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　近年多発する消費生活問題に対応するため、鈴鹿亀山地区広域連合が、平成18年4
月に開設した消費生活問題専門の相談機関です。
　消費生活問題は、その内容が年々複雑化してきています。こうした状況を受け、鈴鹿亀
山消費生活センターでは、専門的な知識を有する消費生活相談員が、消費生活に関する
相談を受け付け、解決のためのアドバイスやあっせんに関する業務を行っています。
　相談方法は、電話相談か面談のいずれかで、無料で行っています。また、毎月第4水曜
日には、弁護士による無料の法律相談も行っています（予約制）。

　「息子の弁護士費用でお金が必要」「有料サイトの利用料金が未払い」、相手の言うとおりにお金を振り込んだところ、取り
返しのつかない結果になってしまう。
　毎日のように新聞紙上をにぎわす振り込め詐欺などの消費生活に関するトラブル。次 と々新しい手口の詐欺が横行し、その
内容も多様化、複雑化し、被害が後を絶ちません。

　今回の特集では、そんな消費生活問題について取り上げ、その身近な相談窓口である「鈴鹿亀山消費生活センター」につ
いて紹介します。
　「頭では分かってはいたが、実際に電話がかかってきて、つい振り込んでしまった・・・」。そうなる前に、まずはご相談ください。

「わたしに限っ
て大丈夫・・」　
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「鈴鹿亀山消費生活センター」

鈴鹿亀山消費生活センター
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至鈴鹿サーキット
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鈴鹿農協
平田駅前支店2階

○ところ
　鈴鹿市算所一丁目3-3　鈴鹿農協平田駅前支店2階
○相談日
　土・日曜日、祝日、年末年始を除く平日の9時～16時
○　 059-375-7611
○　 059-370-2900 
○　 http://www.suzukakameyama-kouiki.jp/conference/index.html
 　   （鈴鹿亀山地区広域連合「消費生活相談」のページ）
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　設問の結果から、鈴鹿亀山消費生活センターについて、70％を超
える方がその存在を知らないことが分かり、さらなるＰＲの必要性が浮
き彫りになりました。その一方で、もし消費者トラブルに遭った場合、90
％を超える方が、鈴鹿亀山消費生活センターに何らかの形で相談し
たいと希望していることも分かりました。
　アンケート結果や掲示板に寄せられた意見からは、多くの方が、悪
質商法などの消費者トラブルの被害に遭った、あるいは遭いそうにな
った経験があることが理解できます。このような状況は、消費生活問題
が決して他人事ではなく、だれの身にも起こり得る問題であることを示
しています。　
　こうしたことから、今後、消費生活問題の相談窓口として、鈴鹿亀
山消費生活センターの役割はますます重要になると考えられます。

　開館10周年を迎えた考古博物館。その10年間の変遷を振り返り、併せて、10周年を記念して秋に開催される特別展に
ついて紹介します。
　7月28日から1週間、市政メールモニター（メルモニ）の皆さんを対象に、鈴鹿亀山消費生活センターの認知度などについ
てアンケートを行ったところ、429人から回答がありましたので、集計結果を紹介します。また、53人の方から意見や考えなど
をいただきましたので、その一部も併せて紹介します。

消費生活問題　あなたならどうしますか？

悪質商法などの消費者トラブルの被害に遭ったことがあり
ますか。Q2

鈴鹿亀山消費生活センターでは、消費生活に関する相談や
苦情を聴き、解決するためのお手伝いをしています。もしあな
たが消費者トラブルに遭ったらセンターに相談しますか。

Q3

アンケート実施期間／2008年7月28日（月）～8月3日（日）

※市政メールモニター（メルモニ）は、あらかじめ、住所・氏名・生年月日の認証を受けた
　中学生以上、または13歳以上の市民で、8月25日現在5,535人が登録しています。
※メルモニでは、アンケート結果や寄せられた意見や考えをホームページ上に
　掲載していますので、ぜひご覧ください。

http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/

メルモニさんの声メルモニさんの声
●以前にクーリングオフについてセンターに
相談し、親切に教えてもらいました。トラブル
になることなく解決できました。感謝していま
す。これだけテレビで被害が報道されている
のにまだまだ多くの人が悪徳商法に引っか
かっていますね。できすぎた話はそうはありま
せん。注意しないと。（49歳・女性）

●最近そういうトラブルをよく耳にします。
自分は大丈夫って思っている訳じゃないが、
自分はもちろん、子どもたちがだまされない
か心配です。（38歳・女性）

●以前架空請求のはがきが来たときにお
世話になりました。何か変だなってときは
絶対聞いてみたほうがいいです。電話で

の相談でしたが、本当に安心できました。
（35歳・女性）

●わたしは法律とか、詳しくないから自分
で判断するのではなく、もし被害に遭った
ら専門の方に相談できたら安心です。お年
寄りの方がすごく心配です。（34歳・女性）

●民生委員をしていて、高齢者の方が被
害に遭い、相談を受けこちらが相談したい
とき、インターネットで調べて相談したこと
があります。近くにあればぜひ相談したい
と思います。（70歳・男性）

●鈴鹿農協平田駅前支店2階に設置され
ていることを、地図および電話番号を付け

て、いろいろなメディアを使ってＰＲしてく
ださい。ＰＲ不足です。知っている人は知っ
ているではダメ。（59歳・男性）

●百戦錬磨の業者に対し、消費者はまっ
たく弱い立場にあります。消費者を守る仕
組みをさらに充実してほしいです。（46歳・
男性）

●わたしの家にも、かつて振り込め詐欺の
電話がありましたし、架空請求のはがきも
数回送られてきたことがあります。決して他
人事ではないと思っています。もっと鈴鹿
亀山消費生活センターの存在が広く知ら
れれば心強く思います。（35歳・男性）

鈴鹿亀山地区広域連合が、鈴鹿農協平田駅前支店2階に鈴鹿
亀山消費生活センターを開設しているのを知っていますか。Q1
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自分で
解決する
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知らない
76.5％
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　鈴鹿亀山消費生活センターには、さまざまな消費生活に関する相談が寄せられています。平成19年度の相談件数は1,455
件で、相談者を住所別に見ると、鈴鹿市が1,212件、亀山市が167件、その他が76件となっています。また、男女別では、男性が
643件、女性が812件、相談方法としては、電話が1,126件、面談が329件になっています。

　平成18年4月の開設以来、平成18年度が1,237件、平成19
年度が1,455件となっており、約17.6％の増加となっています。

　ここでは、鈴鹿亀山消費生活センターに寄せられる相談状況を、データを用いて紹介します。

こんなに寄せられています
消費生活相談
こんなに寄せられています
消費生活相談

　平成19年度の相談者を年齢別に見ると、30歳代が385件（約
26.4％）で最も多く、次いで40歳代が318件（約21.8％）となってい
ます。また、60歳以上の高齢者も314件（約21.5％）を占めています。

●年齢別相談状況

データで見る相談状況

　平成19年度に相談が寄せられた金額の内訳は、10万
円以上50万円未満の案件が最も多く179件（約12.3％）、中
には、1千万円を超えるような案件も24件あります。合計金額
は把握できるだけで14億円近くにものぼり、1件あたりの平
均金額は約95万円になります。

●平成19年度金額別相談状況

　平成19年度に寄せられた相談内容を見ると、インターネ
ットや携帯電話を利用したワンクリック詐欺などの電子情報
サービスに関する案件が最も多く270件（約18.5％）、次いで、
サラ金やヤミ金などの借金返済の督促に関する案件が
250件（約17.1％）、架空料金の督促などの架空請求はがき
に関する案件が201件（約13.8％）となっており、この3つの
内容で全体の約半数を占めています。その他にも、学習塾
やエステなどの講座や教室の授業料に関する相談、注文
していないのに印刷物が送られてくる送り付け商法（ネガテ
ィブオプション）に関する相談なども見受けられました。

●平成19年度内容別相談状況

■相談件数の推移

■平成19年度年齢別相談件数

■平成19年度内容別相談件数（上位）

　鈴鹿亀山消費生活セン
ターでは、被害を未然に防
ぐことができるように、啓発
活動の一環として、「出前
講座」を行っています。悪質
な訪問販売業者から身を
守る方法、身に覚えのない

架空請求や振り込め詐欺などの電話への対処法などにつ
いて、皆さんのもとに出向いて、実際の相談事例を交えなが
ら、分かりやすく解説します。
　実際に被害に遭わないためには、日ごろからの意識づけ
が大切です。老人会や地区の会合、公民館での学習会な
どの機会に、ぜひ活用してください。
※原則20人以上で、平日の昼間の開催でお申込みください。
※申込書は、鈴鹿亀山地区広域連合「消費生活相談」の
ホームページからもダウンロードできます。
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■平成19年度金額別相談件数
1万円未満
5万円未満
10万円未満
50万円未満
100万円未満
500万円未満
1千万円未満
5千万円未満
1億円未満
1億円以上
その他・不明
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電子情報サービス
サラ金・ヤミ金
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（件）
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65
54
50

