親睦の輪を広

げて地域の安全安心につながれば」と話していました。 

7/30㈯・31㈰

7/29㈮

8月6日㈯

8/24㈬

受 賞 チ ー ム 一 覧
すずかフェスティバル大賞

鈴 　 鹿 　 市 　 長 　 賞

鈴 鹿 商 工 会 議 所 会 頭 賞

鈴 鹿 市 教 育 長 賞
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夏休み親子リポーター 

c
h e e

r
f u l

!

AKUZUS

親子でハッスル！ 

　このコーナーは、夏休み期間中、市内で開かれた行事を親子で取材していただき、

その内容を紹介するコーナーです。2組の親子リポーターによる取材記事を紹介します。 

頼もしいぞ！頑張れ防火戦士たち 

7/30㈯・31㈰

7/29㈮

8月6日㈯

8/24㈬

　インタビューをするの

が恥ずかしかったです。わ

たしも体操教室に参加し

たいと思ったけど4年生

までだったので残念でした。 

　取材した

ことを文章に

するのが難

しかったです。 

横尾あさひさん横尾みき子さん

　7月27日㈬から全8回の日程で、市立体育館で『親子

体操教室』が開かれました。この催しは、幼稚園年長か

ら小学4年生までの児童とその親を対象とし、「親と子が

お互いの運動能力を知り合うこと」や「親と子のふれあい」

を目的に毎年夏休みに開かれており、今年は、例年より

少なめの6組（16人）の親子が参加しました。 

　内容は毎回日替わりで、体育館職員や三重大学の

学生が指導員となり、簡単でユニークな体操や小道具を

使ったリレーゲーム、ボール遊びなどをしました。親同士・

子ども同士の年齢が近いせいもあって、回を重ねるごとに和

気あいあいとした雰囲気となり、大人も子どもも暑さを忘れ

て体育館の中を走り回っていました。「親子で楽しめる簡単

なゲームを教えてもらえるので、家でも遊べる」「体を動か

すことでストレスの発散になる」と親にも好評で、毎年この

教室を楽しみにしている子どもも多く「また来年も参加したい」

と話していました。 

　防災に対してあまり認識が

なかったので、このような機

会を通じて、もっと啓発がで

きたら、もしものときに対応が

できるのでは、と思いました。 

　カメラで写真を撮

るのが楽しかった。

みんな楽しそうにし

ていたので、わたしも

ロープわたりをやって

みたいと思いました。 

西尾恵子さん西尾　望さん

　8月6日㈯、7日㈰の2日間、河川防災センターと三重県

消防学校で、「防災子どもサミット」が開かれました。今年で

5回目を迎えるこの催しは「東南海地震」に備え、防災意

識を高めるために研修するもので、約80人が参加しました。 

　このうち、ロープわたり、ロープ結び、煙・炎体験、消火

訓練では、いざというときに備えての対応について学びま

した。ロープわたりでは、参加者が名前を告げてからわた

り始め、わたり終わってから「到着」と元気な声をあげて

いました。また、消火訓練では、本物のホースを使って消火活動を体験しま

した。参加者たちは「炎も消防の服も暑かった」「ホースが重く、しっかり持

っていないと後ろに引っ張られる感じがした」など、さながらちびっ子消防士

になった様子でした。 

　小学4年生のときから毎年参加し

ている中学1年生の女の子は、「幸い、

今まで実際に火災などで役立てる

機会はありませんでしたが、今後い

ざというときに、消火器の使い方な

どを覚えていると良いと思います」と、

笑顔で話していました。 
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華賀民族衣裳着付同好会　　86-3827

とき／10月30日㈰13時　ところ／江島カルチャーセンター　
会費／1,000円　講師／宮田正和さん　申込み／10月15日
㈯必着で、募集句雑詠3句を中島孝（〒513-0809西条8-66）へ。
※当日投句2句、市長賞ほかあります。参加は自由

第44回鈴鹿市民俳句大会

とき／10月1日㈯13時30分〜16時　とこ
ろ／ふれあいセンター（南玉垣アピタ隣）　
内容／スポーツによる健康増進、10歳若返る
ストレッチング、健康相談　参加費／無料

浜口　　86-6211

鈴鹿市俳句連盟　中島　　82-5696　長谷　　82-6704

市民公開講座「骨と関節の日」

とき／10月4日㈫から毎週火曜日（3カ月、12回）
10時〜12時　ところ／勤労青少年ホーム　定
員／先着10人　受講費／12回で8,400円　　
※あなたも楽しい着付を始めませんか。　

着物着付〜自分で着てみましょう〜

とき／10月1日㈯19時開演　ところ／龍光寺（神
戸二丁目）　内容／打楽器奏者の長屋和哉が奏
でる余韻ある音像が、幻想の世界へ誘います。入
場料ほか詳しくは、電話でＳＵＺＵＫＡ文化塾へ。

ＮＰＯ　ＳＵＺＵＫＡ文化塾　　82-3708

創立一周年記念コンサート

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）　内
容/書道、実用書道、ペン習字、その他　月
会費/2,000円

書道教室

対象／一般の方　とき／10月4日㈫〜平成18年3月21日㈫
第1・3火曜日13時〜15時　10月12日㈬〜平成18年3月22
日㈬第2・4水曜日10時〜12時　ところ／勤労青少年ホーム
定員／各15人　受講費／1万800円　申込み／中山へ

中山智津子　　87-2700

とき／10月15日㈯10時〜17時、16日㈰
10時〜16時　ところ／文化会館　※入場
自由、傑作力作などをご覧ください。

鈴鹿市医師会　　　82-3061

鈴鹿市医師会趣味の作品展

とき／9月25日㈰　内容／県大会（四日市市）
受付／諏訪公園で8時から　参加費／300円
とき／10月30日㈰　内容／バスハイク飯田
市（申込制）　参加費／4,000円　

日比正徳　　・　87-1489

鈴鹿市民歩こう会

とき／10月15日㈯、16日㈰8時15分集合（集合
場所などは申込者に連絡）　内容／御嶽山登山（旅
館泊）　申込み／9月30日㈮までに、はがきで〒
510-0212中旭が丘2-7-31田中へ　※雨天決行　

田中均　　88-1657

県外登山（御嶽山） アメリカンパッチワーク講座生募集

映画「自転車で行こう」上映「世界を直接見る！聞く！触れる！」スリランカを体験しよう鈴鹿不登校を考える会

ＴＯＥＩＣ英語初級講座

親子空手教室無料体験

救急フェア開催

第16回ＥＭ勉強会

ボランティア募集

玉掛け技能講習

12

 阪本　菜々美さん（国府町）

　今月の元気なひとは、世界キルト

コンテストで奨励賞を受賞した阪本

さんです。

木平桂洞　　86-0587
けい どう

●最年少で受賞
　キルトは布を手やミシンを使って縫って、作品を作るこ

とです。「世界キルトコンテスト」は、こうしたキルトの作

品を募集、審査するもので、毎年開かれています。今年は、

世界21カ国から421作品の応募があり、わたしは、幼児か

ら高校生までを対象とした「未来のキルター部門」で奨励

賞を受賞しました。6歳での受賞は、今回の受賞者の中

では最年少でした。 

 

