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バルーンのこと、知っていますか？�

夢を乗せて飛ぶ バルーン�

バルーンの仕組みや組み立て方、バルーン競技について解説します。�

　市制50周年の平成4年10月、第1回鈴鹿バルーンフェスティバルが開
かれてから、今回で15回目の秋を迎えました。�

●子どもたちが自然を感じ、夢を持てるきっかけにしたい�

●多くの人がふれあい、感動を分かち合ってほしい�

●市の観光のメインイベントに育てたい�

　このような思いを込めて、鈴鹿のバルーンは飛び続けています。�

　色とりどりのバルーンが舞う自然と都市とがバランス良く共存した都市「鈴鹿」。�
　夢をはぐくむ子どもたち、フェスティバルや熱気球教室などの参加者、パイロット、スタッフ、ボラン
ティア、そして市民が、参加し、交流し、理解を深め、盛り上がることで、鈴鹿のバルーンはより高く舞
い上がります。�

　空気が温まると上昇する性質を利用して飛行するのがバルーンです。
風は場所や高度によって吹く方向や強さが違うため、バルーンは行き
たい方向の風を探し、その風に乗って、目的地をめざします。�

●バルーンの仕組みはどうなっているの？�

※バルーンは上昇気流が発生する昼間は飛行できません。�
　風が穏やかな朝と夕方のみ飛行します。�

■バーナーで熱して軽くなった空気が球皮にたまりバルーンが浮か
びます。�
■球皮の中の空気がさめてくると、バルーンが降下します。�
■リップバルブを開いて熱気を抜くと急降下します。�
■バルーンには舵やエンジンがないため、上下の移動しかできません。
バーナーのオン・オフやリップバルブの開閉により気球の高度を
変えて、風を探します。�

リップバルブ�

▲バルーンの構造�

リップライン�
このひもを引くと�
リップバルブが開く�

バーナー�

バスケット�

球
皮�（
き
ゅ
う
ひ
）�
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●バルーン競技を知っていますか？�

見えない風を読む難しさと楽しさ�
ウインドエンジェルバルーンチーム�
［世界ランキング9位、1988、2002、2004日本選手権優勝］�

パイロット�遠藤　護さん（津市在住）�

●バルーンの組み立てから飛行・着陸まで�
　飛行の準備には最低3～4人は必要です。球皮の重さは約80kg～100kg、燃料、その他のものを合わせると約300kg
にもなるため、体力とチームワークが必要です。�

　バルーンの発着には、平坦で広
い場所が必要で、草原や河川敷、
休耕田などがよく使われます。�
　バルーンには舵がなく思い通り
に飛行できません。そのため、やむ
をえず田畑に着陸させていただく
場合は、作物がないことを確認し、
事後になりますが地主さんの了解
を得てご協力をいただいています。�

　競技は、基本的には設定されたゴールをめざして飛行します。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（吹流しの付いた砂袋）を投下し、ゴールとマーカーの距離が近い順に得点が与えられます。�

　上下運動しかできないバルーン。競技飛

行では、パイロットはこの唯一の機能を使って、

行きたい方向の風を探し、ゴールをめざしま

す。�

　天候、高度、時刻、地形などから、目に見え

ない風の動きをパイロットがどのように読む

かという点に一番のおもしろさがありますので、

「今あそこでは、こんな風が吹いているんだ」

などと、風を意識しながらご覧いただくと、お

もしろみが一段と増すのではないかと�

思います。�

　一定時間飛行し、マーカー

を投下。離陸点とマーカー投

下点の距離が小さいほど

高得点となります。いわ

ば、離陸地点に戻っ

てくる競技です。�

ミニマムディスタンス�

離陸地点�

※その他、うさぎ狩り、マキシムディスタンスなど、全9種類の競技があります。�

●バーナーで球皮に熱気を送り込
みます。�

●バスケットにバーナーなどを取り
付けます。�

●球皮を広げます。� ●球皮とバスケットをつなぎ、送
風機で球皮に冷風を送り込み
ます。�

●離陸し、風に乗って目的地へ～
着陸�

　指定されたゴールに向かっ

て飛行する競技。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。�

フライイン�

ゴール�
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pecial
特集1：鈴鹿バルーンフェスティバル�

人それぞれの思いを乗せて飛ぶバルーン�
これまでバルーンにかかわってこられた皆さんに、バルーンの魅力やバルーンに込める思いなどについて語っていただきました。�

鈴鹿国際大学の清水さんに、バルーンに対する思いなどについて伺いました。�

愛されるバルーンをめざして�
　バルーンは市民をはじめ、飛行・発

着する地域や地主の皆さんに愛され

ないとできないスポーツだと思ってい

ます。また、バルーンはいくら天候が

良くても、１人では飛ばせません。組

み立てから飛行、着陸に至るまで、最

低でも数人の支援を必要としますので、

これらスタッフの理解も必要不可欠です。�

　そのため、これまでは、競技に参加

するよりも、熱気球教室やバルーンフ

ェスティバルでの体験搭乗など、一人

でも多くの方にバルーンを体験して

いただき、理解を深めていただくため

の普及活動に努めてきました。�

　皆さんの理解を得て、交流しながら

上がるバルーンであればあるほど、い

ろいろな夢を乗せて飛ぶことができる

と思います。�

　これからもバルーンへの理解を深

めていただける活動を行うことが、パ

イロットとしての私の使命であり、鈴鹿

国際大学の熱気球部に対し、技術や

楽しさを教えてくださった方々への恩

返しでもあると思っています。�

　「ものの温まり方（空気が温まると上昇する）」について学ぶ小学4年生を対象に、出前授業
という形で熱気球教室を開いています。参加した小学生は、温められた空気が上昇する仕組み
を、バルーンを使って楽しく学びました。�
　また、一般の方への熱気球教室も行っています。これらの教室で、地域の皆さんに、バルー
ンについて知り、興味を持っていただけるよう取り組んでいます。�

　昨年、出場チームの応援

旗を学校で作成したことが

きっかけで、学校を代表して親子でフリーフライトを体験

しました。�

　バルーンに乗る前は「本当にこんな乗り物が飛ぶのか

なあ」と不安と楽しみの気持ちが入り混じっていましたが、

バルーンは揺れることもなく、怖いという感覚は全くなか

ったことを覚えています。�

　フリーフライトでは、あっという間に750m上空まで上昇

し、約20分の飛行を楽しみました。今までに見たこともな

いようなミニチュアの世界が真下に広がり、驚きと感動の

連続でした。また、自然を感じる良い体験にもなりました。�

　昨年のバルーンフェステ

ィバルで、ボランティアとし

て３人一緒に参加しました。バルーンの組み立てや係留

の準備などをしたり、体験搭乗参加者の誘導をしたりと、

バルーンにどっぷりと浸かった３日間でした。�

　この活動を通じ、さまざまな年齢層の方と交流できたこ

とが一生の思い出になりました。特に、パイロットやスタ

ッフ、ボランティアがチームワークで一つのバルーンを上

げる作業は、知らない者同士をつなぐ掛け橋だったと思

います。�

　バルーンの魅力は体験しないと分かりません。皆さん、

ぜひ今年のバルーンフェスティバルでお会いしましょう。�

気分爽快！初めてのバルーン�
鈴鹿バルーンフェスティバル2005フリーフライト体験者�大窪啓吾くん（鈴峰中1年）・はるみさん�

ボランティア－バルーンは人をつなぐ掛け橋�
鈴鹿バルーンフェスティバル2005ボランティア�川北純平さん・山田昌孝さん・田中将視さん�

　1999年、大学のクラブとして熱気球部が創部されると同時に顧問に就
任。2005年、熱気球パイロット免許取得。オフィシャルバルーン「ベルデ
ィ」専属パイロットとして活躍中。�

▲
�

▲
�

オフィシャルバルーン「ベルディ」�

熱気球教室で子どもを乗せて飛ぶ清水さん�

庄野小学校熱気球教室�

熱気球教室を開いています�

鈴鹿国際大学�助教授� 清水 利佳さん�

まさ　し�
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鈴鹿バルーンフェスティバル2006

2006熱気球ジャパンホンダグランプリ第3戦�
第15回鈴鹿市長杯�

イベントトピックス�

とき／9月16日（土）～18日（月・祝）�

16日／6時45分～、14時30分～　17日／6時30分～、14時30分～�
18日／6時30分～�

ところ／第1会場：鈴鹿川河川敷　第2会場：鈴鹿サーキット�

●問合せ／鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会事務局（朝日ガス株式会社
　　　　　内　059‐332‐2313）、または商業観光課（　059‐382‐9020）へ�

　今年も、9月16日（土）～18日（月・祝）の3日間、鈴鹿川河川敷などを会場に、バルーンフェスティバルを開催します。鈴
鹿の秋空を舞うバルーンを存分にお楽みください。�

夜間係留・バルーンイリュージョン�
○夜間係留�
　16日／18時15分～19時（鈴鹿川河川敷）�
○バルーンイリュージョン�
　17日／19時～20時（鈴鹿サーキット：16時以降は入園料無料）�

　夕闇に巨大ランタンのよう
に浮かび上がるバルーンが、
幻想的な空間を演出します。�

熱気球教室�
16日・17日：13時～13時45分（鈴鹿川河川敷）�

　バルーンの仕組みや組み立て方などを体験しながら学
びます。�
※参加申込不要。当日参加�
　できます。�

※その他、スケッチ・フォトコンテスト、ハンドクラフト教室、ふるまい鍋など、たくさんのイベントがあります。ご家族そろって
　お楽しみください。詳しくは、折り込みチラシをご覧ください（イベントによっては、天候により中止する場合があります）。�

熱気球係留飛行�
16日～18日／8時～10時（鈴鹿川河川敷）�

　係留したバルーンに乗って、約20m
の上空へ・・。いろんな景色が楽しめます。�

鈴鹿バルーンフェスティバル2006へお越しください�
鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会�実行委員長�牧 恭彦さん�

　16日早朝は、競技飛行に
参加するバルーン31機が一
斉に鈴鹿川河川敷を離陸し
ます。その瞬間は、壮観で見
ごたえ満点です。�

○都市型の大会をお楽しみください�
　バルーンの大会は、日本各地で年

間30余り開かれています。通常は、

田園地帯や牧草地帯などで行われま

すが、鈴鹿の大会は日本で唯一の都

市型の大会で、狭いエリア、複雑なロ

ケーションの中で、飛行技術の問わ

れる大会として知られています。住宅

街やビル、工場の近くを優雅に飛行

するバルーンなど、鈴鹿ならではの

光景をお楽しみいただけますので、

日本のトップパイロットが、難コースに

挑む姿をぜひご覧ください。�

　バルーンは風の弱い早朝6時30分

くらいから飛び始めます。ぜひ早起き

をして、会場にお越しください。�

○自分なりのバルーンの楽しみ方を�
　バルーンは、壮大な競技飛行のほ

かにも、夜間係留やバルーンイリュ

ージョンのように、ファンタジックな姿

も見せてくれます。バルーンには、こ

うしたビジュアル面に心踊らす魅力

がありますが、応援するチームを決め

て観覧してみるのもよいものです。昨

年から、小学校でバルーンチームへ

の応援旗を作っていただき、パイロッ

トへ贈呈していますので、お子さんが

応援するバルーンを一緒に追いかけ

てみるとか、シンプルにデザインが気

に入ったバルーンを応援するとか、

自分なりの観覧の仕方を探してみて

ください。�

　また、体験搭乗や熱気球教室など

「体験して楽しむ」コーナーもあります。

特に熱気球教室ではバルーンの組

み立てやバーナーの点火などを体験

できます。バルーンの魅力や奥深さ

を知っていただく一番の方法だと思

いますので、ぜひ、

バルーンに興味を

持っていただき、

理解を深めていた

だく機会にしてい

ただきたいと思い

ます。�
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特集2：鈴鹿シティマラソン�

　鈴鹿サーキットの国際レーシングコースを実際に走ることから、全国的にも注目を集める「鈴
鹿シティマラソン」が、今年記念の10回大会を迎えます。�
　苦しい顔や楽しい顔、タイムを競うか完走をめざすか。思いは人それぞれですが、ゴール
の先に待ち受けるのはみんな同じの充実感と達成感。�
　さあ、皆さんも冬の鈴鹿を駆け抜けてみませんか。�

2006
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鈴鹿シティマラソンの歩み�
　平成9年にスタートした鈴鹿シティマラソン。大雪による中止などのアクシ
デントがありながらも、毎年多くのランナーが参加し、今年第10回目を迎えます。�
　ここでは、今までの皆さんの「力走」の歩みを振り返ります。�

　鈴鹿シティマラソン実行委員会の委員長として大会に携わってきた坂倉さんに、今までの大会について振り返
っていただくとともに、第10回大会に向けての抱負についてお話を伺いました。�

　鈴鹿シティマラソンは、平成９年12月21日

に、市制55周年記念として第1回大会が行

われ、今年で第10回大会を迎えます。昨年

の第９回大会が大雪で中止になりましたが、

南は鹿児島県から北は北海道まで、全国

各地から申込者があり、近年はその数も増

加傾向にあります。�

　種目は、２.２㎞、５.８㎞、13㎞（第５回大会

までは10.55㎞）の３種目あり、第６回大会か

らは車いす部門が設けられています。�

　ランニング専門雑誌で「全国ランニング

大会100選」にも選ばれるなど、全国的にも

評価の高い大会として知られています。�

鈴鹿シティマラソン実行委員会�

■鈴鹿シティマラソン申込者数の推移�

委員長�坂倉　巖さん�
いわお�
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○皆さんの笑顔に触れて�
　今年で10回目を迎える鈴鹿シ

ティマラソンですが、大きなトラブ

ルもなくここまで続けることができ、

安どしています。第９回大会が雪

で中止になるなどのハプニングも

ありましたが、今となっては逆に

良い経験になったとも思います。�

　大会では、毎年スタッフ全員が

一列になって参加者の方々を見

送っていますが、スタッフにとっては、

そのときの参加者の笑顔に接す

ることが翌年の大会に向けての

活力になっています。�
�

○今年の目玉はハーフマラソン�
　健康増進を目的にジョギング

を楽しむ方は多いと思いますが、

長距離を走る達成感や感激を味

わいたいという声も最近は増えて

いますので、今回初めてハーフマ

ラソンを実施することになりました。�

　また、マラソン発祥の地ギリシャ

共和国マラソン市の市長さんから

賞状を送っていただいたり、地元

の物産品を販売するブースを充

実させるなど、第10回大会を盛り

上げる数々のイベントを企画して

います。�
�

○皆さん一緒に盛り上げましょう�
　大会では鈴鹿サーキットの国

際レーシングコースを使用します

ので、実際にサーキットを自分の

足で走るという、またとない機会

になると思います。また、毎年健康

づくり事業の一環として、スポーツ

ドクターによる医科学相談や血圧・

体脂肪測定コーナーを設けるなど、

全国的にも珍しい取り組みを行

っています。�

　タイムを競うのも良し、完走を

目標にするも良し、仮装して目立

つのも良し。それぞれの楽しみ方

を満喫していただき、第10回の記

念大会を盛り上げましょう。�
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鈴鹿シティマラソンに想いを込めて�
　鈴鹿シティマラソンは、全国各地から参加する数多くのランナーはもちろんのこと、実行委員会やボランティアとして大会
に携わる人々の支えにより発展発展してきました。�
　ここでは、鈴鹿鈴鹿シティマラソンにゆかりのある人たちに、その魅力魅力についてお話を伺いました。�

鈴鹿シティマラソンに想いを込めて�
　鈴鹿シティマラソンは、全国各地から参加する数多くのランナーはもちろんのこと、実行委員会やボランティアとして大会
に携わる人々の支えにより発展してきました。�
　ここでは、鈴鹿シティマラソンにゆかりのある人たちに、その魅力についてお話を伺いました。�

●プロフィール�
　昭和38年生まれ。平成9年に中枢神経が侵され、
全身の神経がまひしてしまう「多発性硬化症」とい
う難病と戦いながら世界各国の車いす競技に参加。
平成15年「ISMWSF世界車いす競技大会兼

ISOD世界陸上選手権大会」の400ｍ・1500ｍ・マ
ラソン（42.195㎞）で金メダル、800ｍで銀メダルを
獲得。平成16年「アテネ・パラリンピック競技大会」
の5000ｍ・マラソン（42.195㎞）で4位入賞。平成
15年に鈴鹿市特別体育功労者表彰。�

体の健康だけではなく、心も健康になれる大会�

伊藤　智也さん�

　もともとは息子の幼稚園の運動

会で走ることになり、軽い気持ち

でジョギングを始めましたが、どう

せ走るならば何か目標を持った方が良いと思い、鈴鹿シ

ティマラソンで走るようになりました。今では自分の健康

づくりにとって欠かせない存在となっています。サーキッ

トコースを走れるという魅力はもちろんですが、鈴鹿シテ

ィマラソンはボランティアの方がたくさんいて、ランナー

に対するケアが充実しているため、ランナーの間でも評

判は非常に良いと思います。�

　大会に出るとなるとどうしても身構えてしまうかもしれ

ませんが、自分のペースで気軽に走ることができる大会

ですので、ぜひ皆さんも参加してみてください。きっとや

みつきになると思います。今年は息子に勝負を挑まれて

いますので、負けないように頑張りたいです。�

気軽に参加できるのが魅力�

宇佐美　卓哉さん�
　他の大会にランナーとして参加

したときに、現地のボランティアの

方のおもてなしが印象に残り、鈴

鹿でお返しがしたいと思い、毎年ボランティアとして参加

しています。最初は給水を担当していましたが、ここ数

年は全盲の方の伴走を行っています。最初のころは、言

葉でカーブや勾配の状況をランナーに伝えるのが難しか

ったですが、最近では序々に慣れ、ランナーのペースを

守れるよう気を付けて伴走しています。そして、完走した

後のランナーの笑顔を見ると、こちらまでうれしい気持ち

になります。�

　ボランティアには手荷物預かり、交通整理、記録係など、

さまざまな担当がありますが、全員で一つの大会を作り

あげるといった一体感は他では得難い経験だと思います。

今年も皆さんにお会いできることを楽しみにしています。�

鈴鹿のおもてなしを皆さんに�

山元　俊二さん�

○交流を深める場として�
　車いす部門が設けられた第６回大会から

参加しています。全国各地の大会に出場し

ていますが、地元鈴鹿で行われる大会です

ので、非常に思い入れは深いものがあります。

毎年全国各地から集まるランナー仲間と

会えるのが楽しみとなっています。　�

　どうしてもマラソンというと競技性が

高く、早く走らなければならない、とい

ったイメージがあります。しかし、鈴鹿

シティマラソンは競技性が薄いとい

うのが一つの特徴でもありますので、

ランナー同士の交流の場、情報交換

の場として参加しても良いのではない

でしょうか。かけがえのない仲間に

出会うことができると思います。

わたしは車いすマラソンで参加していますが、

今後は広く障害者スポーツを全国に向けて

紹介、発信できるような大会になればと願っ

ています。�
�

○走ることで人生の教訓を得る�
　もし参加するかどうか迷っているならば、と

にかく参加してみることをお勧めします。何

事も経験することが大切だと思います。特に

マラソンはスタートしたら、そこから先は自分

自身との戦いになります。早い遅いは関係あ

りません。走ることによって精神力の強さを

養うことができます。こうした強さは、これから

の人生においても、希望や夢に向かって進

む原動力になります。きっと皆さんの気持ち

を前向きにし、今後の人生にとっても大きな

プラスになると思いますので、ぜひチャレン

ジしてみてください。�

pecial
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第10回�
鈴鹿シティマラソン�
　12月17日（日）に行われる第10回
鈴鹿シティマラソン。大会の内容や
今年初めて実施されるハーフマラソ
ンのコースについてお知らせします。�

と　き／12月17日（日）※雨天決行�

ところ／鈴鹿サーキット国際レーシングコース�
　　　　および周辺道路�

7時45分から［受付］�
8時30分から［開会式］�
9時から　　［スタート］�
10時から　［表彰式］�
12時から　［抽選会］�

　鈴鹿シティマラソンに関するお問い合わせは、鈴鹿シティマラソン実行委員会（市役所スポーツ課内）へ。申込
方法など詳しくは、決まり次第、広報すずかなどでお知らせします。皆さん、奮って参加してください。きっと新たな鈴
鹿の魅力を体感できるはずです。�
●鈴鹿シティマラソン実行委員会　 059‐382‐9029　 059‐382‐9071　 supotsu@city.suzuka.mie. jp

○参加賞／オリジナルＴシャツ�
○表　彰／各部門別に1～3位まで賞状とトロフィー、4～6
位まで賞状を授与します（フリーの部、親子の部、生活用
車いすの部の表彰はありません）。完走者全員に完走証・
完走記念品をお渡しします。�

○時間制限／12時までにゴールをしてください。ハーフマラ
ソンの部は、2時間30分以内で完走可能な方に限ります。
サーキット9番ゲートについては11時10分に閉鎖しますの
で、それ以降競技を続けることはできません。それにともな
い、11時10分に一般道の車両通行規制を解除しますの
で、交通ルールを守って戻ってください。�

競技名・スタート時間� 種　目�

競技用車いす（1周5.8㎞）� 男子・女子�

参加料�

2,500円�

3,000円�

高校生以上3,000円�
中学生2,000円�

スタート／9時�

1,000円�

1,000円�

1,500円�

高校生以上2,000円�
中学生1,500円�
小学生以下1,000円�

高校生以上～40歳未満男子・40歳以上男子�
高校生以上～40歳未満女子・40歳以上女子�

小学4年生以下男子�
小学4年生以下女子�

小学5・6年生男子�
小学5・6年生女子�

中学生男子・女子�

フリー�

中学生以上～30歳未満男子�
30歳代男子・40歳代男子・50歳以上男子�

高校生以上～30歳未満女子�
30歳代女子・40歳代女子・50歳以上女子�

5.8㎞�
スタート／30歳未満男子・9時35分�
　　　　30歳代男子・10時�
　　　　40歳以上男子・10時05分�
　　　　女子・10時10分�

2.0㎞�
スタート／10時15分�

ハーフマラソン�
スタート／9時30分�

2.1㎞�
スタート／10時25分�

2人で2,500円�

高校生以上2,000円�
中学生1,500円�
小学生以下1,000円�

生活用車いす�

親子（親1人・小学4年生以下の子ども1人）�

2人で2,500円�生活用車いす親子（親1人・小学4年生以下の子ども1人）�

2.2㎞�
スタート／中学生・フリー・10時35分�
　　　　親子・生活用車いす・10時45分�

鈴鹿青少年の森�

県営鈴鹿スポーツガーデン�

子育て�
支援センター�鈴鹿サーキット�

国際レーシングコース�

中
ノ
川�

中勢バイパス�

清掃�
　センター�

N

ハーフマラソンコース�
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Cheerful ! Suzuka

