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「鈴鹿バルーンフェスティバル2007」が15日（土）から3
日間、鈴鹿川河川敷などを会場に開かれます。早朝には
青空にちりばめられた彩とりどりのドロップとなって、夜に
は幻想的な光を放つ巨大ランプとなって、皆さんを楽し
ませてくれるはずです。



2月2日（金）長太旭町三丁目（※1）

軽四貨物車×歩行者（1人死亡）

衝突

2月3日（土）　南玉垣町（※2）

軽四乗用車×原付車（1人死亡）

出会い頭に衝突

2月17日（土）　中旭が丘三丁目

普通乗用車×歩行者（1人死亡）

衝突

5月27日（日）　岸岡町（※4）

原付車×二輪車（1人死亡）

二輪車が追突

6月22日（金）　甲斐町（※5）

普通乗用車（1人死亡）

堤防道路から転落

6月29日（金）　高岡町（※6）

普通乗用車×自転車（1人死亡）

出会い頭に衝突

8月15日（水）　西條町（※7）

軽四乗用車×自転車（1人死亡）

軽四乗用車が追突

8月15日（水）　道伯町（※8）

普通乗用車×普通乗用車（1人死亡）

出会い頭に衝突

8月16日（木）　神戸九丁目（※9）

原付車×歩行者（1人死亡）

衝突

軽四貨物車×歩行者（1人死亡）

衝突

軽四乗用車×原付車（1人死亡）

出会い頭に衝突

普通乗用車×歩行者（1人死亡）

衝突

原付車×二輪車（1人死亡）

二輪車が追突

普通乗用車（1人死亡）

堤防道路から転落

普通乗用車×自転車（1人死亡）

出会い頭に衝突

軽四乗用車×自転車（1人死亡）

軽四乗用車が追突

普通乗用車×普通乗用車（1人死亡）

出会い頭に衝突

原付車×歩行者（1人死亡）

衝突

※1～9　平成19年全交通死亡事故概要

　自動車は、豊
かな生活を送る

上で必要不可
欠であり、また

、

夢のある乗り物
でもある一方、

悲惨な交通事
故の原因にも

なっています。

　今年、市内で
は、9件9人の

死亡事故が発
生しており、8月

中旬にも、連続
して3件3人の

死亡事故が発
生しています。

こ

れは、昨年同時
期と比較して1

人減という状況
ですが、年末

を迎える今後、
楽観できる状況

ではありません（
平成19年8月

20日現在）。

　豊かで活力
ある社会を構

築していくため
には、その前提

と

して安全と安
心の確保が重

要であることは
いうまでもあり

ま

せん。人命尊重
の理念からも、

交通事故がも
たらす社会的・

経済的損失な
どからも｢交通

事故のない社
会｣はみんなの

願いです。

　今回の特集
では、自動車の

まち、モーター
スポーツのまち

として世界的知
名度を誇る鈴

鹿市における交
通事故の実態

や事故の検証
などから、交通

安全について
考えます。

交通事故増加
中  

～交通安全：事
故のない社会

をめざして～
！！

2 2007・9・5

特集1：交通安全



　平成18年、市内で発生した交通事故は7,172件で、年々
増加傾向にあります。市内では、1日に約20件の交通事故
が発生し、約5人の負傷者が出ています。また、約23日に1人
の割合で死亡しています。

　 1日に20件、5人負傷、23日に1人死亡

■全国的にも死亡事故が多い三重県・鈴鹿市

知っていますか？交通事故の現状

■過去5年間の交通事故発生状況

■全国の人口10万人あたりの死者数ワースト順位

■人口比率を元に計算した交通事故死者数

人身事故 物損事故

　平成18年までの過去10年間で、全国10万人以上都市（257都市）の交通事故死者ワースト平均7.7位という不名誉な
記録を持つ鈴鹿市。ここでは、本市の交通事故の実態を取り上げます。

　全国10万人以上都市の交通事故死者ワーストランキン
グでは、平成18年は20位とやや持ち直しましたが、例年の
ようにワースト10にランクインするという不名誉な記録が残
っています。また、本市だけでなく、三重県全体が交通死
亡事故が多い傾向にあります。

　 交通事故死者ワーストの常連

　平成18年、全国の飲酒がらみの死亡事故件数は全死亡
事故の10.8％ですが、三重県では17.5％、鈴鹿市では16.7％
と非常に高くなっています。
　飲酒により、判断力や注意力、運動能力が低下し、危険
察知や運転操作が遅くなります。これにより、減速しない状
態で交通事故を起こすと考えられ、死亡事故などの重大な
交通事故につながりやすくなります。

　 飲酒運転の割合が高い

　平成18年、全交通死亡事故のうち、時速60km以上で発
生した死亡事故は、全国では34.5％となっていますが、三重
県では45.9％と非常に高くなっています。県内を走行する自
動車は、よりスピードを出して走行し、事故を起こしていると
いう実態がわかります。

　 要注意！スピードの出し過ぎ
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　平成18年の鈴鹿市の交通事故死者数は過去10年間で最も少ない16人でした。また、同年、三重県では167

人、全国では6,352人の方が死亡しています。

　全国の交通事故死者数と三重県・鈴鹿市が全国に占める人口比率（三重県約1.46％、鈴鹿市約0.16％）か

ら、三重県、鈴鹿市の死者数を推計すると、三重県93人、鈴鹿市10人となり、実数と比べて三重県では74人、

鈴鹿市では6人も多くの方が死亡しているということがわかります。

　死亡事故が多い主な原因は、飲酒運転の割合が

高いことや、スピードの出し過ぎにより、衝突時の衝

撃が強いことが考えられますが、この他の関連する

要因としては、自動車の普及率が高いことや、自動

車への依存度が高いことなどが挙げられます。

　このような自動車社会で生活するわたしたちには、

より高い交通ルール厳守の意識や交通マナー・モラ

ルの実践、そして、ゆとりと思いやりのある交通安全

意識が求められています。 （人）
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　市内では、のどかな田園の中にある見通しの良い交差点で、大事故が発生しています。｢こんな見通しの良い交差点で？｣と疑
問を持ちますが、そこにはコリジョンコースという落とし穴が潜んでいます。

　一度起きると、見通しが良いだけに速度が速く、大事故につながるパターンです。ドライバーは、
一時停止を確実に行うことはもちろん、交差点では頭の位置を動かして、ピラーなどの死角を確
認することが重要です。

　下図のように同じ交差点に対してA車とB車が同時に同じ速度で接近すると、双方のドライバーから見た相手の位置(角度)は
変化せず、ドライバーの視野の中では動かない車になります。
　また、B車からA車を見ると、写真のように左45度の柱(ピラー)の中にA車が入ってしまいます。

　本来一時停止が必要なB車は｢だれも来ない｣と思い込み、減速・停止せずに交差点に進入。A車は、B車の接近に気付いている
ものの｢当然相手が止まる｣と思い込み減速しないので、最後までコリジョンコースに入り続けてしまいます。

コリジョン（衝突）コース　見通しの良い交差点で死角に潜む危険

思いがけないところで起きる
事故にご注意を！
　交通事故はどんな状況で起きるのでしょうか。ここでは、よくある交通事故の原因や鈴鹿市の交通情勢の特徴などにつ
いて、鈴鹿サーキット交通教育センターの分析などからお知らせします。

事故に至る経緯

事故回避の
ポイント

A車

B車

A車

B車

A車

B車

左４５｡にはピラーがある

　夜間の道路横断中の事故は、接近してくる車に対して右から左に横断する際に多く発生しています。それは、右から左へ横断
するときの方が、横断開始から衝突までの時間と距離が長いためです。

　道路の横断は少々遠回りでも、信号機のある横断歩道を渡るように心掛けましょう。

　これは、歩行者の年齢が上がるにつれて顕著になります。歩行速度の遅い人ほ
ど、ドライバーからは、わざと遅く歩いているように見え、ドライバーの感覚とのズレが
生じます。また、歩行者は｢このタイミングなら大丈夫｣という若いときと同じ意識で渡
り始めるので、実際とのズレが生じます。このお互いのズレが事故につながります。
　また、車のライトは対向車がまぶしくなく、路端の歩行者を発見しやすいように、光
の方向が少し左に向いているため、右から横断してくる歩行者は発見されにくいと
いう面もあります。

夜間の道路横断　ドライバーから見て右から左への横断に注意

事故に至る経緯

事故回避の
ポイント

右から左へ横断1 左から右へ横断2

止まれ止まれ

止まれ止まれ

止まれ止まれ

止まれ止まれ

止まれ止まれ

止まれ止まれ
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　鈴鹿サーキット交通教育センターの塩津所長に、本市の交通事情の特徴などについてお話を伺いました。

　2007年8月2日、STECはリニューアルオープンしました。
　STECでは、○講習の重点は｢高いモラルの養成｣　○科学にもとづいた｢交通教育の理論と実践｣
○人・クルマ・環境を結んだ｢総合教育の実施｣といった方針の元、1964年の開設以来、交通社会の一員としてモ
ラルを持ったドライバーの育成という｢人間教育｣を基本理念に安全教育を行っています。

鈴鹿サーキット交通教育センター

所 長　塩津　宏幸さん

　このような時間帯で自分の存在を唯一アピールできるのが灯火(ライト)です。最近では、音が
静かでペダルへの負担が少ないハブダイナモ(発電機をタイヤの中心に取り付けるタイプ)や消
費電力の少ないLEDタイプが登場しています。

事故回避の
ポイント

　自転車事故の負傷者数は、16～24歳の若者（21.5％）が最も多く、次
いで15歳以下の子ども（19.7％）です。特に高校生は通学の他にも塾、
アルバイトなどでも自転車を使うので、夕暮れから深夜にかけても自転車
で走行することになります。
　ある調査結果によると、自転車の2台に1台は無灯火で走行していま
す。ライトをつけない理由は｢ペダルが重い｣｢音がうるさい｣が多くなって
います。

夜間の自転車運転　灯火で存在をアピール

　中央道路では追突事故が多発しています。原因としては、道路沿いに立ち並ぶ店
舗への出入りのため、突然減速・停止する車に対して、後方のドライバーが対応できな
いことが挙げられます。中央道路では、すべての店舗が交差点だという意識を持つこと
が大切です。また、県内の物流の主役は大型貨物車です。市内でも大型貨物車の交
通量は多く、国道23号や国道1号は特に集中して走行しています。大型貨物車が多い
と見通しが悪くなるので、急な右左折や停止に備えることが大切です。
　これらのように、急な減速や停止に対応できる運転をしようとするとき、車間距離を多
めに取ることが一番効果的です。また、車間距離を取ることは、ぶつからないためだけ
でなく、情報を得やすくなる、経済走行につながるなどの効果もあります。
　このように、交通事故の発生原因を知ることや地域の交通事情の特徴を知ることは、
安全運転を確保するためにとても大切なことです。