●半年かかって完成
　キルトを始めたきっかけは、おばあちゃんが作っている

のを見て、自分も作りたいと思ったからで、今回良い作品

ができたので、初めて応募しました。今回の作品のタイト

ルは「とりとわたしのおしろ」です。たくさんの自然の中で、

みんなが仲良く暮らせることを願って作りました。朝早く

起きて、幼稚園に行く前に作りましたが、下絵を書き始め

てから完成まで半年かかりました。審査では、「ファンタ

ジックな鳥、立体感のある木」が評価されました。 

 

●これからもかわいい作品を
　毎日少しずつしか進みませんが、自分の描いた絵が、

かわいい布やボタン、ビーズなどを使ってもっとかわいく

なり、最後には自分だけの作品ができることがキルトの魅

力です。最初は、針を指に刺して血を出すこともありまし

たが、だんだん上手

になるのが分かってう

れしいです。今は、来

年の応募に向けて、

次の作品を作ってい

ます。これからも、か

わいい作品をたくさん

作りたいと思います。 
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第44回鈴鹿市民俳句大会

市民公開講座「骨と関節の日」

着物着付〜自分で着てみましょう〜

創立一周年記念コンサート

書道教室

鈴鹿市医師会趣味の作品展

鈴鹿市民歩こう会

県外登山（御嶽山） アメリカンパッチワーク講座生募集

とき／9月9日㈮9時〜12時　ところ／鈴鹿中央総
合病院　内容／心肺蘇生方法、ＡＥＤの使用方法、
応急手当、救急クイズ、高規格救急車の展示など　
参加費／無料　※皆さんの参加をお待ちしています。

保井　　059-245-1514 すずかのぶどう　　87-0767ＮＧＯセンターみえ　肥田　　・ 　059-231-7543

鈴鹿日本語会ＡＩＵＥＯ　森　　88-5266（18時〜）

鈴鹿ＥＭ交流会　　82-6039鈴鹿建設高等職業訓練校　　82-1521 ㈶全日本空手道連盟和道会津支部長　土屋　　059-222-2077

簿記英語研究会　三　　　67-2621川瀬貞子　　82-1311

とき／10月29日㈯　ところ／文化会館けや
きホール　内容／自閉症の青年のドキュメン
タリー映画　参加費／無料　※すずかのぶど
う、こどもサポート鈴鹿などで整理券を配布中。

映画「自転車で行こう」上映

対象／18歳以下の方（親子で参加可）　とき／9月24日㈯13時30
分から　ところ／ジェフリーすずか研修室1　参加費／無料　申
込み／電話、ファクス、電子メールでＮＧＯセンターみえへ　ホー
ムページ（　 http://www.ngo-mie.org/）もご覧ください。

「世界を直接見る！聞く！触れる！」スリランカを体験しよう

とき／9月13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

対象／高校生、一般　とき／9月11㈰17時
30分から19時、毎週日曜日の夜間に開講　
ところ／文化会館　受講費／月4回6,000円

（高校生5,000円）　定員／20人

ＴＯＥＩＣ英語初級講座

親子空手教室無料体験

救急フェア開催

とき／9月16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（ＥＭ菌含む）　※気軽に参加ください。

対象／3歳から65歳の老若男女　とき／9月8日㈭、
15日㈭、22日㈭1部14時45分〜15時45分　2
部15時50分〜16時50分　ところ／武道館第3
道場　※親子で一緒に楽しい汗をかきませんか。

第16回ＥＭ勉強会

とき／毎週土曜日18時から　ところ／河
曲公民館　※在住外国人に日本語を教えて
います。興味のある方、意欲のある方の参
加をお待ちしています。見学歓迎。

ボランティア募集

対象／制限荷重1ｔ以上の揚荷装置またはつり下
げ荷重1ｔ以上のクレーン、移動式クレーン、デリ
ックの玉掛け業務者　とき／学科11月25日㈮、
26日㈯　実技27日㈰　受講費／1万3,500円

玉掛け技能講習
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次回の募集は
11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／9月12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。

神戸ベルディアウィンズ　監 督  森 　 敏 幸 さ ん 　 　 主 将  岡 安 　 杏 佳 さ ん

●発足5年目
　平成12年3月に、チームの前身である「神戸・玉垣ベル

ディアウィンズ」が発足し、通算で5年目を迎えたバレー

ボールクラブです。チーム名は、「ベル＝鈴」「ディア＝鹿」

「ウィンズ＝勝利者たち」という意味を持っています。7月

に行われたペプシカップ第25回記念全日本バレーボール

小学生大会の県予選で優勝し、東京で開かれた全国大

会に出場しました。残念ながら決勝トーナメント進出はな

りませんでしたが、大会3連覇を狙う若鮎新宮（兵庫県）

との対戦でフルセットのデュースまで競ったことは、大きな

自信となって今後につながっていくと思います。 

 

●チームワーク 
　現在、チームは1年生から6年生までの18人です。練習は、

神戸小学校屋内運動場で、火・木・金曜日は16時30分から

19時まで、土曜日は1日行っています。年10回くらい遠征にも

出掛けます。ミスの少ないエースアタッカーに加え、全員が

得意とする強烈なサーブ、つなぎのレシーブなど攻守そろっ

たチームワークの良いチームです。 

 

●いい親子関係づくり
　バレーボールは、チーム一丸となって戦うスポーツです。

その意味では、選手のチームワークもさることながら、保護

者の支えも大きなウエイトを占めています。親子のコミュニ

ケーション、親同士の親睦を図るため、毎年、親子バレーボ

ール大会も開いています。バレーボールを通じて、子どもた

ちのスポーツマンシッ

プのみならず、家庭内

での会話がはずみ、い

い親子関係が築いて

いけるといった点も重

要なことだと思います。 



情報館 

国勢調査

1

企画課　　　82-7676　　　82-7603 

kikaku@city.suzuka.mie.jp
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今年は国勢調査の年です。国勢調査は、5年に1回、10月1日を基準日と
して、日本に住んでいるすべての人を対象に行われる、最も基本的で、大
切な調査です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

○男女の人口
　（右グラフ）
　人口に関する最

も基本的な項目です。

男性と女性では、年

齢別人口や就業状

態など、多くの面で

違いがみられ、男

女別の統計を把握

する必要があります。 

 

○1週間に仕事を
した時間

　（下グラフ）
　仕事をしている

人の就業の形態を

明らかにするもの

です。雇用政策や

経済構造の分析に

は、男女・年齢・

産業・職業別にみ

た就業形態の資料

が欠かせません。 

どんなことを調査して何がわかるの？
　今回の調査の特色は、高齢化の進行や高齢者世帯

の状況、少子化の状況など、人口・世帯に関する最新

の実態を明らかにするとともに、雇用形態の多様化（い

わゆるフリーターやニートと呼ばれる若者の増加、生産

年齢人口（15～64歳人口）の減少）などから、若者や

高齢者の雇用環境、男女共同参画社会の推進にも関連

する共働き世帯や女性の雇用環境などを明らかにする

統計を充実することとしています。 
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国勢調査にご協力を国勢調査にご協力ください
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○法令に基づく利用とは・・・ 
　都道府県や市区町村議会の議員定数