￥/￥￥

「えっ！昔の硯は丸かった？」 
「地元で瓦を作っていたの？」 
遠い昔へタイムスリップ 

　郡山小学校西側の西川遺跡で発掘調査の現

地説明会が行われ、市内外から約50人の考古

学ファンが参加しました。 

　今回の調査は約2,200㎡を対象に行われ、奈

良時代を中心とした掘立柱建物、飛鳥時代から

奈良時代の竪穴住居、江戸時代後期の瓦窯

（達磨窯）などが見つかりました。参加者は、

担当者の説明に熱心に聞き入り、出土した土器や瓦、

円面硯と呼ばれる硯などを手にしながら「建物には

どのような身分の人が住んでいたのか」「硯は当時と

しては珍しいものか」など、盛んに質問を行い、メモ

をとっていました。 

　参加者の一人は「地元に住んでいますが、以前にこ

の周辺の遺跡に関する講座を受けたことがあり、興味

があって参加しました。発掘現場は初めてですが感激

しました」などと、考古学のロマンに浸っていました。 

ほったてばしら 

だる　ま　がま 

えんめんけん  すずり 

「海にごみを流さないようにしよう」 
海と森林を結ぶ交流事業で伊勢湾の現状を視察 8/5㈯

　海の環境美化や森林の再生など、環境保全の

重要性やお互いの現状について理解を深めるため、

4月に漁業関係者が森林視察を行ったのに引き続き、

鈴鹿森林組合や亀山市加太地区のみどりの少年

隊27人が伊勢湾の現状視察に訪れました。 

　参加者は、底引き網で捕れた生きた魚介類を触っ

たり、底引き網に入った海底のごみなどを見学したりし、

「微生物が海底のごみを分解するために海中

の酸素を使うため、貧酸素水が発生し、生物

が生きられなくなる」などの説明を受けました。 

　午後からは、県の海洋調査船「あさま」で

伊勢湾の中央部分まで出航し、土砂採取を

行いました。ここで採取した真っ黒なヘドロを

見て、少年隊の隊員たちは「臭い」「生き物

がいない」などとつぶやいて、ヘドロの中では

生物が住める状

態ではないことを

学びました。 

　少年隊の岩脇

君は、「ごみを出

すとほかの生物

に影響することが

分かった。海にご

みを流さないよう

な生活をしないと

いけない」と感想

を述べていました。 

7/29㈯

8/1

8/3

8/5 ・6

達磨窯達磨窯
だる　ま　がまだる　ま　がま

円面硯
えんめんけん
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8/5

7/29

8/1㈫おいしい鈴鹿の水道水について楽しく学びました 

8/3㈭

いざというときは協力して対応します 
市と民間で災害応援協定を締結 

元気一杯！未来の防災リーダー　楽しく学びながら防災訓練 8/5㈯・6㈰

　体験や実験を自ら行い、防災や耐震について学ぶこと

を目的に「防災子どもサミット」が、1泊2日の日程で石薬

師町の三重県消防学校を中心に行われました。 

　この催しは毎年夏休みの時期に行われており、今年は

小学生から高校生、大学生、その保護者やボランティアな

ど、約70人が参加しました。参加者は、トランシーバー通

信訓練、ロープ渡り、炎体験、初期消火訓練、地震体験車、

防災についての意見交換会など、盛りだくさんの内容の訓

練に真剣な表情で取り組んでいました。 

　ロープ渡り訓練では、子どもたちが水平に張ったロープ

に最初は戸惑いながらも、一人ひとり名前を告げてから渡

り始め、渡り終わると「到着」と元気に声を上げていました。

参加者は「前に進むのが難しかった」「後半は慣れてきた

ので、もう一回やりたかった」などと笑顔で話していました。 

　社会科で水道について学ぶ小学4年生とその保護者

を対象に、「水道水ができるまで」をテーマに、夏休み

親子水道教室が開かれ、25組50人の親子が参加しました。 

　参加者は、河田送水場や高岡配水池などをバスで

周り、水道局内の中央管理室、水質検査室などでは、

水道水が各家庭に届けられるまでの仕組みや水質検査、

水道管工事などについて学びました。 

　中央管理室では、職員から「市内で1日に必要な水量

は約8万トンで、スポーツガーデンの50mプール約25杯

分になる」「道伯・住吉配水池や高岡配水池では、1日

にタンク内の水が2回転するくらいの水量を配水し、新

鮮な水道水を給水している」などと説明を受けました。 

　また、午後からは、ペットボトルロケットを製作・打ち上

げし、楽しい1日を過ごしました。 

　参加した小学生は、「配水池は思ったより

大きかった」「ペットボトルロケットは実際に

作って飛ばすのは初めて。水の量で飛び方

が違うからおもしろい」などと話していました。 

　東南海地震などの大規模災害が発生した際に、被災者の

ための生活物資を確保することなどを目的に、災害応援協定

の調印式が行われました。 

　この協定は、市とイオン株式会社中部カンパニー北勢事業部、

イオンモール株式会社イオン鈴鹿ショッピングセンター、白子

商業開発株式会社の3社が締結したもので、災害時に、イオン

中部カンパニー北勢事業部は食料品や日用品などの応急生活

物資の供給を、イオン鈴鹿ショッピングセンターベルシティと

白子ショッピングタウンサンズは避難地として駐車場を提供します。 

　締結式で市長は「大規模災害に備えて、市だけではなく、

民間にも協力していただくことは非常に重要だと思う」、

イオン株式会社中部カンパニー北勢事業部の高橋晋事

業部長は「企業としても、災害時に地域に対して責任を

持つことは大切であり、今後も力を入れていきたい」と、

官民あげての防災対策について決意を述べました。 

達磨窯
だる　ま　がま
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ち さと ち え

7/29

な な こ ち か こ

鈴鹿の夏の風物詩　すずフェス10周年でみんなハッスル！ 

◆受賞チーム一覧

すずかフェスティバル大賞 

準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 

鈴鹿市教育委員会教育長賞 

ニューフェイス賞 

風神 

笑楽－ｅｒａｋｕ－ 

勝山組 

FLOWER DANCERず 

西ダン 

あさぎ 

チーム名 賞　　名 

　鈴鹿の夏の風物詩として定着した「すずかフェスティバル」

が、弁天山公園をメイン会場として、市内6箇所で盛大に行

われました。今年は10周年という記念開催となり、過去最

高の93チーム、約3,100人の踊り子が参加し、熱いダンスが

披露されました。また、今年は記念事業として大道芸フェス

タも行われ、一層の盛り上がりを見せました。 

8/5㈯・6㈰

8/6
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鈴鹿市民歩こう会 アクティブシニアテニス教室 第18回佳舟会かな書展

子育て相談（ゆめ、夢、ひろば） ホストファミリー募集 大黒屋光太夫の勉強会

鈴鹿市医師会趣味の作品展 2歳・3歳児のための親子音楽コース こども美術学園秋の体験生徒募集

木平桂洞作品展 ゴスペルを楽しむ会 第28回ＥＭ勉強会

ハーモニカ仲間募集 簿記・英検合格養成講座 鈴鹿不登校を考える会

玉掛け技能講習 ヨガ・英会話・中国語のお誘い 第20回三重矯正展

鈴木利昭　　383-0712 三重県シニアテニス連盟　平尾敏矩　　 387-4631 中箕田1-21-31　杉本　　385-4222

達知　　386-2578　谷　　386-1439 大黒屋光太夫顕彰会　　385-1919

鈴鹿市医師会　　382-3061 中原音楽教室　　・　379-6805 鈴鹿きくち教室　木村　　080-3624-6446

とき／9月17日㈰　内容／津、里山、柏尾原　集合／久居
駅8時45分　参加費／200円（初参加者300円）　とき／
10月1日㈰　内容／いきいき鈴鹿参加　集合／矢田部公
園8時30分開会式　参加費／500円　※初参加者大歓迎

対象／男子60歳以上、女子50歳以上　とき／9月
28日㈭〜12月7日㈭毎週1回9時〜11時　とこ
ろ／市立テニスコート　参加費／1,000円（保険
料含む）　※初心者初級者歓迎、先着20人締切り

対象／一般、児童　とき／9月29日㈮〜10月1
日㈰9時〜19時（1日は16時まで）　ところ／
文化会館さつきプラザ　内容／今年は源氏物
語「光源氏」の和歌を多く取り入れた作品展です。

対象／0歳から18歳までの子どもをもつ方、妊産婦の方　
とき／9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　※参加費無料。気軽に参加してください。

とき／9月30日㈯〜10月1日㈰（1泊2日）　内容／東
南アジアの若者（英語が話せます）を受け入れ、日本
の生活を体験させてくださるご家庭を募集　締切り
／9月11日㈪（抽選）　※ボランティアも随時募集　

とき／毎月第2・4金曜日13時30分〜15時30分　とこ
ろ／若松公民館　内容／「北槎聞略」「船」「古文書を読む」
など　参加費／有料（資料代）　講師／都築正則（元鈴
鹿高専教授）　※どなたでも気軽に参加してください。

とき／10月14日㈯10時〜17時、15日㈰10時
〜16時　ところ／文化会館研修室　※入場自
由、傑作力作などをご覧ください。

とき／平日応相談（年46回）　ところ／平田　
内容／数多くのわらべ歌を歌い遊ぶ中で音楽を
楽しむ心、絶対音感、拍、リズム感を養います。　
受講費／月3,000円〜　※無料体験随時受付。

対象／3歳〜小学6年生　とき／9月14日㈭　ところ／東
磯山3-26-3　内容／紙粘土の動物　参加費／300円　定員
／10人程度　※2学期から、スタートのきっかけにまずは
体験してみてください。午前11時以降で必ず連絡ください。

ＩＡＴＳＳフォーラム　　370-0511
http://www.iatssforum.jp/

た ち  
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菅 瀬 嘉 男 さ ん

　今回の元気なひとは、

落書き消しボランティア

活動を行う菅瀬さんです。

　今回の元気なひとは、

落書き消しボランティア

活動を行う菅瀬さんです。

■鈴鹿に増えつつある落書き
　鈴鹿では最近、スプレーによる落書きが増えてきました。

落書きが増えると凶悪犯罪も増えるという統計があります。

いわゆる「ブロークン・ウインドウ理論」です。わたしは今、

その落書きを消すボランティア活動をしています。 

 

■自分の落書きを消したことがきっかけ
　わたし自身、高校生のときに「カッコいい」という身勝手

な理由で学校に書いた落書きを消すことになり、「消すこと

の大変さ、書かれた人がどんなに悲しい思いをするか」を

痛感しました。このことがきっかけで自分がしたことは悪い

ことなんだと理解し、この活動を始めました。 

　落書きをする人にとって、それはアートであり、自己主張

なのかも知れません。中には感心するほど上手な絵もありま

す。しかし、許可なく公共物などに絵を描く行為は落書き

以外の何ものでもなく、器物損壊という犯罪なのです。 

■「落書き」から「楽描き」へ
　落書きをする人たちのこのあふれる表現力を、鈴鹿を明る

い絵のまちにするために使ってほしいと願っています。彼ら

の行為が違法ではなく地域にとってプラスとなり、「楽描き」が

できる企画をどんどん立ち上げていこうと

思っています。今、一緒に活動をしてくれ

るメンバーを募集しています。気軽にお

問い合わせください。（市民ネットワーク

「すずかのぶどう」　 387-0767へ） 

 

【鈴鹿警察署から】
　スプレーなどにより工作物などへの落書きを行え

ば、刑法第261条の器物損壊罪になり、3年以下の懲

役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処せられま

す。落書き犯人を見掛けたら、110番通報してくだ

さい。落書き犯人の検挙にご協力をお願いします。 
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鈴鹿市民歩こう会 アクティブシニアテニス教室 第18回佳舟会かな書展

子育て相談（ゆめ、夢、ひろば） ホストファミリー募集 大黒屋光太夫の勉強会

鈴鹿市医師会趣味の作品展 2歳・3歳児のための親子音楽コース こども美術学園秋の体験生徒募集

木平桂洞作品展 ゴスペルを楽しむ会 第28回ＥＭ勉強会

ハーモニカ仲間募集 簿記・英検合格養成講座 鈴鹿不登校を考える会

玉掛け技能講習 ヨガ・英会話・中国語のお誘い 第20回三重矯正展

木平桂洞　　386-0587 坂口　　368-3605 鈴鹿ＥＭ交流会　　382-6039

さわやかアンサンブル　辻　　386-6324 簿記英語研究会　三　　　・　367-2621 保井　　090-4185-1514

三重県建設労働組合鈴鹿支部　　382-1521
打田　　080-3617-5186　　
　 　　　yasuko1011@u-tek.co.jp 三重刑務所企画部門(作業）　　059-226-9144

とき／10月2日㈪〜31日㈫　ところ／寺家
郵便局（寺家4-17-21）　内容／書道（楷・行・草・
隷・篆書・仮名）、ペン習字、実用書道、筆ペンな
どに分類して書きました。

とき／9月16日㈯、10月7日㈯13時30分〜14時30分
ところ／ふれあいホール　講師／合唱団「うたおに」
指揮者　小柴先生　参加費／1回700円　※今人気の
ゴスペルに挑戦してみませんか。初心者の方歓迎。