　事故が起きる原因には、「交通環境」「自動車」「人」の大きく3つが挙げられます。
　交通環境とは、信号がない、速度が出やすいなど、ポイントごとに潜在する事故が起
きやすい環境や施設の問題のことです。これは、ハード的な対策によって効果が出や
すいので、問題を見極めて一つずつ改善していくことが大切です。
　次に自動車です。近年、死亡事故が減少傾向にありますが、これは自動車の性能面の向上によるところが多いと思われま
す。　しかし、さまざまな安全性を高める機能は、あくまでドライバーをサポートする補助的なものであること、また実際にどのよう
に作動するかを事前に知っておくことが大切です。
　最後に人です。これは、ドライバーや歩行者など、交通社会に生きるすべての人の交通ルールの順守とマナー・モラルの実
践に関する問題です。
　市内では｢黄色信号は当たり前。赤でも突っ込む｣｢横断歩道で待つ歩行者へ道を譲らない｣など、ルールやマナーを無視
した運転にドライバーが慣れてしまっているという状況にあると思います。これでは、いくら交通環境や自動車が良くなっても事
故は減りません。
　この問題を解決するためには、交通教育を徹底することが重要です。学校などではもちろん、企業、官公庁で働く皆さんへ
の教育は効果的です。そして、これらの活動を通じて、家庭や地域への広がりを期待したいと考えています。
　全ドライバーが、一時停止を守る、飲酒運転をしない、速度超過をしないなど、ルールを守って運転し、マナー・モラルを実践
し、ゆとりを持って運転すれば事故は最小限で済むはずなのです。

■鈴鹿市の特徴的な交通事情

■交通事故が起きる3つの問題の改善を

鈴鹿サーキット交通教育センター（STEC）
〒510-0295　稲生町7992　　378-0387　　378-1471　　http://www.mobilityland.co.jp/stec/
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■交通安全の筋道づくり
　これまでの交通安全対策には、根幹
となる計画がありませんでした。そこで、
筋道を立て、それに基づいて取り組みを
展開することが大切だという認識から、
本年7月1日に、鈴鹿市交通安全条例を

公布・施行しました。
　この条例を受け、今年度中の策定を
めざし、鈴鹿市交通安全計画の策定
作業を進めています。これは、本市の将
来の交通安全の筋道を示すものです
ので、早期に市民の皆さんに計画を明
らかにし、これに基づいて交通安全対
策を進めていきたいと考えています。

■交通安全教育の充実
　本市では1日に約20件もの交通事故
が発生していますが、事故に危機感を
持てないという方が多いのではないでし
ょうか。
　このような意識を変えるためには、幼
児から高齢者までの交通安全教育の
一層の充実が必要です。本市の交通
安全教育は全国でもトップレベルで、さま
ざまな年齢層や状況などに対応できる
充実したのもですので、ソフトとハードを

有効活用しながら、交通安全教育のよ
り一層の充実を図っていきます。

■交通ルールの厳守とマナー・モラル
　の実践を
　本市は、モータースポーツ都市宣言
の中で｢事故のない安心で安全なまち
をつくること｣を宣言しています。また、昨
年導入された鈴鹿ナンバーにより、｢鈴
鹿｣の看板を掲げて全国で走行するド
ライバーが増加しています。
　このような状況の中、自分や相手の人
生を一瞬に変えてしまう交通事故を起
こさないために、また、鈴鹿の車のマナ
ーの良さを発信していくためには、交通
ルールの厳守とマナー・モラルの実践が
とても重要です。市民の皆さんには、こ
れが交通事故を無くす第1歩と考え、常
に交通安全に高い意識を持つように心
掛けていただきたいと思います。

鈴鹿市
交通安全計画を
策定中

■交通安全への高い意識を身に付けて

生活安全部防災安全課

課長　松下  裕一

交通事故の撲滅に向け取り組みを進めます
　交通安全知識・意識の普及・啓発や道路交通環境の整備など、市が行っている主な取り組みを紹介します。

　交通安全対策は、その重点を
何に置き、市民や関係機関など
がどんな役割を果たしていくのか
を定め、総合的に取り組む必要
があります。本年7月1日から施行

した鈴鹿市交通安全条例を受け、今年度中に｢鈴鹿市
交通安全計画｣を策定し、市民の皆さんに明らかにして
いきます。

道路交通環境の
整備

　交通事故多発箇所対策として、関係部署と連携して、
道路や交通安全施設の新設、改良を行っています。

広報・啓発活動
の推進

　交通安全は、市民一人ひとりの
意識付けがとても重要です。交通
ルールの厳守と交通マナーの実
践を図るとともに、交通事故の悲
惨さを訴えていくために、安心安全
フェスタの開催、広報紙での啓発、
講演会などを行い、普及・啓発に
努めています。

交通安全教育の
推進

　本市の交通安全教育は、鈴鹿
市交通安全都市推進協議会が担
っています。平成11年から、鈴鹿モ
ビリティ研究会の協力を得て、交通
教育指導員などによる交通安全教
育を行っています。
　今後は、すべての子どもに対して、
年に1回以上交通安全教室を受
講させ、早い時期から｢止まる、見る、
待つ｣の習慣化を図っていきます。
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交通事故の抑止に向けて

鈴鹿警察署     署 長　平澤  忠久さん

　交通事故の抑止に向けてさまざまな取り組みを進める鈴鹿警察署。署長の平澤さんにお話を伺いました。

広報すずか特集｢交通安全｣についてのご意見・ご感想は、生活安全部防災安全課へ
〒513-8701　生活安全部防災安全課　 　382-9022　　382-7603　　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp
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■交通情勢
　わが国では、戦後、運転免許保有人
口と自動車保有台数の増加に伴い、交
通事故件数は増加の一途をたどってき
ました。昭和40年代に交通戦争という言
葉が生まれましたが、昭和46年には、三
重県で過去最悪の交通事故死者352
人を記録し、約9,500件の人身事故が
発生しました。また鈴鹿市では、昭和45
年、過去最悪の交通事故死者42人を
記録し、約900件の人身事故が発生し
ています。
　平成18年には、交通事故死者は三
重県167人、鈴鹿市16人とピーク時から
半減したものの、人身事故は三重県約
1万3,000件、鈴鹿市約1,500件と大幅に
増加しています。近年は、交通事故は
件数が増加する中、死亡事故は減少
傾向を示しているのが特徴です。これに
は、さまざまな原因が挙げられますが、そ
の一つとして、交通安全教育などを通じ
た、飲酒運転など悪質な違反の排除気
運の高揚と、悪質危険違反に対する罰
則の強化、取締りの強化などの相乗効
果が考えられます。
　しかし、年々、交通事故が増加してい
る状況からは、少しでも交通安全に対し
て油断をすると、死亡事故などの重大
事故が、再び増加する可能性があるこ
とを忘れてはいけないと思います。

■交通事故を抑止するために
　鈴鹿警察署では、交通事故を抑止す
るために、次の取り組みを行っています。
　まず、交通指導取締りですが、警察

本来の仕事として、速度超過や信号無
視、一時不停止など、悪質性が高く、重
大事故につながる危険な違反や、シート
ベルト着用義務違反などを重点とした
取締りを行っています。特に飲酒運転は
故意に行う悪質な違反の典型であるこ
とから、強制捜査も念頭に厳しく取り締ま
っていきます。
　2点目が交通安全教育です。これは、
今後の交通事故防止上、特に重要な
対策の一つです。
　現在、本市では、鈴鹿市交通安全都
市推進協議会を中心として、市、交通
安全協会、事業所などが協力して、本
年上半期中に県下で最多の約210回、
約2万人を対象とした交通安全教室な
どを開催するなど、大変活発に行われ
ています。特に交通教育指導員制度を
早くから導入し、子どもや高齢者など、対
象に応じた効果的な交通安全指導を
行うなど、効果的な交通安全対策として、
他自治体の模範となっています。
　交通安全教育は、その効果がすぐに
目に見えるものではありませんが、｢子ど
もや高齢者が被害者にならない｣｢将来
のドライバーが加害者とならない｣ため
に、特に子どものときから交通安全指導
を繰り返して行うことを通じて、交通事故
を減少させていきたいとと考えています。
　3点目は、交通環境の整備です。道
路網の整備は年々進められていますが、

これからは、交通事故の発生を未然に
防止し、事故発生時の被害を軽減する
ための、安全で快適な交通環境の整備
が求められています。このためには、道
路管理者をはじめとして、地域住民の
方や道路利用者などのご理解とご協力
が不可欠です。

■市民一人ひとりの意識の向上を
　市内では、8月中旬に、2日連続して3
件3人の死亡事故が発生しました。これ
で、今年の死者数は9人（昨年同時期1
人減）となり、昨年の死者数16人を上回
る可能性も出てきました。また、県内市町
の状況を見てみると、津市で最多の10
人の方が亡くなっていますが、10万人あ
たりの死者数では、鈴鹿市の情勢が県
内で一番悪い状況になっています。
　このような情勢の中、悲惨な交通事
故を抑止するためには、市民の皆さん
全員が、それぞれの立場で交通安全に
深い関心を持ち、理解と行動をしていた
だくことが一番大切です。｢いつ自分が
交通事故の当事者になるか分からない
｣という危機感を持ち、さらに交通安全
の取り組みを家族や地域に広げていた
だきたいと思います。
　｢すきです！ 交通安全の街・すずか｣
のキャッチフレーズのもと、事故のない
安全で安心な住み良いまちにしていき
ましょう。
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～安心・信頼の医療制度の確立に向けて～～安心・信頼の医療制度の確立に向けて～

　75歳以上の高齢者を対象に、心身の特性や生活実態を踏まえて、平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が創設されます。
　現在の老人保健制度では、国民健康保険や被用者保険など、それぞれの医療保険に加入しながら、老人保健制度の対象と
なっていますが、後期高齢者医療制度ではそれらの医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。

すべての方は、国民健康保険または社会保
険などの被用者保険に加入

75歳未満の方は、国民健康保険または社会保険
などの被用者保険に加入

後期高齢者医療制度

75歳以上
または65歳以上75歳未満で、一定の障害
があり認定を受けた方で制度に加入する方

これからの医療制度改革

【医療制度の枠組み】

　わが国の医療保険制度は、「国民皆保険制度」の仕組みの下、すべての方がいずれかの医療保険に加入し、負担し合う
ことで医療制度を支えています。
　しかし、近年の急速な少子高齢化や高度医療化の進展の中で、年々医療費が増加していることから、医療費の伸びと
国民の負担との均衡を図る必要が出てきました。
　新たな高齢者医療制度の創設や医療費適正化の推進など、将来にわたって医療保険制度を持続可能なものとするた
めに進められる「医療制度改革」について紹介します。