の決定、市や指定都市・中核市・特例市

の設置要件、地方交付税の配分、都市計

画や過疎地域の要件などに利用されます。 

 

○行政施策への利用とは・・・
　少子高齢社会への取り組みをはじめ、福祉・

雇用・防災などの国や都道府県・市区町村の行

政の基礎資料として、皆さんのまちづくりに生

かされます。 

○学術研究・教育の資料としての利用とは・・・
　国勢調査を基に、人口や世帯の将来推計を行い

ます。また、人口学・地理学・社会学・経済学など

の学術研究を始め、小・中学校などの教育用資料

として、また、民間企業でも幅広く利用されます。 

 

○集計結果は、だれでも利用できます
　調査の結果は報告書などにまとめられ、県立図書館や都道府県・

市区町村の統計担当部署で閲覧することができます。 

　また、総務省統計局の統計図書館では、統計数値に関す

る問い合わせや相談を行っています。 

○９月23日から調査票を配布します
　国勢調査員が各世帯を訪問し、調査票を配布します。 

○10月１日現在で調査票を記入してください
　本年10月1日現在の各世帯の実態について把握するものです。

「世帯員一人ひとり」と「世帯全体」についての17項目につ

いて、記入してください。 

 

○10月10日までに調査票を回収します
　10月1日～10日までの間に、国勢調査員が各世帯を訪問し、

調査票を回収し、市へ提出します。 

 

○集計完了次第、順次公表します
　結果は、速報集計、基本集計、抽出詳細集計などの区分に

より、集計の終わったものから順次公表します。最初の調査

結果である人口・世帯数の速報は、調査2カ月後の12月に公

表します。 

※国勢調査員 

　国勢調査員は、国勢調査のために市区町村

長の推薦に基づき、総務大臣から任命された

国家公務員です。鈴鹿市では約1,200人の方が

任命されています。調査員には、調査員証が

交付され、国勢調査業務にあたるときには、

調査員証を携帯し、提示を求められたときには、

必ず提示するよう義務付けられています。 

 

国勢調査はどのように行われるの？
　国勢調査は、10月1日に全国一斉に行われます。調査票の配布と回収は、国勢調査員が9月下旬から10月

上旬にかけて行います。 

秘密は守られるの？

どんなところに利用されるの？

　国勢調査の結果は、法令に基づく利用のほか、行政上の基礎資料・施策への利用や学術研究・教育用の資料として利用されます。 

総務省統計図書館〒162-8668東京都新宿区若松町19-1　図書閲覧室　　03-5273-1132　　統計相談室　　03-5273-1133 

※国勢調査についてわかりやすく紹介したホームページ「CENSUS PARK」もご覧ください。　 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kouhou/

封をして調査票を提出できます!!
　国勢調査員は、正確な統計を作成するため、

記入漏れや記入誤りがないかについて、調査

票を確認できますが、今回の調査では、世帯

のプライバシーに配慮する観点から、世帯が

希望する場合には、「調査書類整理用封筒」

を用いて、封をして調査票を提出することが

できます。この場合、国勢調査員は開封せず

に市へ調査票を提出します。 

　調査を受ける人には、申告が義

務付けられていますが、一方で、

調査する人などが調査結果を他に

漏らしたり、調査票を統計作成の

目的以外に使用することは、固く

禁じられています。提出された調

査票は、外部の人の目に触れない

ように厳重に保管され、集計が完

了した後、溶解処理されます。 

 

見　本

国勢調査にご協力を
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一無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください

情報館 

風水害への備え

2

防災安全課　　82-9968　　82-7603 

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

9月1日は「防災の日」、8月30日〜9月5日は「防災週間」です。本格的な
台風シーズンを迎えるにあたり、風水害について考え、備えを万全にしま
しょう。

台風シーズン到来です　風水害に備えましょう台風シーズン到来です　風水害に備えましょう

　昨年は、9月の台風21号に伴う豪雨により、本市でも床上浸水が33棟、床下浸水が368棟などの被害が発生

しました。台風については進路情報などに十分注意し、日ごろから備えておくことが大切です。 

テレビ 
ＣＮＳの10チャンネル

写真2

携帯電話 
鈴鹿市メールモニター災害メール

インターネット 
市ホームページ災害速報

※詳しい雨量情報は、気象・雨量情報（　http://www.bosai.city.suzuka.mie.jp/）をご覧ください。 

●気象情報の収集
　台風や大雨は、襲来時期や規模をある

程度予測できます。日ごろから気象情報

を確認し、注意が必要なときには、テレビ、

ラジオ、インターネットなどで最新の情報

を収集しましょう。 

●家族での話し合い
　普段から家族で避難場所や避難路、

離ればなれになった場合の連絡方法な

どを確認しておきましょう。 

●非常持ち出し品の準備
　非常持ち出し品の準備は防災対策の基

本です。家族構成に合わせて必要なものを

準備して、すぐに取り出せるところに保管

しておきましょう。

●家屋の点検
　日ごろから屋根瓦にずれや外壁にひ

び割れはないか、アンテナはしっかり固

定されているか、雨戸や雨どいに不具合

はないかなどの家屋の点検をしておきま

しょう。もし、自分で改善できないものが

ある場合は、専門業者に相談しましょう。 

●外出は控えめに
　台風が近づくと、高波や水位の上昇に

より、海や川での事故の危険性が高くな

ります。台風が近づいてきたら、できるだ

け野外でのレジャーは控えましょう。 

◎風水害の対策の心得 ◎鈴鹿市からの災害情報

◎迅速な避難と助け合い ◎防災マップの活用

　災害から身を守るためには、自分たちのまちで何が起こっているかを

知ることが重要です。市では避難所開設情報、災害情報、学校の登下

校情報、雨量情報などを提供していますので、ぜひご活用ください。 

　平成15年6月に全戸配付した防

災マップには、地域の避難所や風

水害への備え、避難の方法などが

記載されていますので、ぜひご活

用ください。無くされた方は、最寄

りの市民センターや防災安全課で

配付します。また、市ホームページ

（　http://www.city.suzuka.mie.jp/ 

 city/chiri/index.html）でも公開し

ていますので、ご覧ください。 

　市から「避難勧告」や「避難指示」が発表

された場合は、できるだけ早く避難所や安全

な場所に避難してください。収容避難所とな

っている小学校には、食糧などの備蓄や、防

災井戸などが整備されています。発表前に自主

的に避難される場合は、市の災害対策本部

(　 82-9968)へご連絡ください。その場合、水

や食べ物を持参するようにしてください。 

　また、お年寄りや体の不自由な方などに対して

は、地域で協力して避難の手助けをしてください。 
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無料耐震診断・点検の訪問商法