とき／9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（ＥＭ菌含む）　※気軽に参加ください。

とき／毎月2回　ところ／ジェフリーすずか
ほか　会費／月1,000円　※一緒にハーモニ
カを楽しみませんか。楽しい練習会を行って
います。初心者の方歓迎。

対象／中学生以上　とき／9月9日から毎週土曜日
17時30分〜21時30分（4級〜2級、1時間単位）　
ところ／文化会館　受講費／月4回3,000円(入会
費3,000円）　※簿記講座は5人以上で開講します。

とき／9月12日㈫19時〜21時　ところ／白子公
民館（白子駅東口徒歩5分）　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。

対象／制限荷重が1トン以上の揚荷装置またはつ
り下げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン、
デリックの玉掛け業務者　とき／学科：10月7日㈯、
8日㈰　実技：9日㈪　受講費／1万3,500円

ところ／加佐登公民館　内容／眠っている
筋肉、脳を使って楽しい時間を過ごしましょ
う。一つでも興味があればご連絡ください。

とき／9月30日㈯9時30分〜16時　ところ／
三重刑務所（津市修成町16-1）岩田川昭和橋そば
内容／刑務所作業品の展示、即売、パネルなどの
資料展示、性格検査、各種アトラクション

けいどう 

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11日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館6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。

　今回の元気なひとは、

落書き消しボランティア

活動を行う菅瀬さんです。

鈴 鹿 市 子 ど も 議 員

■わたしたち、子ども議員40人です
　わたしたちは市内公立小中学校から一人ずつ選ばれた

鈴鹿市子ども議員です。8月8日㈫、鈴鹿市議会の議場で

子ども議会を開催しました。 

 

■テーマ別に質問をしました
　わたしたちは、事前に、将来の鈴鹿をテーマに「環境」

「安全安心」「福祉」「学校生活」の4領域、６グループに

分かれて実態を調査し、自分たちの考えをまとめました。

その結果を議員一人ひとりが発表し、市長さんや部長さ

んに答弁をしていただきました。また、最後には「鈴鹿市

子ども議会宣言」を採択しました。 

　わたしたち子ども議員が発表した意見や要望を、今後、

市政に反映していただけることを願っています。また、わ

たしたちも子ども議会宣言に則り、自分でできる身近なこ

とから活動をしていきたいと思います。 

■貴重な体験をありがとうございました
　議場では市長さんや各部長さんに会うことができ、ま

た議員席にも座ることができました。当日は、議会の様

子がケーブルテレビで生放送され、プレッシャーもあり

ましたが、全員が子ども議員という大役を務められたこ

とはわたしたちにとってプラスになりました。 

　今回このような機会を与えてくださった市長さんやお

世話になったサポーターや教育委員会の先生方、本当

にありがとうご

ざいました。こ

の貴重な経験

を生かして、こ

れからの学校

生活や活動に

役立てていこ

うと思います。 
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企画課 　　382-9038　　382-9040  

kikaku@city.suzuka.mie.jp

以前から取り組みを進めてきた自動車の鈴鹿ナンバーが、いよいよ
10月10日㈫から導入されます。ここでは、鈴鹿ナンバーへの交換方法、
希望番号の申込み受付などについてお知らせします。
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　自動車の鈴鹿ナンバーが10月10日㈫から導入されます。これ以降に、鈴鹿市・亀山市内で、新規登録され

る自動車や移転登録・変更登録によりナンバー変更される自動車から、順次、すべて鈴鹿ナンバーが交付さ

れます。軽自動車や自動二輪も対象となります。 

　現在使用中の自動車のナンバーを鈴鹿ナンバーに交換を希望する場合も、交換が可能です。 

○申請時に用意するもの
　自動車、車検証、所有者印鑑（認印）、

申請書、ナンバープレート代（1,500円程度） 

○手続きについての問い合わせ先
　三 重 運 輸 支 局 登 録 部 門　　050-5540-2055 
　軽自動車検査協会三重事務所　　059-234-8431

　市内の自動車販売店および鈴鹿市自家用自動車協会で交換できます。 

自 動 車 販 売 店　交換が可能かどうか各販売店に確認してください。 
鈴鹿市自家用自動車協会　矢橋一丁目21-23　　382-1075

　事前に市役所企画課（本館6階）へ手続き書類など（車検証（写）、申請書、

ナンバープレート代）を提出し、当日に会場へ車を持ち込み、自分でナンバ

ーを取り外し、新たなナンバーを取り付けていただきます。ただし、自動車の

所有者と使用者が同一であるものに限ります。名義変更をともなうもの、住所

変更をともなうものについては、三重運輸支局などへ手続きをしてください。 

※所有者については、自動車検査証で確認をしてください。 

　希望番号制度とは、自動車のナンバーに自分の希望する番号を付けることができる制度で、2つの方法で申込むことができます。

なお、「1、7、8、88、333、555、777、888、1111、3333、5555、7777、8888」の13通りの番号は、現行同様抽選となります。 

　希望番号制度の場合、ナンバープレート製作は１枚ずつの注文製作となるため、通常のナンバープレートより高い交付

手数料がかかります。 

　9月19日㈫から、(社)三重県自動車整備振興会希望番号予約センター（　059-234-7519）で受け付けが開始されます。 

　導入にあたっては、現在の三重ナンバー全車を強制的に変更するのではなく、10月10日以降の新規登録、移転登録

などの際に、順次、鈴鹿ナンバーとなります。三重ナンバーの交付については、10月6日㈮までの交付となります。 

　三重ナンバーの希望番号申込み受け付けについては、(社)三重県自動車整備振興会希望番号予約センターに

お問い合わせください。 

すずか環境・エネルギーフェア2006
日時／10月22日㈰

場所／鈴鹿市文化会館 
市役所への提出（手続き）期間／ 
9月19日㈫～10月18日㈬まで 

　9月18日㈪から、(社)全国自動車標板協議会希望番号申込みサービス（　 ht t p s : / /www.k ibou-number . jp /  

k ibou / index .h tml）で受け付けが開始されます。 

鈴鹿ナンバーへ交換するにはどうしたらいいの？

鈴鹿ナンバーへの交換方法は、3つの方法があります。 

三重運輸支局などへの直接の申請

地域の自動車販売店などでの交換

「すずか環境・エネルギーフェア2006」会場での交換

三重運輸支局などへの直接の申請

地域の自動車販売店などでの交換

「すずか環境・エネルギーフェア2006」会場での交換

インターネット

窓口

インターネット

窓口

希望番号申込みはどうしたらいいの？

三重ナンバーの取扱いはどうなるの？

○問い合わせ先

※所有者については、自動車検査証で確認をしてください。 
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kosodatesien@city.suzuka.mie.jp
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市などが行うさまざまな子育て支援サービスの情報を集約し、サービスを
円滑に利用していただくために、子育て支援課に「子育て支援総合コーデ
ィネーター」が配置されています。ここでは、その主な事業内容を紹介します。

三重運輸支局などへの直接の申請

地域の自動車販売店などでの交換

「すずか環境・エネルギーフェア2006」会場での交換

インターネット

窓口

子育て情報紙「バンビーキッズ」の発行
　一般募集した育児中のお母さんたちで作成している子育て支援情報紙です。

市内幼稚園と保育所（園）の園庭開放スケジュールや子育て講座などの情

報を掲載しています。 

■設置場所　子育て支援課、子育て支援センター（りんりん）、保健センター、
ジェフリーすずか、市立図書館、公民館など 

※市内幼稚園と保育所（園）でもご覧いただけます。 

　「バンビーキッズ」では、作成スタッフや投稿・情報を募集していますので、子育て

支援課までお問い合わせください。 

リーフレットの作成・配布

　子育て支援課の事業内容や子育て支援センターなどの利用方法を

広く知っていただくため、5種類のリーフレットを作成しました。 

■設置場所　子育て支援課、子育て支援センター（りんりん）、
保健センター、ジェフリーすずか、市立図書館、公民館など 

「ＢＡＢＹ in ＭＥ」活動

　「おなかが目立たない妊娠初期の方が、電車の中や人ごみの中、また

近くでの喫煙など、気分が悪くても周囲に理解してもらえない」そんな思い

を少しでも解消できるよう、妊娠していることをさりげなく分かっていただけ

るよう「ＢＡＢＹ in ＭＥ」バッジでアピールしていただこうという運動です。 

　市内の公共施設などにポスターを掲示するとともに、母子健康手帳の

交付時にバッジも合わせてお渡ししています。 

「子育て支援総合コーディネーター」ホームページ開設

　「Ｈａｐｐｙ子育て」「子育て情報紙・バンビーキッズ」など、子育てに関する情報は、市のホームページ「子育て支援センター

〔りんりん〕」のページでご覧いただけます。（　 h t t p : / /www . c i t y . s u z uk a .m i e . j p / l i f e / s h i s e t s u / 9 709 . h tm l） 

講演会・コンサートの開催

　子育てに関する講演会や研修会、コンサートを通じて、皆さんの子育てを応援します。できるだけ多くの

皆さんに楽しんでいただけるような企画を検討しています。 

公民館で出前保育

　地域のお母さん同士がつながりを持てるように、公民館で出前保育を行っています。昨年度は、清和公民館と久間

田公民館で行いました。今年度は鈴峰公民館と天名公民館で行いますので、ぜひ遊びにきてください。 

■鈴峰公民館／９月７日(木)、12月７日(木)、平成19年２月５日(月)　■天名公民館／９月13日(水)、12月13日(水)、平成19年２月14日(水) 