70歳未満（一般被保険者） 65歳未満（一般被保険者）

65歳以上75歳未満
（前期高齢者）70歳以上75歳未満

（前期高齢者）

75歳以上
または65歳以上75歳未満で一定
の障害があり認定を受けた方

平成20年3月31日まで 平成20年4月1日以後
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「後期高齢者医療制度」が始まります
　医療制度改革の大きな柱となる後期高齢者医療制度の創設。ここでは、その内容についてお知らせします。

　都道府県の区域ごとに、すべての市区町村
が加入する広域連合が運営主体となります。三
重県では、「三重県後期高齢者医療広域連
合」が事務を行います。
○広域連合の業務・・・保険料の決定、保険証の
　交付、医療を受けたときの給付など
○市町の業務・・・申請や届出などの窓口業務、
　保険証の引渡し、保険料の徴収など

　現行の老人保健制度での老人医療対象者と同じ
です。広域連合の区域内（三重県内）に住所を有する

のいずれかに該当する方が対象となります。
※保険証は1人につき1枚交付されます。
※障害の認定基準については、現行の老人保健制度と同じです。

○75歳以上の方
○65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療
　制度に加入する方

　後期高齢者医療制度では、現行の老人保健制度の内容がそのまま引き継がれるものもありますが、運営主体の枠組みや
保険料の率の設定など、その内容が新たに定められるものもあります。

◆運営主体

◆被保険者となる方

　被保険者全員が保険料を納めます。現行の医療保険を脱退することから、これらの医療保険との重複負担はありませんが、こ
れまで保険料の負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった高齢者も、新たに保険料を納めることになります。

◎保険料率の設定
　保険料率は国の算定基準に基づいて広域連合ごとに条
例で定められ、広域連合の区域内（三重県内）では、原則とし
て均一の保険料率が設定されます。なお、三重県の保険料
率については、11月ごろに決定される予定です。
◎保険料の算定方法
　国民健康保険の算定方法を参考に、被保険者の人数に
応じた部分（均等割）と所得に応じた部分（所得割）との合計
で設定されます。
※賦課限度額が設定されます。
※所得の低い方については、世帯の所得水準に応じて軽　
　減措置が設定されます。
※これまで被用者保険の被扶養者として保険料を負担し　

　てこなかった方については、激変緩和の観点から、後期高
　齢者医療制度に加入したときから2年間の軽減措置があり
　ます。
◎保険料の納付
○特別徴収（年金が年額18万円以上の方）
　年額18万円以上の年金受給者は、保険料は年金からの
天引き（特別徴収）となります。ただし、介護保険料と合わせた
保険料額が、年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収さ
れず個別に納付（普通徴収）することになります。 
○普通徴収（年金が年額18万円未満の方）
　特別徴収の対象とならない方や、その他の事情により特別
徴収されない方については、口座振込みなどの方法により、市
町に納付することになります。

◆保険料

　一部負担割合は、現行の老人保健制度と同様に一般・所得の低い方は1割、現役並み所得者の方は3割です。高額医療
費や入院時食事療養費など、さまざまな給付も現行の老人保健制度と同様に受けられます。
　また、医療費の自己負担額と介護保険の利用料を合算して限度額を超えた分が支給される、高額介護合算療養費が新
たに設けられます。

◆医療費の給付

〒514-0003  津市桜橋二丁目96 三重県自治会館内
　059-221-6880（総務企画課、出納室） 
　059-221-6883（事業課資格保険料グループ） 
　059-221-6884（事業課給付電算グループ） 
　059-221-6881 
　koukikourei-mie@dune.ocn.ne.jp

○三重県後期高齢者医療広域連合

鈴鹿市

情報提供

被保険者証交付 三重県後期高齢者
医療広域連合

医療機関

被保険者証の提示
医療費の一部負担
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保険
料決
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　平成18年10月以降、現役並み所得を有する高齢者の患者負担の見直し、出産育児一時金の引上げ、高額療養費自己負担
限度額の見直し、限度額適用認定証の交付など、国民健康保険制度について、さまざまな変更が行われてきました。今後、平成
20年4月1日から、引き続き次の内容の変更が予定されています。

　今回の医療制度改革にともない、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証などの各種証の有効期限
を、それぞれの方の年齢に応じて記載しています。

国民健康保険制度の変更内容は？

（※1）後期高齢者医療制度に移行されると、新しい被保険者証は三重県後期
　　  高齢者医療広域連合より交付されます。
（※2）有効期限が到達する前に、新たに一般の被保険者証などを送付します。
（※3）申請により老人保健法医療受給者証を送付します（申請書は別途郵送）。

　医療制度改革大綱に基づき、平成20年4月1日以降、国民健康保険制度の内容が一部変更されます。ここでは、その変
更内容についてお知らせします。

対象　70歳以上75歳未満の方
現行　1割または3割　　改正後　2割または3割

◆高齢者の患者負担割合の変更

◎国民健康保険被保険者証、高齢受給者証などの有効期限にご注意ください

現行　3歳未満　　改正後　満6歳後最初の3月末日まで
　　　　　　　　　　　　　  （義務教育就学前）
※自己負担分には、別に県や市からの助成制度があります。

◆乳幼児2割負担の対象の拡大
現行　老人保健該当者以外　　改正後　65歳未満
※退職者医療制度は、会社の健康保険や共済組合に長
　年加入していた方を対象とした国民健康保険です。

◆退職者医療制度の該当年齢の変更

●国民健康保険被保険者証の有効期限 ●高齢受給者証の有効期限

生年月日

 昭和7年9月30日以前

昭和7年10月1日～昭和8年4月1日

昭和18年4月2日～昭和18年9月1日

昭和8年4月2日～昭和8年10月1日

昭和8年10月2日～昭和18年4月1日

 昭和18年9月2日以降

保険証の種別 保険証の種別

一　般 退　職

平成20年3月31日（※1）

75歳誕生日の前日（※1）

平成20年9月30日

なし

平成20年9月30日

75歳誕生日の月末
（1日の方は前月末）（※2）

65歳誕生日の月末
（1日の方は前月末）（※2）

平成20年3月31日（※2）

昭和7年10月1日～昭和8年3月1日

生年月日

昭和8年8月2日～昭和12年8月1日

昭和8年3月2日～昭和8年4月1日

昭和8年4月2日～昭和8年8月1日

75歳誕生日の月末（1日の方は前月末）（※3）

一　般 退　職

平成20年7月31日

75歳誕生日の前日（※1）
平成20年3月31日（※1）

平成20年3月31日
（※2）

※現在の高齢受給者証の負担割合の欄には、
　一般証は「2割（平成20年3月31日までは1割）
　または3割」、退職証は「1割または3割」と表示
　しています。
●高額療養費の支給基準の変更
　70歳以上75歳未満の方の負担割合が変更に
なることにともない、高額療養費の支給基準も一
部変更されます。

自
己
負
担
限
度
額

所得区分
外来＋入院（世帯単位）外来

（個人単位）

平成20年3月
まで

平成20年4月
から

一
般
世
帯

1万2,000円

2万4,600円

4万4,400円

6万2,100円 4万4,400円

一定以上所得世帯
（住民税課税所得が
145万円以上）

4万4,400円

8万100円
　実際の医療費（10割の
金額）が26万7,000円を
超えた場合は、超えた分
の１％の額を加算します。

4万4,400円

8,000円
低所得  
低所得  

３回目まで ４回目から

2万4,600円
1万5,000円

※70歳未満の方の負担割合に変更はありません。
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国民健康保険　　有効期限　　平成20年　9月30日
被保険者証　　　交付年月日　 平成19年10月　1日
　　　　　　　　記号番号　　123456
　　　　　　　　コクホ　タロウ
被保険者氏名　　国保　太郎
生年月日　　　　 昭和15年4月1日　　性別　男
資格取得年月日　 平成16年4月1日
世帯主氏名　　　国保　太郎
世帯主住所　　　三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
保険者番号　　　240077
保険者名　　　　三重県鈴鹿市　

※上記イラストはイメージです

印

食事バランスガイド食事バランスガイド
あ な た の 食 事 は 大 丈 夫 ？

運動

菓子・嗜好飲料 楽しく適度に

広報すずか特集「医療制度改革」についてのご意見・ご感想は、保健福祉部保険年金課へ。
〒513-8701　保健福祉部保険年金課　　382-7627（後期高齢者医療制度）　　382-7605（国民健康保険制度）　　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

◎国民健康保険被保険者証がカードになります

　平成20年度から、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策として、高血圧や心
臓病、がん、糖尿病などの生活習慣病の発症を予防するため、40歳以上の被保険者を
対象に、特定健康診査および特定保健指導を実施していくことが義務付けられました。
　これにより、皆さんの健康を守り、増加し続ける医療費を抑制するよう努力していきます
ので、皆さんも食生活の改善や適度な運動を行い、メタボリックシンドロームの解消に努め
てください。

　現在市では、この事業を計画的に実施していくため、「鈴鹿市特定健康診査等実施計画」策定の準備を進めてい
ます。今後は有識者で構成する策定委員会で素案を審議していただくとともにパブリックコメントを行い、広く市民の皆
さんのご意見をいただきながら年度内に計画を策定する予定です。

※特定健康診査および特定保健指導は、それぞれの保険者に実施の義務があります。国民健康保険以外の方
　は、ご加入の保険組合などにお問い合わせください。

●メタボリックシンドロームとは？
○おなかの周りが太くなる「内臓脂
肪型肥満」（男性85cm、女性90cm
以上）
○高血圧、高脂血症、高血糖（糖尿
病に関係）のいずれか2つ以上をあ
わせ持つ

　以上2つの条件にあてはまる状態
をいいます。こういった状態が続くと
急激に動脈硬化が悪化し、心臓病や
脳卒中、糖尿病合併症など、命にか
かわる疾病につながる危険性がある
ため、治療の対象として考えられる
ようになってきました。 

　後期高齢者医療制度の創設にともない、平成20年度課
税分から、現行の医療給付費分、介護納付金分に加え、
新たな税目として、後期高齢者支援金等分を追加します。
※税率については、適正な課税額となるようシミュレーショ
　ンを行い、全体の課税額を調整の上決定しますので、決
　定次第、広報すずかでお知らせします。

◆国民健康保険税の税目の変更
　世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75
歳未満の世帯の世帯主（擬制世帯主を除く）で、年額18
万円以上の年金受給者は、年金から天引き（特別徴収）と
なります。ただし、介護保険料と国民健康保険税を合わせ
た額が、年金額の2分の1を超える場合や、特別に事情が
ある場合は特別徴収は行いません。開始時期については、
決定次第、広報すずかでお知らせします。

◆年金特別徴収の開始

メタボリックシンドロームを予防するため、「食事バランスガイド」を参考に栄養バランス
のとれた規則正しい食生活と適度な運動を心がけましょう。

◆特定健康診査および特定保健指導の実施

　平成19年10月1日付けで交付する被保険者証は、今までの世帯
単位の被保険者証ではなく、個人カードになります。新しい被保険者
証（カード）は9月下旬に郵送します。
　なお、同じ世帯に5人以上の被保険者がいる場合は、複数の封
筒で郵送されますのでご注意ください。

厚生労働省・農林水産省決定

水・お茶

主食（ごはん、パン、麺）
ごはん（中盛り）だったら4杯程度

副菜（　　　　）
野菜料理5皿程度

肉・魚・卵・大豆料理から3皿程度

牛乳・乳製品
牛乳だったら1本程度

果物
みかんだったら2個程度

野菜、キノコ、
イモ、海藻料理

主菜（　　  ）肉、魚、卵、
大豆料理

1 日 分

厚生労働省
「食事バランスガイド」から

112007・9・5
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Cheerful!