情報館 3

突然、業者が訪問して、無料で家の耐震診断や点検を強く勧めてくる
訪問商法や点検商法が最近増えていますのでご注意ください。耐震診
断は、安全・安心・確実で、補強工事などの補助も利用できる市の無料耐
震診断制度をご利用ください。

防災安全課　　82-9968　　82-7603 

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

一無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください台風シーズン到来です　風水害に備えましょう

◎無料耐震診断・点検の訪問商法

　訪問商法による耐震診断や点検は、その後、工事を行

うことによって利益を上げるための営業目的で無料で行っ

ている場合が多く、いったん業者を家に入れてしまうと「こ

のままでは地震で壊れる」などと不安をあおり、急いで工

事をするよう契約をせまる場合があります。悪質なケース

では「市役所から委託されて」「市役所から来た」などと

偽る場合もあり、また、その工事内容も不必要で耐震性に

効果の少ない場合があります。 

　市の無料耐震診断では、申込みをしていないお宅へ個別

に診断の勧誘を行うことは一切ありませんのでご注意ください。 

 
訪問商法などの被害にあわないための3つのポイント
〇知らない人は家に入れない。 

〇すぐに契約しない。 

〇市役所、家族、知人など第三者に相談。 

※お問い合わせ、苦情などは防災安全課までご連絡ください。 

●耐震補強計画に対する補助
　「倒壊の恐れがある」と診断された場合には、どのような補強

をすれば、どれくらい耐震性が上がり、どれくらい工事費がかか

るのかを設計する「耐震補強計画」を行いましょう。 

対　象　「倒壊の恐れがある」と診断された住宅 
補助額　耐震補強計画の作成にかかった費用の2分の1で、上限5万円 
●耐震補強工事に対する補助
　耐震補強工事を行い、自分や大切な人の命・財産を守りましょう。 

対　象　耐震補強計画に基づいて耐震補強工事を行った住宅 
補助額　耐震補強工事にかかった費用の3分の2で、上限30万円
（条件によっては60万円まで補助できる場合もあります） 

●住宅の取り壊しに対する補助
　耐震診断の結果「倒壊の恐れがある」と診断

された住宅を、建替えなどにより取り壊す場合

も補助しています。 

対　象　耐震診断の結果「倒壊の恐れがある」と診
断された住宅 

補助額　取り壊しにかかった費用の3分の2で、
上限30万円 

◎市の無料耐震診断

◎耐震補強工事などへの補助制度

　阪神・淡路大震災や新潟

県中越地震では、昭和56年5

月31日以前に工事着工され

た旧耐震基準の木造住宅が

数多く倒壊しました。 

　これらの教訓から、市では

地震災害対策のために無料耐震診断を行っています。市

の無料耐震診断では、市民の方が直接市に申込んでい

ただいてから、診断者を派遣していますので、市へ申込

みをしていないお宅へ個別に診断の勧誘を行うことは一

切ありません。また、申込者へ文書を送付して、担当の診

断者（主に建築設計士で耐震の専門家）の派遣をお知ら

せしています。診断者が営業で補強工事を勧めることも

ありませんので安心してご利用ください。 

対　象　昭和56年5月31日以前に工事着工された木造住宅
（プレハブ、ツー・バイ・フォー住宅は除きます） 

申込み　電話、ファクス、電子メールで防災安全課へ 

※補助については、事前に申込みが必要です。 

※詳しくは、防災安全課までお問い合わせください。 

　大雨や洪水、地震などの災害時に、緊急に一時的に避難しなければならない場合

の施設として、緊急避難所があります。市では、緊急避難所に指定された自治会の

集会所のうち、昭和56年5月31日以前に建てられた耐震基準が低い集会所の耐震診

断や耐震補強工事の補助を行いながら、緊急避難所の耐震化を進めています。今年

度は、西玉垣町自治会の西玉垣集会所の耐震補強工事を行い、鉄骨ブレースによる

補強と、集会所入り口前にスロープを設置し、耐震化とバリアフリーに配慮した集

会所になりました。 
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○お知らせ

 
ペットのマナーを守りましょう 
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○イヌは、一生に一度の登録と毎

年の狂犬病予防注射が法律によ

り義務付けられています。室内、

屋外の飼育にかかわらず必ず登

録・注射を受けましょう。 

○放し飼いは危険ですので必ず

くさりなどでつなぎましょう 

○飼主には公共の場所や他人の所

有物を汚染しないように管理する

義務があります。散歩中のフンは

飼主が責任をもって後始末しましょう。 

○ムダぼえで近所の迷惑になら

ないようにしましょう。 

○ネコは飼主の知らないところで、近

所に迷惑をかけていることがありま

す。ネコ自身を病気や交通事故

から守るためにも屋内飼育に努め

ましょう。 

○飼主のわからないネコに安易にエ

サを与えないようにしましょう。そ

の地域にネコが住みつきフン尿・

鳴き声などで近所の迷惑になります。 

○繁殖を望まない場合は不妊・

去勢手術を受けましょう。 

○飼イヌが人をかむなどの危害を加

えたときは届出が義務付けられて

います。また、やむをえず動物が

飼い続けられなくなったときも三重

県鈴鹿保健福祉部(　 82-8674)へ

お問い合わせください。 

 
EM活性液を配布しています
環境政策課　 82-9014　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　EM活性液を無料で配布しています。

EM活性液は、有用な微生物を集め

たもので、各家庭のトイレや台所、風

呂などの臭いや汚れを防止しながら

河川などの水質浄化に役立ちます。 

と　き　毎週火曜日　13時～15時 
ところ　シルバー人材センター
(神戸8丁目9-22) 

配布量　1世帯につき1カ月に1回

2リットルまで 

持ち物　空きペットボトル 
※事前にシルバー人材センター

(　 82-6092)へ予約が必要です。 

 
児童扶養手当を受けていますか
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　児童扶養手当は、父母の離婚など

の理由で父親のいない児童(父親が

重度の障害のある場合を含む)の母や

母に代わってその児童を養育している

方に対して手当を支給する制度です(公

的年金の受給者を除く)。ただし、事

由によっては対象にならない場合もあ

りますので、手続きの際には、事前に

子育て支援課へお問い合わせください。 

期　間　養育している児童が18歳に
なる日以降の最初の3月31日まで 

手当額　対象児童1人の場合月額
9,880円～4万1,880円 

※請求者・扶養義務者の所得に応じ

て、手当の一部または全部が支給

停止になる場合があります。 

※児童が2人の場合は月額に5,000円

の加算、3人以降はさらに3,000円

ずつ加算されます。 

 
労働保険の加入手続きは

お済みですか
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　原則として労働者を雇用する全て

の事業主(農林水産の事業の一部を

除く)は、労働保険(労災保険・雇用

保険)の加入手続きを行い、労働保

険料を納付しなければなりません。 

　労働保険制度は、労働者が業務上

や通勤途上で被災した場合に必要な

保険給付を行ったり、失業した場合に

労働者の生活や雇用の安定を図るた

めの必要な給付を行ったりするなど、

雇用に関する安全網(セーフティーネ

ット)の中核を担う重要な制度です。 

　労働保険の加入をしていない事

業主の方は、速やかに加入手続き

をお願いします。手続きをしないと、

三重労働局から労働保険適用促

進業務の委託を受けた｢労働保険

加入勧奨推進員｣が事業主の方を

訪問する場合があります。 

　詳しくは、三重労働局総務部労

働保険徴収室(　 059-226-2100)、

または最寄りの労働基準監督署、

公共職業安定所へお問い合わせく

ださい。 

 
｢障害者の集い(就職面接会)｣
の参加企業を募集します

産業政策課　 82-8698　 82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　ハローワークでは、障害者の就