※いずれも10時から 

子育て応援パンフレット 

子育て支援センター（りんりん） 

ファミリー・サポート・センター 

病児保育室（ハピールーム） 

不妊治療費助成金 

子育て支援の各関係機関の情報を集約しています。利用しやすいように地図の表記もあります。 

いつでも気軽に子育て中の方々が利用できる施設です。子育てに関する相談や事業も行っています。 

子育てを支援してほしい方の要望に応じて、お手伝いができる方を紹介し、一時的に預かる会員組織です。 

病気のために集団保育が困難で、家庭でも保育できないお子さんを一時的にお預かりする施設です。 

不妊治療にかかる費用の一部について助成を行っています。 



鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

 

 

○お知らせ

 
事業所・企業統計調査に

ご協力ください
企画課　 382-7676　 382-9040 

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　10月1日現在の事業所・企業に

ついて調査を行います。調査内

容については統計以外の目的に

は決して使用しません。9月下旬

から｢調査員証｣を携行した調査

員が各事業所にお伺いしますので、

ご協力をお願いします。 

 
市民活動団体支援補助金を

交付します
地域課　 382-8695　 382-2214

chiiki@city.suzuka.mie.jp

　地域を問わず広く社会の公益

に寄与することが期待できる自

主的・自発的な非営利の市民活

動を行う団体に対し、団体の立

ち上がり期における事業費の一

部を補助します。 

対　象　市内を中心に活動する
活動期間3年未満の市民活動団

体が行う団体の自立に効果的

な事業 

補助金額　補助対象事業に必要
な経費の4分の3に相当する額

(最高10万円) 

申込み　9月5日㈫から配布する

補助金交付申請書に必要書類

を添えて、9月15日㈮から29日

㈮までに、直接地域課へ 

 
児童手当の申請は

お済みですか
子育て支援課　 382-7661　 382-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月1日から児童手当

法の一部が改正され、児童手当

などの対象年齢が｢小学校第3学

年修了前｣から｢小学校修了前｣ま

で拡大され、合わせて所得制限

が引き上げられました。 

　対象の児童がいる世帯などには、

申請のご案内を郵送しておりま

すので、申請書類をご確認の上、

申請してください。 

※所得制限がありますので、所得

が制限を超える場合には支給さ

れません。 

※9月30日までに申請すると、平成

18年4月分(または児童を養育する

ようになった翌月分)の手当から支

給されますが、10月以降に申請し

た場合は、申請月の翌月からの支

給となりますのでご注意ください。

なお、転入などの事情により、支

給開始月が異なる場合があります。 

※今回の法改正の対象以外の方は申

請の翌月からの支給になります。 

提出先　子育て支援課、地区市
民センター 

 
補装具の利用者負担額が

変わります
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　本年10月から、障害者自立支

援法の施行により、障害者の方

の補装具の利用者負担額の算定

方法が大きく変わり、原則とし

て国の定める基準額の1割負担と

なります。なお、負担が増えす

ぎないように月額負担上限額が

次のとおり設定されます。 

○生活保護世帯⇒0円 
○市民税非課税世帯
　本人または保護者の年収80万円

以下⇒1万5,000円 

　上記以外⇒2万4,600円 

○市民税課税世帯⇒3万7,200円 
※市民税所得割の最多納税者の納税

額50万円以上の世帯は支給対象

外となります。なお、9月末日ま

での申請については、従来どおり

の取り扱いとなります。 

 

障害者の通所費用と障害児の
通園費用を一部助成します
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shougaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　平成18年4月1日㈯から平成18年

9月30日㈯までにかかった次の費用

を一部助成します。 

○市内に住所があり、療育手帳・

身体障害者手帳・精神障害者

保健福祉手帳のいずれかを持

っている方で、障害者小規模

作業所に公共交通機関を利用

して月10回以上通所している

方の通所費 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設、肢体不自由児施設、

その他これらに類する施設に

公共交通機関を利用して月4回

以上通園する18歳未満の方と

同行する保護者(障害児一人に

つき一人)の通園費 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法による通所(通園)

費用の2分の1(一人月額5,000円

が上限) 

申込み　10月13日㈮までに、障

害福祉課にある申請用紙に施

設の証明を受けて、同課へ 

※施設の種類によっては証明を受

ける際に証明書料がかかる場合

があります。 

 
納税と国民健康保険の
夜間窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660 

nozei@city.suzuka.mie.jp 
保険年金課　 382-7605　 382-9455 

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp 

　納税と国民健康保険の手続き

や相談に、昼間、市役所にお越

しいただくことができない方の

ため、夜間窓口を開設します。 

と　き　9月25日㈪～29日㈮
　20時まで 

ところ　保険年金課(市役所本館
1階)、納税課(市役所本館2階) 

 
国民年金保険料の免除制度の
申請期限が延長されました
保険年金課　 382-9401　 382-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金には、所得が少なく保

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。 

　全額免除、半額免除、若年者納

付猶予の申請(平成17年4月から平

成18年6月までの期間)、学生納付

特例の申請(平成17年4月から平成

平成18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

秋の全国交通安全運動が
行われます

EM活性液を
配布しています
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鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110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

18年4月末現在、全国で約1万6,000人、県内でも約170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13日㈬　10時～16時 
ところ　鈴鹿警察署 
※別の日程で、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

事業所・企業統計調査に
ご協力ください

市民活動団体支援補助金を
交付します

児童手当の申請は
お済みですか

補装具の利用者負担額が
変わります

障害者の通所費用と障害児の
通園費用を一部助成します

納税と国民健康保険の
夜間窓口を開設します

国民年金保険料の免除制度の
申請期限が延長されました

18年3月までの期間)の申請期限が、

平成18年10月31日まで延長されま

したので、申請されていない方は、

提出をお願いします。 

提出先　保険年金課、地区市民
センター 

 
平成18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　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住で、平成18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17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17年4月1日時点で、満40

歳以上 

○平成17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17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17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29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　 382-7935　 382-7607

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
ルのいずれかで、長寿社会課へ 

 
秋の全国交通安全運動が

行われます
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　9月21日㈭から9月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
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自

転車乗車中の交通事故防止(特に、

子どもと高齢者を中心として) 

○後部座席を含むシートベルト

とチャイルドシートの正しい

着用の徹底 

○飲酒運転の追放(本県指定重点) 

　本市では、7月31日現在8件9人

の交通死亡事故が発生しており、

そのうち3人が65歳以上の高齢者

となっています。 

　また、最近では飲酒にからむ交

通事故が立て続けに発生していま

すので、飲酒運転の危険性、悪質

性を再度認識して｢飲酒運転は絶

対しない・させない｣意識を地域に

浸透させるようにしてください。 

　交通事故は、やり直しがきき

ません。市民一人ひとりが、交

通ルールの遵守と正しい交通マ

ナーの実践を習慣付けて、悲惨

な交通事故をなくし、交通事故

のない社会をめざしましょう。 

 
EM活性液を

配布しています
環境政策課　 382-9014　 382-2214

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
戸八丁目9-22) 

持ち物　空きペットボトル 
配布量　1世帯につき1カ月に1回
(2ℓ)まで 

※要予約。事前にシルバー人材セン

ター(　 382-6092)へ 
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平成18年度・勤労青少年ホーム後期教養講座

 

 

○お知らせ

 
図書館を臨時休館します

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　9月18日㈪から10月2日㈪まで、

コンピューターシステムの更新を行

うため休館します。この間は図書

館ホームページでの資料の検索や

インターネット予約なども休止します。 

　本の返却は夜間返却口をご利

用ください。 

 
バスの日を記念して

運賃が半額になります
商業観光課　 382-9016　 382-0304 
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

　9月20日のバスの日にちなんで、

三重県バス協会では、9月17日㈰、

18日㈪の2日間、｢バスの日記念半

額運賃企画｣を実施します。路線バ

ス(C-BUSは除く)が、半額で乗車い

ただけます。ぜひ、ご利用ください。 

※詳しくは、三重県バス協会(三重

交通中勢営業所内 059-233-

3501)へ 

 

 

○催し物

 
わくわく自然体験

ファミリーキャンプ
県立鈴鹿青少年センター

　 378-9811　 378-9809

　鈴鹿青少年センター周辺の自

然の中で、野外炊飯やネイチャ

ーゲーム、ドングリを使った工作、

キャンプファ

イヤーをしな

がら、家族の

きずなをより

一層深めるこ

とを目的に行

います。 

対　象　小・中学生とその家族 
と　き　10月28日㈯～29日㈰　1泊2日 
ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

定　員　15家族 
参加料　小・中学生3,500円、
保護者4,300円 

申込み　9月6日㈬から30日㈯ま

でに、所定の申込用紙で、鈴

鹿青少年センターへ 

 
平成18年度

鈴鹿市小・中学校児童生徒
科学作品展

指導課　 382-9028　 383-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月9日㈯～11日㈪　10

時～17時(11日は10時～14時） 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
内　容　市立の小・中学校の児
童・生徒が、興味・関心を持

って取り組んだ観察や実験な

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

品を展示 

入場料　無料 
 
第9回鈴鹿国際大学外国人
日本語スピーチコンテスト

鈴鹿国際大学国際交流センター

　 ・　 372-3944
kokusai@suzuka-iu.ac.jp

作品規定　スピーチ時間は5分以
上7分以内とし、未発表のもの

に限ります。 

対　象　県内に居住、または勤
務している外国人で、日本語

を母語としない15歳以上の方 

と　き　10月29日㈰　10時から 
ところ　鈴鹿国際大学国際文化
ホール 

申込み　9月21日㈭までに、直接
または郵便で、所定の応募用

紙に必要事項を記入の上、A4

判の用紙にワープロまたはパ

ソコンで印字したスピーチ原

稿を添えて、鈴鹿国際大学国

際交流センターへ 

※事前審査を行った上、10月6日(金)

までに、コンテストへの出場者を

7人程度決定し、本人へ通知します。 

※応募用紙、実施要領は同センター

へ請求してください。 

 

 

○講座・教室

 
ジェフリーセミナー
｢見て･聞いて･考えて

わたしと防災｣
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　防災について知ってもらい、わた

しがすること、できることを一緒に

考えてもらうために、パネル展や基

調講演などを行います。 

とき・内容　9月30日㈯ 
○地震災害の基礎知識、神戸市被

災地パネル、防犯ビデオ上映など 

　10時～16時 

○防災啓発車による地震体験など

10時～12時　 

○基調講演｢女性と災害｣(講師：

正井礼子さん(ウィメンズネッ

ト・こうべ代表)) 

　13時30分～15時30分 

※定員は100人(先着順)です。 

ところ　ジェフリーすずか 
託　児　定員10人(1歳6カ月～就
学前、9月22日㈮までに要予約) 

※詳しくは、ジェフリーすずかホー

ムページ(　http://www.gender-

free.city.suzuka.mie.jp/)でもご覧い

ただけます。 

 

小児喘息を学び
自分の子どものパパ看・ママ看

(家庭看護師)になろう
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　小児ぜんそくの日ごろの不安を

解決し、克服への道を探る講演会

です。男女共同参画市民企画支援

事業として、市民と協働で開催します。 

と　き　10月1日㈰　10時～12時 
ところ　ジェフリーすずか 

人権啓発・人権教育研修会

語学講座

女性マイカー点検教室
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対　象　平成18年4月1日現在で35歳
未満の勤労青少年 

受付日　9月11日㈪～15日㈮
　18時30分～19時30分 

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。有効期限は平成19年3月31日)、

教材費を添えて、直接同ホームへ 

※受付は、曜日ごとに行います。 

※利用登録の際に利用者会費300円が必要です(登録後は講座申込みの抽選

もれの場合も含め返金不可)。 

※応募多数の場合は、受付日当日に抽選を行います。 

※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10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18年度・勤労青少年ホーム後期教養講座 　　　　　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

パン・お菓子 

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 

15 

15 

10 

20 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

24

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11日 
 

 

 

 

9月12日 

 

 

 

9月13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 

24 

女10 

10 

20 

20 

－ 

－ 

－ 

－ 

教材費（円） 

5,000 

6,000 

2,000 

1万2,000 

1,500 

2,000 

2,000 

1万5,000 

 

サークル活動 

のため無料 

受付開始日 

 

9月13日 

 

 

9月14日 

 

9月15日 
 

 

随　時 

図書館を臨時休館します

バスの日を記念して
運賃が半額になります

わくわく自然体験
ファミリーキャンプ

平成18年度
鈴鹿市小・中学校児童生徒

科学作品展

第9回鈴鹿国際大学外国人
日本語スピーチコンテスト

ジェフリーセミナー
｢見て･聞いて･考えて

わたしと防災｣

小児喘息を学び
自分の子どものパパ看・ママ看

(家庭看護師)になろう

テーマ　～小児喘息～放ってお
いても大丈夫？ 

講　師　熱田小児科クリニック副院長
アレルギー専門医　熱田純さん 

主　催　小児喘息友の会てくて
くの空 

参加料　無料 
申込み　電話、ファクスで、すずか
のぶどう(　・　387-0767)、また

は坂谷(　 090-1099-0266)へ 

※当日参加も可能です。 

託　児　定員15人、1人300円 
　(要予約) 

 
人権啓発・人権教育研修会
人権政策課　 382-9011　 382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内に在住・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(熊本県

益城町) 

　9月30日㈯～10月2日㈪ 

○全国人権・同和教育研究大会(愛

媛県松山市) 

　12月2日㈯、3日㈰ 

○人権啓発研究集会(和歌山市)

平成19年2月8日㈭、9日㈮ 

定　員　若干名 
申込み　各研修会などの開催日
の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。 

 
語学講座

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

とき・内容・定員
○英会話初級(20人)
　10月18日～3月14日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

○英会話初級(20人)
　10月19日～3月22日の木曜日 

　10時30分～12時(全20回) 

○英会話中級(20人)
　10月17日～3月13日の火曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

○英会話中級(20人)
　10月18日～3月14日の水曜日 

　10時30分～12時(全20回) 

○韓国語初級(15人)
　10月18日～3月14日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 

受講料　賛助会員：1万5,000円、
一般：1万7,000円(テキスト代別) 

申込み　9月29日㈮までに、はが
きに、住所、氏名(ふりがな)、

電話番号、ファクス番号、電

子メールアドレス、希望講座名、

曜日、時間を記入の上、〒513-

0801　神戸一丁目1-1　近鉄鈴

鹿市駅ビル3階　㈶鈴鹿国際交

流協会｢外国語講座｣係へ 

※応募多数の場合は抽選します。 

 
女性マイカー点検教室

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bousaianzenka@city.suzuka.mie.jp

対　象　女性ドライバーの方 
と　き　10月21日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター 

内　容　学科(自動車のしくみと
作動、事故防止対策)、実技(日

常点検、トラブルの対処方法

など) 

参加料　無料 
申込み　10月13日㈮までに、電話で、
鈴鹿自動車整備組合(　 382- 

　1075)、またはお近くの自動車

整備工場へ 

2006・9・5
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30分クロール
（夜）

高校生を除く

18歳以上で、 

水に浮くことが

怖くない方 

10月12日から

11月16日までの

毎週木曜日 

19時～19時30分

(全6回) 
 

 

 

クロールの練習 

 

20人 

2,500円 

コース名

対　象

と　き

ところ

内　容

定　員
参加料

30分平泳ぎ
（夜） 

高校生を除く

18歳以上で、 

水に浮くことが

怖くない方 

10月12日から

11月16日までの

毎週木曜日 

19時45分～20時15分

(全6回) 
 

 

 

平泳ぎの練習 

 

20人 

 2,500円 

アクアビクス
（朝）7回

高校生を除く

18歳以上で、 

初中級者対象 
 

10月13日から

12月8日まで 

（11月3日、24日を除く）

の毎週金曜日 

10時～11時 

(全7回) 

 

水中歩行や水中で

のエアロビクスに

よる有酸素運動 

20人程度 

 6,000円 

フィットネスヨガ
（夜）
 

高校生を除く

18歳以上 

 

10月20日から

12月15日まで

（11月24日を除く）

の毎週金曜日 

19時～20時 

(全8回) 

 

ヨガの要素を取り入

れた呼吸を意識しな

がら行うエクササイズ 

30人程度 

6,000円 

グレードアップテニス
（朝）

高校生を除く

18歳以上で、 

ラリーが続きゲ

ームができる方 

10月17日から

12月5日までの

毎週火曜日 

10時30分～12時

(全8回) 
 

 

実践的な 

技術の習得 
 

20人 

8,000円 

ベーシックテニス
（夜）①

高校生を除く18歳

以上で、 テニスが初

めて、またはラリーが

少し続く程度の方 

10月18日から

12月6日までの

毎週水曜日 

19時15分～20時45分

(全8回) 
 

 

基礎技術の 

習得 
 

20人 

8,000円 

ベーシックテニス
（夜）②

高校生を除く18歳

以上で、テニスが初

めて、またはラリーが

少し続く程度の方 

10月19日から

12月7日までの

毎週木曜日 

19時15分～20時45分

(全8回) 
 

 

基礎技術の 

習得 
 

20人 

8,000円 

水泳場 庭球場 

申込み　9月5日㈫から20日㈬までに、直接、またはファクスで、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、コー
ス名を記入の上、県営鈴鹿スポーツガーデン(　 059-372-2260)へ 

※インターネット(最終日17時まで)でも受け付けています。 

※応募者多数の場合は抽選します。また、大幅に定員に満たない場合は中止する場合があります。 

※詳しくは、鈴鹿スポーツガーデン水泳場(　 059-372-2250)、庭球場(　 059-372-2285)へ  

平成18年度秋季スポーツ教室　県営鈴鹿スポーツガーデン　 372-2250　 372-2260　 http://www.garden.suzuka.mie.jp/index

 

 

○講座・教室

 
こころの健康づくりセミナー

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 
と　き　10月5日㈭　14時～16時 
ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 
内　容　女性のライフサイクル
とこころの健康～産後うつ・

更年期のメンタルを中心に～ 

講　師　金丸産婦人科院長  
　金丸恵子さん 

定　員　70人 
申込み　9月28日㈭までに、電話で鈴
鹿保健福祉事務所(　 382-8673)へ 

※詳しくは、鈴鹿保健福祉事務所

(　 382 - 8673　 382 - 7958  

　　 z ho k e n@p r e f .m i e . j p )へ 

 
高齢者の就職・

就業のための介護講習
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月13日㈪から平成19

年2月28日㈬までの24日間 

ところ　ホームヘルパー養成福祉
センター優(東磯山二丁目22-1) 

内　容　訪問介護員養成研修(2
級課程)、介護や医療について

訪問介護員として必要な技術や

知識を習得するものです(座学、

実技、実習の実施)。修了者には、

厚生労働省の定める訪問介護

員2級の研修を終了したことを証

明する修了証明書が交付されます。 

定　員　20人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　9月13日㈬から11月6日㈪
までに、電話で、(社)鈴鹿市シル

バー人材センター(　 382-6092)、

または(社)三重県シルバー人材セ

ンター連合会(　 059-221-6161)へ 

 
再就職準備セミナー

「ITをもっと身近に」
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　これから仕事を始めたいと考え

ている方を対象にしたセミナーです。 

対　象　パソコンで日本語入力のできる
方で、原則として4日間参加できる方 

と　き　10月17日㈫～20日㈮
　9時30分～12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　Wordによる職務経歴書
作り、Excel、POPチラシ作り、

インターネット活用法など 

定　員　20人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　電話またはファクスで、㈶21
世紀職業財団三重事務所　(　059-

228-2300　059-228-2304)へ 

※託児あり(要予約、無料)。 

 
くらしの講座

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　消費者の自立を支援し、地域

において主体的な啓発活動など

の取り組みができる人材を育成

することを目的とした講座です。 

対　象　8割以上の講座を受講できる方 
と　き　10月～11月の第2・第4
土曜日と12月の第1・第3土曜日 

　10時～15時(全6回) 

ところ　三重県生活部消費生活
室研修室(津市栄町一丁目954) 

内　容　悪質商法のいろいろ、暮
らしの中の法律など全12講座 

定　員　50人程度(応募多数の場
合は抽選。当選者に通知します) 

鈴鹿国際大学公開講座

いきいき健康作り教室Ⅰ

2006・9・522
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一人の相談から・・・ 

人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

平成18年度秋季スポーツ教室　

こころの健康づくりセミナー

高齢者の就職・
就業のための介護講習

再就職準備セミナー
「ITをもっと身近に」

くらしの講座

参加料　無料 
申込み　9月28日㈭までに、郵便
またはファクスで、消費生活室、

産業政策課に備え付けの申込書

に必要事項を記入の上、三重県

生活部消費生活室(〒514-0004

津市栄町一丁目954　 059-224-

2400　 059-224-3372)へ 

※申込書は、インターネット(　 http:// 

　www.pref.mie.jp/SHOUHI/HP/)

からもダウンロードできます。 

※詳しくは、県生活部消費生活室へ 

 
鈴鹿国際大学公開講座

鈴鹿国際大学国際交流センター
　 ・　 372-3944

kokusai@suzuka-iu.ac.jp

■ホームページ作成入門講座
対　象　中学生以上 
と　き　9月19日㈫～22日㈮
　10時～12時 

ところ　鈴鹿国際大学情報処理室 
内　容　無料で使えるツールな
どを駆使して作成します。話

題のブログについても作成方法、

運営の仕方について解説します。 

講　師　原　仁志さん 

定　員　20人 
受講料　3,000円 
申込み　9月13日㈬までに、電話、

または電子メールで、住所、氏名、

電話番号、学生か一般の別を鈴

鹿国際大学国際交流センターへ 

■ジョセフ先生のビジネス英会話
対　象　高校生以上 
と　き　10月4日から11月22日ま
での毎週水曜日　19時～20時

15分(全8回) 

ところ　鈴鹿国際大学B101教室 
講　師　ジョセフデュースライトさん 
定　員　20人 
※5人未満の場合は開講しませんの

でご了承ください。 

受講料　8,000円 
申込み　9月19日㈫までに、電話、
または電子メールで、住所、氏名、

電話番号、学生か一般の別を鈴

鹿国際大学国際交流センターへ 

 
いきいき健康作り教室Ⅰ

県立鈴鹿青少年センター
　 378-9811　 378-9809

　軽スポーツやストレッチ体操などを

行って健康増進を図るとともに、心身

のリフレッシュ

や人と人との交

流の場を提供し、

食生活相談も

実施します。 

対　象　一般成人 
と　き　10月16日、30日、11月13日、
27日、12月11日、25日の各月曜日

13時30分～16時30分(全6回) 

ところ　鈴鹿青少年センター総
合研修館 

定　員　50人(先着順) 
参加料　2,000円(保険料を含む) 
申込み　9月11日㈪から、はがき、
またはファクスで、住所、氏名、

電話番号、年齢、性別を記入

の上、〒513-0825　住吉町南

谷口　鈴鹿青少年センターへ 

 

おわびと訂正 
 

　8月20日号くらしの情報11ページ、

8月の納税の一部に誤りがありました。

「国民健康保険税1期の納期：8月

31日㈭」とありますが、正しくは、「国

民健康保険税2期の納期：8月31

日㈭」でした。おわびして訂正します。 

い 
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　ある企業の人権ポスターに「だれだって生まれ

てきてよかった、と思いたい」というものがあり

ます。これは「みんなが幸せに生きていくために、

あなたに何ができるのか」を問いかける意味を込

めて作られたものです。差別を受けることなく、

自分がありのままに生きていけることが人権の基

本となるところですが、残念なことに市内で次の

ような出来事がありました。 

　しょうがい者が市内の娯楽施設でトイレを利用

していた時に、そこに居合わせた心ない客が中傷

したというものです。この娯楽施設は、バリアフ

リーが進み、従業員の接客も良いことから、中傷

を受けたこの人は普段から好んでこの施設を利用

していました。それゆえ、そのショックは大きく、

今回のことは自分の胸の中にしまっておこうと思

われたそうですが、ここで自分が声をあげなけれ

ば世の中の差別はなくならないと考え直し、人権

政策課に連絡をいただきました。 

　これを受けて、現場となった施設にこの一

件を説明したところ、従業員の行為ではあり

ませんが企業責任として、差別をなくすため

に人権ポスターの掲示など、人権啓発活動へ

の協力をいただくことになりました。また、

市としても差別の現状を再認識し、啓発事業

として10月27日㈮に人権ふれあいコンサート

を企画しました。 

　一人のしょうがい者が差別に対する声をあげ

たことが、差別の解消に向けての一歩になりま

したが、声をあげられずに傷の癒えない人が多

いのが現状です。差別に対する声をあげやすい

環境をつくり、その声を受けて行政も動き、企

業も地域も活動する。

このような構図が人

権尊重の社会を創る

ために必要ではない

でしょうか。 
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白子高等学校�

Vol.9

　本校は河芸高等女学校として大正９年創立、85年の歴史を誇る伝統
校です。また、近鉄白子駅から歩いて10分という通学の便に恵まれた学
校でもあります。�
　本校には、普通科と生活創造科が設置されています。普通科には、文
化教養（吹奏楽）コースおよび特別進学クラスが置かれています。生徒の
希望に応じて、進学・就職のどちらにも応えることができる総合的な教育
を行っており、生徒は自由な雰囲気の中で伸び伸びと高校生活を楽しみ、
自分の個性を伸ばそうと勉強にクラブ活動にと一生懸命に努力していま
す。文化教養（吹奏楽）コースは、全国的にも珍しい、吹奏楽の授業が充
実しています。�
　また、生活創造科は平成17年度からリニューアルし、「ヒューマンライフ」
｢コミュニティーライフ｣「フードクリエイト」「ファッションクリエイト」など白
子高校独自の科目を設定し、時代に応じた新しい感覚のスペシャリスト
をめざします。�
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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。�

【教育コンセプト】�
　本校では『人格形成を重視した学校づくり』

をめざして『創造・奉仕・規律』という教育コン

セプトを掲げています。 �

�

『創造』 の成果を『奉仕』に活かし �
『奉仕』 の中で『規律』を学ぶ �
『規律』 を持って新しい『創造』に向かう �
�

　このコンセプトを学校全体で実現していきます。�

　今年は鈴鹿を代表するイベントである、

すずかフェスティバルと鈴鹿シティマラソ

ンが10回目、鈴鹿バルーンフェスティバル

が15回目と、それぞれ節目の年を迎えまし

た。これまでの継続的な開催によって知名

度は高まっていますが、一層の集客を図る

ため、関係者の方々が懸命な努力と模索

をしている姿がとても印象に残りました。�

　これから先、決して派手な演出はなくて

も、皆さんが参加することによって得られる

体験や考えを出し合いながら、手づくりの

イベントとして大きく育てていく、そんな鈴

鹿の温かさや意気込みが感じられるもの

になってほしいと思います。（正）�
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