34
29

※平成20年度は6月末日現在の件数

●相談件数の推移
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　「お金をすぐに振り込んでほしい」、言葉巧みに現金を振り込ませる振り込め詐欺が多発しています。ここでは、こうした振
り込め詐欺について類例別に紹介します。

こうした話にはご用心！
これが振り込め詐欺です
こうした話にはご用心！
これが振り込め詐欺です

　「交通事故を起こしたので示談金が必要」、「会社のお
金を使い込んだので穴埋めのお金が必要」など、子どもや
孫、配偶者など、電話で本人を装って現金を振り込ませよう
とする詐欺です。警察や弁護士、保険会社などの第三者を
装って電話をかけてくる例も見受けられます。

　電話を切った後で、本人に連絡をとって、事実を確認
してください。

●オレオレ詐欺

　消費者金融で借入審査が困難な人やできない人に対
して、実際には融資をしないのに、簡単な審査で融資がで
きるといった内容のはがきやダイレクトメールが郵送されてく
るものです。融資を申し込んできた人に対して、保証金や保
険料といった名目で、現金の振り込みが要求されます。

　正規の業者は、融資の前に保証金や保険料といった
名目で現金を振り込ませることはありませんので、無視し
て取り合わないでください。

●融資保証金詐欺

　社会保険事務所や自治体職員、税務署の職員を名乗り、
「税金や保険料の還付金があるので、手続きするように」、
「今日が還付できる最終日です」といった内容で慌てさせ、
指定の口座に現金を振り込ませるものです。
　多くの場合、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）のある場所
に行ってそこから携帯電話を使って電話をするように誘導
し、指示通りにＡＴＭを操作させ、現金を振り込ませます。

いずれの場合も、すぐには振り込まず、鈴鹿亀山消
費生活センターや警察などに、まずご相談ください。

　還付金をＡＴＭで返還することはありませんので、無
視して取り合わないでください。

●還付金詐欺

　電子媒体での契約は「電子消費者契約法」という法
律で、消費者の権利が保護されています。クリックしただ
けでは登録料は発生しませんし、契約も成立しません。
迷惑メールにはアクセスせず、利用した覚えがない場合
は無視し、相手に連絡をしないでください。ただし、発送
元が裁判所の場合は地元裁判所に確認してください。

●架空請求詐欺

　はがきや封書などの
紙媒体によるものと、パソ
コンや携帯電話などの
電子媒体を利用するも
のがあります。
　紙媒体による架空請
求は、「民事訴訟最終
通告書」、「裁判通達
書」といった架空の通告
書が郵送され、訴訟を
取り下げたいのなら指
定の電話番号に電話を
かけるようにといった内
容のものです。

　電子媒体による架空請求は、アダルトサイトや出会い系サ
イト、勝手に送られてきた電子メールのＵＲＬなどをクリックし
た途端、「入会ありがとうございました」、「登録料金が発生
しました」という画面が出て、あたかも契約が成立したかのよ
うに見せかけ、多額の現金の支払いを求めるものです。

ワンポイント対策

ワンポイント対策
ワンポイント対策

ワンポイント対策
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市内在住Ａさん　男性架空請求詐欺

還付金詐欺

架空請求詐欺

還付金詐欺 市内在住Ｂさん　男性

　平成20年1月30日、確定申告に向け書類の整理をしていたＢさんに、ＮＴＴ西日本を名乗る男から1本の電話がかかりました。
「電話料金の値下げにともない昨年末に還付金の手続きの手紙を送りましたが、ご覧になりましたか。期限は1月末日です。急
いで手続きをしないと還付金は戻りません。手紙がなくても、コンビニやスーパーのＡＴＭで手続きができますよ」そういった話で
した。Ｂさんは手紙を見た覚えはありませんでしたが、ちょうど確定申告の書類の整理中で、何か手続きに漏れがあるといけな
いと思い、近くのＡＴＭに行き、携帯電話で相手に電話をかけました。
　男は親切にＡＴＭ操作の指示をしてきました。「カードを入れてください」、「残高のボタンを押してください」、「右から順番に
数字を言ってください」、「出金ボタンを押してください」、「○○銀行がありますよね、そこを押してください」、「宇都宮支店があり
ますよね、そこを押してください」、「今から数字を言いますので、右から順番にボタンを押してください」、「確認ボタンを押してく
ださい」など、次々出される指示に、普段あまりＡＴＭを利用したことがないＢさんは、男の言うとおりに操作をしました。そして、す
べての操作が終了した途端、それまで親切だった電話口の男の態度が急変しました。「30分間そこから離れるな」、横暴な男
の対応にＢさんは不信感を抱き、急いで自分の口座がある銀行の窓口に行き、振り込みを止めようとしましたが、間に合いませ
んでした。被害額は約180万円。Ｂさんは警察に被害届を提出し、鈴鹿亀山消費生活センターに相談しました。
　「還付金詐欺は知ってはいたが、家族がちょうど留守で相談できず、結局誘導に乗ってしまった」、Ｂさんは「すぐにだれかに
相談していればよかった」そういう気持ちでいっぱいです。「おかしな電話がかかってきたら、自分では判断せず、家族や知人、
そして専門の相談機関に相談することが大切。絶対にすぐに振り込んではいけない」、Ｂさんはこうした被害がなくなることを強
く願っています。

体験談  「すぐには振り込まないで・・」

　平成19年6月、一人暮らしのＡさんの自宅に、通信販売業者と弁護士の連名で、
「通信販売で買った商品の支払いがされていないため、民事訴訟の手続きに入
る」、そういった内容の「民事訴訟通告書」と書かれた封書が届きました。Ａさんは
一瞬「おかしいな」とは思ったものの、以前から通信販売で品物を購入していたこ
ともあり、封書に書かれた弁護士事務所に電話をかけました。
　電話口に出た弁護士を名乗る男は、とても丁寧な口調で、「今なら、まだぎりぎり
訴訟を取り下げることも可能なので、急いで取り下げ費用として50万円を指定の口
座に振り込んでほしい」とせかしました。Ａさんは急いで50万円を指定された口座に
振り込み帰宅しました。しばらくして同じ男から電話があり、「先ほどの振り込みは、
時間が遅くて間に合わなかったので、再度29万円振り込んでほしい。そうすれば取
り下げられる」と言われました。Ａさんは再度銀行に行って29万円を振り込み帰宅し
ました。そうすると同じ男から3回目の電話がかかりました。「振り込みが間に合わな
かったので、あるだけ全部振り込んでほしい」そういった内容でした。急いで銀行に
行って振り込もうとしたところ、不審に思った銀行の職員に止められました。ここで、Ａ
さんは初めて自分が振り込め詐欺の被害にあったことに気付きました。被害額は2
回の振り込み合計で約79万円です。Ａさんは鈴鹿亀山消費生活センターに相談し、相手に内容証明郵便で返還請求書を
送り、警察に被害届を出しました。
　「以前から架空請求詐欺については知っていた」と話すＡさん。しかし、「和解が成立したら、振り込んだお金を現金書留で
返す」という相手の巧みな話をつい信じてしまったことをＡさんは悔やんでいます。「少しでもおかしいと思ったら、落ち着いて考
え、すぐに専門の相談機関に相談してほしい」、「とにかく専門の相談機関に相談を」Ａさんはこう繰り返して言います。

　ここでは、実際に市内で起こった振り込め詐欺の事例を紹介し、被害者だからこそ抱く「絶対に振り込まな
いでほしい」、その強い思いをお伝えします。

体験談  「すぐには振り込まないで・・」
　ここでは、実際に市内で起こった振り込め詐欺の事例を紹介し、被害者だからこそ抱く「絶対に振り込まな
いでほしい」、その強い思いをお伝えします。

Aさんに届いた封書

振り込め詐欺
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　振り込め詐欺の被害が相次ぐ中、金融機関の窓口で事前に振り込みを阻止し、被害を免れる事案が市内でも報告されて
います。ここでは、そんな事例の一つを紹介します。

　振り込め詐欺の防止に向けての必要な心構えなどについて、お話を伺いました。　

振り込め詐欺の防止に向けて振り込め詐欺の防止に向けて

ＪＡ鈴鹿久間田支店　支店長　太田　政直さん◆「これはおかしい」振り込みをストップ

　数多くの振り込め詐欺について相談を受ける、鈴鹿亀山消費生活センターの所長のアドバイスを紹介します。

鈴鹿亀山消費生活センター　所長　中西　勇太郎◆社会全体で振り込め詐欺の防止

　平成20年5月2日、当支店の窓口に70歳代の女性が訪れ、自分の口座から200万円を引き出し
て振り込みたいと申し出がありました。多額の振り込みでしたので、窓口職員が何に必要か本人
に尋ねたところ、はっきり返事をされませんでした。しかも、女性は携帯電話でだれかから振り込み
先の指示を受けており、電話の相手は振り込みをせかしている様子でした。そこで、不審に思っ
た職員が振り込みを中止させ、代わりに電話に出ました。すると、電話の相手は、「冠婚葬祭費と
して200万円振り込んでもらう必要がある」とのことでした。職員は、振り込め詐欺の可能性が高
いと判断し、電話を切り、本人に説明した上で、一緒に警察に行って事情を説明しました。女性
にかかってきた電話は、「息子が警察で事情聴取を受けている。示談するための弁護士費用と
して200万円が必要」といった内容でした。

　「お金を振り込んでほしい」そんな電話がかかってきたら、まずは落ち着いて考えて、第三者に必ず相談してほしいと思いま
す。わたしたち金融機関も、振り込め詐欺の防止に対して力になれることもありますので、「おかしい」と思ったら、振り込む前に
必ずご相談ください。

○だれの身にも起こり得る身近な問題
　消費生活問題は「食の安全」「訪問販売」「製造物の安全管理」「先物取引」「金融商品」など非常に幅が広く、その内
容も複雑化してきています。そんな中、特に、「振り込め詐欺」の問題は手口が巧妙化する一方、だれの身にも起こり得る身近
な問題となりつつあり、より注意する必要があります。
　鈴鹿亀山消費生活センターでは、3人の相談員が皆さんの相談に応じています。センターでは、消費生活問題全般につい
て相談を受け付けており、振り込め詐欺についても数多くの相談が寄せられています。平成18年度は1,237件だった件数も、
平成19年度は1,455件と増加しています。その内容についても複雑化してきており、自分一人で解決するには難しい案件も見
られます。センターでは、そうした内容をじっくりとお聞きし、解決のためのアドバイスやあっせんを行っています。

○ささいなことでもまずは相談を
　皆さん、新聞やテレビなどの情報で、振り込め詐欺について普段から知っているはずです。「なぜ被害に遭うのか」そう思っ
ている方は多いと思います。しかし、「自分は大丈夫」そういった自信が相手に付け込む隙を与えることもあります。
　最近は核家族化が進み、近所づきあいも希薄になりつつある社会状況があります。「自分は大丈夫」、こうした考え方が「だ
れにも相談しないで自分で解決する」そんな行動へと人を動かしてしまう恐れがあります。相手は、皆さんを
急がせて時間を与えず、冷静な判断力を奪ってしまいます。そんなときこそ強い意思を持って、一呼吸置い
てください。そして専門の相談機関にささいなことでも必ず相談してください。
　個人的な問題にもかかわることですので、相談しにくい場合もあるかもしれませんが、センターでは皆さ
んのプライバシーは完全に守られます。わたしたちを信頼して相談に来てください。
　皆さんのちょっとした相談が自分自身の被害を食い止めることになり、ほかの方への被害を防止
することにもつながります。社会全体で振り込め詐欺の被害をなくしていきましょう。皆さんの相談
をお待ちしています。

広報すずか特集「振り込め詐欺」についてのご意見・ご感想は、鈴鹿亀山消費生活センターへ
  059-375-7611　  059-370-2900 72008・9・5
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レンズ レンズ 

「８耐イブ！鈴鹿ラブ！筆ライブ！」「バイクであいたいパレード」 
8耐関連イベントで鈴鹿を全国へＰＲ 

7/26㈯7/26㈯

8/6㈬

若松・鼓ヶ浦で車座懇談会を開催 
地域でよりよいまちづくり 7/26㈯・8/12㈫7/26㈯・8/12㈫

　7月26日に今年第2回目の車座懇談会が若松公民館で開催され、

若松Jr.ふれあいクラブの皆さん18人が参加しました。このクラブは多種

目・多世代型の「総合型地域スポーツクラブ」として平成15年に設立

されたクラブで、たくましく、思いやりのある子どもたちをはぐくむために、

スポーツ・文化活動、奉仕活動などを行っています。懇談前には、市

長も子どもや老人会の方とともに、グランドゴルフで汗を流しました。

懇談会では、「今後もスポーツ・文化を通じて地元若松を担う若者を

育てたい」「他の地域とも交流をしたい」などの意見が出されました。 

　また、8月12日には鼓ヶ浦公民館で第3回目が開催され、花の写真

サークルの皆さん10人が参加しました。懇談前には、市長もサークル

の方から花の写真の撮り方の手ほどきを受けるなど、皆さんと交流しま

した。懇談会では、「会社を定年退職したら、地域とのつながりの無さ

を実感した。サークルに入って良かった」「花や自然を大切にし、写

真を撮る。そこには感動があり、喜びがある」などの意見が出され、和

やかな雰囲気で行われました。 

　車座懇談会の内容は、市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

gyosei/open/shiryou/taiwa/index.html）でもご覧いただけます。 

　ＳＵＺＵＫＡと・き・め・きファン倶楽部の発会を記念して、

「８耐イブ！鈴鹿ラブ！筆ライブ！」イベントが弁天山公園

横の特設会場で行われました。 

　会場では、鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使で

ある俳優の岩城滉一さんのトークショーやＳＵＺＵＫＡと・き・

め・きファン倶楽部会長のアーティスト大谷芳照さんによ

るライブアートなどが行われ、多くの方でにぎわいました。

　ライブアートでは、大谷会長が1.8m四方の大きな紙に

鈴鹿墨を使って8耐をイメージした「走」という文字を力

強く描きました。 

　ＳＵＺＵＫＡと・き・め・きファン倶楽部とは、鈴鹿市のこ

とが大好きな皆さんが集まり、口コミで鈴鹿市を対外的に

PRするファン倶楽部です。会の目的に賛同する個人であ

ればどなたでも登録することができます。 

　また、鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝前夜に、「バ

イクであいたいパレード」が行われました。今年で、記

念すべき10回目のパレードで、交通安全をＰＲするため、

全国各地から集まった約500台のバイクが、鈴鹿ハンタ

ーを出発し、鈴鹿

サーキットへ向け

て隊列を作りました。

沿道からは「かっ

こいい」「頑張れ」

などの声も聞かれ、

モータースポーツ

のまち鈴鹿を印象

づけました。 

8/1㈮

くち 
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レンズ レンズ 

レジ袋有料化がスタート 
鈴鹿市・亀山市と事業者13社が協定締結 

地域医療と向き合った47年間 
教育講演会「霧多布人になった医師」 

市民一丸で応援しています 
北京パラリンピック出場伊藤智也さんに熱いメッセージ 

7/26㈯

8/6㈬8/6㈬

7/26㈯・8/12㈫

　北海道浜中町立診療所名誉所長の道下俊一さんを講

師に迎え、教育講演会「地域医療に身を捧げた47年間

－霧多布人になった医師－」が開催されました。 

　道下さんは、北海道の東部に位置する浜中町霧多布で、

厳しい気候条件の下、47年間にわたり医師として地域医

療に携わり、また、チリ地震、十勝沖地震といった災害の

復興にも力を注いできました。 

　西部少年少女合唱団の演奏で幕を開けた講演会で、

市民や幼稚園・小中学校教職員約1,000人を前に道下さ

んは、「生まれた所だけが故郷ではない。自分が今人と

つながりを持って生きている所も心の故郷」など、自らの

体験を交えながら話しました。 

　医療過疎地という現実

に直面しながらも、地域住

民と向き合い、生きることの

大切さについて熱く語る道

下さんの話に、参加者は、

ときには涙ぐみながら熱心

に聞き入っていました。 

　9月1日から、鈴鹿市と亀山市のスーパーマーケット、

ドラッグストアなどの店舗でレジ袋有料化がスタートしました。

ごみ減量と地球温暖化防止のため、皆さんのご理解と

ご協力をお願いします。【問合せ】廃棄物対策課（　382-7609） 

　鈴鹿市・亀山市レジ袋削減（有料化）・マイバッグ推進

会議、事業者13社、三重県、三重県地球温暖化防止活動

推進センターと鈴鹿市・亀山市は、亀山市文化会館で「鈴

鹿市・亀山市レジ袋削減（有料化）・マイバッグ推進運動

に関する協定」を締結しました。これは、推進会議（市民）、

事業者、行政が一体となってこの運動に取り組むことを宣言、

確認するものです。 

　協定書には、9月1日からレジ袋の

無料配布をやめること、平成22年3月

末までにマイバッグ持参率60％～85

％をめざすこと、レジ袋の有料化で

得た収益金は地域の社会貢献事業

（環境保全事業）に還元することなど、

8項目が盛り込まれました。 

8/1㈮8/1㈮

　9月6日㈯に開幕する北京パラリンピックの陸上競技に出場す

る伊藤智也さんを応援しようと、市役所本館1階市民ロビーに応

援メッセージ記載国旗と記載帳、写真パネルが設置されました。 

　伊藤智也さんは市内在住の車いすアスリートで、全身の

神経がまひしてしまう「多発性硬化症」という難病と闘いな

がら、世界各国の競技大会に参加しています。前回のアテ

ネパラリンピックでは、5,000mとマラソンで4位に入賞して

おり、今回は自らが世界記録を持つ800mと日本記録を持

つ400mに出場します。 

　応援メッセージ記載国旗には多くの市民が、

が、「北京で頑張ってください。みんな応援し

ています」、「いつも子どもたちに希望をありが

とう」など、それぞれの熱いメッセージを記載し、

北京での活躍を願っていました。 
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レンズ レンズ 

8/2㈯

8/5㈫

8/2㈯・8/3㈰8/2㈯・8/3㈰暑さにも負けず　第12回すずかフェスティバルで完全燃焼！ 
　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箇所で盛大に行われました。 

　12回目となる今年の大会には、県内外から94チーム、約3,100人の踊り子が参加し、ときには激しく、ときには優雅に、

そして何よりも楽しく、自慢のダンスを披露しました。 

　会場に詰めかけた多くの観客も大きな声援を送り、踊り子と一体となって、盛り上がりを見せました。 

賞名

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

チーム名

勝山組
笑ＴＩＭＥ
風神
ＦＬＯＷＥＲ　ＤＡＮＣＥＲず
西ダン
心華

賞名

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

チーム名

勝山組
笑ＴＩＭＥ
風神
ＦＬＯＷＥＲ　ＤＡＮＣＥＲず
西ダン
心華

受賞チーム一覧
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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。2組の親子リポーターによる取材記事を紹介します。 

　学芸員さんの

意見や他の学

者さんの考えが

聞けて、わたし

の想像がふくら

みました。また

行きたいです。 

　写真を撮ってリポー

トしているおねえちゃ

んが楽しそうだった。 

　発掘するとき、土の

色の違いで土器の有無

が分かるなんてすごい

なぁ～と感動しました。

次回は発掘体験もして

みたいなぁ。 

　すごく暑かったけど、

カメラで撮るのも慣れて、

シャッターを切り続けて

ました。消防隊はすごい

なと思います。将来の

夢にしようかな！？ 

　初めての体験で、

取材や文章にする

のは難しく、何日も

かかりましたが、子ど

もとのいい思い出に

もなりましたので、皆

さんにも一度体験し

てほしいと思いました。 

レンズ レンズ 

わたしと同じ年（10年）の考古博物館！！ 8/2㈯

8/5㈫

8/2㈯

8/5㈫

8/2㈯・8/3㈰

中村真由美さん 中村美森さん中村春水さん

中瀬翔太くん 中瀬貴子さん

第37回 
消防救助技術東海地区指導会 

み　もりはる　み

消防隊に敬礼！ 

　最近、わたしの学校の近くで遺跡が発掘されて、毎日少しずつ土

器が出土されているのを見ていました。お母さんと妹と一緒に自転

車で見に行ったこともあります。土器がどこに埋まっているのか分

かっているかのように毎日出土され、見ていてどんどん興味がわき

ました。今回、親子リポーターの機会があったので考古博物館を取

材させてもらいました。 

　考古博物館は、このあたりで発掘された土器を収集、保管、展示

しています。今回の特別展は、幅広い人に楽しんでもらうため土器

に絵や記号が描いてある物を展示しています。

見学していた小さな男の子は、ルーペを通

してすずりに掘られた絵をじっくり観察し

ていました。また、夏休みなので、土笛や

まが玉を作る体験講座が行われていました。

土笛作りをしている人たちは｢卵のような形

にするのが難しかった｣と言

っていました。 

　鈴鹿市は遺跡の宝庫なので、

皆さんもぜひぜひ考古博物

館で歴史を体験してみてく

ださいね。 

　石薬師町にある三重県消防学校で、「第37回消防救助

技術東海地区指導会」が開催されました。 

　東海3県から選抜された700人を超える消防隊員の方々が、

日々鍛えた救助技術を披露し、競い合いました。 

　陸上の部では、ビル3階ぐらいの高さの所を、ロープ1

本で往復するロープブリッジ渡過や、引揚救助、障害突

破などをしました。水上の部では、プールを使って、3人

1組でリレー式で水中に沈めた輪にロープを結ぶ水中結索、

基本泳法、人命救助などをしました。 

　地元の三重県はもちろんのこと、遠方の愛知県や岐阜県か

らも、家族や職場の方など多くの方々が応援に来ていました。

「職場の後輩が出ているので、応援にも力が入ります」、「毎

日厳しい訓練をしているので、体が心配です」、「暑いけど頑

張ってほしい」などと話していました。 

　「指導会」という名前

ですが、かなり大規模な

大会で、出場者の隊員

の方も、「自分の訓練の

成果を出せるいい機会

です」と、普段から目標

にしているようでした。 しょう　た

賞名

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

チーム名

勝山組
笑ＴＩＭＥ
風神
ＦＬＯＷＥＲ　ＤＡＮＣＥＲず
西ダン
心華
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■

江西寺(だるま寺)

ワードパズル ワードパズル 

■

と 

なかま 
青少年ベルフォンテン市派遣団

ひ 
Cheerful!

☺鈴鹿市の友好都市を訪問 
7月30日㈬から8月5日㈫までの7日間、

本市の友好都市であるアメリカ合衆国

ベルフォンテン市を訪問しました。

これは鈴鹿国際交流協会が友好親善

と青少年の異文化体験のために毎年

実施している事業で、今年は市内の中・

高生12人が参加しました。 

 

☺楽しかったホームステイ 
ベルフォンテン市滞在中は全員が

現地の家庭でホームステイをしました。

最初は自分たちの英語が通じるか心

配でしたが、身ぶり手ぶりで一生懸命

に話すと相手も真剣に聞いてくれて、

うまく気持ちを伝えることができました。

ホストファミリーとは、折り紙で遊んだり、

和食を作ったりしているうちに緊張も

ほぐれ、まるで家族の一員のように過

ごしました。別れのときは名残惜しい

気持ちでいっぱいで、涙があふれてし

まいました。市内視察では保育所を

訪問し、日本の昔話である「桃太

郎」の紙芝居を英語で披露しました。

子どもたちは珍しい紙芝居に大喜

びでした。また、「カントリーロ

ード」をベルフォンテン市にちな

んだ替え歌にして各訪問先で歌っ

たところ大変好評で、現地メディ

アにも大きく取り上げられました。

全員で一生懸命練習したものだけに、

喜びもひとしおでした。 

☺肌で感じたアメリカの文化 
色鮮やかな食べ物、なにもかもビ

ッグスケール、ちょっと時間にルーズ？

など、アメリカ文化も少し理解できま

した。アトランタ市のキング牧師記念

館では人権の勉強もできました。この

貴重な経験は、必ず一人ひとりの将

来に役立つことと思います。 

 

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、ガーデニングにがんばる
大原さんです。

大原貴美さん （算所五丁目）

☺バラとパンジーが好きです 
結婚したころから花を育てていました

が、数年前からアプローチや花壇を手

作りするなど、本格的にガーデニングを

始めました。今はバラとパンジーが中心

です。バラは四季咲きの種類を多く植え、

1年中花が咲いているようにしています。

今では150本以上になりました。 

 

☺同好会で楽しく情報交換 
花の手入れはとても大変です。年

間を通じて多くの作業があり、花の種

類を変えて一時期に作業が集中しな

いように工夫しています。夏場などの

渇水時季には効率的な水やりを心掛

けていて、雨水や井戸水を利用でき

ないかも思案中です。せん定、施肥

などの力仕事は夫が手伝ってくれる

ので助かります。今は市内のバラ同

好会に入り、育て方を教わったり、情

報交換をしています。同じ種類のバラ

でも家それぞれの環境にあった育て

方が必要で、世話が大変ですが、そ

こがバラづくりの楽しみでもあります。 

☺いつまでも花と一緒に 
花に囲まれて暮らすと心が落ち着き

ます。近所の人や保育園の園児たちが

散歩中に花を見に来てくれます。園児

たちが庭の前で花の歌を合唱してくれ

たこともありました。花を育てていて良

かったなと思う瞬間ですね。 

先月、鈴鹿商工会議所のガーデニン

グコンテストで市長賞をいただき、励み

になりました。これからも無理をせずに「シ

ルバーガーデナー」として花づくりを続

けていきたいと思います。 

若い市長さんと記念撮影若い市長さんと記念撮影
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第20回佳舟会 
かな書展 

短時間ですっきり 
健康ヨーガ 

－きつけ－ 
 

ＥＭ勉強会 
 

ボーイスカウト 
おもしろ体験 

鈴鹿市民歩こう会 
 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

ファミリーコンサート 
 

パラグライダー体験飛行 
 

後期高齢者医療制度を 
知ろう 

世界遺産を巡る旅講座 
(第5弾) 

創立4周年 
記念コンサート 

和太鼓とDANCEの 
コラボレーション 

職長・安全衛生責任者 
特別教育 

市民ソフトバレーボール
講習会 

英会話クラブ「マヨネーズ」
会員募集 

モンゴル舞踊を楽しむ会 
 

鈴鹿ランニングクラブ 
会員募集 

劇団プーク 
ねずみくんのチョッキ 

第22回三重矯正展 
 

こそだて ちえぶくろ 
 

看護職「就職説明会」 
 

か　しゅう

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

ヨ
　
　
コ

■

江西寺(だるま寺)江西寺(だるま寺)

杉本佳舟(中箕田一丁目21-31)
　385-0547

NDC生涯学習健康ヨーガ教室
　386-2509

民族衣裳着付同好会　儀賀　
　386-3827

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

鈴鹿地域委員長　田中勤
　374-0629

鈴木利昭
　383-0712

保井
　090-4185-1514

鈴鹿友の会　伊藤
　385-0371

三重県フライヤー連盟　行方惇郎
　090-4446-8680

汐騒の詩
　368-1221

NPO SUZUKA文化塾
　384-1155

NPO SUZUKA文化塾
　384-1155

酒井
　386-7694

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　382-1521

鈴木昭(稲生一丁目23-25)　
　387-4832

上島幸三
　386-3666

鈴木佳子
　386-3187

山元　386-1426
延与　382-5571

ぐみの木ほいくえん
　382-5409

三重刑務所企画部門(作業)
田中・口野　059-226-9144

日本公文教育研究会津事務局
　059-225-5518

三重県看護協会 三重県ナースセンター
　059-222-0466

とき／9月19日㈮〜21日㈰9時〜19時(21
日は16時まで)　ところ／文化会館さつき
プラザ　内容／かな書の優雅さ、手紙、子ど
ものほのぼのとした書などが楽しめる作品
展　※お気軽にご鑑覧ください。

とき／水・土曜日午後　ところ／NDCホ
ール　内容／落ち込みやすい心がヨー
ガで変わる　参加料／3,000円(1カ月
4回)　申込み／NDC生涯学習本部内(鈴
鹿警察署東へ1分)

とき／10月7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　内容／手結び着付＆後しまつ　定
員／10人　受講料／8,400円(全12回)　
※グループレッスンの楽しさ！

とき／9月19日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／Ｅ
Ｍ菌の基礎知識と家庭内での使い方
と応用　参加費／500円(ＥＭ菌含む)
※気軽にご参加ください。

対象／年長児〜小学3年生の男女(保護者
同伴)　とき／10月5日㈰10時〜12時　
ところ／文化会館、西条中央公園　内容
／各種体験と説明会　後援／鈴鹿市・亀
山市教育委員会　参加料／無料

とき／9月21日㈰　内容／県大会(松阪市)
受付／松阪城跡8時30分　会費／300円　
とき／10月5日㈰　内容／いきいき鈴鹿み
なウォーク　受付／弁天山公園8時　会費
／500円　※初参加者大歓迎

とき／9月9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ください。

とき／9月13日㈯15時から　ところ
／ふれあいホール　入場料／1,000円
(1席)　内容／歌あそび、日本童謡から
世界の音楽などを歌とピアノとフルー
トで、大人も子どもも一緒に楽しめます。

対象／小学生以上　とき／9月21日㈰
10時〜15時(雨天の場合は28日㈰に
延期)　ところ／白子海浜公園　内容
／パラグライダーの浮上飛行体験　参
加料／500円　申込み／当日会場受付

とき／9月11日㈭　ところ／汐騒の詩
(岸岡町)　内容／75歳以上の医療制度
について、分かりやすく説明していた
だき、皆さんで考えましょう。　参加料
／無料　※気軽にご参加ください。

とき／9月28日㈰、29日㈪　内容／
五箇山・白川郷合掌造り集落と飛騨の
小京都(高山・古川ほか)を探勝します。
※詳しくは、電話でSUZUKA文化塾へ

とき／9月14日㈰18時30分開演　と
ころ／龍光寺(神戸二丁目)　内容／
二胡奏者・張照翔による「こころに郷
愁を誘う歌」十五夜コンサート　※詳
しくは、電話でSUZUKA文化塾へ

とき／10月18日㈯13時30分開演　ところ／
文化会館けやきホール　内容／第1回KEIKOジ
ャズPOP教室発表会。1部はダンス、2部は和太
鼓演奏　チケット／一般:2,000円、中高生:1,000
円(小学生までは無料)　チケットは酒井まで

対象／現場で直接指導や監督に就く方
とき／学科:12月6日㈯、7日㈰　申込
み／11月14日㈮までに申込書、印鑑、
受講料7,500円、写真3枚を持参してく
ださい。

とき／9月21日㈰9時〜15時　ところ／市立副
体育館　内容／実技と審判(初心者と経験者に
分けます)　参加料／500円　申込み／9月17日
㈬までに伊藤智(　378-2387)へ　※運動でき
る用意をして、長短の笛を持参してください。

とき／毎週土曜日14時〜15時30分
ところ／文化会館会議室　講師／ト
ニ−・クラーク(英国人)　※初回は体
験学習。大脳活性化に語学は最適とか・・・

「○○の手習い」にレッツ・トライ

とき／毎月第2・3・4週の火曜日19時〜
20時30分　ところ／白子公民館　内
容／内モンゴル留学生のアルナさんに
基礎から教えてもらいます。　参加費／
月2,000円　※詳しくは鈴木へ

対象／一般　とき／毎週日曜日7時
から　ところ／「青少年の森」多目
的グラウンドとコース　内容／ジョ
ギングとウォーキング　会費／月
300円

とき／9月23日㈫9時30分から、11時
30分から　ところ／ぐみの木ほいくえ
ん(安塚町字舞造331-74)　入場料／
親子:2,000円、大:1,500円、小:1,000円
※詳しくは、ぐみの木ほいくえんへ

とき／9月27日㈯9時30分〜16時　
ところ／三重刑務所(津市修成町16-
1)　内容／矯正関係資料の展示や刑
務所作業製品の展示・販売などを通
じて矯正全般に係る紹介を行います。

対象／乳幼児(0歳から)の親子　とき
／9月、10月に3回　ところ／各公文
式教室　内容／歌、読み聞かせを通じ
て、親子で楽しく過ごします。　参加
料／無料　申込み／各公文式教室へ

対象／求職中の看護職　とき／10月2
日㈭13時30分〜16時30分　ところ
／四日市市文化会館第三ホール　内容
／求人施設担当者との面談　参加費／
無料　※自由にご参加ください。

●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16日㈫〜19日㈮　8時30分から直接、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

えん　よ

①

　

⑦

⑫

⑭

⑨

　

　

⑧

　

　

　

②

⑥

　

　

　

　

③

　

　

⑬

　

　

④

　

　

　

　

⑩

⑤

　

　

　

　

⑪

パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 

①薄く切ったパンの間に肉・卵・ハム・野菜などを挟んだ食べ物
②前にいる人の肩の上を越して物事をすること。
③主に通院によって病気を診察し、治療をする所
④塩や酢で締めた魚と、酢を加えて調味した飯とを重ね、

強く押して一夜または数時間で味をならして食べるすし
⑤比較にならないほどその違いは大きいこと「○○とスッポン」
⑧橋や階段などの縁に、人が落ちるのを防ぐ手すり
⑪英語で「おもちゃ」のこと。
⑬「得」の反対語

①すでに開発されたものに手を加えて、さらに開発すること。
⑥タイの形の鉄型に溶いた小麦粉の生地を流し込み、あんを入れて焼いた菓子
⑦愛知県を本拠地とするプロ野球団「中日○○○○○」
⑨手数料、税金などを納めたことの証明として書類などにはる法定の紙片
⑩金銭、物品などの使い道
⑫梁の上や床下などに立てる短い柱
⑭アブラナ科の中国野菜の一種

※答えは10月5日号のこのコーナーに掲載します。

鹿 

■

■8月5日号の答え ダルマデラ

　深溝町にあり、願いがかなっただるまを
供養する「満願の火まつり(10月5日)」には、
毎年多くの参拝者が訪れます。 

と 

なかま 

ひ 

☺

☺

☺

☺

☺

☺

若い市長さんと記念撮影



14 2008・9・5

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 

納税の休日・夜間窓口を開設します 

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

◆休日窓口
と　き　9月28日㈰　9時～16時

30分 

◆夜間窓口
と　き　9月29日㈪、30日㈫
　17時15分～20時 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

内　容　いずれも市税の納付、納
税相談、口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

 
図書館を休館します 

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

　9月25日㈭から10月1日㈬まで、

蔵書点検のための特別整理期間に

より休館します。なお、本の返却は

夜間返却口をご利用ください。 

 
国民健康保険被保険者証 
更新についてのお知らせです 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在お持ちの国民健康保険被保

険者証(保険証)の有効期限は、9

月30日㈫です。10月以降の保険証

は9月下旬に配達記録郵便で郵送

しますので、届きましたら記載内容

をご確認ください。ただし、国民健

康保険税を滞納していると、被保

険者資格証明書が交付されること

もあります。 

 
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20年4月1日㈫から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

方などで、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

がい児一人につき一人)の通園費 

助成額　最も経済的な経路と方法
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10日㈮までに、障害

福祉課に備え付けの申請用紙に

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。 

 
市営住宅の入居者を募集します 

住宅課　 382-7616　 382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

　下記団地に空き部屋ができま

したので入居者を募集します。 

◆募集団地
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
構　造　中層耐火造5階 
募集戸数(優先戸数)　5戸(1戸)
家　賃　1万6,000円～3万7,800円 
○桜島(桜島町五丁目)
構　造　中層耐火造4階 
募集戸数(優先戸数)　1戸(0戸) 
家　賃　1万5,700円～3万4,400円 
○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
構　造　中層耐火造3階 
募集戸数(優先戸数)　2戸(0戸) 
家　賃　2万円～4万6,200円 
※募集戸数は8月20日現在の戸数で

あり、抽選会までに入居可能にな

る部屋も、抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に

毎年算定します。 

申込資格　次のすべての要件を
満たす方 

○市内に在住、または市内に勤

務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)が

いる方 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下

の収入の方 

○暴力団員でない方 

申込み　9月5日㈮から19日㈮(土・
日曜日、祝日を除く)の8時30分か

ら17時15分までに、住宅課所定の

申込書類に必要事項を記入し、必

要書類を添えて、直接、住宅課へ 

※募集案内と申込書類をお渡しでき

るのも9月5日からです。 

選考方法　11月上旬ごろ、抽選に
より決定します。 

※申込者多数の場合は、公開抽選 

入居時期　11月下旬予定 
優先措置　障がい者世帯、母子世
帯など優先措置を受けられる世

帯があります。申込みの際に申

し出てください。 

※募集戸数、内容については、状況に応

じて変更する場合がありますので、ご

了承ください。 

 
電子証明書を交付できません 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　9月22日㈪は公的個人認証サ－ビ

スの秘密鍵更新作業のため、電子証

明書を交付できません。ご迷惑をお

かけしますが、ご理解をお願いします。 

 
住宅用火災警報器の設置は

済みましたか 

予防課　 382-9157　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市火災予防条例の改正により、

6月1日以降、すべての住宅に住宅

用火災警報器(煙式)の設置義務を

適用しています。住宅用火災警報

器は、寝室や2階に寝室がある場合は、

階段にも設置することとしています。

お忘れの方は早めに設置をお願い

します。また、この時季、燻煙式の

殺虫剤を使用したまま外出される方

がいます。住宅用火災警報器は、こ

の煙を感知して作動しますので、ビ

ニール袋で覆うか、取り外してから

燻煙式の殺虫剤を使用してください。 

※業者による点検の必要はありません。

仕様書をよく確認し、自ら点検を

行う習慣を付けましょう。 

くん  えん  

お 知 ら せ  
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下水道に接続 
しましょう 

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20年度下水道推進標語
やさしさと　自然を結ぶ　下水道
　｢下水道の日｣は、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、その普

及を全国的に展開するため、｢全国

下水道促進デー｣として始まり、平

成13年からは、より親しみのある名

称として｢下水道の日｣となりました。 

　9月10日に定めたのは、下水道

の役割の一つである｢雨水対策｣を

念頭に、立春から数えて220日が台

風シ－ズンであり、適当であるとさ

れたためです。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、側溝がきれいになり、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。 

○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。 

○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、

指定工事店にお尋ねください。 

※下水道の普及にご理解とご協力を

お願いします。 

 
国民年金保険料は口座振替が

便利でお得です 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　口座振替での1年前納・6カ月

前納・毎月納付(当月末振替によ

る早割)により保険料を納めると、

納付書で納めるより安くなります。

口座振替手続きは、年金手帳・

預金通帳・通帳登録印を持参し、

金融機関でお願いします。 

問合せ　津社会保険事務所国民
年金課　 059-228-9188 

 
外国人雇用状況の 
届出をお忘れなく 

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

　外国人(特別永住者を除く)を雇

用しているすべての事業主の方

には、雇用と離職の際に、その

氏名、在留資格などを確認し、

ハローワークに届け出ることが

義務付けられています(届出を怠

ると、30万円以下の罰金が課さ

れます)。また、施行日(平成19年

9月30日)以前から継続雇用して

いる外国人についても、10月1日

㈬までに、在留資格を確認の上、

同様の届出を行うことが事業主

の方に義務付けられています。 

※厚生労働省ホームページ(　https:// 

　ga i koku j i n . h e l l owo rk . go . j p /  

　gk j g s / index . j sp)からの届出も

可能です。 

※雇用保険の手続きと併せて行うこ

とも可能です。 

問合せ　三重労働局　059-226-2306、
ハローワーク鈴鹿　 382-8609 

 
製造業の 

リーダー研修を行います 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　職場内に隠れた問題を見付け、

具体的な対策が実行できる優秀

なリーダーを育成します。 

対　象　市内の中小製造会社に勤
務し、全8回の講座に参加できる方 

と　き　10月18日㈯、25日㈯、

31日㈮、11月8日㈯、15日㈯、

21日㈮、29日㈯、12月5日㈮ 

内　容　講義、ものづくり実技、
現場実践、グループ討議 

定　員　20人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　9月8日㈪から産業政策課
ものづくり動く支援室(市役所別

館第3・2階)へ 

障害者就職面接会を行います 

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

対　象　障害のある方で仕事を探
している方、転職を考えている方 

と　き　9月30日㈫　13時30分～
15時30分 

ところ　三重県総合文化センター
文化会館2階第1ギャラリー 

内　容　障害のある方の雇用を推
進するための障害者就労面接会

(障害者雇用に積極的な約30社

が参加予定) 

※当日は、履歴書(職務経歴書)、筆

記用具を持参してください。 

※参加料は無料、申込みは不要です。 

問合せ　ハローワーク津専門援助
部門　059-228-9161　059-223-2395 

 
｢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20日㈯、

21日㈰の2日間、｢バスの日記念半

額運賃企画｣を行います。市内の

路線バス(C-BUSは除く)が、大人(中

学生以上)半額、小学生50円均一

で乗車できます。この機会にぜひ

利用いただき、バスの良さ、楽しさ

を考えてみてください｡ 

※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 

 
身近な法的トラブルは 
｢法テラス｣のご利用を 

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

　法テラス(日本司法支援センター)

は、総合法律支援法に基づき平成

18年に設立された法人です。法テ

ラスでは、法的トラブルでお困りの

方に法制度や相談窓口を紹介したり、

経済的に余裕がない方には無料法

律相談、裁判費用の立替の援助な

どを主な業務として行っています。

お困りなことがあれば、まずは法テ

ラスへ気軽にお問い合わせください。 

問合せ　法テラス三重(津市丸之内
34-5津中央ビル6階　 050-3383-

5470(受付時間は、平日の9時～17時))
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鈴鹿市嘱託職員を募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
simin@city.suzuka.lg.jp

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

対象・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26年4月2日以降生まれの方 

○日曜日を含む勤務ができる方 

募集人員　2人(11月採用) 
業務内容　白子地区市民センター
での証明書交付など 

申込み　9月19日㈮(必着)(土・日曜
日、祝日を除く8時30分～17時15分)

までに、｢試験申込書｣を市民課へ 

※試験申込書などを市民課か地域課へ、

直接、または郵送でご請求ください。

郵送で請求する場合は、封筒の表に

朱書きで｢試験申込書希望｣と記入

の上、返信用封筒(あて先を記入し、

80円切手をはった12㎝×23㎝程度)

を必ず同封してください。 

【採用試験】
と　き　10月5日㈰ 
ところ　市役所12階会議室(予定) 
試験内容　作文、面接 
※試験時間など詳しくは、申込み締

め切り後、郵送により連絡します。 

 
 
 

プラネタリウム秋番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・秋番組】
と　き　9月20日㈯～12月14日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容 
○｢MOON-月の不思議-｣
　月の形は丸くなったり欠けたりと、

月の出時刻も毎日変化しています。

月の引力が働く海水は満潮干潮現

象が1日に2回ずつ起こり、人体の

リズムにも月の引力が大きく働いて

いるといわれます。1969年7月20日、

アポロ11号で人類史上初の月面着

陸に成功してから来年で40年にな

りますが、月はいつごろ、どんな物

質からできているのかなど、まだ多

くのなぞに包まれています。 

○秋の星座紹介(ペガスス座、みず
がめ座、アンドロメダ座ほか)

定　員　各回180人  
【学習番組】
と　き　9月24日㈬～12月12日㈮ 
内　容　太陽・月・星の動き 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、9月17日(水)

から19日(金)までは、投映を休みます。 

 
第18回鈴鹿市消防操法大会 

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消

防操法大会を開催します。ぜひ会

場にお越しいただき、地元消防団

員にご声援をお願いします。 

と　き　9月21日㈰　8時30分～

13時(警報発令時は中止) 

ところ　三重県消防学校 
 

自然観察会 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月21日㈰　9時～12時 
　(小雨決行) 

ところ　鈴鹿川河川緑地内(庄野町) 
内　容　｢かたつむり｣など陸貝
の採集・観察 

定　員　30人(応募者多数の場合
抽選) 

参加料　無料 
申込み　9月15日㈪(必着)までに、

はがき、電話、ファクス、電

子メールのいずれかで、住所、

氏名、電話番号、参加人数を

環境政策課へご連絡ください。 

※詳しくは、申込み締め切り後に連

絡します。 

 
交通安全県民フェア 

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

　秋の全国交通安全運動の初日に、

三重県と本市が合同で開催します。 

と　き　9月21日㈰　10時から 

ところ　鈴鹿サーキット 
内　容　運転適性検査、シート
ベルト着用体験、警察音楽隊

演奏など 

申込み　9月11日㈭(当日消印有効)
までに、往復はがきに｢フェア参加

希望｣と記入し、返信用にあて先を

記入の上、〒514-8570　三重県生

活・文化部交通・地域安全室へ 

※参加券(当日のみ有効、5人まで入

園可能)を返送します。ただし、

申込みは県内在住の方に限ります。

なお、駐車料金や遊園地の乗り物

料金などは別途必要です。 

問合せ　県生活・文化部交通・
地域安全室　059 - 2 2 4 - 2 4 1 0、

防災安全課 

 
全国一斉無料成年後見相談会 

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

と　き　9月27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　司法書士と社会福祉士
が相談に応じます(老後の心配

事や財産管理・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)、電話相談 
当日特設電話　　 059-222-8190(代) 
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 

 
第8回鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣ 

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

と　き　9月12日㈮～14日㈰
　10時～18時(14日は15時まで) 

ところ　イオン鈴鹿ショッピン
グセンターベルシティ2階イオ

ンホール、1階北コート 

内　容　オブジェ｢伝統の形｣展示、
ワークショップ(絵手紙・しおり作成、

ミニ色紙彫り、手さげ袋の染色)、

福祉施設で製作した作品の展示、

伝統工芸士による実演、くじ引き 

くらしの情報 

催 し 物  
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入場料　無料 
問合せ　鈴鹿市伝統工芸士会(鈴
鹿市伝統産業会館内)　386-7511 

 
第34回彫型画展 

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

と　き　9月5日㈮、6日㈯　9時

30分～17時、7日㈰　9時30分

～15時 

ところ　三重県総合文化センター
文化会館第1ギャラリー 

内　容　彫型画の展示、色紙・
年賀状・しおりの無料製作体験 

入場料　無料 
問合せ　彫型画会　386-1462 
 

錦秋花火大会 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月5日㈰　18時20分から 
ところ　池田町町民会館前広場 
内　容　350発の花火打ち上げ(尺
玉、仕掛け花火あり) 

協　賛　NHK、三重テレビ、ケー
ブルネット鈴鹿 

※後日、NHKで放送予定です。 

※詳しくは、池田町自治会長　北川保

(　382-1884)へ 

 
｢白子まちかど博物館｣ 
開館記念イベント 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月21日㈰　9時～13時 
ところ　白子まちかど博物館(江島
若宮八幡神社(絵馬群)、芙蓉館、

大徳屋長久、語らい館よこた) 

※駐車場はありません。 

内　容　近鉄白子駅長のお薦め
ハイキング、白子まちかど博物館

見学とスタンプラリー、鈴鹿名物

の試食、一六朝市など 

申込み　ハイキングに参加の方は、
近鉄白子駅で9時から10時まで

受け付けします。スタンプラリー

のみに参加の方は、白子まちか

ど博物館で台紙を配布します。 

問合せ　｢白子まちかど博物館｣
事務局　伊藤　387-1793、鈴

鹿県民センター　382-9786、

商業観光課　382-9020 

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18日㈯、19日㈰
　(1泊2日) 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　野外炊飯やキャンプファイ
ヤーをしながら、ふれあいを大切

にした時間を一緒に過ごしませんか。 

定　員　15家族(応募多数の場合
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、鈴鹿青少年センターへ 

 
 
 

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　 382-7661　 382-2-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.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、

学校・保育所・幼稚園などの送り迎え

をする提供会員になっていただくた

めの養成講座を行います。 

※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　市内に在住の方で、受講
可能な方(資格・年齢は問いません) 

とき・内容
○10月１日㈬　10時～11時30分：
保育サポーターの役割と心得、

12時15分～14時：子どもの栄養、

14時～16時：子どもの発達と心 

○10月７日㈫　10時～10時30分：
子育て支援事業の必要性、10時

30分～12時15分：親を支える

気持ち、13時～15時：子どもの遊び 

○10月16日㈭　10時～12時：子
どもの病気、12時45分～14時45分：

救急法、14時45分～16時：登録

について 

ところ　10月1日、16日：ジェフ
リーすずか(ホール)、7日：文

化会館第一研修室 

講　師　医師・臨床心理士ほか 
定　員　30人 
受講料　無料 
※受講された方は、提供会員として

登録していただきます。 

※託児あり(2才以上、要予約) 

申込み・問合せ　鈴鹿市ファミリー･
サポート・センター　・　381-1171 

 
再就職準備セミナー 

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

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

対　象　再就職を希望している方 
と　き　9月25日㈭　9時30分～

12時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　再就職を成功させるための
｢あなたのセンスアップ｣(企業が求

める人材、カラーコーディネートなど) 

講　師　森香里さん(オフィスア
ルファ代表) 

主　催　㈶ 21世紀職業財団三重

事務所 

定　員　30人(先着順) 
受講料　無料 
託　児　無料(0歳から就学前まで) 
申込み　9月18日㈭までに、男女共

同参画課か、㈶21世紀職業財団

三重事務所(　059-228-2300)へ 

　警察安全相談窓口では、さまざまな悩み事や困り事の相談に応じ

ています。また、全国的に多発している振り込め詐欺事件などの犯

罪の未然防止に役立つ相談も受け付けています。 

■警察相談専用電話　#9110または　 059-224-9110(三重県警察本部) 
※受付時間は月～金曜日(祝日を除く)　9時～17時 

9月11日は｢警察安全相談の日｣です 
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講座・教室 
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鈴鹿国際大学授業公開 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　18歳以上の方 
と　き　9月～平成21年1月(後期
14回) 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容 
○比較食文化論(西田淑子非常勤
講師：月曜日　10時40分～12時

10分) 

○国際開発論(アーナンダクマーラ
教授：月曜日　10時40分～12時

10分) 

○中国近現代史(細井和彦准教授：
月曜日　12時50分～14時20分) 

○ラテンアメリカの社会と文化Ⅱ
(中西三紀非常勤講師：月曜日

16時10分～17時40分) 

○社会学概論Ⅱ(一色将行教授：
火曜日　9時～10時30分) 

○英検の英語Ⅱ(松倉信幸教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○比較文化社会学Ⅱ(一色将行教授：
火曜日　12時50分～14時20分) 

○知と創造 (妹尾允史副学長：
火曜日　14時30分～16時) 

○東南アジアの政治と文化Ⅱ(木之
内秀彦教授：水曜日　9時～10時

30分) 

○中国の社会と文化Ⅱ(細井和彦
准教授：水曜日　10時40分～

12時10分) 

○韓国の政治と文化Ⅱ(陶山信男
非常勤講師：水曜日　10時40分

～12時10分) 

○フランスの社会と文化Ⅱ(井上
誠一非常勤講師：水曜日　12時

50分～14時20分) 

○哲学概論Ⅱ(氷見潔教授：木曜日
9時～10時30分) 

○人類と地球環境Ⅱ(富田寿代教
授：木曜日　10時40分～12時

10分) 

○日本語文法Ⅱ(赤塚恵子講師：
木曜日　10時40分～12時10分) 

○アメリカの大衆文化(梅田肇教授：
木曜日　14時30分～16時) 

○地域社会論Ⅱ(一色将行教授：
木曜日　14時30分～16時) 

○フードサービス経営論Ⅱ(松田
浩一非常勤講師：木曜日　14時

30分～16時) 

○世 界 遺 産 論 (高嶋重次教授：
木曜日　16時10分～17時40分) 

○日本と国際社会(英語の先生に

よるリレーの講義：金曜日　10時

40分～12時10分) 

○旅行産業論Ⅱ(高嶋重次教授：
金曜日　12時50分～14時20分) 

○国際協力論Ⅱ(前田直人非常勤
講師：金曜日　16時10分～17時

40分) 

参加料　一科目1万円 
定　員　50人程度(先着順) 
申込み　9月8日㈪から16日㈫までに、
はがき、ファクス、電子メールのいず

れかで、郵便番号、住所、名前、電

話番号、希望する授業科目(複数可)

を記入の上、鈴鹿国際大学教務課へ 

問合せ　鈴鹿国際大学教務課 
　　372-3933　372-3935 

　　kyomu@m.suzuka-iu.ac.jp 

 
｢なっとく!法務局｣市民講座 

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

とき・内容　9月30日㈫：法務局備
付地図(公図)の見方について、

10月24日㈮：相続登記について、

11月18日㈫：身近な事柄から

人権を考えてみましょう　いずれ

も13時30分～15時30分 

ところ　津地方法務局(県津合同
庁舎内3階大会議室) 

ミニ知識 ミニ知識 

平成20年度後期スポーツ教室　市立体育館　 387-6006　 387-6008

※参加者は、本市在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成20年度前期に

当該教室に参加していない方を、弓道教

室は3段以下の方を優先的に先着順に

受け付けします(一人につき1教室1枚のみ)。 

※平成20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します 

　(受付期間は同じ)。 

※いずれの方も受付時に参加料を添えて各会場へ 

※新規参加料には、スポーツ保険料(大人一人1,500円、中学生以下一人500円)を含みます。 

※お子さんを連れての参加はご遠慮ください。 

教 室 名  

対 　 象  

 

と 　 き  

 

と こ ろ  

定 　 員  

新規参加料 

継続参加料 

申 込 み  

バドミントン 

一般男女 

10月から3月までの土曜日 

9時30分～11時30分 

(全15回) 

 

50人 

4,500円 

3,000円 

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15回) 

 

60人 

5,000円 

3,500円 

テ　ニ　ス 

65歳以下男女 

10月から1月までの木曜日 

9時～11時 

(全13回) 

 

45人 

4,000円 

2,500円 

シニアテニス 

55歳以上男女  

10月から1月までの金曜日 

9時～11時 

(全15回) 

 

20人 

4,500円 

3,000円 

ヨ　　ガ  

一般男女  

10月から2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) 

 

午前・午後各30人  

4,000円  

2,500円  

バレーボール 

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 

2,500円 

　9月27日(土)まで 

市立体育館 市立体育館テニスコート 

9月12日(金)13時～20日(土)12時 

市立体育館  

教 室 名  

対 　 象  

 

と 　 き  

 

と こ ろ  

定 　 員  

新規参加料 

継続参加料 

申 込 み  

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 

(全17回) 

 

 

3,000円 

1,500円 

健　　康 

一般男女 

10月から3月までの木曜日 

19時～21時 

(全17回) 

 

 

3,500円 

2,000円 

女性健康 

一般女性 

10月から3月までの火・金曜日 

9時30分～11時30分 

(全25回) 

 

 

4,000円 

2,500円 

柔　　道  

小学1年生～中学3年生男女 

10月から3月までの土曜日 

19時～21時 

(全22回)

剣　　道 

小学1年生～中学3年生男女 

10月から3月までの土曜日 

19時～21時 

(全22回)
市立体育館 市武道館 

定員なし 

6,000円 

5,500円 
9月27日(土)まで 

市武道館　 388-0622　 388-0940

くらしの情報 

講座・教室 
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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 

災害避難に思うこと 

　9月に入っても暑い日が続いています。9月1日は防災の

日です。災害が起こったときに備えて日ごろからいろいろ

な準備をしておくことが大切だと言われていますが、特に

この時季はあらためてそう感じます。災害はいつ起こるか

分かりません。気象予報で得られる情報で予測できる災害

はごくわずかです。地震などは数秒前に分かる装置が徐々

にできていますが、今のところ十分な予測はできていません。 

　災害が起こると、まず身の安全を確保することが大

切です。しかし、子どもや高齢の方、障がいのある方な

どは情報を得ることが難しかったり、行動することが困

難であったりします。阪神淡路大震災のとき、被害に遭

い、亡くなられた方の半数以上が65歳以上の方であっ

たと報告されています。 

　もし災害が発生した場合、安全な場所へ避難するの

に困難が伴う人が周りにいるなら、どう助け合っていくの

かを考えることは非常に大切です。また、災害発生後の

避難所でもプライバシーや人権への配慮はとても重要な

ことでもあります。例えば、授乳が必要な子どもを抱えた

母親や着替えをしたい女性などが専用スペースを確保さ

れていないため困ってしまうことが多いと聞きます。しかし、

このようなことは災害時に限ったことではありません。 

　だれもが困ったとき、みんなが考え、助け合うことは

当たり前のことです。人は一人で生きているわけではあ

りません。お互い支えあって生きています。それぞれの

立場で考え、自分ならどう感じ、どう思うか。まず自分

に置き換えて考えることで、相手のことを理解すること

ができるようになると思います。他の人の人権を守るこ

とは、自分の人権を守ることにつながります。 

　みんなが心地よく生きられること。それこそが人権が

守られることだと思います。 

定　員　35人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　9月22日㈪(必着)までに、
郵送、電話、ファクスのいずれか、

または直接、津地方法務局総務課

(〒514-8503  津市丸之内26番8号

　059-228-4191　059-221-1093)へ 

※郵送かファクスで申込みする場合は、

住所、氏名、電話番号、希望講座

を記入してください(住所、氏名、

電話番号は、法務局から受講に関する

連絡をする際に限り使用するものです)。 

 
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/

◆青竹エクササイズ(体験コース)
対　象　高校生を除く18歳以上の方 
と　き　9月25日㈭　11時～11時
45分、30日㈫　11時～11時45分、

10月2日㈭　19時30分～20時15分 

ところ　鈴鹿スポーツガーデン体育館 
内　容　音楽に合わせて行う有酸
素運動、青竹踏み(イボ付き)を

用いてストレッチや昇降運動 

定　員　30人 
参加料　1回500円(1回のみの参
加も可能) 

申込み　各開催日当日、受講料を
持参の上、直接、体育館へ(事

前の申込みは不要) 

※詳しくは、県営鈴鹿スポーツガーデン

体育館(　 372-8850)へ 

 
外国語講座 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

○英会話初級1
と　き　10月15日㈬～3月11日㈬
19時～20時30分 

定　員　20人 
○英会話初級2
と　き　10月16日㈭～3月12日㈭
10時～11時30分 

定　員　20人 
○英会話中級1
と　き　10月14日㈫～3月10日㈫
19時～20時30分 

定　員　20人 
○英会話中級2
と　き　10月15日㈬～3月11日㈬
10時～11時30分 

定　員　20人 
○中国語初級
と　き　10月15日㈬～3月11日㈬
19時～20時30分 

定　員　18人 
○ポルトガル語初級
と　き　10月16日㈭～3月12日㈭
19時～20時30分 

定　員　20人 
※10人に満たない講座は中止します。 

ところ　鈴鹿国際交流協会 
受講料　賛助会員：1万6,000円(賛
助会費は2,000円で随時加入で

きます)、一般：1万9,000円 

※テキスト代・コピー代は別途必要 

申込み　9月25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(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 

※応募者多数の場合は抽選します。 

の 9 月 納 税 
○国民健康保険税・・・3期

【納期限は9月30日㈫です】
※納税は便利な口座振替で 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　   チェッカーフラッグって何？ 

　　レースで使用される黒と白

のチェック模様の旗で、レー

スの終了を示します。モータ

ースポーツでは、主催者から

レース中のドライバーへ、異

なった色の旗により情報提供

や指示を行います。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 
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　シジミ科の2種類は生息
域が異なることで区別でき
ます。マシジミが純粋の淡水
域に生息するのに対し、ヤマ
トシジミは海水が出入りする
河口域に生息します。また、
殻の内側がヤマトシジミは白
く、マシジミは紫色に縁取ら
れるといった違いもあります。本市ではマシジミが石垣池や汲
川原町の芥川、ヤマトシジミが五祝町の中ノ川や下箕田町で確
認されました。

撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 若松西二丁目
平成20年7月17日
伊藤  登喜男さん

　淡水貝類とは、河川や池、水田などに生息する貝のことです。種類
は殻が渦巻状になっている巻貝と、皿を向かい合わせたようになっ
ている二枚貝に大きく二つに分けられ、本市では巻貝が9種類、二
枚貝が4種類確認されています。

表紙写真

夏の一コマ

　8月2日、3日の両日、鈴鹿は「第12回すず
かフェスティバル」で大いに盛り上がりまし
た。わたしたち広報グループも取材に奔走
しましたが、暑い日だったにもかかわらず、
笑顔で舞う踊り子たちの姿を見てそう快感
さえ感じました。あの素晴らしい演技の裏
には大変な練習の積み重ねがあったはず

ですが、それをおくびにも出さず踊る人たち
の姿はとても美しく感じました。
　ある会場で、高齢の女性が懸命にカメ
ラのシャッターを押していました。「あの中で
孫が踊っているのよ。」まぶしい笑顔で話し
てくれました。踊る人も見る人も幸せな気持
ちになれた、そんな2日間でした。（眞）

Vol.13
鈴鹿の淡水貝類

竜ヶ池

広報すずか　2008年9月5日号

ヤマトシジミとマシジミ

　イシガイ科の仲間は、魚類
のタナゴが産卵する貝として
知られています。普段は水底
の泥や砂の中に潜っているこ
とが多いため、その姿はなか
なか見ることができません。
イシガイは、ため池の減少や
水路の改修などで全国的に
も減少が著しく、三重県レッドデータブック準絶滅危惧種にも
掲載されています。本市では伊船町の竜ヶ池周辺水路でのみ
生息が確認されているだけです。ドブガイは殻の長さが10㎝
前後で殻が薄いこと、イシガイは殻の長さが5㎝前後で細長く
殻が厚いことで区別できます。

イシガイとドブガイ

　オオタニシは殻高（写真の
上下方向の高さ）が5㎝前後
の大型のタニシで、越知町や
東庄内町の池などで確認され
ました。ヒメタニシは殻高が3
㎝前後のやや細長い小型のタ
ニシで、小岐須町の池などで
確認されました。

オオタニシとヒメタニシ

（写真：左）オオタニシ （写真：右）ヒメタニシ

（写真：上）イシガイ （写真：下）ドブガイ

（写真：左）ヤマトシジミ （写真：右）マシジミ（写真：左）サカマキガイ （写真：右）モノアラガイ 

サカマキガイとモノアラガイ

　サカマキガイとモノアラガ
イ科の貝は殻高が2㎝以下の
小さな貝で、市内の水田、池、
小川などで見られます。外見
はよく似ていますが、サカマキ
ガイは殻口が左側（殻のとがっ
た方を上にした場合）にあるこ
とで区別できます。貝の世界
では殻口が右にある方が主流であるため、左側にある場合を逆
巻（さかまき）としたのです。モノアラガイは殻口が大きく、殻の8
割を超える大きさになります。