業支援のための｢障害者の集い(就

職面接会)｣の参加企業を募集します。 

と　き　9月27日㈫　13時15分～
15時45分 

ところ　ジェフリーすずか(神戸
2丁目15-18　 81-3113) 

申込み　電話、ファクスでハローワ
ーク鈴鹿専門援助部門障害者

担当(　 82-8609、　83-5594)へ 

 
｢障害者110番｣をご利用ください
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　㈶三重県知的障害者育成会(　 059- 

227-0810)では、全障害者の人権を守

るため、障害者の権利擁護にかかわ

る相談に専門的な助言を行う｢障害

者110番｣を開設しています。内容に

よっては専門家を交えて専門相談を

行います。障害者本人や保護者に

限らず関係者も利用できます。 

■常設相談
○面接相談　月～金曜日　9時～
17時(要予約　 059-227-0810) 

○電話相談(年中無休)　9時～20時
　059-227-0810 

○ファクス相談　月～金曜日 
　9時～17時(祝祭日、年末年始

を除く)　　059-225-3935 

○メール相談(年中無休)　9時～20時
　syogaisya110ban@docomo.ne.jp 

　(事情によりパソコンからは送

信できません) 

■巡回相談(鈴鹿市・四日市・津市開催分)
○10月４日㈫　14時～16時 

　県四日市庁舎　保健所棟1階相談室 

○10月12日㈬　10時～12時 

　県鈴鹿庁舎4階　第41・47会議室 

人権啓発･人権教育研修会に
参加しませんか

特別障害給付金が支給されます
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救急出動が急増しています
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ペットのマナーを守りましょう

EM活性液を配布しています

児童扶養手当を受けていますか

労働保険の加入手続きは
お済みですか

｢障害者の集い(就職面接会)｣
の参加企業を募集します

｢障害者110番｣をご利用ください

○10月12日㈬　14時～16時 

　県津庁舎6階　66会議室 

 
人権啓発･人権教育研修会に

参加しませんか
人権政策課　 82-9011　 82-8188

jinkenseisaku @city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住・在勤の方で、後
日レポートを提出していただける方 

とき・内容
○部落解放研究全国集会(和歌山市) 

　9月30日㈮～10月2日㈰

○全国人権・同和教育研究大会(宮

崎市)　11月26日㈯～28日㈪ 

○人権啓発研究集会(徳島市)　

平成18年1月24日㈫、25日㈬ 

定　員　若干名 
申込み　各研修会などの開催日2
週間前までに、所定の用紙に必要

事項を記入の上、人権政策課へ 

※研修会などの参加経費を市の規定

に基づき助成します。 

 
特別障害給付金が支給されます
保険年金課　 82-9401　 82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金の任意加入期間に加入

しなかったことにより、障害基礎年金

などを受給していない障害者を対象に、

｢特別障害給付金｣を支給します。 

対　象 
○平成3年3月以前の国民年金任

意加入対象であった学生 

○昭和61年3月以前の国民年金任意

加入対象であった被用者(厚生年金・

共済組合などの加入者)の配偶者で、

国民年金に任意加入していなかっ

た期間内に初診日があり、現在、

障害基礎年金1級・2級相当の障害

に該当する方(65歳に達する日の

前日までにおいて障害等級に該当

する程度の障害の状態にある方) 

支給額 
　1級：月額5万円、2級：月額4万円 

申込み　保険年金課へ 
※原則として、65歳に達する日の前日

までに請求してください。経過措置と

して、65歳を超えている方は平成22

年3月31日までに申請できます。 

※障害認定などの審査、支給事務は、

社会保険事務局で行います。 

 

嘱託職員を募集します
市民課　 82-9132　 82-7608

simin@city.suzuka.mie.jp

職　種　事務(12月採用) 

受験資格　 
○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○昭和23年4月2日以降生まれの方 

業務内容　申請・届出用紙の記
載指導・誘導など 

定　員　2人 
申込み　9月5日㈪から27日㈫(土・
日曜日、祝日を除く、8時30分～17時)

まで(必着)に、試験申込書と面接

カードに必要事項を記入し、試験

申込書には3カ月以内に撮影した

上半身の写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)

をはって、直接または郵送で、〒513-

8701　市民課へ 

※試験案内、申込書の請求は、直接ま

たは郵送(郵送の場合は、封筒の表

に朱書きで｢試験申込書希望｣と記

入し、返信用封筒(あて先を記入し、

80円切手をはった12㎝×23㎝程度

のもの)を同封)で、市民課へ 

■採用試験
と　き　10月23日㈰ 
ところ　鈴鹿市総合保健センター 
※受験票、試験時間などの詳細を送付しま

すので、試験日当日に持って来てください。 

※10月13日(木)までに受験票が届かな

い場合は、お問い合わせください。 
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救急出動が急増しています 消防課　 82-9155　 83-1447　 shobo@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市消防本部管内の救急出動件数は、平成4年以

降13年連続で増加しています。平成16年中の救急出

動件数は5,865件と平成4年の約2倍に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　消防に関する世論調査(平成16年東京消防庁)によ

ると、救急車を呼んだ理由として、 

○自力で歩ける状態でなかった(49.8％)
○生命の危険があると思った(38.1％)
などが挙げられますが、中には、 

○夜間・休日で診療時間外だった(15.9％)
○どこの病院に行けばよいかわからなかった(7.3％)

○救急車で病院に行ったほうが優先的に診てくれると
思った(3.5％)

○交通手段がなかった(2.2％)
という回答もありました。 

　救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送し

なければならない傷病者のためのものです。緊急で

はないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必

要とする事故が発生した場合、遠くの救急車が出動

することになり、到着が遅れることで、救える命が

救えなくなるおそれがあります。 

　緊急性がなく自分で病院に行ける場合は、救急車

以外の公共交通機関などを利用してください。 

　傷病者の様子や事故の状況などから、急いで病院

へ連れて行ったほうがよいと思ったときには、迷わ

ず119番へ通報してください。 

　救急車を本当に必要とする人のために、みなさん

のご理解とご協力をお願いします。 

 診察可能な病院がわからない場合は・・・
救急医療情報センター(　82-1199)へ
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鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  

 

 

○お知らせ 

 
平成18年成人式の

日程が決まりました
生涯学習課　 82-7619　 82-9071

shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp 

対　象　昭和60年4月2日～昭和
61年4月1日生まれの市内在住、

または本籍のある方 

と　き　平成18年1月8日㈰　10

時から(開場9時)  