M a c h i k a d o  S h o t

レンズ レンズ 
鈴鹿の夏を完全燃焼！ 
第11回すずかフェスティバルで華麗にダンス 8/4日㈯・5日㈫8/4日㈯・5日㈫

7/27㈮

8/12㈰

　鈴鹿の夏の風物詩「すずかフェスティバル」が今年も弁天山公園

をメイン会場として、市内6カ所で盛大に行われました。11回目となる

今年の大会には、県内外から過去最高となる97チーム、約3,100人の

踊り子が参加し、自慢のダンスが披露されました。踊り子たちは、大

勢の観客を前に、普段の練習の成果をこの大舞台で発揮しようと、息

の合ったダンスを、楽しく、激しく舞い、大いに盛り上がりを見せました。 

◆受賞チーム一覧

賞名　　　　　　　　　　　　　チーム名 

すずかフェスティバル大賞　　　笑ＴＩＭＥ 

準すずかフェスティバル大賞　　勝山組 

鈴鹿市長賞　　　　　　　　　　風神 

鈴鹿商工会議所会頭賞　　　　　ＦＬＯＷＥＲ　ＤＡＮＣＥＲず 

鈴鹿市教育委員会教育長賞　　　鈴海龍 

ニューフェイス賞　　　　　　　スーパーファンキーコギューンキッズ 

8/19㈰
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レンズ レンズ 
8/4日㈯・5日㈫

7/27㈮7/27㈮

8/12㈰8/12㈰

暑～い夏に、冷たくちゅるちゅる！ 
玉垣学童保育所で「納涼流しそうめん大会」 
　東海地方の梅雨明けが発表され、温度計が見る見る内に30℃を突破

したこの日、子どもたちに暑い夏を少しでも涼しく感じてもらおうと「納

涼流しそうめん大会」が開催されました。これは学童保育所運営委員

会と玉垣地区自治会連合会の皆さんがふれあいを通して子どもの安心

安全につなげようと企画したも

ので、当日は約30人の子どもた

ちが参加しました。 

　会場には大きな青竹を切り出

して作った流し台が用意され、

雰囲気は満点。初めて経験す

る子どもも多かったようですが、皆、

上手にそうめんをすくって食べ、

大満足の様子でした。 

　熱気球によるサバンナの旅が有名で、熱気球とのつながりの

深い国タンザニア。一昨年の鈴鹿バルーンフェスティバルには、

タンザニア全権大使のムタンゴさんが視察に訪れました。 

　これをきっかけに昨年から始まった同フェスティバル実行委

員会によるタンザニア交流イベントが、鈴鹿バルーンフェスティ

バル2007のプレイベントとしてジェフリーすずかで開かれました。 

　「五感で楽しむタンザニア」と題して行われたイベ

ントでは、近藤ヒロミさんによる悠久のときを感じさせ

てくれる民俗楽器イリンバの演奏、大村賢吾さんに

よるアフリカ最高峰キリマンジャロやセレンゲティ国立

公園などの様子を紹介するアフリカの動物写真とお話、

清水邦子さんによる「虹の七色はどこから来たの？」

などのタンザニア民話の朗読などが行われました。 

　約30人の参加者たちは、遠くアフリカの歴史や自然、

動物たちの営み、人々の生活などに思いをはせなが

ら、五感でアフリカをサファリ（旅）しているような様

子で、演奏やお話に聴き入っていました。 

五感でアフリカをサファリ（旅）しよう 
ときの流れ　自然の営み　人々の暮らしを感じながら・・・ 

8/19㈰8/19㈰
フナやエビがたくさん捕れたよ 
夏の思い出に鈴鹿川イベント 
　親子でさまざまな自然体験を行うことで、家族のふれあいを深め、

環境保護への意識を高めようと、実行委員会とボランティアの皆

さんの協力により、第7回夏の鈴鹿川体験が鈴鹿川河川緑地公

園で開かれました。会場では、魚をとりな

がらの川歩き、鈴鹿川流域生き物水槽展示、

野草のてんぷら試食、ビーチサンダル飛ば

しなどのイベントが行われ、多くの親子が

楽しみました。特に、川歩きは子どもたちに

大人気で、「大きなフナが捕れたよ」「エビ

が卵を持ってる」など、涼しい川の中で大

きな歓声を上げていました。 
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夏休み親子リポーター 
　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。4組の親子リポーターによる取材記事を紹介します。 

　カメラで家族

以外の人を撮っ

たのは初めてです。

面白かったので、

たくさん撮らせ

てもらいました。 

　吉岡さんはつらい

話を、涙をぽろぽろ流

して一生懸命してくれ

ました。お母さんと一

緒に聞けてよかったです。 

　語り部さんの気持ちを

絶対忘れません。自分の

近くにいる人を敬い慈しみ、

平和な気持ちの輪を広げ

ていきます。 

　粘土で犬型土製品

作りをしている人を取

材しました。目や耳など

が難しそうですが、作っ

ている人は楽しそうで

した。 

　2年前、夏休み親子

体操でリポーターさんを

見て、わたしたちも経験

したくなり今回チャンス

に恵まれラッキーでした。 

レンズ レンズ 
7/28㈯

8/5㈰

昔にプチタイムスリップしよう 7/25㈬7/25㈬

7/26㈭7/26㈭戦争なんて絶対嫌だ、絶対平和を守っていく！ 
　「お姉ちゃん、水が飲みたい」「すえちゃん、水

を飲みよると、死ぬるからいけん」広島で被爆した、

吉岡さんと重症の妹さんとの会話が今も忘れられま

せん。わたしは涙が出そうになりました。お母さんも、

隣のおじいさんも、みんな泣いていました。わたし

は怖くてお母さんの手を握りました。 

　広島に原爆が落とされてから、62年経ちます。今でも

世界では戦争をしているところがあり、つらい思いをし

ている人がたくさんいるそうです。日本がこんなひどい

戦争を再びすることなく、みんなで仲良くするために、

ジェフリーすずかで「平和への祈り展」が開かれました。 

　会場には平和へのメッセージがはられ、広島に送る

ため、心のこもった折鶴がテーブルにたくさん置いてあ

りました。パネル展示では、見るのが怖くなる写真ばか

りで戦争や核の怖さが伝わってきました。3人の子ども

と来られたお母さんは「子どもたちが痛い思いをして亡

くなってしまったことを考えると、母としてつらいです。

戦争なんか絶対にしないように、子どもたちを連れて来

ました」と泣きながら話されました。来られた方はみん

な「こんな戦争二度と嫌だ、絶対平和を守っていく」と

感じたと思います。 

川口雄一朗くん 川口聖矢くん

樋元美友さん 樋元陽子さん

川口亜砂美さん

み　ゆう

　国分町にある、考古博物館へ取材に行ってきました。博物

館では、9月2日㈰まで｢夏休みこども体験博物館｣が開催され

ていました。火おこし体験、勾玉作り、土笛、犬型土製品作

りなど、人気の体験教室では、小さな子

どもから大人までが、夏休みの楽しい思

い出として、毎日大勢訪れていました。 

　企画展の｢どうぶつたちがやってきた｣

では、10種類以上のどうぶつで、116点

の展示物があり、僕たちが乗れそうな

ほど大きな馬形はにわや、手のひらにすっぽり収

まる小さなカエルやカメの人形、同じ土製品でも、

大きさも色も違い、かわいかったり、不思議だっ

たり、おかしかったり、昔々の温かみを感じる考

古資料のいろいろを見ることができました。 

　実際に見た人は、｢本物みたいで怖かった｣｢昔

に作ったものを見ることができて不思議な気持

ち｣｢昔の人は、道具も無いのに美しい模様を作れ

てスゴイ｣など、意見を聞かせてくれました。 

　考古博物館へは、伊勢国分寺と鈴鹿山脈をイメ

ージした三角屋根をめざして来てください。 
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Cheerful!

いろいろなすくい方で挑戦！ 

レンズ レンズ 
7/28㈯7/28㈯

8/5㈰8/5㈰

7/25㈬

7/26㈭

「さあ、採るぞ」　灯りに集まる虫たちを!!

　大きいカメラを持

って歩いたので大変

だったけれど、虫をと

ったときのみんなの

笑顔を見ると、僕ま

でうれしくなりました。 

　夢中になって虫を採

る姿が、数年前のわが

子を見るようで楽しか

ったです。何か珍しい

虫は採れたのかな？！ 

　加佐登神社で、自然調査観察会｢虫の灯火採集｣が

行われました。自然調査観察会では、豊かな自然を

守り、自然に触れ、市内に生息する動植物の基本的

なデータを集めています。この催しは、今年で4年

目になるそうです。この日は、親子合わせて40人の

参加がありました。虫かご、あみ、採集ビンを手に、

みんな一生懸命虫を追いかけていました。 

  まだ少し明るい19時に、白い布を5カ所にわたって

張り、ブラックライト(虫が好む青い光り)で照らしま

した。始めは、日がまだ少しあったのであまり虫が来ませ

んでしが、日が沈み暗くなると、カナブン、セミ、バッ

タ、カミキリムシなどが集まってきました。 

　中には、｢カブトムシ見つけたよ｣と喜んでいる子

どもや、セミの幼虫の羽化を見つけ｢お母さん早く

来て｣と、親子で熱心に羽化を観察する姿も見られ

ました。自然の

神秘に感嘆させ

られる瞬間でした。

また、たくさん

の虫が採集できて、

とても満足そう

な笑顔が印象的

でした。 

伊藤史織さん伊藤宏美さん
ひろ　み し　おり

市川健人くん 市川友美さん

　第4回金魚すくい選手権大会が、鈴鹿ハンターで開

催されました。小・中学生の部、一般の部合わせて

約160人が参加しました。参加した皆さんは、金魚を

1匹でもたくさんすくおうと真剣に楽しんでいました。 

　金魚すくいのすくい方にも皆さんそれぞれ個性が

あり、一度に2、3匹すくいあげる人、1匹ずつ丁寧に

すくう人、水槽の端に金魚を追い込んですくう人など、

いろいろなすくい方があるんだなあと思いました。 

　この大会の前に市長も金魚すくいに参加され、「去

年は2匹だったけれど、今年は3匹もすくった。金魚

すくいは楽しいねえ。夢があるし、何も考えずに金

魚すくいに集中できるからいいねえ」とおっしゃっ

ていました。 

　大会の優勝

者、準優勝者

は奈良県大和

郡山市で行わ

れる全国金魚

すくい選手権

に出場します。

頑張ってくだ

さい。 

　金魚すくいってけっ

こうむずかしいんだな

あと思いました。また、

挑戦したいです。 

　夏休みの体験にと参加させて

いただき、わたしも子どもも良い

記念になりました。市長にはわた

したちに気さくに話していただき

うれしかったです。 
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☺単身赴任がきっかけ 
　子どものころから絵が大好きで、

高校生のときには美術部に所属し

ていました。就職後は社内イベン

トの看板やポスター、社内報の挿

絵などを頼まれ、たくさんの絵を

描いていました。似顔絵は、5年前

に単身赴任をしたときに、一人暮

らしの自由時間を有意義に過ごそ

うと独学で始めたものです。最初は、

職場仲間や海外出張先でお世話に

なった人たちの似顔絵を描き、そ

れをプレゼントして大変喜ばれま

した。似顔絵はコミュニケーショ

ンの手段として大変役に立ち、仕

事も人間関係もとてもうまくいき

ました。今は、だれもが知ってい

る俳優やスポーツ選手などの有名

人の似顔絵をよく描いていてます。 

☺似顔絵の命は「目の力」 
　似顔絵はパステルをナイフで削り、

その粉を指や綿棒で用紙に擦り込

んでいく手法で描きますが、細か

な部分は色鉛筆を使います。1枚を

完成させるのに10時間ほどかかり

ます。作品で最も重要な部分は目

です。目の力を表現できるかどう

かで作品の良し悪しが決まるとい

ってもいいほどです。 

 

☺性格や個性も表現してみたい 
　これまでに400枚以上の似顔絵を

描いてきました。先月にはこれま

での作品を集め、市内証券会社の

ロビーで個展を開催させていただ

きました。 

　似顔絵は奥が深く、今でもいろいろと

工夫しながら描いており、いつまでも勉

強だと思っています。最終的には、その

人の性格や

個性までもが

表現できるよ

うな似顔絵

を描いてみ

たいです。 

と 

なかま 
アームレスリングチーム

「天腕」

ひ 
Cheerful!

☺手軽だけど奥の深いスポーツ 
　2000年に会長片山卓也が友達5人

とチームを結成し、今年8年目を迎え

ました。現在、メンバーは24人で、女

性も2人入っています。 

　アームレスリングとは「腕相撲」の

ことです。いつでもどこでもだれでも

楽しめる手軽なスポーツです。正式

の試合では専用のアーム台を使い、

「ドントムーブ、ゴー！」の合図で始め、

パットに相手の手を付けた方が勝者

になります。勝負は1秒以下で決まる

こともあれば、1分以上かかることもあ

ります。力、スピード、テクニック、そ

して判断力、精神力が必要とされる

奥の深いスポーツでもあります。 

☺世界大会への出場が決定 
　アームレスリングは基本的には体

重別の個人競技で、わがチームのメ

ンバーも毎年大きな大会に出場して

います。過去には世界大会で6位入

賞を果たしたメンバーもいます。今

年も全国大会で8人が1位から3位ま

でに入賞し、秋にブルガリアで開催さ

れる世界大会への出場権を得ました。

☺日本最強チームをめざして 
　練習は、毎週月曜日と第２土曜日

の夜に南玉垣町の三重工熱の倉庫

で行っています。社長のご理解のもと、

支援をしていただいています。天腕

は今でも全国でトップレベルのチーム

と言えますが、さらに上をめざして頑

張っていきます。 

　現在、男女を問わず、やる気のあ

るメンバーを募集中です。一緒にア

ームレスリングを楽しみましょう。 

元気な 

元気な 

ワードパズル ワードパズル 

■

　 今 回 の 元 気 な 人 は 、 似 顔 絵 で 頑 張 る
中島豊蔵さんです。

中島豊蔵さん（竹野二丁目）

情報局 
こちら すずか 

バルーンフェスティバル

問合せ／北條　　090-3442-4310

て ん 　 わ ん
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☺

☺

☺

杉本佳舟（中箕田1-21-31）
　385-0547

鈴鹿市医師会
382-3061

鈴木利昭
383-0712

太田充彦（北堀江1-6-12）　
　385-3161

篠原千恵子
    hinamatsuri62@yahoo.co.jp　386-5695

ＮＰＯ法人研鑽ライフセンター
　　370-2760

民族衣裳着付同好会　儀賀　
　386-3827

鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生（矢橋2-4-3）
　382-6704

三重県フライヤー連盟　行方惇郎
　321-2615

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　382-1521

田中均
388-1657

石井　
090-7916-5101

鈴鹿ＥＭ交流会
382-6039

林　順子
386-2329

米川
・　372-1692

鈴鹿きくち教室
080-3624-6446

保井
090-4185-1514

鈴鹿料理飲食業組合（鈴鹿商工会議所内）
382-3222

●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18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。 

次回の募集は11月５日号掲載分です

と 

なかま 

ひ 
対象／一般、児童　とき／9月28日
㈮〜30日㈰9時〜19時（最終日は16
時まで）　ところ／文化会館さつき
プラザ　内容／5歳から85歳までの
かな書を中心とした作品展です。

とき／10月13日㈯10時〜17時、
14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。絵画、書、写真、
手芸、美術工芸などを展示します。

とき／9月30日㈰　内容／県大会（津市）　受付／津
お城公園8時30分　参加費／300円　とき／10月
7日㈰　内容／いきいき鈴鹿　集合／鼓ヶ浦サンスポ
ーツランド8時30分　参加費／500円　※ただいま

「設立20年史」予約受付中（500円）　※初参加者大歓迎

対象／高校生以上で編成　とき／
10月7日㈰　ところ／市立体育館　
参加費／4,000円　申込み／9月21
日㈮までに市立・西部体育館で申込
書を受け取り、参加費を添えて太田へ。

とき／9月15日㈯19時30分から　と
ころ／ジェフリーすずか　月会費／2
回1,500円　※運動に自信のない方、
年齢にかかわらず楽しみながら体を
動かし、自分自身を磨きましょう。

とき／9月22日㈯〜26日㈬　とこ
ろ／鈴鹿ハイツ　内容／思い込み
や決め付けに気付き、本来の自分ら
しい生き方を知るための基礎コー
ス　※説明会には随時参加できます。

とき／10月2日㈫から毎週火曜日10時
〜12時、3カ月12回　ところ／華賀き
もの学院内　受講費／12回で8,400円
定員／10人　※手結び着付＆あとしまつ、
グループレッスンは楽しいです。

とき／10月28日㈰13時　ところ／江島カ
ルチャーセンター　会費／1,000円　講師
／松井幸子さん　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、　382-5696）へ。　※当日句2句

対象／小学生以上　とき／9月23日㈰
10時〜15時（延期は30日㈰）　ところ
／白子海浜公園　内容／体験者を5、6
人でロープで引っ張り、浮上体験　参
加費／500円　申込み／当日会場受付

対象／つり上げ荷重1トン以上5トン未満
の移動式クレーン（ユニックなど）の運転
業務に就く方は必要　とき／学科：10月
20日㈯、21日㈰　実技：10月27日㈯か28
日㈰のいずれか　受講費／1万8,500円

とき／10月6日㈯、7日㈰　集合／鈴鹿市役所
正面玄関前7時30分　内容／北八ヶ岳（天狗岳）
登山とキノコ狩り　参加費／2万円（予定）　申
込み／9月20日㈭までに、はがきで〒510-
0212中旭が丘2-7-31　田中均へ　※雨天決行

対象・とき／毎週月曜日箕田地区16時15分から（小学生）、
17時15分から（幼児）　毎週火曜日郡山地区16時からと
17時から（幼児）　内容／リボン・フープ・ボールを使った
演技、器械体操（側転など）、柔軟、バレーレッスン　※楽し
く参加してみてください。お気軽にお問い合わせください。

とき／9月21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。

とき／毎週火曜日10時30分〜14
時30分　ところ／ふれあいホール
ほか　※だれでも知っている歌を
楽しく歌いましょう。老人福祉施設
へも訪問しています。見学も大歓迎

対象／市内小学校で読み聞かせをしてい
る人　とき／10月12日㈮10時〜13時30
分　ところ／社会福祉センター　内容／
ボランティア同士の交流と研修　費用／
100円　申込み／電話かファクスで米川へ

対象／3歳〜小学6年生　とき／9月中の土曜日1回
のみ（昼から2時間程度）　ところ／東磯山三丁目　
内容／工作やお絵かき好きな子どもたちのための教
室　参加費／500円　※予約が必要です。気軽に遊び
に来てください。詳しくは、電話で鈴鹿きくち教室へ。

とき／9月11日㈫19時〜21時　ところ
／白子公民館（近鉄白子駅東口徒歩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。

とき／10月24日㈬11時から　ところ／文化会館
調理実習室　内容／プロの料理人によるご家庭で
できる料理のコツ秘訣を伝授　参加費／2,000円
定員／30人（先着順）　申込み／所定の申込書に
記入の上、参加費を添えて申込みください。

第19回佳舟会かな書展 
 

鈴鹿市医師会 
趣味の作品展 

鈴鹿市民歩こう会 
市民9人制バレーボール 

女子大会 
3Ｂ体操指導者養成教室 

受講生募集 
自分を知るための 
「研鑽セミナー」 

きつけ 鈴鹿市民俳句大会 パラグライダー体験飛行 
小型移動式クレーン 
運転技能講習 

県外登山（北八ヶ岳） 
3才からの 

新体操体験者募集 ＥＭ勉強会 
女声合唱 

花の和リピート団員募集 

読み聞かせボランティア 
交流会 

こども美術学園 
秋の体験教室 

鈴鹿不登校を考える 
親の会 料理講習会 

☺ ☺

☺

パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 
　毎月1回はクロスワードパズルで

頭の体操。 

　縦のカギ、横のカギに回答し、色

付き部分の文字を組み合わせると、

「鈴鹿」にまつわる言葉が生まれます。

さあ、皆さんチャレンジしてみましょう。 

②祝祭日の前夜。特にクリスマスの前夜。     
③世間慣れしていないで、若々しく新鮮にみえる様子。
④石川県の北部にあたる地域。大きな地震もありました。
⑤果実の中間がくびれて上下がふくらんだ形を

したウリ科の一年草
⑦客を笑わせるための芸。
⑩小ねじ。先のとがっていない雄ねじ。      
⑫遊びごと、遊戯、競技、試合などのことを英語で
⑭ライオンと並ぶネコ科の大形の猛獣。黄褐色黒縞模様。

①老人をうやまい長寿を祝う国民の祝日。9月の第3月曜日。
⑥トゲウオ科の魚。全長8センチくらい。イトウオとも言う。
⑧日本の古典芸能。中世に猿楽から発展した歌舞劇。
⑨簡素の中に見いだされる清澄・閑寂な趣。
⑪木で井の字の形に組んだ井戸のふち。

⑬ 演劇・映画などの最後の場面。
⑮ミカン科の常緑低木。果実はレモンに

似て小さくジュースなどにする。

部
分
の
文
字
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、あ
る
言
葉
が
浮
か
び
ま
す 

タ
　
　
テ

ヨ
　
コ

※答えは10月5日号のこのコーナーに掲載します。

鹿 

■

情報局 
こちら すずか 

■8月5日号の答え

バルーンフェスティバル

　今年で16回目を迎えるバルーンフェスティバル。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と、競技飛行の他、

さまざまなイベントで皆さんをお迎えします。15日㈯～17日

（月・祝）は、ぜひバルーンフェスティバルへお出かけください。 
バルーンフェスティバルバルーンフェスティバル

かしゅう

① ② ③ ④ ⑤

　 　 ⑥ 　 　

⑦ 　 ⑧ 　 　

⑨ ⑩ 　 ⑪ ⑫ 　

⑬ ⑭ 　 　 　

　 　 ⑮ 　 　 　
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くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

配布の対象　火曜日配布は個人とボランティア、
金曜日配布は個人のみ(金曜日配布のみ上限70人) 

予約電話番号　　・　384-6655 
予約の受付　予約受付日時は毎週水・木・金曜日
(祝日を除く)の8時30分から12時30分までで、

翌週の火・金曜日配布分を受付します。 

 

 

 

※9月18日(火)と21日(金)配布分の予約受付は、9月12日(水)

～14日(金)8時30分～12時30分となります。 

※ファクスによる予約は5人以内に限ります。 

※当日受付は行いません。 

※予約の際、配布希望の曜日(火曜日または金曜日)をお伝えください。 

　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。 

　9月18日㈫配布分から次のとおり予約と配布方法が変更になりますのでご注意ください。 

EM活性液の予約と配布方法を変更します　環境政策課　 382-9014　 382-2214　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納税の夜間・休日窓口を 

開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

夜間窓口　9月27日㈭、28日㈮ 
　20時まで 

休日窓口　9月30日㈰　9時～16時
30分 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

 
臨時職員を募集します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　発掘調査で出土した土器などを洗

ったり、組み立てたり、図面を描いたり

する作業をしていただく方を募集します。 

応募資格　昭和47年4月2日以降生ま
れの地方公務員法第16条に該当し

ない方で、考古学に興味のある方 

雇用条件
○鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に

準じます。 

○時間給　710円 

○雇用期間　9月下旬～平成20年3月 

○勤務時間　9時～16時 

○休日　土・日曜日、祝日と12月

28日～1月3日 

募集人数　1人 
申込み　9月5日㈬から21日㈮までに、
考古博物館に備え付けの鈴鹿市

臨時職員申込書に必要事項を

記入の上、直接、または簡易書

留による郵送で、考古博物館へ 

選考方法　面接試験(個別面接) 
 
鈴鹿市土地開発公社所有財産を
一般競争入札により売却します 

管財営繕課　 382-9675　 382-8188
kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

所在地　鈴鹿市寺家一丁目2131番1 
地　目　雑種地(現況：雑種地) 
地　積　1,525.98㎡ 
用途地域　第1種低層住居専用地域 
予定価格(売却最低価格)
　6,112万4,000円 

入　札 
○と　き　10月4日㈭　13時30分から 
○ところ　市役所本館10階入札室 
入札参加受付　9月10日㈪から27

日㈭(土・日曜日、祝日を除く)ま

での9時30分から16時までに、直接、

管財営繕課(市役所本館10階)へ 

※郵送による申込みはできません。 

※入札参加資格など入札参加申込み

について詳しくは、管財営繕課へ 

【現地説明会】
と　き　9月10日㈪　10時から 
ところ　売払物件所在地 
 
9月10日は下水道の日です 

下水管理課　 382-7636　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

平成19年度下水道推進標語
下水道　水も地球も　リフレッシュ

　｢下水道の日｣は、1961年(昭和36年)、

著しく遅れているわが国の下水道の

全国的な普及(当時の普及率：6％)

を図る必要があることから、このアピ

ールを全国的に展開するため、当時

の下水道を所管していた建設省(現

在の国土交通省)、

厚生省(現在は環境

省に所管変更)と(社)

日本下水道協会の

前身団体が協議して

｢全国下水道促進デ

ー｣として始まりました。 

○公共下水道の供用開始区域内

の皆さんは、家庭からの汚水を

公共下水道に流すための｢排水

設備｣を供用開始後1年以内に

設置していただくことになります。

また、くみ取り便所は、3年以内に

水洗便所に改造していただかな

ければなりません。 

火曜日配布方法(祝日の場合は水曜日配布)　
○配布場所　シルバー人材センター(市役所立体駐
車場南側の別館第3ロビー) 

○配布時間　13時～15時 
金曜日配布方法(祝日の場合は
配布中止)
○配布場所　鈴鹿ハンター弁天山
公園側テントアーケード(右図) 

○配布時間　13時～15時 
持ち物　空きペットボトル 
配布量　個人は一世帯につき1カ月2ℓ以内、ボランティア
は1カ月10ℓ以内 

※ボランティアは環境政策課に登録があり、公共用水域の

環境浄化に取り組む団体のみの配布とさせていただきます。 

（シルバー） 

月　火　水　木　金　土　日　月　火　水　木　金　土　日 

予約受付 配布 配布 
(ハンター)

お 知 ら せ  

鈴鹿ハンター

弁天山公園

配置場所

中央道路

下水道に接続 
しましょう 

平
田
交
番
●

平
田
交
番
●

平
田
交
番
●
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⑴土　地
所 　 　 在 面積（㎡） 固定資産税の課税標準額（円） 摘 　 要

鈴鹿市白子本町6413・6414-2

鈴鹿市白子本町6414-1

鈴鹿市白子町生水2818・2822

鈴鹿市稲生町稲生山7992-1488・7992-1498

鈴鹿市稲生町稲生山7992-104 35.00

231.00

423.00

166.90

152.75 7 7 6 , 2 7 5

8 4 8 , 1 8 5

3 4 , 8 1 2

7 , 2 0 6

1 , 0 9 2 相続　持分231/3647

相 　 続  

相 　 続  

相 　 続  

⑵建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃貸借

⑶建　物
所 　 　 在 面積（㎡） 固定資産税の課税標準額（円） 摘 　 要

鈴鹿市白子本町21 - 2 8

鈴鹿市白子本町21 - 2 9

1 9 7 . 4 0

1 2 3 . 0 0

7 , 2 7 9 , 4 2 2

4 , 3 8 3 , 1 2 6

相 　 続  

相 　 続  

⑷預金・貯金・郵便貯金

預金の総額

貯金の総額

5,414,441円 

1,000,901円 

郵便貯金の総額 927,081円 

⑸金銭信託 該当なし 

該当なし 

⑹有価証券

株券 本田技研工業株式会社 　2,000株 

⑺自動車・船舶・航空機・美術工芸品

自動車　軽自動車１ 

⑻ゴルフ場の利用に関する権利

ゴルフ場の名称　名松ゴルフ 

⑼貸付金 該当なし 

⑽借入金 15,124,175円 

　鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例の規定に基づき、平成19年5月1日において有する資産などについて同年8月2日

に作成された資産等報告書の内容をまとめたものです。報告書の原本はどなたでも市政情報課で閲覧することができます。

また、報告書の概要を市ホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shisan/index.html)で公表しています。 

市長の資産を公開します　　市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka. lg. jp

○排水設備の工事は、市の指定を

受けた｢鈴鹿市排水設備指定工

事店｣でないとできません。 

○70万円を限度とした改造資金融

資あっせん制度がありますので、

指定工事店におたずねください。 

　下水道が普及すると、雑排水の

排除や便所の水洗化などにより、

汚れたドブがなくなり、蚊やハエな

どの発生を防いで伝染病を予防し、

清潔で快適な生活環境が確保され

ます。また、家庭や工場から流され

た汚水は処理場できれいにされる

ので、海や川がきれいになります。 

※下水道の普及にご理解とご協力を

お願いします。 

 
平成20年鈴鹿市成人式の 
会場が決まりました 

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和62年4月2日から昭和
63年4月1日までに生まれた方で、

市内在住、または本籍のある方 

と　き　平成20年1月13日㈰
　10時から(開場は9時) 

ところ　鈴鹿サーキット新グランド
スタンド 

※対象の方への通知はいたしません。

ご自由にお越しください。 

※会場や内容について詳しくは、今後

の広報すずかでお知らせします。 

 
障がい者の通所費用と 
障がい児の通園費用を 
一部助成します 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　平成19年4月1日㈰から同年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、肢体不自由児

通園施設、知的障害児通園施設、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

(障がい児1人につき1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)の費用の

2分の1(1人月額5,000円が上限) 

申込み　10月10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。 

 
図書館を休館します 

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

　9月27日㈭から10月3日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間と

して休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
地元産小麦を使って 

手打ちうどんなどを作りませんか 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　地元で生産した農産物を地元

で消費する｢地産地消｣を推進す

るため、地元産小麦を使った手打

ちうどん・蒸しまんじゅう作りの出

前講座を行います。 

　少人数でもお受けしますので、希

望されるグループの方はご連絡くださ

い。費用など詳しくは、ご相談ください。 

問合せ　地産地消ネットワークみえ 
　(北勢)鈴鹿支部　豊田　379-1048

平
田
交
番
●
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平成20年度 

地域密着型サービス 
事業者説明会を行います 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607
chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度地域密着型サービス

の施設整備計画説明会を行います。 

対　象　市内で地域密着型サー
ビス事業を計画している法人 

と　き　9月26日㈬　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
問合せ　鈴鹿亀山地区広域連合
　369-3204または長寿社会課 

 
臨時職員・介護支援専門員 
(ケアマネージャー)を募集します 

鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　 369-3200　 369-3202
skkouiki@mecha.ne.jp

　鈴鹿亀山地区広域連合では、育

児休業の代替として勤務していた

だく臨時職員・介護支援専門職員(ケ

アマネージャー)を募集しています。 

応募資格　介護支援専門員証の交
付を受けている方、または三重県知

事への登録が済み、介護支援専門

員証の交付を受ける予定の方で、

自動車運転免許を取得している方 

業務内容　要介護認定に係る訪
問調査、認定調査票の作成 

募集人数　1人 
申込み　9月20日㈭までに、市販の
履歴書(写真はり付けのもの)1通と

介護支援専門員証の写し1通(介

護支援専門員証の交付手続き中

の場合は、その旨を証明する書面

1通)を、鈴鹿亀山地区広域連合総

務課へ提出してください。 

 
不動産を公売します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構が不動

産の公売を実施します。公売に参

加できる資格に制限がありますので、

詳しくは、お問い合わせください。 

と　き　9月20日㈭　10時30分～
11時 

ところ　県津庁舎6階第61会議室 
問合せ　三重地方税管理回収機
構徴収課（津市桜橋三丁目446-

34三重県津庁舎内　059-213-

7355 　http://www.zei-kikou.jp/ 

 
鈴鹿市交通安全対策会議委員を

公募します 

防災安全課　 382-9022　 82-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市では、7月1日に、鈴鹿市交通安全

条例を制定しました。これに基づき、

鈴鹿市交通安全計画の策定や、市が

実施する道路交通の安全に関する総

合的な施策の審議を行うため｢鈴鹿市

交通安全対策会議｣を設置するにあた

り、委員の公募を行います。交通事故の

ない社会実現のために一緒に考えて

いただける方の応募をお待ちしています。 

対　象　市内に在住、在勤、通学の
18歳以上の方 

開　催　年数回程度 
募集人員　2人(任期2年) 
報　酬　本市規定により支払います。 

申込み　9月28日㈮(17時必着)まで
に防災安全課に備え付けの申込

書に必要事項を記入の上、｢交通

安全のため、今、何をすべきか｣を

テーマに800字程度まとめた作文(形

式自由)を添えて、防災安全課へ 

※申込書は、市ホームページからも

入手できます。 

 
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.lg.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23日㈰、

24日㈪の2日間、｢バスの日記念

半額運賃企画｣を実施します。 

　市内の路線バス(C-BUSは除く)

が、半額でご乗車いただけます。

ぜひ、ご利用ください。 

問合せ　三重県バス協会(三重交通
中勢営業所内)　 059-233-3501 

 
全国一斉無料成年後見相談会

を開きます 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　司法書士と社会福祉士がご相

談に応じます。 

と　き　9月17日㈪　10時～16時 
ところ　三重県司法書士会館3階
(津市丸之内養正町17-17) 

内　容　老後の心配ごとや財産管
理・生活支援などに関しての成年

後見制度の利用についての相談、

クレジット・サラ金問題の相談 

相談方法　面談(予約不要)、電話 

くらしの情報 

お 知 ら せ  

　市では、鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例に基き、次のとおり放置自転車や原動機付

き自転車(原付)の処分を行っています。 

●放置禁止区域(近鉄白子駅・平田駅の周辺300m以内：地図参照)での処分の流れ
　警告札(赤)を取付け→2時間後撤去→保管

(伊勢鉄道高架下60日間)→防犯登録などの

照会で所有者が判明すればはがきで通知→

返還(手数料として自転車1,500円、原付

2,000円をいただきます。盗難届出済みは無料)

→所有者からの連絡のない自転車は売却 

●放置禁止区域外の駐輪場での処分の流れ
　調査札(緑)・注意札(黄)を取付け→札取付け

後7日後に撤去→保管(伊勢鉄道高架下60日)

→以降は放置禁止区域の流れと同じです。 

市内自転車駐輪場などでの放置自転車などの処分の流れをお知らせします　防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka. lg. jp

■駐輪禁止箇所 ■市営駐輪場 ■市営駐輪場（有料） ●駅
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白子地区

市民センター

白子公民館
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当日特設電話　   059-222-3490(代表) 
主　催　三重県司法書士会、リーガル
サポートみえ、三重県社会福祉士会 

問合せ　三重県司法書士会　 059-
224-5171 

 
自殺予防 

いのちの電話が始まります 

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

　9月から平成20年3月までの期間、

毎月10日に全国｢いのちの電話｣

センターをネットワークとして、

通話料無料の電話相談を行います。 

期　間　9月10日から毎月10日 
　8時～翌日8時(24時間：無料) 

電話番号　　0120-738-556(社会
福祉法人いのちの電話) 

相談内容　自殺にかかわる相談 
 

○催し物

 
第11回鈴鹿墨展とじばさん市 

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

と　き　9月15日㈯　10時～17時、
16日㈰　10時～16時 

ところ　(財)三重北勢地域地場産
業振興センター(じばさん三重：

四日市市安島一丁目3-18　353-

8100) 

内　容

○墨で描くイラスト、水墨画、絵手紙体

験教室(講師による実演、指導有り) 

○色紙、短冊への一筆書き体験

教室(講師による実演、指導有り) 

○伝統工芸士による鈴鹿墨製作

実演、にぎり墨体験 

主　催　鈴鹿製墨協同組合 
入場料　無料 
※先着150人に粗品を進呈します。 

問合せ　鈴鹿製墨協同組合　 388-
4053 

ペットの防災講演会 

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月16日㈰　13時～16時 
ところ　市役所本館12階 
内　容　大災害に備えてペット
の飼主のつとめ 

講　師　NPO法人わんとほーむ
理事　向　宇希さん 

問合せ　かいげ動物病院　 388-
4010

●

※参加者は市内在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成19年度前期に当該教室に参加していな

い方を優先的に先着順に受付します(一人につき1教室1枚のみ)。 

※平成19年度の前期教室に参加された方は、定員に達した場

合は抽選とします(受付期間は同じです)。 

※いずれの方も受付時に参加料を添えて、各会場で申

し込んでください。 

※参加料には、スポーツ保険料(大人1人につき1,500円、

中学生以下1人につき500円)が含まれています。 

※お子さまを連れての参加はご遠慮ください。 

平成19年度後期スポーツ教室　　市立体育館　 387-6006　 387-6008　市武道館　 388-0622　 388-0940

教室名 

対　象 

と　き 

ところ 

定　員 

参加料 

申込み 

教室名 

対　象 

と　き 

ところ 

定　員 

参加料 

申込み 

卓　　　球 

一般男女 

10月から3月までの水曜日 
9時30分～11時30分(全16回)

市立体育館 

60人 

5,000円 

テ　ニ　ス 

65歳以下男女 

10月から2月までの木曜日 
13時～15時(全13回)

市立コート 

45人 

4,000円 

シニアテニス 

55歳以上男女 

10月から3月までの火曜日 
10時～11時30分、13時～14時30分 
(いずれも全15回)

10月から3月までの金曜日 
9時～11時(全15回)

20人 

4,500円 

ヨ　　ガ 

一般男女 

市立体育館 

午前・午後　各30人 

4,000円 

バレーボール 

一般女性 

一般女性 

10月から3月までの木曜日 
10時～12時(全17回)

定員なし 

4,000円 

9月27日(木)まで 9月12日(水)13時～20日(木)12時　 

さわやか 

50歳以上男女 

10月から3月までの金曜日 
13時～14時30分(17回)

3,000円 3,500円 

定員なし 

4,000円 

9月27日(木)まで 

市立体育館 

10月から3月までの木曜日 
19時～21時(全17回)

女性健康 健　　康 

一般男女 

10月から3月までの火・金曜日 
9時30分～11時30分(全25回)

柔　　道 

小学1年～中学3年男女 

10月から3月までの土曜日 
19時～21時(全22回)

6,000円 

市武道館 

10月から3月までの土曜日 
19時～21時(全22回)

小学1年～中学3年男女 

剣　　道 

　犯人は、アパートやパチンコ店などの駐車場内、路上などあらゆ

るところで狙っています。 

◆車上ねらいを防ぐためのポイント
○車は金庫ではないと自覚すること
　犯人は車を簡単に開けることができます。

車内は狭いため、探す場所も多くありません。

たとえ、マットの下やトランクに隠していても狙

われます。 

○車から降りるときは必ず施錠すること
　車を離れる時間がわずかであっても、

かぎを掛け、隙を与えないことが大切です。 

○座席にはカバン類や紙袋などを置かない
　座席は外から見やすい場所です。犯人は、

カバンや紙袋などが置いてあると、貴重品が

入っているのではないかと考えます。たとえ空

袋でも、車のかぎや窓を壊されてしまいます。 

催 し 物  

国
道

23号

中央道路
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第5回鈴鹿市消防団 
操法技術大会 

消防総務課　 382-9162 　 383-1447
shobosomu@city.suzuka.lg.jp

　市内23地区の消防分団が、自分

たちのまちは、自分たちで守るとい

う精神に基づき、日ごろの訓練の

成果を発表し、放水技術の向上と

士気の高揚を図ることを目的に開

催します。地元消防団員にご声援

をよろしくお願いします。 

と　き　9月23日㈰　8時30分～

13時 

ところ　三重県消防学校(石薬師町452) 
※警報発令時は中止します。 

 
鈴鹿市芸術文化協会華道部会
いけばな・作品展｢初秋の装い｣ 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市芸術文化協会華道部会

所属の7流派(8団体)が｢初秋の装い｣

と題して｢いけばな・作品展｣を開催し、

爽やかなひとときをお届けします。 

と　き　9月29日㈯、30日㈰
　10時～16時 

ところ　市役所本館市民ギャラリー 
観覧料　無料 

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

対　象　小・中学生とその家族 
と　き　10月13日㈯、14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(応募多数は抽選) 
参加料　小・中学生3,500円、 
　保護者4,300円 

申込み　9月28日㈮(必着)までに、
所定の用紙に必要事項を記入の

上、県立鈴鹿青少年センターへ 

 

○講座・教室
 

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
〇英会話初級Ⅰ(20人)
　10月17日～3月12日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

〇英会話初級Ⅱ(20人) 
　10月18日～3月13日の木曜日 

　10時30分～12時(全20回) 

〇英会話中級Ⅰ(20人)
　10月16日～3月11日の火曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

〇英会話中級Ⅱ(20人) 
　10月17日～3月12日の水曜日　

10時30分～12時(全20回) 

〇中国語初級(15人)
　 10月17日～3月12日の水曜日 

　19時～20時30分(全20回) 

〇ポルトガル語初級(20人)
　10月18日～3月13日の木曜日 

　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 , 0 0 0円、
一般1万7,000円(テキスト代別) 

申込み　9月27日㈭(必着)までに、

はがきに、郵便番号、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 

※応募者多数の場合は抽選します。 

 
男女共同参画市民企画支援事業 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんが企画した男女

共同参画社会づくりにつながる

事業を協働で開催します。 

◆連続講座　SHAREして生きるために
〜発達障がいを通して考える〜

くらしの情報 

催 し 物  

講座・教室 

対　象　平成19年4月1日現在
で35歳以下の勤労青少年 

申込み　9月10日㈪から14日
㈮までの各講座の開催曜

日18時30分から19時30分ま

でに、教材費を添えて、直接、

勤労青少年ホームへ 

※サークルは随時募集しています。 

※応募多数の場合は、受付日当

日19時30分に抽選を行います。 

※9月末までに定員の半数に達

しない講座は、開講しません。 

※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。 

※フラワーアレンジメント講

座とヨガ講座は全6回です。 

※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9日(火)から順次開講します。 

平成19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 
ヨガ 

華道（池坊） 
レクリエーション 
（水）陶　芸 
（水）料理Ａ 
やさしい和裁 
ゴルフ 

（木）料理B 
着物の着装 
日常マナー 

フラワーアレンジメント 
入門英会話 
中級茶道 
バレーボール 
硬式テニス 
卓　　　球 

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40分～20時40分 
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 
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 
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 
 
 

教材費（円） 
1万5,000円 
3,000円 
5,000円 
1,000円 

1万2,000円 
5,000円 
3,000円 
5,500円 
無　　料 

1万5,000円 
2,500円 
3,000円 

1万2,000円 
6,000円 
2,000円 

1万2,000円 
1,500円 
2,000円 

1万4,000円 
2,000円 
5,000円 
 

無　　料 
 
 
 

曜日 
 

月  
 
 
 
火 
 
 
 
 

水
 
 
 
 
 

木  
 
金 
水 
木 
金 
金 

定員 
15 
15 
15 
10 
20 
10 
15 
15 
35 
20 
20 
15 
24 
10 
20 
24 
女10 
10 
24 
20 
－ 
－ 
－ 
－ 

受付開始日 
 

9月10日  
 
 
 

9月11日 
 
 
 
 

9月12日  
 
 
 

9月13日  
 

9月14日 
 

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

老いのチカラ 

の 9 月 納 税 
○国民健康保険税・・・・・・・3期
【納期限は10月1日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

　発達障がいを理解し、自分ら

しく生きるために何が必要かを

考える3回講座です。 

とき・内容
○10月4日㈭　発達障がいをも
つって、どういうこと？ 

○11月22日㈭　ペアレントミーティ
ング父ちゃん・母ちゃんの現状～な

にがしんどいのか考えてみよう～　 

○12月4日㈫　わたしらしくいきる
ために～成人当事者からの発信～ 

※いずれも10時から12時まで講演、

13時から14時まで個別相談とサ

ポートブック作成会を行います。 

ところ　ジェフリーすずか 
主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
講　師　中谷正恵さん 
定　員　講演：各回60人(先着順・
申込者優先)、個別相談：各回2人

(先着順・1人30分・要予約)、

サポートブック作成会(講師：ＳＡＳ

スタッフ)：20人(先着順・3回とも

参加できる方優先・要予約) 

参加料　各回100円 
申込み　電話、ファクス、電子メールで、
亀田(　388-7856 　388-7857　 

　HZA04713@nifty.ne.jp)へ 

託　児　各回10人、1人200円、要予約：
電話で、堀井(　369-0736)へ 

いきいき健康づくり教室 

県立鈴鹿青少年センター　 378-9811　 378-9809

対　象　一般成人の方 
と　き　10月8日から29日までの
毎週月曜日　14時～16時(全4回) 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　ストレッチ体操、軽ス
ポーツ、食生活相談など 

参加費　1,000円(全4回分、保険
料含む) 

定　員　50人(先着順) 
申込み　9月5日㈬から、はがき、

ファクスに、住所、氏名、電

話番号、性別、年齢を記入の上、

県立鈴鹿青少年センターへ 

 
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/

　10月から始まる各種スポーツ教室

の参加者を募集します。開催日、内

容など詳しくは、お問い合わせください。 

○アクアクビクス(朝)7回
○泳法マスター(昼)
○ピラティス(朝)
○ピラティス(夜)
○グレードアップテニス(朝)
○ベーシックテニス(夜)

○グレードアップテニス(夜)
申込み　いずれのコースも、9月17
日㈪(休館日を除く)までに、直接

ご来場いただくか、ファクスで、

住所、氏名、年齢、性別、電話

番号、希望コースを記入の上、

県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットでも申込みが可能

(17日17時まで)です。 

※応募多数の場合は抽選します。 

※大幅に定員に満たない場合は中止

する場合があります。 

 
学校開放講座　書道(書に遊ぶ) 

県立神戸高等学校　 382-0071　 384-5239

と　き　11月3日、10日、17日、
24日、12月1日の各土曜日 

ところ　神戸高校書道室 
内　容　書の基本から作品制作
までいろいろな書体・書風の

学習、近代大家の作品鑑賞 

受講料　無料(材料費として1,000
円必要) 

申込み　9月5日㈬から、電話、

またはファクスで神戸高校へ 
 

　日本の人口は、2004年をピークに減少し始めました。

一方で、高齢化率(65歳以上が総人口に占める割合)は

20％を超えています。他の先進諸国に類を見ない速さで、

｢高齢化社会｣から｢高齢社会｣へ移行し、2050年には

39.6％に達すると見込まれています(国立社会保障・人

口問題研究所)。また、100歳以上の長寿者も、今年は3

万人に達する見通しで、｢100歳｣が珍しい時代ではなく

なってきています。 

　敬老の日は、国民の祝日の一つ。国民の祝日に関す

る法律(祝日法)では｢多年にわたり社会につくしてきた老

人を敬愛し、長寿を祝う｣ことを趣旨としています。80歳

なら、80年間を生きてきた人生をわたしたちは日ごろから

敬わなければなりません。なのに、｢老いては子に従え｣｢え

ぇ歳して・・・｣｢でしゃばらずに若い者に任せたら｣こんな

言葉を掛けられたら、つまらないと感じる方もいるでしょう。

老後とは、時間や気持ちにゆとりがあることで、仕事や育

児などいろいろと忙しかったときには気付かなかったこと

にたくさん気付くことができます。樹木の紅葉や生き物の

鳴き声、吹く風の爽やかさから季節を感じたり、野

菜や花の成長を楽しんだり、雨が止むまでだれかと

一緒にのんびり過ごしたり・・・。 

　でも、自分のゆとりを自分のためだけに使って、や

っぱり物足りなくなったら、社会のために使ってくだ

さい。貴重なご意見をください。社会のだれかの役

に立っていると感じたとき元気が出てくる。このよう

な｢老いのチカラ｣を使わなかったらもったいないの

ではないでしょうか。 

　先日、鉄道を利用したとき、ある駅では、車椅子

利用者の他に杖をついた高齢者がエレベーターか

ら降りてきました。次の駅では大きな荷物を持った若

い方がエレベーターから降りてきました。障がい者

や高齢者にやさしい設備は、実は若い世代にもやさ

しい設備なのです。高齢者の暮らし方、考え方、社

会への関わり方で世の中は変わってきます。世界一

の長寿国が世界の見本になり、その手本をみんな

のためにつくっていきませんか。 
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撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 鈴鹿川河川敷
平成18年9月16日
秘 書 広 報 課

■昼間は砂浜の砂の中に生息
　オオヒョウタンゴミムシは体長が約40㎜、光沢がある黒
色の大型の昆虫で、大あごが大きく一見クワガタムシのよう
に見えます。成虫は主に夏季に見られ、他の昆虫をえさとし
ていますが、昼間は砂浜に深い穴を掘って潜んでいるため、
見つけることが難しい昆虫です。全国的に生息地が減少して
おり、三重県では鈴鹿市や津市、伊勢市の砂浜海岸での生
息が記録されているだけで、「三重県レッドデータブック
2005」（※1）で絶滅危惧II類に選定されています。

■海岸で生きる昆虫は限られている
　海岸は塩分の影響を受けるため昆虫にとっては厳しい環
境ですが、海岸でしか見られない昆虫がいます。市環境政策
課では鼓ヶ浦小学校の児童と鼓ヶ浦海岸で３年間調査を行
った結果、約180種の昆虫を確認しました。これは、今回の
鈴鹿市の自然調査で確認された昆虫類約4,300種のうち
のわずか約４％ですから、昆虫にとって海岸環境の厳しさが
よく分かります。

 

広報すずか　2007年9月5日号

表紙写真

いよいよ
バルーンフェスティバル

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　　059-382-1100（代表）　　http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　059-382-9036　　059-382-9040　　hishokoho＠city.suzuka.lg. jp
■印刷・制作／身体障害者授産施設 八野ワークセンター印刷係　　     059-375-4381 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。

■鈴鹿市の海岸で見られる希少種
　「三重県レッドデータブック2005」に掲載されている海浜性の
種として、他にはヤマトケシマグソコガネ、ルリキオビジョウカイモ
ドキ、スナサビキコリ、ホソハマベゴミムシダ
マシ、ヤマトマダラバッタ、ハマベツチカメム
シが、鈴鹿市で確認されています。砂浜に生
息している昆虫は、主に砂や打ち上げられた
ヨシなどをふるいにかけて調べると、見つけ
ることができます。

（※1）レッドデータブック：絶滅の危機にある野生生物の
現状を記録した資料集。

　鈴鹿の秋空を鮮やかに彩る鈴鹿バルー
ンフェスティバルが、9月15日（土）から17日
（月・祝）にかけて、鈴鹿川河川敷と鈴鹿
サーキットを舞台に行われます。
　気球を通じて多くの人に感動を与える、
飛行技術の向上と後進の育成を図る、気
球を通じてほかの自治体や海外との交流

を深めるなど、大会には多くの人々のたくさ
んの思いが込められていて、今ではすっか
り鈴鹿の秋の風物詩として定着しました。
　熱気球教室やバルーンイリュージョン、
フォトコンテストなど、さまざまな催し物も行わ
れます。秋の一日、皆さん大空に浮かぶバ
ルーンを思い切り満喫してください。（正）

  

1
オオヒョウタンゴミムシ（オサムシ科）

ヤマトケシマグソコガネ

1mm

ルリキオビジョウカイモドキ

今月から新しいシリーズ「鈴鹿の自然発見！」が始まりました。鈴鹿
の自然や環境に関することをお伝えします。どうぞ、お楽しみに。

鼓ヶ浦小学校児童との調査