ところ　市民会館 
※対象者への案内はいたしません。詳しくは、

広報すずかで随時お知らせします。 

■思い出に残る式に・・・
　6月下旬から新成人を主体とした

12人のメンバーで自分達の成人式

を充実したものにするため、取り組

んでいます。 

　一生の思い出に

残る式ができるよ

う頑張ります。皆

さんのご出席をお

待ちしています。 

 
秋の全国交通安全運動

を行います
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　9月21日㈬から30日㈮までの10

日間、｢秋の全国交通安全運動｣

が実施されます。 

【運動の基本】
○高齢者の交通事故防止
【運動の重点】 
○夕暮れ時の歩行中と自転車乗

車中の交通事故防止
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　今年に入って7月末までに、市

内では、9件の交通死亡事故が発

生し、9人もの尊い人命が失われ

ました。また、死亡事故の特徴は、

交差点における出合頭事故が約

半数を占めています。市では、

秋の全国交通安全運動合同出発

式をはじめ、関係機関団体とさ

まざまな運動を実施していきます。

市民の皆さまの積極的なご参加

をお願いします。 

 
民事介入暴力巡回法律相談

を行います
防災安全課　  82-9022　  82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿警察署では、(財)暴力追放

三重県民センターと三重弁護士会

民事介入暴力対策委員会の協力

を得て、暴力団との民事トラブルや

暴力団の不法行為について市民

から相談を受ける｢民事介入暴力

巡回法律相談｣を開催します。 

対　象　一般市民の方 
と　き　10月14日㈮　13時～16時 

ところ　四日市総合会館(四日市
市諏訪町2-2) 

※県警本部や鈴鹿警察署、(財)暴力

追放三重県民センターでは、常時、

専門の担当者が相談を受け付けて

います。 

 
平成17年度

家族介護慰労金の交付申請
を受け付けています

長寿社会課　 82-7935　 82-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住で、平成17年
度市民税が世帯非課税(生活保

護世帯を除く)の方のうち、平

成16年度において次のすべて

の条件に該当する要介護者と

住民票上同一世帯に属し、介

護していた方 

○平成16年4月1日時点で、満40

歳以上 

○平成16年4月1日時点で、介護

保険法の規定により要介護4ま

たは要介護5と認定されていて、

以降3月31日までの間、要介護

4または5と認定されている 

○平成16年度中、市内に住所があ

り、市内の居宅で生活している 

○平成16年度中、介護保険のサ

ービスを利用していない(7日

までのショートステイを除く) 

交付金額　10万円 
申込み　9月30日㈮までに、長寿
社会課へ 

訪問理美容サービスを
行っています

長寿社会課　 82-7935　 82-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　居宅で介護を受けている重度の

要介護者・身体障害者の家庭を訪

問し、カット・調髪を行う訪問理美

容サービスの出張経費を援助します。 

対　象　市内在住の居宅で介護
を受けている40歳以上の方で、

要介護3～5と認定されている方、

または身体障害1・2級で身体障

害者手帳に記載されている障害

名が下肢・体幹機能障害の方 

援助額　出張経費(上限2,000円) 
申込み　電話、ファクス、電子
メールで、長寿社会課へ 

 
衆議院議員選挙のため

市立体育館の予定を変更します
市立体育館　 87-6006　 87-6008

　9月11日㈰に行われる第44回衆

議院議員選挙の開票準備・開票

事務のため、10日㈯、11日㈰の

市立体育館行事と一般公開の一

部を変更（中止）します。 

■中止になる行事・一般公開
○10日㈯　市民ハンドボール大会、

一般公開ハンドボール 

○11日㈰　市民ハンドボール大会、

一般公開バドミントン、トレ

ーニング室利用 

 
平成18年春採用防衛大学校学生

などを募集します
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

○防衛大学校学生
応募資格　高校卒業以上(見込み
含む)21歳未満の方 

試験日　11月12日㈯、13日㈰ 
○防衛医科大学校学生
応募資格　高校卒業以上(見込み
含む)21歳未満の方 

試験日　11月5日㈯、6日㈰ 
○看護学生(男子・女子)
応募資格　高校卒業以上(見込み
含む)24歳未満の方 

試験日　10月16日㈰ 
※応募資格は平成18年4月1日現在

第4回鈴鹿市消防団
操法技術大会

2005
いきいき鈴鹿みなウオーク

小・中学校
児童生徒科学作品展

プラネタリウム秋番組

消費生活講座
｢悪質商法の被害に
あわないために｣

成人式実行委員会委員長
前田亜由美さん

2005・9・520
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無料耐震診断・点検の訪問商法にご注意ください

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
　　　行方不明者を捜す出張相談所を開設します
　警察業務で扱った死者のうち、身元が判明していない方は、平成17年5

月末現在、全国で約1万8,000人、県内でも約180人います。 

　県警では、一人でも多くの方を家族の元に帰すため、行方不明者

を捜す出張相談所を開設し、警察業務で取り扱った身元不明死者に

ついての資料を確認していただくなどの相談に応じます。 

と　き　9月15日㈭　10時～16時 
ところ　鈴鹿警察署 
※別の日程で、桑名、四日市南、松阪、名張の各警察署でも開催します。詳しくは鈴鹿警察署へ 

■常設の相談所もご利用ください
ところ　県警本部刑事部鑑識課(津市栄町一丁目100　 059-222-0110 (代)内線4641)

平成18年成人式の
日程が決まりました

秋の全国交通安全運動
を行います

民事介入暴力巡回法律相談
を行います

平成17年度
家族介護慰労金の交付申請

を受け付けています

訪問理美容サービスを
行っています

衆議院議員選挙のため
市立体育館の予定を変更します

平成18年春採用防衛大学校学生
などを募集します

の年齢です。 

申込み　9月9日㈮～30日㈮ 
※詳しくは、自衛隊四日市募集事務所

(　 51-1723・51-1779)へ 

※2等陸・海・空士(男子：18歳以上27歳

未満)の募集は年間を通じ行っています。

試験日は受付時にお知らせします。 

 

 

○催し物

 
第4回鈴鹿市消防団

操法技術大会
消防総務課　 82-9162　 83-1447

shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　災害時には、地域の中核とし

て活躍する地元消防団員による

ポンプ操法大会を行ないます。

皆さまのご声援をお願いします。 

と　き　9月25日㈰　8時30分～

13時 

ところ　三重県消防学校 
※警報発令時は中止します。 

 

 

 

 

 

 

 
2005

いきいき鈴鹿みなウオーク
スポーツ課　 82-9029　 82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp 

と　き　10月2日㈰　8時30分から 
ところ　鈴鹿川河川緑地公園 
内　容 
○鈴鹿花と歴史コース(13km：9

時30分出発) 

※このコースは、｢歩きたくなるみ

ち500選｣に選ばれたコースです。 

○石薬師庄野宿コース(7km：9時

35分出発) 

○庄野宿コース(3km：9時40分出発) 

参加料　高校生以上500円、小・
中学生300円 

持ち物　弁当、水筒、雨具、帽子、
タオル、健康保険証など 

※歩きやすい服装でご参加ください。 

申込み　9月20日㈫までに、申込

書に必要事項を記入の上、参

加料を添えて、郵便局へ振り

込むか、各公民館またはスポ

ーツ課窓口へ 

※参加取消しや不参加による返金は

できません。 

※小学生以下で個人参加の方は、保

護者同伴で参加してください。 

※開会式後にスポーツドクターによ

るウオ－キング講習会を行います。 

※当日参加者の受付は行いますが、参

加記念品などがない場合があります。 

 

小・中学校
児童生徒科学作品展

指導課　 82-9028　 83-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月10日㈯、11日㈰　10時
～17時、12日㈪　10時～14時 

ところ　ベルシティ2階イオンホール
内　容　観察・実験などの研究
記録、植物や動物などの採集

標本、創意工夫した実験器具

や装置などの科学作品の展示 

入場料　無料 
 

プラネタリウム秋番組
文化会館　 82-8111　 82-8580

と　き　いずれも、10月4日㈫～
12月15日㈭　10時30分から、

13時30分から、15時から 

内　容 
■一般・秋番組
○Time　古代から受け継がれた知恵 

○おひつじ座のギリシャ神話 

○秋の星座(ぺガスス座、カシオ

ペア座ほか) 

※番組に登場する百合香のような、ドラ

マチックな事件に巻き込まれると、あな

たもきっと本来の自分に気づくでしょう。 

※事前にお問い合わせの上、お越し

ください。 

■学習番組　　 
○太陽・月・星の動き 

※学習番組は、団体申込に限ります。 

定　員　いずれも、各回180人 
入場料　無料 
※番組入替のため、9月27日(火)から

10月2日(日)まで投映を休みます。 

 

 

○講座・教室

 
消費生活講座

｢悪質商法の被害に
あわないために｣

産業政策課　 82-8698　 82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　消費生活相談の事例や悪質商

法の手口などをテーマとした講

座を開催します。 

と　き　9月29日㈭　13時30分～
15時30分 

ところ　労働福祉会館中会議室 
定　員　60人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　電話、ファクスで、三
重県高齢者総合相談センター

(　 059-228-5000　 059-213-

1222)へ 
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○講座・教室

 
ファミリー･サポート･センター

事業の提供会員養成講座
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　ファミリー・サポート・セン

ターは、子育てを助けてほしい

人(依頼会員)の要望に応じて、

子育てのお手伝いができる人(提

供会員)を紹介し、相互の信頼と

了解の上、一時的にお子さんを

預かる会員組織(有償ボランティ

ア)です。今回、臨時的にお子さ

んを預かったり、保育所、幼稚

園などの送り迎えをしたりする

提供会員の養成講座を行います。

この講座を受講して活動してみ

ませんか。 

　なお、鈴鹿市ファミリー・サ

ポート・センターの運営業務は、

特定非営利活動法人こどもサポ

ート鈴鹿へ委託しています。 

対　象　市内在住の方で、全カ
リキュラム受講可能な方(資格・

年齢は問いません) 

とき・内容 
○9月29日㈭　子どもによくある

病気(10時～12時)、子どもの

発達(13時～15時) 

○10月7日㈮　救急法(9時30分～

12時30分)、子どもの遊び(13

時15分～15時) 

ところ　ジェフリーすずかホール 
講　師　医師、保育士、保健師
など 

定　員　50人(定員になり次第締
め切り) 

申込み　月曜日から金曜日まで
の8時30分から19時30分までに、

電話またはファクスで、鈴鹿市

ファミリー・サポート・センター

(特定非営利活動法人こどもサポ

ート鈴鹿内　・　 81-1171)へ 

※託児あり(9月22日(木)までに同セ

ンターへ申込みが必要です(先着

10人)) 

※次回は、平成18年1月28日(土)、

29日(日)に予定しています。 

 
生き方講座

｢人として心豊かに｣
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、人としての心豊かな

生き方について、宗教家・文学

者の視点からの講演を行います。 

■第1回　こころ美人になるには
と　き　9月25日㈰　14時～16時 
講　師　衣斐弘行さん、河原徳
子さん 

■第2回　夏目漱石の女性観〜
坊つちゃん、三四郎、それか
らを読む〜

と　き　12月4日㈰　14時～16時 
講　師　河原徳子さん 
ところ　いずれも、ジェフリー
すずかホール 

主　催　サークル太陽 
参加費　300円（２回分） 
申込み　電話で、長谷(  83-5352)へ 
※当日参加可能ですが、資料準備の

ため事前申込みにご協力ください。 

※託児あり(1歳6カ月から未就学児(定

員10人、無料)、開催日1週間前ま

でに要申込) 

 
女性マイカー点検教室

防災安全課　 82-90220　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

対　象　女性ドライバーの方 
と　き　10月15日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(稲生町5905-9) 

内　容 
○学科講習(60分)　自動車のし

くみと作動 

○実技講習(90分)　運行前点検、

トラブルの対処方法(タイヤ交

換・チェーンの装着・バッテ

リーあがりの処置など) 

定　員　40人 

文化ことば講座(スイス編)

語学講座

対　象　平成17年4月1日現在で35歳未満の勤労青少年 
申込み　各講座の受付日までに、ホーム利用登録の手続きを
済ませ(当日登録可。利用者会費300円と傷害保険250円

(任意)が必要。有効期限は平成18年3月31日。登録後は講座

申込みの抽選もれの場合も含め返金不可)、受付日当日の18

時30分から19時30分までに、教材費を添えて、直接同ホームへ 

※申込者多数の場合は、受付日当日に抽選します。 

※開講後にテキスト代や生地代などの実費をご負担いた

だく講座があります。 

※開講後に退講される場合は、教材費はお返ししません。 

※10月11日(火)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成17年度後期教養講座　　勤労青少年ホーム  　87-6125　 88-1223　 sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp
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講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

（火）料理Ａ 

手芸・編物 

（火）陶　芸 

中級英会話 

篆刻と書アート 

華道（池坊） 

レクリエーション 

（水）陶　芸 

（水）料理Ａ 

曜日 

 

月 
 

 

 

 

火 

 

 

 

水 

 

時　　　間 

18時30分～20時30分 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

定員 

15 

10 

15 

10 

30 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

30

教材費（円） 

1万5,000 

3,000 

5,000 

1,000 

1万2,000 

1,000 

3,000 

5,500 

1,000 

1万5,000 

2,500 

3,000 

1万2,000

受付開始日 

 

9月12日 
 

 

 

 

9月13日 

 

 

 

9月14日 

講　座　名 

中級茶道 

やさしい和裁 

ゴルフ 

（木）料理B 

着物の着装 

日常マナー 

入門英会話 

中級池坊 

バドミントン 

バレーボール 

硬式テニス 

卓　球 

曜日 

 

水 

 

 

木 

 

金 
 

月・木 

火 

金 

金 

時　　　間 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

　　19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

 

18時30分～20時30分 

 

定員 

10 

10 

20 

30 

女10 

10 

20 

20 

－ 

－ 

－ 

－ 

教材費（円） 

5,000 

6,000 

2,000 

1万2,400 

2,000 

1,000 

2,000 

1万5,000 

 

サークル活動 

のため無料 

受付開始日 

 

9月14日 

 

 

9月15日 

 

9月16日 
 

 

随　時 
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ファミリー･サポート･センター
事業の提供会員養成講座

生き方講座
｢人として心豊かに｣

女性マイカー点検教室

参加料　無料(記念品進呈) 
申込み　10月7日㈮までに、電話
または申込書へ必要事項を記

入の上、鈴鹿自家用自動車整

備組合(矢橋１丁目21-23　 82-

1075)、またはお近くの自動車

整備工場へ 

 
文化ことば講座(スイス編)
㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

対　象　２回とも参加できる方
とき・内容 
○第1回　10月2日㈰　14時～16時 

　テーマ｢スイスと言えば･･･｣(地

理・歴史、ドイツ語とスイス

ドイツ語など) 

○第2回　10月30日㈰　14時～16時 

　テーマ｢スイスの生活あれこれ

－冬の味フォンジューを楽しもう－｣ 

　(知られていない日常生活、ドイ

ツ語とスイスドイツ語など) 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
定　員　各20人(定員になり次第
締め切り) 

参加料　1,000円(2回分) 
申込み　電話で、協会事務局へ 

語学講座
㈶鈴鹿国際交流協会　 83-0724　 83-0639

sifa@mecha.ne.jp

■英会話中級(英語での会話中心)
と　き　10月24日から平成18年
3月13日までの月曜日　19時～

20時30分(全18回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万3,500円、
一般1万5,500円 

■英会話中級(英語での会話中心)
と　き　10月5日から平成18年
3月8日までの水曜日　10時

30分～12時(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■英会話初級(初歩の英会話中心)
と　き　10月5日から平成18年
3月8日までの水曜日　19時～

20時30分(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■英会話初級(初歩の英会話中心)
と　き　10月13日から平成18年
3月16日までの木曜日　10時30分

～12時(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■韓国語入門(初めての方を対象に)
と　き　10月5日から平成18年
3月8日までの水曜日　19時～

20時30分(全20回) 

定　員　15人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

■韓国語初級(韓国語学習経験者、
入門講座受講者)

と　き　10月14日から平成18年
3月10日までの金曜日　19時～

20時30分(全20回) 

定　員　20人 
受講料　賛助会員1万5,000円、
一般1万7,000円 

ところ　いずれも、㈶鈴鹿国際

交流協会事務局(神戸1丁目1-1

鈴鹿市駅ビル3階) 

申込み　9月20日㈫までに、電話
で協会事務局へ 

※各講座とも、別途テキスト代が必

要です。 

※応募者多数の場合は抽選します。 

'05人権ふれあい劇場　アイヌ ネノアン アイヌ＝人らしい人 
 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

　わたしたちの周りにはいろいろな民族と文化があ

ります。アイヌ民族もその一つです。アイヌの人々は

古くから北海道を中心とした島々で、伝統的な豊か

な文化を持って暮らしてきました。しかし、江戸時代

には土地や文化を奪われ、明治になると政府による

支配統治が進み、｢日本人｣となることを強制されな

がらも｢旧土人｣と呼ばれて差別を受けていました。

その後、1997年にアイヌの誇りが尊重される社会を

めざし「アイヌ文化振興法」が制定されましたが、

現在もなお、アイヌの人々に対する理解が十分では

ないため、結婚、就職などで差別や偏見が依然とし

て存在しています。 

　今回は、アイヌの伝承遊びや幻想的な影絵劇を通

してアイヌ民族をはじめ、すべての人を尊重することの

重要性を問い直し、さまざまな民族や異なる文化を持

った人たちが共生できる社会を創造したいと思います。 

　｢人が人らしく生きる｣。自然界の調和の中で生ま

れたアイヌ民話の中にはその道しるべがあるのでは

ないでしょうか。 

 '05人権ふれあい劇場 
｢影絵劇アイヌモシリの物語〜ケト ぺ゚カムイの槍〜｣ 
と　き　9月25日㈰　14時開演(13時30分開場） 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容 
第1部　体験ワークショップ
　アイヌの遊びや影絵遊びに挑戦するコーナーです。カ

リプペカプ（輪突き遊び）などの伝承遊びや、アイヌ語で

の挨拶、影絵を使った遊びを体験します。 

第2部　影絵劇アイヌモシリの物語〜ケトﾟぺカムイの槍〜
　アイヌモシリの雄大な自然を背景に、勇気ある少

年が神々の助けを得て活躍する物語です。壮大で力

強い音楽と、美しく繊細な影絵、そして俳優の情熱

あふれる演技でおくります。 

出　演　劇団かかし座 
定　員　500人（先着順） 
入場料　無料 
※入場整理券の配付はありません。 

平成17年度後期教養講座　　
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治８年に田村学校、西冨田学校、和田学校として開校し、その後、合併

したり移転したりを繰り返し、昭和29年に亀山市・鈴鹿市学校組合立

井田川小学校となりました。児童数は、現在116人で、１年から６年まで
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。�

　昭和54年に亀山市立井田川小学校と鈴鹿市立井

田川小学校の２つに分離し、現在に至っています。

分離したとき、幼稚園を併設し、幼稚園と小学校の

連携を大切にして、子どもの指導にあたってきました。�

　長年にわたり、地域を教材とし、「体験」を重視し

た総合的学習に取り組み、地域を見つめ、地域に学び、

地域の人々との触れ合いを大切にしながら、豊かに

生きる子どもの育成を図ってきました。�

　本年度は、川などの地域の自然、旧東海道の史跡

など地域の歴史を生かした取り組みなどのこれまで

の積み重ねを大切にしながらも、基礎学力の定着と

思考力・表現力の育成にも力を入れ、一人ひとりを

大切にした教育を進めています。�

　教職員一同、「喜びと信頼に満ちた元気な学校」「思

いやりのある子、進んで学ぶ子、しっかり聞き・考え・

話す子、元気でたくましい子」をめざして、教育活動

を行っています。�

卒業生によって描かれた壁画�

　冬場になると、豆炭（４cmくらいの豆の

ような形の炭）を利用した保温器のような

ものが体育館脇に並べられていた。登校

すると、今ではほとんど見られなくなったア

ルマイトの弁当箱をその保温器の中に入

れておき、お昼になるとアツアツになった

弁当箱を取り出し、ホクホクの弁当を食べ

ていた。今から30年前、ランチジャーなど

なかった中学校時代。�

　２学期から全中学校で試行されるランチ

サービス。当方も２回試食させていただきま

したが、「Good」でした。ぜひ一度、保護

者の皆さんも機会がありましたら、ご賞味

いただいてはどうでしょうか。（宗）� 今年のバルーンフェスティバルは、9月17日から19
日までの3日間、鈴鹿川河川敷などで開かれます。�


