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　心臓や呼吸が止まった人の命が助かる可能性は
最初の10分間で急速に低下します。現在、傷病者か
ら救急車の要請があってから現場に到着するまでの
平均時間は約6分30秒（全国統計）です。もし救急車
が到着するまでに何もせずにいると、助かる命の多く
が助けられないことになってしまいます。このことから、
現場に居合わせた人の応急処置が救命のカギとなる
のです。

救命のカギを握るのはあなたの勇気です

自動体外式除細動器

救急車到着までが命を左右
●心停止後の時間と救命率

　AED（自動体外式除細動器）とは、突然心臓が止まった状態に陥ったとき、心臓に電気ショックを与え
正常な状態に戻す装置のことです。内蔵コンピューターが電気ショックの必要性を自動的に判断
し、音声メッセージにより操作方法を教えてくれます。
　平成16年の法改正により、一般の人でもAEDを使った心肺蘇生活動ができるようになりました。
心停止に対する処置は一刻を争うため、救急車到着までの間に行う救命措置がとても重要です。
したがって、一人でも多くの方がAEDの操作方法を習得し、万一の場合に備えていただく必要
があります。
　現在、市内の公共施設に93台のAEDが配備され、多くの民間企業でも導入が進む
など、AEDを使用できる環境が急速に整備され始めています。今月の特集では、
AEDの仕組みや操作方法、講習会などについてお知らせします。
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居合わせた人が救命処置をした場合
救急車が来るまで何もしなかった場合

AEDで大切な命を守る
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　現在、本市の公共施設に設置されているAEDはこの種類です。これ以外に日本では2種類のタイプが普及しています。
使い方はほぼ同じです。

AEDってどんなもの？
その使い方は？ 仕組みは？

これがAEDの構造と仕組みです

AEDって何ですか？Q

A

どんなときに使うの？Q
日本語訳は「自動体外式除細動器」で、心臓に電
気ショックを与え正常な状態に戻す装置のことです。

心停止のときは、心臓が小刻みに震え全身に血液が送り
出せない「心室細動」というけいれん状態になっている場
合が多く、この「心室細動」を元の正常な鼓動に戻すのが
除細動（電気ショック）です。装置は心臓の状態を自動的
に診断し、電気ショックが必要と判断した場合は音声で救
助者に伝える仕組みになっています。救助者はこの音声
に従って操作します。裸の胸の上からショックを加えるの
で体外式と呼びます。

A
「心室細動」により心臓がけいれん状態になってい
るときに使います。心臓が微動もせずに完全に止ま

っているときは役に立ちません。その判断も機械が行い、
対応を音声で教えてくれます。

だれでも使えるの？Q

A
基本的にはだれでも使えます。より安全かつ確
実に操作をしていただくために救命講習を受け

てください。

使う人に危険はないの？Q

A
電気ショックを与えるときに倒れた人に触れている
とビリッと感じることがあります。通電ボタンを押すと

きは傷病者から離れてください。ただ、これまで使った人が
被害にあったという事例はありません。

子どもにも使えるの？Q

A
多くの機種が8歳以上の人のために設計されてい
ますが、一部の機種では1歳以上8歳未満の小児を

対象とした電極パッドが用意されているものがあります。
小児用がないときはやむを得ない処置として成人用を代
用します。

使えば必ず命が助かるの？Q

A
必ず助かるというわけではありません。「心室細動」
による心停止の場合、電気ショックが1分遅れるご

とに7％～10％ずつ救命の確率が減っていきます。そのた
め、命を助けるには少しでも早い対応が必要になります。

心停止でない人に使うとどうなるの？Q

A
意識や呼吸があれば心停止の状態ではありません。
そのような場合、AEDを使おうと電極パッドをはっ

ても使用の必要がないことを音声で伝えてくれます。その
ようなときは通電ボタンを押しても作動せず、誤って使っ
てしまうことがないような構造になっています。

AEDを使って病状を悪化させることはないの？Q

A
使って助かることはあっても、状態を悪化させること
はありません。

□ スピーカー
電源が入ると音声が流れ
始めます。

□ ふた
開くと自動的に電源が入り
ます。

□ 電極パッド
中から2つのパッドを取り
出し傷病者の胸にはります。

□ 通電ボタン
充電完了後に押します。

□ インジケーター
緑色のときは使用できます。
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●心電図解析後に「電気ショックは不要です。直ちに胸骨圧迫を開始してください」とメッセージが流れたらAEDでは治
　せないものです。引き続き心肺蘇生法を続けてください。2分後に再度、自動的に心電図の解析が始まりますので、音　
声の指示に従ってください。
●AEDの入っているケースの扉を開くとブザーが鳴る場合があります。これは緊急事態を周囲に知らせるためで、しばら
　くして鳴りやみます。驚かないでください。

　傷病者を見つけたら
声をかけて反応の有無
を確認します。同時に近く
の人に1 1 9 番通報と
AEDの要請をします。

　AEDによる電気ショックは人工呼吸・胸骨圧迫との併用により高い効果が得られます。ここでは、傷病者発見から救急車が到着するま
での流れを紹介します。

AEDを使った心肺蘇生法の流れ
反応確認と救急要請

（注意事項）

1

　反応がない場合、あご
先を上げ気道を確保しま
す。胸部の上がり下がり、
息の音や息の風などで
呼吸を確認します。

気道確保と呼吸確認2

 正常な呼吸がなければ
口対口の人工呼吸で息
を吹き込みます。鼻をふさ
いで、1回1秒かけて2回
行います。

人工呼吸3

　間をおかず、胸骨圧迫
を始めます。胸の真ん中
を1分間に100回のテンポ
で30回圧迫します。人工
呼吸と胸骨圧迫を交互
に繰り返します。

胸骨圧迫4

　電源を入れます。以降
は流れる音声に従ってく
ださい。最初に、傷病者
の裸の胸に２つの電極パ
ッドを装着します。

AED準備5

　傷病者の体に触れな
いよう音声が流れ、心電
図の解析が自動的に始
まります。

心電図解析6

　電気ショックが必要と
判断されると自動的に充
電が始まります。充電が
完了したら音声に従って
通電ボタンを押します。

電気ショック7

　電気ショックが完了す
ると心肺蘇生法再開の
音声が流れますので、㈫
と㈬を繰り返しながら救
急車の到着を待ちます。

心肺蘇生法再開8

AEDで大切な命を守る
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このマークが目印です。

　市内で開催される多数の人が集まるイベントやスポーツ大
会などの会場で、参加者が突然の心停止状態に陥ったとき
の応急処置に備えるために、7台のAEDを貸し出し専用器
として消防署と分署すべてに配備しています。

■貸出条件 ・原則としてAEDが設置されていない会場
　　　　  ・原則として主催者側にAED講習、心肺蘇生法
　　　　　　講習を受講した人がいること
■貸出場所　中央消防署、南消防署、
　　　　　　北分署、西分署、東分署、鈴峰分署
■貸出期間　７日間
■申請方法　使用日の２ヵ月前から申請を受け付けます。
■問合せ　　中央消防署救急救助グループ（　382-9165）

AEDの貸出しについて

　中央消防署では心肺蘇生法（人工呼吸と胸骨圧迫）と
AED操作法の講習会を定期的に開催しています。また、あ
る程度の人数が集まる場合は、会場へ出かけて講習会を行
います。
■普通救命講習（3時間）　　毎月第1日曜日
■上級救命講習会（8時間）　2月、5月、10月の第3日曜日
■問合せ　中央消防署救急救助グループ（　382-9165）

いざというときに
AEDはあなたのパートナーです

鈴鹿市中央消防署

署長　渡邊　喜内

　「救命のリレー」という言葉があります。
これは「通報」、「応急手当」、「救急処
置」、「救命医療」の4つの行為を切れ間
なくつなげて、心停止になった人を救命
するというものです。つまり、このうちの一
つでも欠けたり、時間がかかったりすると、
命を救うことが非常に難しくなってしまい
ます。救急車が現場に到着するまでに数
分間の時間を要するため、今、このリレー
の中でわたしたち消防職員が担当でき
るのは「救急処置」からの部分です。し
たがって、市民の皆さんに「応急手当」
の部分を担ってもらうことで、救命の可能
性を大きく引き上げることができます。
　実際に愛・地球博や東京マラソン

2007では、AEDの使用により何人もの尊
い命が助かりました。このことでAEDの
必要性や有効性がクローズアップされ、
今では商業施設やスポーツクラブ、学校、
公共施設など多くの場所にAEDが配備
されています。
　AEDは一般市民の方が簡単に操作
できるように開発され、1回の講習で正し
い操作方法を習得することができます。
現在、中央消防署ではAEDの操作方
法を含めた救命講習会を開催していま
す。いざというとき慌てずに対応するため
に、一人でも多くの方の参加をお待ちし
ています。勇気を持って「救命のリレー」
の第一走者になってください。

119119
AEDAED

通　報 応急手当 救急処置 救命医療

AEDの講習会について

広報すずか「AEDで大切な命を守る」についてのご意見、ご感想は中央消防署救急救助グループへ
〒513-0802　飯野寺家町217-1　　059-382-9165　  059-382-9166

救命のリレー

●AED設置場所一覧（公共施設分）本市では、平成18年度に公共施設などにAEDを93台設置し、緊急事態に備えています。
全市立小学校
全市立中学校
全市立公民館
ふれあいセンター
市民会館

□
□
□
□
□

文化会館
市立図書館
考古博物館
伝統産業会館
勤労青少年ホーム

□
□
□
□
□

保健センター
社会福祉センター
一ノ宮市民館
一ノ宮団地隣保館
玉垣会館

□
□
□
□
□

労働福祉会館
市立体育館
武道館
石垣池公園
河川防災センター

□
□
□
□
□

サンスポーツランド
西部体育館
西部球場
斎場
市役所本館

□
□
□
□
□
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Cheerful!
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レンズ レンズ 

8/30㈯8/30㈯

8/18㈪

9/13㈯

和やかな雰囲気の中、稲生・国府で車座懇談会を開催 8/21㈭・9/18 ㈭8/21㈭・9/18 ㈭

自作の言葉で観客をノックアウト！ 
「詩のボクシング三重大会in鈴鹿」 

9/21㈰

　三重県大会優勝の八和詩さんは、11月3日（月）に東京で開催される全国大会に出場します。詳しくは、「詩のボクシング」公式サイト
（　 http : //www.asah i -net .o r . jp/̃ DM1K- KSNK/bout .h tm）をご覧ください。 

　リングに見立てたステージ上で、2人の朗読ボクサーが自

作の文を朗読し、どちらの言葉がより観客を感動させたかを

判定する「詩のボクシング三重大会in鈴鹿」が、文化会館

で開催されました。 

　この日は、予選を通過した16人の朗

読ボクサーが、全国大会への出場権を

かけて、トーナメント戦で対戦しました。

会場に詰めかけた約120人の観客は、

ボクサーの放つ切ない言葉、熱い言葉、

心に響く言葉に、ときには静まり返り、

ときには圧倒されるなど、会場は大い

に盛り上がりました。 

　決勝戦では、即興詩も披露され、「忘れ物」の題を与

えられた八和詩めぐむさんが、「私がしてきた忘れ物はお

母さんが買ってくれた人形」「私は母に少しでも何かを返

そうと必死で毎日を生きます。自分自身だけでなく周囲

の人まで幸せにできたらと思います」と、母への思いを朗

読し、見事にチャンピオンに輝きました。 

　8月21日㈭、今年第4回目の車座懇談会が「環境問題といき

いき健康づくり」をテーマに、稲生公民館で開催され、絵手紙サ

ークルの皆さん18人が参加しました。このサークルでは、季節の

花や野菜をはがきに描き、元気の出る言葉を添えて完成させ、み

んなで鑑賞し合っています。懇談前には、市長も絵手紙作りに

加わり、トマトとレッドハイビスカスを描き、「いつも元気をあり

がとう」などと言葉を添えていました。 

　懇談会では、「EM団子を作り、川の

浄化活動をしているが、EM菌が家庭

でも利用しやすくなれば良い」「高齢化

社会に対する福祉や介護事業に期待

をしている」などの意見が出されました。 

　また、9月18日㈭には第5回目の懇親会が「心も体も健康

で＆地域の安全住みよい老後」をテーマに、国府公民館で

開催され、気功サークルの皆さん20人が参加しました。懇談

前には、市長も気功に参加し、気功の基本である「調身・調

息・調心」の練習を行いました。 

　懇談会では、「今後、一

人暮らしの高齢者が増え

てくることが心配」「CO2削

減のためにも、自転車を

利用しているが、歩道が

狭くて危険」などの意見

が出されました。 

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。 
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レンズ レンズ 

8/30㈯

8/18㈪8/18㈪

9/13㈯9/13㈯

8/21㈭・9/18 ㈭

「おいしいお米ができるといいな」 
栄小学校児童・幼稚園児が 
稲刈り体験学習 

地域で守る長太の大クス 
自治会と保存会がわら敷き作業 

9/21㈰9/21㈰

交通事故ゼロは県民みんなの願い 
市と県が合同で交通安全運動イベントを開催 

　南長太町第一自治会と「大くす保存会」の皆さん約30人が、県指定天

然記念物の長太の大クスでわら敷き作業を行いました。これは、大クス

の周りの土壌乾燥や地温度上昇を防ぐために行ったもので、隣接する水

田約3000㎡から出たわらを幹の根元全体にていねいに敷きつめました。

この作業は毎年行われているもので、地域では大クスの保存運動に熱心

に取り組んでいます。 

長太の大クス：昭和38年1月11日に指定を受けた
三重県の天然記念物で、樹高26.9m、枝下高7.9m、

根元周囲13.5ｍの巨木です。樹齢は伝承では

1,000年と言われています。数年前の一時期に樹

勢が弱まりましたが、今回のような地道な努力と

専門的な管理で今は元気を取り戻しつつあります。 

　栄小学校の近くの湯浅正人さんが所有する田で稲

刈り体験学習が行われ、栄小学校5年生と栄幼稚園児

が参加しました。 

　これは、幼小連携プログラムの一環で、地域参加型体験

学習として、湯浅正人

さんら地域の方々の協

力を得て行われました。 

　今回は、自分たち

が今年4月に田植えをし、

大きく成長した稲を、

かまを使ってざくざくと

刈り取りました。 

　湯浅正人さんは「地域の子どもたちと触れ合えることが

うれしい」と話し、参加した児童は「こんなに大きく育って

うれしい」「自分たちが刈り取った稲がお米になるのが楽しみ」

などと話し、汗を流しながら一生懸命取り組んでいました。 

　9月に本市で連続して交通死亡事故が発生する厳しい

状況の中、9月21日から30日まで秋の全国交通安全運動

が展開されました。その皮切りに、平成20年「秋の全国

交通安全運動・交通安全県民フェア」が鈴鹿サーキットを

会場に行われました。これは、三重県交通対策協議会

と鈴鹿市交通安全都市推進協議会が共同で開催したも

ので、式典では主催者あいさつに続き、市老人クラブ

連合会への反射タスキの贈呈、交通安全宣言などが行

われ、最後に三重県交通機動隊の白バイとパトカーが

交通取り締まりに出動しました。 

　また、鈴鹿市交通安全都市推進協議会は、幼いころ

から交通安全知識を学んでもらおうと、子どもとその

保護者を対象に、交通安

全○×クイズや交通標識

ビンゴゲームを行いました。

子どもたちは自分で考え

たり、お母さんたちに相

談しながら、楽しく交通

ルールを学びました。 
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■

唐人踊り

鈴鹿サーキット

ワードパズル ワードパズル 

と 

なかま 
鼓ヶ浦さぎ草同好会

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、ジュニアボクシングで頑
張る村上さんです。

村上　仁さん（神戸一丁目）

☺母と一緒に始めたボクシング 
昨年、母がボクシングを取り入れた体操

（ボクササイズ）を始め、それを見てボクシ

ングに興味を持ちました。その後、本格的

にボクシングを始め、すぐに大好きにな

りました。練習は、所属するニイミジムに

週5日のペースで通っています。準備体操

から始め、縄跳び、シャドー、サンドバッグ

など約90分のメニューをこなしています。

家でも毎日ランニングをしています。 

 

☺この夏、全国大会に出場 
春に名古屋で行われた全国U-15（15

歳以下）ジュニアボクシング大会予選

会を経て、8月24日に後楽園ホールで

開催された全国大会に出場しました。

残念ながら結果は判定負けでした。

とても緊張して自分のボクシングがで

きなかったのが敗因です。もう一歩前

に出ていれば勝てたと思います。負け

てしまいましたが、全国大会出場はい

い経験になりました。来年はぜひ勝ち

たいです。また、応援してくれた人た

ちに心からお礼を言いたいです。 

ボクシングは試合の緊張感が好きです。

将来はオリンピックに出場し、プロのチャ

ンピオンになりたいです。 

ニイミジム新美辰二会長から一言 

村上くんはボクシングセンスがすば

らしく、練習も熱心で、将来が楽しみ

な有望選手です。ジュニアボクシン

グは、1ラウンド1分の3ラウンド形式で、

頭と胸にプロテクターを着けて行います。

今年、初めて全国大会が開催され、こ

らから多くの少年がチャンピオンをめ

ざします。 

☺白い清楚な花　サギソウ 
サギソウはラン科の多年草で小さな球

根で増えていきます。花の形ががサギが

飛ぶ形に似ていることからその名前がつ

いています。高さは30cmほどで、8月ごろ

に直径3cmの白い小さな花を咲かせます。

サギソウは年々繁殖地が減少していて、

レッドデータブックでは「絶滅の危機に

ひんしている種」に指定されています。

鈴鹿では金生水沼沢に自生しています。 

 

☺公民館講座としてスタート 
平成16年に鼓ヶ浦公民館でサギ草

講座が開かれました。講師は地元の

園芸家である上村信也さんでした。講

座ではサギソウの植え付けから用土の

管理、肥料のやり方などを学びました。

そして、講座が終了した後も引き続き

サギソウを育てていこうと集まったのが

わたしたちです。現在、メンバーは14

人です。上村さんの指導を受けながら、

栽培に関する情報交換をしたり、球

根を譲りあったりしています。 

 

☺サギソウを地域の花に 
サギソウが咲くと玄関や庭先に飾っ

て楽しんでいます。ときには小学校や

公民館に飾ってもらったりしています。

今、わたしたちにはサギソウを「鼓ヶ浦

の花」にしたいという夢があります。

サギソウを増やし、各家庭でも育てて

もらい、鼓ヶ浦をサギソウでいっぱい

にしたいと思っています。そのためにも、

今後も美しいサギソウを大切に育てて

いきたいと思います。 

サギソウに興味

のある皆さん、仲

間に入りませんか。

鼓ヶ浦公民館まで

ご連絡ください。

　 386-9184 
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第40回 
銘品盆栽展 

鈴鹿市医師会趣味の 
作品展 

第29回 
秋の山野草展示会 鈴鹿市民歩こう会  

すずか陶芸作品展 
(第五回) 

三重県ハーモニカ協会　
秋の定期演奏会 

彫型画(伊勢型紙) 
鈴鹿教室生徒募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 表千家茶道の稽古 

 
ＥＭ勉強会 

 

楽しく学ぼう交通安全!!  
宗家藤間流 

チャリティー舞踊会 
金魚(らんちゅう) 
秋季品評大会 

小型移動式クレーン 
技能講習 

世界で1台のピアノリニューアル
記念コンサート 鈴鹿市民俳句大会  

第10回 
元気フリマ出店者募集 

安心のための自賠責を 
忘れていませんか？ 

マジックお楽しみ会  
九条の会すずか第16回学習会
　吉村英夫さん講演 

ご家庭のメニューを変えて
みませんか!　料理講習会 

第29回 
みえ高文祭 

新体操無料体験!  中国語講座(初級・中級)  
こども運動塾 

キッズP.E無料体験 
第68回 

国際写真サロン展 

 

●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／10月20日㈪〜24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12月5日号掲載分です パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 鹿 

■

■9月5日号の答え

サーキット

唐人踊り

鈴鹿盆栽会
田畑　　382-1138

鈴鹿市医師会
　382-3061

鈴鹿山野草の会
中野忠次　　379-1066

鈴木利昭
　383-0712

すずか陶芸教室
　386-2509

鈴鹿事務局
辻　　386-6324

事務局　中城　　383-5393 三重県の会
保井　　090-4185-1514

鈴木恵美子
　383-1173

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

三重県交通安全研修センター
中島　 059-224-7721

藤間勘泰院
　386-0577 鈴鹿愛錦会　山根　090-8730-7369 三重県建設労働組合鈴鹿支部

　　382-1521

いすず庵
　383-7345

鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生(矢橋二丁目4-3)
　382-6704

西条発展会元気部会
今井伴康　　384-2122

国土交通省三重運輸支局
堀出　　059-234-8411

三重奇術愛好会
川田　　326-3587

酒井　啓
　386-4812

鈴鹿料理飲食業組合(鈴鹿商工会議所内)
　　382-3222

全国高校総合文化祭推進グループ
野中・深谷　  059-221-0565

石井
　090-7916-5101

堤(庄野共進二丁目3-25)
　370-6236

早苗(講師)　　090-1473-7339
　http://www.za.ztv.ne.jp/pe-square

全日本写真連盟三重県本部
　樋口幸雄　　386-3627

とき／10月18日㈯10時〜17時、
19日㈰9時30分〜16時　ところ
／文化会館さつきプラザ　入場料
／無料　※盆栽相談コーナーあり

とき／10月25日㈯10時〜17時、
26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／10月25日㈯、26日㈰10時〜
18時　ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／秋の山野草の展示
と余剰品の即売　※新入会員を募集
しています。初心者も歓迎します。

とき／10月19日㈰　内容／菰野街道を歩
く　集合／湯の山温泉駅9時　とき／11月
9日㈰　内容／水郷の蟹江散策　集合／蟹
江駅前9時15分　参加費／いずれも200円
(初参加者は300円)　※初参加者大歓迎

とき／11月1日㈯、2日㈰　ところ／
NDCホール1階(鈴鹿警察署東へ1分)　
内容／陶芸教室講師・生徒の作品展示即売、
さつき・けやきホーム製品販売収益の一
部は施設に寄付します。　※駐車場あり

とき／10月25日㈯12時開演　と
ころ／文化会館けやきホール　内
容／ハーモニカコンサート　入場
料／無料　※プロ奏者の素晴らし
い演奏もお聞きいただけます。

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日
9時30分〜11時30分　ところ／文
化会館研修室　講師／大杉華水(月
1回)・吉村悦子　※伊勢型紙の技法
で絵画を作ろう、初心者歓迎

とき／10月14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／毎月2回金曜日午前　とこ
ろ／文化会館茶室　※初めての方
歓迎します。お気軽にお越しくだ
さい。

とき／10月17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。

とき／10月25日㈯9時〜16時　ところ／三重県
交通安全研修センター(三重県運転免許センター内)
内容／楽しく体験しながら交通ルールを学べるフ
ェスタを開催。センターを特別開放、自転車教室、
交通安全ぬいぐるみショー、疑似飲酒運転体験など

とき／10月26日㈰11時〜15時
30分ごろ(予定)　ところ／市民会
館内容／日本舞踊発表会　入場料
／無料　※出演者一同、皆さんの
お越しをお待ち申し上げます。

とき／10月12日㈰10時〜14時　と
ころ／鈴鹿ハンター屋外弁天広場　
内容／年に一度の会員出陣による品
評会。金魚の王様、らんちゅうの魅力
を知ってください。　※見学無料

対象／つり上げ荷重1t以上5t未満の
移動式クレーン運転業務者　とき／学
科:11月8日㈯、9日㈰、実技：11月15日
㈯か16日㈰　受講料／1万8,500円　
※印鑑、写真3枚を持参してください。

とき／11月11日㈫19時開演　とこ
ろ／いすず庵(西条四丁目61-1)　内
容／モーツァルトとシューベルトの
夕べ(ピアノ四手連弾コンサート)　
定員／限定70人　入場料／1万円

とき／10月26日㈰13時　ところ／ジェ
フリーすずか　講師／西田誠さん　会費
／1,000円　申込み／10月13日㈪必着で、
募集句雑詠3句を中島孝(〒513-0809
西条8丁目66　　382-5696)へ　当日句2句

とき／11月2日㈰(予備日3日㈪)　ところ
／西条中央公園　内容／大好評フリーマ
ーケットを今年も元気に開催。あなたも出
店しませんか。　出店料／1,500円(1区画
2m×2m)　申込み／10月20日㈪まで

　自賠責保険・共済は、すべての自動車の
保有者に1台ごとに加入が義務付けられて
います。一人ひとりが、より一層自賠責制
度の役割、重要性、保険金・共済金の仕組み
などを十分に理解、認識することが大切です。

とき／11月9日㈰13時30分から　とこ
ろ／文化会館けやきホール　内容／大
人から子どもまで十分楽しんでいただ
けるよう趣向をこらしています。　入場
料／無料　※お気軽にお越しください。

とき／10月12日㈰14時から(13時
30分開場)　ところ／文化会館けや
きホール　内容／チャップリンと
ヘップバーン〜平和を求めて〜　
入場料／一般300円(学生無料)

とき／11月12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　定員
／30人(先着順、定員になり次第締切)　参加費
／2,000円　申込み／鈴鹿料理飲食業組合へ

とき／10月24日㈮〜26日㈰　とこ
ろ／三重県総合文化センター　内容
／県内の高等学校などによる芸術文
化活動の発表　テーマ／｢ラシクアレ｣
〜この日 この時 この舞台〜

対象／3歳〜小学生　内容／リボン・
フープ・ボールの演技、器械体操、
バーレッスン　ところ／市立体育
館ほか　※ほかの地区については、
お問い合わせください。

対象／成人男女　とき／毎週火曜日
16時45分〜20時30分　ところ／庄
野公民館　内容／ネイティブ講師に
よる会話(まったくの初心者OK)　
参加料／月2,000円　申込み／堤へ

対象／5歳から12歳のお子さん　とき／平日
15時30分〜18時20分(3クラスあり)　ところ
／鈴鹿フットサルクラブほか　内容／今月は
運動会に向けて、かけっこの特訓を行って
います。　※ぜひ体験に来てください。

とき／10月10日㈮〜19日㈰10時〜17
時(10日は11時から、19日は16時まで、
13日㈪は閉館)　ところ／市役所本館1
階市民ギャラリー　内容／国外作品80点、
国内作品50点の展示　入場料／無料

※今回のパスルはお休みします。 

鈴鹿サーキット鈴鹿サーキット

あいきん

なかじょう ワードパズル ワードパズル 

　夏の定番「鈴鹿8時間耐久ロードレース」などの国際レースや、
「フォーミュラ・ニッポン」「SUPER GT SUZUKA GT300km」など
の全日本レースが開催されています。また、来年10月には、
F1日本グランプリが鈴鹿に
3年ぶりに戻ってきます。 
　モータースポーツの聖地とし
て日本全国のみならず、世界
各国からモータースポーツファ
ンが訪れ、「モータースポーツの
まち鈴鹿」の象徴となっています。 

と 

なかま 

ひ ☺

☺

☺

☺

☺



対　象　市内に住民登録・外国人登録
をしている満65歳以上の方、または

満60歳以上満65歳未満の方で、心臓・

じん臓・呼吸器の機能に自己の身辺

の日常生活が極度に制限される程度

の障がいを有する方、あるいはヒト免

疫不全ウイルスにより、免疫の機能に

日常生活がほとんど不可能な程度の

障がいを有する方 

実施期間　10月15日㈬～平成21年1月31日㈯ 

ところ　下記実施医療機関 
接種回数　期間中1回 
費　用　対象者に限り自己負担1,000円 
持ち物　予診票（下記実施医療機関、健康づくり課、長寿社会課、地区市民セ
ンターにあります）、健康保険証、健康手帳（接種の記録をします。ご希望の

方は、健康づくり課、保険年金課、地区市民センターで交付します） 

※予防接種はかかりつけ医で接種しましょう。市外で接種する場合は、自分で予

診票(鈴鹿市発行のもの)を受け取ってから接種してください。 
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情報館 高齢者インフルエンザ予防接種

インフルエンザは予防が大切ですインフルエンザは予防が大切です インフルエンザは予防が大切です 
高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれて

います。流行する前に予防接種を受けることは、発病防止、特に重症化防止に有効です。
インフルエンザ予防接種は、接種の義務はなく、本人が希望する場合に限り行うも

のです。予防接種についてよく理解した上で接種しましょう。

❶

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（市内50音順）

電 話 番 号
383-7666 

374-5500 

387-5312 

386-1222 

380-2600 

380-2700 

388-8778 

386-0605 

380-0810 

385-5313 

371-6000 

382-6611 

378-7008 

388-3115 

381-0002 

386-7886 

381-2727 

370-5119 

382-0669 

383-0421 

383-5290 

379-3900 

383-5515 

386-0362 

378-7701 

375-2600 

382-2633 

367-0510 

395-0007 

386-0507 

385-5511 

386-0007 

371-6400 

382-0462 

368-0003

　医　療　機　関 
サンクリニック太陽の街 

塩川病院 

嶋内科 

しまむらクリニック 

しもむら内科 

白子クリニック 

白子クリニック小児科 

鈴鹿回生病院 

鈴鹿回生病院附属クリニック 

鈴鹿クリニック 

鈴鹿厚生病院 

すずかこどもクリニック 

鈴鹿さくら病院 

鈴鹿腎クリニック 

鈴鹿玉田医院 

鈴鹿中央総合病院 

すずきメディカルクリニック 

せと整形外科 

（独）国立病院機構　鈴鹿病院 

高木病院 

竹島医院 

知念外科内科 

椿診療所 

道伯町林医院 

冨田内科 

留奥内科 

永井外科内科 

中尾医院 

中澤内科 

長瀬内科 

中谷医院 

中野整形外科 

中村医院 

新田外科内科 

ハートフルクリニック北井内科 

 

　医　療　機　関
萩原内科胃腸科 

白鳳クリニック 

服部医院 

花木内科クリニック 

浜口整形外科 

羽山クリニック 

ばん小児科 

樋口胃腸科・内科クリニック 

平井医院 

ひらいファミリークリニック 

ひらぬま内科クリニック 

ひろせ胃腸科外科 

別府内科クリニック 

前川小児科医院 

前田医院 

ますずがわ神経内科クリニック 

松尾内科クリニック 

松岡ハ－トクリニック 

まつだクリニック 

松本クリニック 

三重心身クリニック 

宮崎産婦人科 

むらしま整形外科リハビリテーション科 

村瀬クリニック 

村瀬病院 

村田整形外科 

森下クリニック 

八木医院 

矢田医院 

やばせクリニック 

山下内科外科 

山本胃腸科 

湯浅整形外科 

吉野クリニック 

 

　医　療　機　関
あかね小児科クリニック 

朝川クリニック 

朝日皮膚科 

旭が丘ファミリ－クリニック 

あなざわクリニック 

いいだ皮膚科・形成外科 

家田クリニック 

イタニ・クリニック 

いちかわ内科クリニック 

市場内科医院 

上田内科クリニック 

浦川胃腸科内科 

浦田内科クリニック 

尾池整形外科 

おおたキッズクリニック 

おかべ泌尿器科・皮フ科 

沖中内科循環器科 

おざき内科クリニック 

笠間医院 

金児小児科 

河出内科 

川村外科内科 

岸本内科 

北村記念しばた小児科医院 

くまざわ整形外科 

黒田クリニック 

小寺内科循環器科 

ごとう整形外科 

小西内科クリニック 

駒田医院 

西城外科内科 

坂倉ペインクリニック 

坂倉ペインクリニック在宅診療所 

坂本外科胃腸科医院 

さわ内科胃腸科クリニック 

 

電 話 番 号
372-0212 

378-1417 

382-1504 

386-6161 

375-6111 

388-2221 

388-8988 

375-1212 

375-1155 

371-6800 

382-1401 

380-1800 

378-7107 

381-0880 

382-8877 

382-1311 

367-0100 

375-0225 

378-1321 

382-1385 

381-1500 

387-5611 

371-3511 

379-3868 

386-7768 

387-0070 

382-0576 

372-0043 

385-0337 

386-5121 

379-2220 

382-6110 

386-6911 

386-0137 

381-0600

電 話 番 号  

383-0011 

378-2311 

388-1682 

370-6663 

386-6211 

378-3113 

374-0020 

386-2012 

378-1054 

375-2266 

381-3535 

383-3993 

386-1117 

387-3988 

374-1200 

369-0001 

378-8600 

385-1056 

378-0456 

388-4000 

375-1100 

378-8811 

381-1199 

388-3700 

382-0330 

381-3322 

378-1331 

383-1661 

386-1225 

384-3910 

382-5007 

387-2090 

383-1338 

370-0008



鈴鹿市クリケットボール大会 
対象・内容　クリケットボ－ルのゲ－ム経験者、ル－ル精通者による競技会です。 
と　き　8時30分～13時30分 
ところ　西部野球場 
問合せ　林　千春（鈴鹿市クリケットボール連盟）　383-0383 
 
合算年齢別ミックスダブルス大会 
対象・内容　バドミントン愛好者を対象に、合算年齢別ミックスダブルスの試合を行います。 
と　き　9時～17時 
ところ   鈴鹿工業高等専門学校第2体育館 
問合せ　大川智子（鈴鹿市バドミントン協会）　387-1894　 
 
みんなで楽しくエアロビック 
対象・内容　幼稚園から何歳でも大丈夫です。体が硬い方でもできるストレッチから

始めます。体がほぐれたら、音楽に合わせて簡単な動きを行います。楽
しく動いて、いい汗かいて、みんな一緒にエアロビックを楽しみましょう。 

と　き　13時～14時 
ところ　ふれあいセンター 
問合せ　宮本敦子（三重県エアロビック連盟）　369-1522 
 
太極気功十八式　健康体力づくり 
対象・内容　老若男女、だれにでも簡単にできます。呼吸法をとり入れた

健康回復に最も適した運動です。 
と　き　10時～12時 
ところ　神戸コミュニティセンター 
問合せ　日高弘憲（鈴鹿アスレチックセンター）　383-6039 
 
1・2歳児「おやこでムギュ～」　3・4・5歳児「ハグしちゃお」 
対象・内容　音楽に合わせて３Ｂ用具（ボール、ベル、ベルター）を使って親子で楽しみます。 
と　き　1・2歳児10時～11時　3・4・5歳児11時10分～12時10分 
ところ　ふれあいセンター 
問合せ　石田きよ美（日本３Ｂ体操協会）　383-1536 
 
スズカ　スポ・レク　ソフトテニス　ミックスダブルス大会 
対象・内容　一般男女のペアで（学生は除く）、合計の年齢が1部80歳以下、

2部110歳以下、3部110歳以上（3部は110歳以上であれば男
女の限定はありません）の3種目に分かれて大会を行います。 

と　き　9時～17時 
ところ　市立テニスコート№1～6 
問合せ　石坂　健（鈴鹿市ソフトテニス連盟）　382-4430 
 
スズカ　スポ・レクフェスティバル　テニス大会 
対象・内容　参加者全員によるミックスダブルス、一般男女ダブルス（高校生

含む）による試合。ペアでも、一人での参加も可能。参加費（ボ－
ル代）一人300円を当日徴収します。 

と　き　9時～17時 
ところ　市立テニスコート№7～12 
問合せ　郵送またはファクスで下記の連絡先へ      
　　　　〒513-0801神戸3-7-13、伊藤三雄（鈴鹿テニス協会）　・　382-2562 
 
剣道親子体験教室及び合同稽古 
対象・内容　初心者の親子、子どもが剣道の稽古をしている親など

に剣道の体験をしていただきます。小さい子どもから大
人まで、どなたでも竹刀を振る経験をしてください。 

と　き　9時～12時 
ところ　武道館第2道場 
問合せ　澤井寿和（鈴鹿市剣道協会）　387-5899 
 
少林寺拳法鈴鹿市大会 
対象・内容　少林寺拳法愛好者により、日ごろの練習の成果を演武という形式

で発表。全国大会参加者の特別演舞も併せて発表。安全安心の
まちづくりのためには「自分のことは自分で守る」心構えが必要です。 

と　き　13時～16時 
ところ　武道館第2道場 
問合せ　藤田秀昭（鈴鹿市少林寺拳法協会）　370-0328 
 
伝統空手道 
対象・内容　会長による気功をとり入れた体操と空手の基本稽古、各

団体の形稽古と分解組手、団体による形演武を行います。 
と　き　9時～12時 
ところ　武道館第3道場 
問合せ　仲田健二（空手道連盟）　387-9259 

鈴鹿市長杯弓道大会＆ミニ弓道教室(13時から) 
対象・内容　午前は矢渡しの後、全員で1手1回、4矢2回（座射）計10射までで、

順位決定をして表彰します。午後は初心者を対象に、弓道のいろはを
指導し、全員で競射を行い表彰します。参加賞があります。 

と　き　9時～17時 
ところ　武道館弓道場 
問合せ　池田政子（鈴鹿弓道協会）　388-1889 
 
“ＬＥＴ’Ｓ ＴＲＹ”パドルテニス 
対象・内容　パドルテニスは硬式テニスの小型版で、室内のバドミ

ントンコ－トを使用します。ラケットが板状なので変化が
少なく、初心者でも簡単になじめる軽スポーツです。 

と　き　9時30分～14時30分 
ところ　長太小学校体育館 
問合せ　山中　博（鈴鹿パドルテニス協会）　385-2373 
 
秋季ソフトボール大会 
対象・内容　鈴鹿市家庭婦人ソフトボ－ル連盟に加入のソフトボ－ル愛好者に

よるソフトボ－ル大会です。申込みはチーム単位でお願いします。 
と　き　8時～12時 
ところ　鈴鹿川河川緑地ソフトボール場 
問合せ　江原まゆみ（河曲女子ソフトボールクラブ）　388-3106 
 
スズカ　スポ・レク　インディアカ交流会 
対象・内容　市内で活動をしているインディアカ愛好者が一堂に会して、交流会

形式で試合を行います。初心者に対しては、協会員による技術指導
を行います（一般の方も個人参加やチームでの参加ができます）。 

と　き　9時30分～15時 
ところ　創徳中学校 
問合せ　花田一美（鈴鹿市インディアカ協会）　382-4708 
 
スズカ　スポ・レクフェスティバル2008グラウンド・ゴルフ大会 
対象・内容　一般市民（小学5年生以上）を対象に、個人戦で2ラウンド16ホールの

大会を行います。ブロック別で1位から8位まで表彰します。参加費500円 
と　き　8時～15時30分 
ところ　深谷公園多目的広場 
問合せ　大谷光司（鈴鹿市グラウンド・ゴルフ協会）　383-2907 
 
本田杯ゲートボール大会 
対象・内容　ゲ－トボ－ル愛好者で、1チ－ム5～7人のグループでの申込

み可能です。グループ対抗戦とし、勝ち数の多い人を1位とし
ます。勝敗が同一の場合は得失点差で決めます。 

と　き　8時～16時 
ところ　ホンダアクティブランドゲートボール場 
問合せ　金田栄治（ゲートボール愛好会）　382-6159 
 
なぎなた練習会 
対象・内容　小学校からシルバーまで男女問いません。なぎなたは一人で

はできない競技なので、各自相手となった人との間に、心の
中で「お願いいたします」と思う気持ちが生まれます。 

と　き　13時～15時 
ところ　武道館第3道場 
問合せ　堀部博子（鈴鹿市なぎなた同好会）　386-1723 
 
スズカスポ・レクフェスティバル2008マレットゴルフ競技大会 
対象・内容　市民の方や鈴鹿市マレットゴルフ協会登録者が対象です。 
と　き　8時30分～16時 
ところ　鈴鹿川河川緑地マレットゴルフ場 
問合せ　細谷和夫（鈴鹿市マレットゴルフ協会）　387-1284 
 
柔道練習会 
対象・内容　中学生、高校生を対象に、寝技、立ち技の乱取り

を中心とした練習を行います。 
と　き　9時～12時 
ところ　武道館第1道場 
問合せ　與谷愼穂（鈴鹿市柔道協会）　090-8499-8063 
 
スズカ　スポ・レクフェスティバル2008 日本拳法教室 
対象・内容　練習生や初めて体験されたい方が対象です。 
と　き　13時～16時 
ところ　武道館第１道場 
問合せ　橋本克幸（鈴鹿市日本拳法会）　378-7660

112008・10・5

スポーツ課　　 3 8 2 - 9 0 2 9 　　 3 8 2 - 9 0 7 1  
s u p o t s u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

インフルエンザは予防が大切です 

情報館 スズカ スポ・レク フェスティバル2008

11月9日（日）は 
「スポーツとレクリエーションのつどい」 

❷

11月9日㈰を「市民スポーツデー」として位置づけ、市内のスポーツ施設
を開放し、だれもがスポーツに親しみ、日常生活にスポーツを取り入れるこ
とにより、健康についての認識を深めましょう。
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人権政策課　 3 8 2 - 9 0 1 1 　 3 8 2 - 2 2 1 4  
j i n k e n s e i s a k u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

情報館 人権問題市民意識調査結果から（その1）

平成20年は、世界人権宣言60周年、鈴鹿市人権尊重都市宣言15周年に
当たります。ここでは、11月5日号との2回シリーズで、平成18年に実施し
た人権問題に関する市民意識調査の結果から、人権問題について考えます。

❸

差別や偏見のないまちをめざして 

　本市では、今後の人権啓発の方向性を把握することを目的として、平成18年、無作為に抽出した20歳以上の

市民3,000人を対象に、人権問題に関する市民意識調査を実施しました（有効回答数1,363、回答率約45.4％）。 

♥人権に関する宣言や条約、条例をご存じですか。 
　「知っている」の割合が過半数

だったのは、「世界人権宣言」の

69％、「男女共同参画社会基

本法」の52.5％、「人種差別撤廃

条約」の51.4％です。その一方で、

本市の人権に関する宣言や条

例については、「非核平和都市

宣言」が49.3％、「人権尊重都

市宣言」が41.2％、「鈴鹿市人

権擁護に関する条例」が22.5％

と極めて低い結果となりました。 

　人権問題に関する法的知識

などは基礎的なものです。こう

した知識の普及を図っていくた

めに、従来の啓発や教育の在

り方を検証するとともに、宣言

や条例に触れる機会をさらに

提供していく必要があります。 

●非核平和都市宣言（昭和60年7月1日告示第29号）
　世界の平和と核兵器の廃絶を願って宣言されました。 

　世界の恒久平和は、人類共通の願いであるにもかかわらず、核戦争の危機は、依然として存在し、人類の生存に大きな

脅威を与えている。 

　われわれは、世界で唯一の核被爆国民として、また、永久に戦争の放棄を誓った国民として「作らず・持たず・持ち込

ませず」の非核三原則が平和を愛するすべての国の原則となり、核兵器が地球上から廃絶されることを希求して、ここに

非核平和都市となることを宣言する。 

●人権尊重都市宣言（平成5年10月1日告示第98号）
　すべての人々の人権が尊重され、差別のない社会がつくられることを願って宣言されました。 

　すべての人が人として尊ばれ、基本的人権が保障された明るく住みよい社会の実現は、私たちの強い願いです。 

　しかし、現実の社会においては、依然として様々な人権侵害の事象が存在しており、今こそ市民一人ひとりが力をあわせ、人権

が尊重される住みよい鈴鹿市を築かなければなりません。 

　よって、私たちは、自らの人権意識を高め、人権尊重の輪を広げるために、ここに鈴鹿市を「人権尊重都市」とすることを宣言します。 

●鈴鹿市人権擁護に関する条例（平成8年12月25日条例第26号）（※抜粋）
　第1条では条例制定の目的が、第2条では市民の責務が述べられています。 

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統に関する知識の普及及び啓発に関する法律 

69.0％ 

15.8％ 

42.8％ 

51.4％ 41.7％ 

40.4％ 52.5％ 

52.5％ 40.6％ 

41.2％ 51.4％ 

49.7％ 

76.9％ 

20.6％ 

19.8％ 71.9％ 

22.5％ 69.2％ 

49.3％ 43.8％ 

70.7％ 8.7％ 

7.3％ 

8.3％ 

7.5％ 

8.3％ 

6.8％ 

6.9％ 

7.2％ 

7.3％ 

7.0％ 

25.6％ 

43.1％ 49.0％ 

5.4％ 

7.9％ 

世界人権宣言 ■知っている　■知らない　■無回答 

水平社宣言 

こどもの権利条約 

人種差別撤廃条約 

同和対策審議会答申 

男女共同参画社会基本法 

障害者基本法 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

鈴鹿市人権擁護に関する条例 

非核平和都市宣言（鈴鹿市） 

人権尊重都市宣言（鈴鹿市） 

（目的） 

（市民の責務） 

第１条 

　この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び

鈴鹿市人権尊重都市宣言の主旨にのっとり、市民の責務、市の施策その他必要な事項を定めることにより、

人権の擁護を図り、もって明るく住みよい社会の実現に寄与することを目的とする。 

　市民は、あらゆる人権侵害に関する行為をしてはならない。 

2　市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する人権擁護に関する施策に協力する 

　よう努めなければならない。 
第２条 

鈴鹿市 
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♥他人から差別的な扱いを受けたことがありますか。 
　ほぼ4人に1人の25.5％の方が、日常生活の中で、他人から差別的な扱いをされた

経験があると答えていることから、人権問題が決して特別な問題ではないことが分

かります。 

　差別を客観的に定義することは難しいです。「何が差別であるのか」といった啓

発や教育への取り組みが必要です。 

　性別や学歴を理由とした被差別体験は、と

もに30％以上の割合を占めています。この2つ

の要因に続くのが職業に関するもので、20％

を超えています。精神の障がいや知的障がい、

同和地区出身を理由とした差別は、比較的割

合が低い結果となりました。 

　しかし、こうした被差別体験の割合がそのま

ま差別問題の重要性を順位付けているわけでは

ありません。今後も、あらゆる差別撤廃に向け

た取り組みを推進していく必要があります。 

♥もし、今後差別的な扱いを受けるようなことがあった場合、あなたはどうしますか。 
　6つの回答の内、「分からない」を除く5つの対応

については、大きく2つのタイプに分けることができ

ます。相手に働きかけて解決していこうとする「外

向き解決型」と、自分自身で対処して解決しようと

する「内向き解決型」です。この内、「自分を見つ

め直して、その原因を考える」、「世の中にはいろ

いろな人がいるのだからと受け流す」と回答した内

向き解決型のタイプの方は42.6％を占めています。 

　日常生活の中では、人権をめぐるさまざまな問

題が起きています。しかし、人権は形としてあるも

のではないので、人権侵害や不当な扱い、虐待

などが実際に行われていたとしても、なかなか表

面化しないケースも多いと考えられます。自分だ

けで悩んだり、我慢をしないで、気軽に第三者や

公的機関などに相談してみることが大切です。 

　人権問題について、分からないことや困っていることがありましたら、お気軽にご相談ください。詳しくは、市ホームページ相談カレンダー

（　 http ://www.c ity .suzuka . lg . jp/ l i fe/kurashi/sodan/index.html）をご覧ください。 

25.5％ 

1.8％ 

72.7％ 

ある 

ない 

無回答 

32.8％ 

22.4％ 

15.5％ 

14.7％ 

13.2％ 

2.3％ 

4.6％ 

33.0％ 

2.9％ 

4.0％ 

5.5％ 

5.7％ 

2.3％ 

19.5％ 

35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 5％ 0％ 

35％ 30％ 25％ 20％ 15％ 10％ 5％ 0％ 

7.6％ 

8.9％ 

22.0％ 

12.5％ 

30.1％ 

10.9％ 

8.1％ 

　人権、平和意識の高揚と人権文化の創造を図ることを

目的に、毎年行われている「愛と平和のコンサート」

学歴 

職業 

収入・財産 

母子・父子家庭、両親なし 

身体の障害 

知的障害 

精神の障害 

女性であること、男性であること 

同和地区出身 

国籍・人種・民族 

病気 

思想・信条 

逮捕・犯罪歴 

その他 

すぐその人と話し合う 

公的機関に相談する 

信頼する人などに相談する 

自分を見つめ直して、その原因を考える 

世の中にはいろいろな人がいるのだからと受け流す 

分からない 

無回答 

♥その差別的な扱いは、どのような理由によるものでしたか。 

（複数回答） 
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電　話 電子メール ホームページ ファクス 

納税の夜間窓口を開設します 

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

と　き　10月30日㈭、31日㈮　

17時15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　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。 

 
11月から日曜窓口サービスを開始します 

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

と　き　毎週日曜日9時～17時(年末
年始、市長が認めた日を除く) 

ところ　白子地区市民センター 
内　容　住民票の写し、住民票記
載事項証明書、印鑑登録証明書、

登録原票記載事項証明書(交付

できない場合あり)、住民票コード

通知票の交付 

※戸籍謄・抄本、税証明、印鑑登録、

戸籍届、住民異動届、外国人登録

の受付および平日の地区市民セン

ターの業務は取り扱いません。 

 
方書を記載した住民票の 
写しを発行します 

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

　希望される方は、マンション・ア

パート名、部屋番号など方書が記

載された住民票の写しを発行しま

すので、窓口でお申し出ください。 
 

第5次鈴鹿市総合計画行財政経営
計画素案の意見を募集します 

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

　市では、平成21年4月から平成

24年3月までに取り組む施策の計

画(行財政経営計画)の策定作業を

進めています。これまでに市役所内

で議論を重ねたものを、素案として

まとめましたので、公表し、皆さん

のご意見を求めます。 

意見募集期間　10月7日㈫～11月6日㈭
素案閲覧場所　企画課、市政情報課、
図書館、地区市民センター、公民館、

市ホームページ 

意見提出方法　企画課、図書館、地区市
民センター、公民館のいずれかの窓

口へ直接提出、または企画課へ郵便、

ファクス、電子メールで提出してください。 

※素案に寄せられた意見は、個人が特

定できないように類型化してまとめ、

それに対する回答とともに市ホーム

ページなどを通じ、12月ごろに公表し

ます(個別には回答いたしません)。 

 

 

 

 

 

 

かた  がき 

20082008北京パラリンピック競技大会陸上競技男子北京パラリンピック競技大会陸上競技男子400m400m・800m800mで 

伊藤智也さんが金メダルを獲得しました伊藤智也さんが金メダルを獲得しました 

2008北京パラリンピック競技大会陸上競技男子400m・800mで 

伊藤智也さんが金メダルを獲得しました 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071　 supotu@city.suzuka.lg.jp

　9月6日㈯に開幕した北京パラリンピックに出場した市内在住の伊藤智也さんが、

陸上競技男子400mと男子800mで見事金メダルを獲得しました。 

　11日㈭に行われた400m予選は、全体の2番目のタイムで決勝進出。12日㈮の決

勝では、2位に3秒以上の大差をつけるパラリンピック新記録で圧勝し、1個目の金

メダルを獲得しました。 

　800mでは、14日㈰の予選で世界新記録を樹立し、トップタイムで決勝進出。16日㈫の決勝

では、終始先頭を引っ張り、最後は同じ日本選手との競り合いを制し、400mに続き、2個目の

金メダルを獲得しました。 

　メダルに手が届かなかった4年前のアテネパラリンピックの悔しさを晴らす快走に、伊藤さんはレース後、

｢いろいろな方々に支えていただいたおかげ｣と満面の笑みでこたえました。 

　なお、市では、今回の伊藤智也さんの快挙に対して、｢鈴鹿市スポーツ栄誉賞｣を贈ることを決定しました。 

九州チャレンジカップ(3月)スタート前の様子金メダル獲得速報ポスター

お 知 ら せ  

自由ヶ丘二丁目

自由ヶ丘三丁目

自由ヶ丘四丁目

自由ヶ丘一丁目
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くらしの情報 
市民会館が使用できません 

市民会館　 382-0654　 382-3109

　11月1日㈯から12月28日㈰まで、

手動吊物装置などの改修工事のため、

ホールと展示室の使用ができません。

ご協力をお願いします。 

 
第2回鈴鹿F1日本グランプリ
地域活性化協議会を開きます 

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

と　き　10月27日㈪　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　平成21年から隔年開催す
ることが決定した鈴鹿F1日本グラ

ンプリに向けて、今まで以上の受

け入れ体制を構築するため、国、県、

周辺市町、関係機関など、30団

体で設立した｢鈴鹿F1日本グラン

プリ地域活性化協議会｣の第2回

目の会議を開催します。渋滞緩

和や観光資源を活用したもてなし

の向上などについて協議します。 

◆傍聴もできます
定　員　10人(先着順) 
申込み　会議開始30分前から10
分前までに会場へ 

 
F1に関するアンケート調査を

実施しています 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　平成21年に鈴鹿F1日本グランプリ

が再開するにあたり、市民やレース

観戦にお越しの皆さんにとって満足

度の高いイベントにするための調査

事業を実施しています。現在、2006

年F1日本グランプリの観戦経験があ

る方を中心としたアンケートを行って

いますので、ぜひご協力ください。 

※市ホームページ＞トピックスから

アクセスができます。 

 
鈴鹿市美術展公募作品の搬入と
審査についてのお知らせです 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

 384-7000　 384-7755
http//www.s-bunka.net/　

◆搬入
と　き　10月18日㈯、19日㈰　

10時～16時30分 

ところ　文化会館 
※搬入の際は、事前に出品票を事務局

((財)鈴鹿市文化振興事業団(文化会

館内))に提出していることが必要です。 

◆公開審査
と　き　10月22日㈬　10時30分

から 

ところ　文化会館 
◆入選以上の作品を一般公開します
と　き　10月29日㈬～11月2日㈰ 
ところ　文化会館 
※作品規定については、広報すずか6月

20日号をご覧ください。 

 
一日合同行政相談所を 

開設します 

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

　10月20日㈪から26日㈰までの｢秋

の行政相談週間｣にちなみ、市で

は｢行政相談所｣を開きます。 

と　き　10月31日㈮　10時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 

内　容　年金、国政、県政、相続、
登記、境界など 

相談担当者　行政相談委員 
※鈴鹿県民センター、弁護士(事前予約

制)、公証人(事前予約制)、司法書士(事

前予約制)、税理士(事前予約制)、行

政書士、土地家屋調査士、不動産鑑

定士、社会保険労務士、行政評価事

務所の相談員と合同で行います。 

※事前予約は市民対話課へ 

 
広報すずかの表紙写真を 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp 

　行事や風景など、生活感・季

節感あふれる作品をお待ちして

います。 

規　定  市内で撮影されたカラー
写真(横判)で、未発表のもの(サ

イズは問いません) 

申込み　随時受付をしています。
写真(一人1点)の裏面に、郵便

番号、住所、氏名、電話番号、

作品のタイトル、撮影場所、

撮影日時、撮影に関するエピ

ソードを記入の上、直接また

は郵便で〒513-8701　秘書広

報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願します。 

※同じ年度内で、同一応募者からの

表紙写真への採用は1回です。 

　本市では、｢住居表示に関する法律｣に基づき、

11月1日㈯から石薬師町と下大久保町の一部地域

で住居表示を実施します。住居表示制度は、町の

単位を分かりやすい規模に変更するとともに、複雑

な町界などを整理します。また、それに併せて、住

所の表し方が｢○町○番地(○町○○番地の○)｣か

ら｢○丁目○番○号｣に変わります。11月1日からは、

郵便物のあて名には新しい住所をお使いください。 

新町名　自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、自
由ヶ丘三丁目、自由ヶ丘四丁目 

新郵便番号　〒513-1124

11月1日から石薬師町と下大久保町の一部区域で住所が変わります 
地域課　 382-9136　 382-2214　 chiiki@city.suzuka.lg.jp

2008北京パラリンピック競技大会陸上競技男子400m・800mで 

伊藤智也さんが金メダルを獲得しました 

自由ヶ丘二丁目

自由ヶ丘三丁目

自由ヶ丘四丁目

自由ヶ丘一丁目

自由ヶ丘二丁目

自由ヶ丘三丁目

自由ヶ丘四丁目

自由ヶ丘一丁目
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第37回全国消防救助技術大会の

結果を報告します 

中央消防署西分署　 ・　 370-2119
nishibunsho@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

 

　8月29日㈮に福岡県北九州市で

開催された第37回全国消防救助

技術大会に、消防本部から引揚救

助チームが東海地区代表として出

場しました。大会では、全国各地

区支部大会を勝ち抜いた消防救

助のチームが、救助技術を披露し、

点数と設定タイムにより審査されま

した。その結果、満点をとり、設定

タイムを突破し、入賞しました。こ

の成果を災害現場で生かし、地域

の皆さんの期待にこたえられるよう

に訓練に励みます。 

 
ホームページの 

市民情報掲示板に掲載する
情報を募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　市民情報掲示板は、市ホームペ

ージからイベントのお知らせやサー

クルのメンバー募集などの情報を、

市民の皆さんが自ら発信する掲示

板です。 

　掲示板には、イベントなどの開催

1カ月前から掲示できます。市民情

報掲示板の利用規定をご了承の上、

ご利用ください。 

◆市民情報掲示板
　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　bbs/form.html 

 
｢個人情報保護法｣説明会を

開催します 

市政情報課　 382-8659　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　三重県などが共催し、法の趣旨、

個人情報の具体的な取り扱い方

法などについて説明します。 

と　き　11月13日㈭　14時～16時 
ところ　四日市市文化会館第2ホール 
参加料　無料 
申込み・問合せ　11月6日㈭までに、
三重の情報公開(　http://www. 

　pref.mie.jp/KOUKAI/index.htm)

に掲載の所定の申込票を県情報

公開室(　059-224-2071　059-

224-3039　 sei joho@pref .mie.  

　jp)へ 

 
2011年に地上デジタルテレビ

放送へ移行します 

東海総合通信局放送課

052-971-8292　  052-971-9394
tokai-hoso@rbt.soumu.go.jp

　現行の地上アナログテレビ放

送は、地上デジタルテレビ放送

への移行に伴い、2011年7月24日

までに終了します。お早めに地

上デジタルテレビ放送を視聴す

るための準備をお願いします。

地上デジタルテレビ放送の視聴

方法など受信に関する相談、お

問い合わせは、次のとおりです。 

◆受信相談
　総務省地上デジタルテレビジョン

●イヌの飼い主には、イヌの登録と毎年の狂犬病予防

注射が義務付けられています。狂犬病予防法により

イヌを取得した日(生後90日を経過したイヌ)から30

日以内に登録しなければなりません。室内・室外の

飼育にかかわらず必ず登録・予防注射を受けましょう。 

●放し飼いは危険ですので、必ずくさりなどでつな

ぎましょう。放し飼いは県条例で禁止されています。 

●散歩中のフンの後始末をしないことは、そこが他人

の家の敷地や庭であれば、その人に対して損害賠償

責任を負うことになります。公共の場であっても軽犯

罪法によって罰せられることがあります。必ずフンの

後始末をしましょう。 

●イヌを飼う場合、無駄吠えで近隣の迷惑になら

ないようにしましょう。 

●ネコは、飼い主の知らないところで近隣に迷惑

を及ぼしていることがあります。ネコ自身を交

通事故や病気・けがから守るためにも屋内飼育

に努めましょう。 

●飼い主の分からないネコに安易にエサを与えないよう

にしましょう。ネコは繁殖力の強い動物ですので、住

み着いたネコがさらに小ネコを生み、より多くの不幸

なネコを増やすことにもつながります。また、フン尿や

鳴き声などが近隣の迷惑になります。 

●近隣に迷惑を掛けているマナーの悪い飼い主に対

しては県が直接、指導を行っています。飼い主が

特定できる場合は、県鈴鹿保健福祉事務所(　 382-

8674)へご相談ください。 

●繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を受けまし

ょう(手術費の助成金を受けることもできます。詳

しくは、環境政策課へ)。 

●愛情を持って最後までペットの面倒を見るのが飼

い主の義務です。やむを得ない事情により飼えな

くなったら、新しい飼い主を探すか、県鈴鹿保健

福祉事務所へご相談ください。ペットを捨てるこ

とは法律で禁止されており、50万円以下の罰金に

処せられる規定があります。 

ペットのしつけと飼い主のマナーを守りましょう 
環境政策課 　382-9014　 382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　イヌやネコなどのペットによる鳴き声・フン害などの苦情が多く寄せられています。

ペットを飼っている方はマナーをよく守り、周りの人の迷惑にならないよう十分心

掛けましょう。 

くらしの情報 

お 知 ら せ  
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放送受信相談センター　 0570-07-

0101(IP電話などナビダイヤルがつ

ながらない方は　03-4334-1111) 

 

 

 

 

※視聴エリアについて詳しくは、(社)デジ

タル放送推進協会のホームページ

(　 ht tp : //www.dpa .o r . jp/ )を

ご覧ください。 

 
国有地売却の申し込みを 
受け付けています 

東海財務局津財務事務所統括部門
059-225-7225　 059-225-7234
http://www.mof-tokai.go.jp/tu.htm

　次の物件を先着順で受け付け

ています。買受を希望される方

はお問い合わせください。 

◆売却物件
所在地　岸田町字六名1539番32 
地　目　宅地(現況：雑種地) 
地　積　363.38㎡ 
用途地域　調整区域 
売却価格　175万円 
受付期間　11月7日㈮　17時まで

(土・日曜日、祝日、平日の12時

から13時を除く) 

※原則、郵送による申込みはできません。 

 

○催し物

 
特別展関連講演会 
｢弥生人の暮らしぶり｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月12日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　佐古和枝さん(関西外国

語大学教授) 

※聴講無料 

 
障がい者ふれあい運動会 

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

　障がいのある方が、スポーツの

楽しさを体験するとともに、親ぼく

や交流を深め、自立と社会参加の

推進を図るために開催します。 

と　き　10月26日㈰　10時～15時 
ところ　市立体育館 
主　催　鈴鹿市障害者団体連合会 

運動のメインスローガン　みんなでつくろう安心の街 

運動の重点
●子どもの犯罪被害防止
●住宅を対象とする侵入犯罪
　の防止

平成20年全国地域安全運動を実施します 

◆会員の声
○中山　孝さん
　定年後、会員になり今日に至りました。大勢の会員の

皆さんと一緒にせん定技能向上に頑張っています。

お客様の｢ありがとう｣の一言が、明日への勇気につ

ながります。今後は健康に気を付けて、良い仕事を

心掛けていきます。 

○与後小夜子さん
　会員になり6年、皆さんに支えられ家事援助や除

草などに日々精進してきました。お客様から｢きれ

いにしてもらった｣と喜んでいただける気持ちに感

謝し、毎日大変楽しい日々を送り、幸せに思ってい

ます。これからもお客様に好かれる人に、シルバー

人材センターを大切に、また自分の健康を守り、皆

さんと仲良く過ごしていきたいと思います。 

問合せ　鈴鹿市シルバー人材センター(〒513-0801
神戸一丁目17-5　　  3 8 2 - 6 0 9 2　  3 8 2 - 6 0 9 3  

　 　suzuka-sjc@gaea.ocn.ne. jp)

10月はシルバー事業普及啓発促進月間です 
産業政策課　 382-8698　 382-0304　sangyoseisaku@city.suzuka. lg. jp

◆このような仕事をしています
　せん定、草刈り、清掃、ふすま・障子のはり替え、

家事援助(掃除・洗濯・話し相手)、あて名書き、毛

筆筆耕、パソコン教室、遺跡の発掘など 

◆仕事の発注は⋯
　シルバー人材センターの会員が持つ技術、技能、

知識を生かして仕事を引き受けます。電話、ファク

スで手軽に申し込みできます。また｢シルバー仕事

ネット｣システム(　 http//shigoto.sjc.ne.jp/)からでも仕

事の発注ができます。 

◆センターの会員になるには⋯
　市内に居住し、おおむね60歳以上で、働く意欲の

ある健康な方ならどなたでも会員になれます。特に

せん定、除草、家事援助をしていただける方を募集

しています。 

※会費は年間1,200円と会員互助会1,000円です。 

※会員になると、安心して働けるように団体傷害保険、

賠償責任保険に加入します。 

　市では、高齢者が多彩な技能・知識・経験を生かしながら、働く喜びや生きがいを見つけていただくこと

を目的として、昭和58年にシルバー人材センターを設立しました。現在会員は790人を超え、さまざまな分野

で活躍しています。 

●振り込め詐欺の被害防止
●駐車（輪）場における乗り物に
　係る犯罪の防止

　10月11日は、｢安全・安心なまちづくりの日｣です。 

と　き　10月11日㈯～20日㈪  
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リサイクルフェア2008 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月26日㈰　9時30分～
12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　市内で回収された使用可
能な不要品(家具、衣類など)、

三重県電器商業組合鈴鹿支部よ

り提供された電化製品を無料で

提供します(品物によっては抽選)。 

◆衣類を募集しています
　家庭で不要となった再利用可能

な衣類(新品または洗濯したもの)を

提供してください(汚れているもの、

下着、くつ下は不可)。 

申込み　10月15日㈬までに、電話

で廃棄物対策課へ 

引取り　10月16日㈭～24日㈮　

9時～16時 

※申込みの際に引取り日をお知らせし、職

員が申込者宅へ伺います。また、直接廃

棄物対策課へ持ち込みもできます(持ち

込みの場合は、10月24日(金)16時まで)。 

※ハンガーは、外してください。 

※衣類の状態によってはお断りする

場合もあります。 

 
石垣池公園陸上競技場 
改修記念イベント 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotu@city.suzuka.lg.jp

◆新しくなった陸上競技場の全天候型
トラック(100m)を走ってみませんか

と　き　11月3日㈪　9時～10時

30分 

内　容　鈴鹿市陸上競技協会に登
録をしていない市民の方が参加

できます(オープン参加で、記録

は公認となりません)。また、北京

パラリンピック金メダリストの伊藤

智也さんも参加します。 

申込み・問合せ　10月27日㈪　

17時までに、スポーツ課へ 

※市民の方なら、どなたでも応募可

能です(応募者多数の場合は抽選)。 

◆｢第19回鈴鹿カーニバル｣(11時から)
内　容　鈴鹿市陸上競技協会登録
者の大会(申込み時に、登録も可能)

主　催　鈴鹿市陸上競技協会 
申込み・問合せ　白鳥中学校　
佐藤　麗　　378-0046 

 
いけばな・作品展｢爽秋の舞｣ 

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｢爽秋の舞｣と題

して｢いけばな・作品展｣を開催し、

さわやかなひとときをお届けします。 

と　き　10月17日㈮、18日㈯　

10時～16時 

ところ　江島カルチャーセンター2階 
観覧料　無料 
 
万引き防止および健全育成・
非行防止啓発ポスター作品展 

青少年課　 382-9055　 382-9053
seshonen@city.suzuka.lg.jp

　子どもの健全育成・非行防止に

ミニ知識 ミニ知識 

ガーデンフェスタ‘08 
県営鈴鹿スポーツガーデン　 372-2250　 372-2260　 http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　10月13日㈪
◆イベント一覧　※詳しくは、県営鈴鹿スポーツガーデンへお問い合わせください。 

サブ・メインプール 

飛込プール 

サブプール 

メイン2コース 

サブ１コース 

第1・2会議室 

第3会議室 

前広場 

エントランス 

選手控室１ 

前広場 

前広場 

屋外・屋内・センター 

シェルターコート2面 

シェルターコート2面 

第1・2グラウンド 

メイングラウンド第1会議室 

第1グラウンド奥 

第1・2グラウンド 

第1グラウンド西側テント 

第4グラウンド 

アリーナ 

アリーナ 

トレーニングルーム 

アリーナ 

アリーナ 

アリーナ 

メインスタンド南東面外壁部 

多目的広場 

 

 

 

 

 

 
水泳場 

 

 

 

 

 

 

庭球場 

 

 

 

サッカー・ 

ラグビー場 

 

 

 

 

 
体育館 

 

 

メインスタンド 

多目的広場 

9時～16時30分 

10時30分～12時、14時～15時30分

13時15分～13時45分 

11時～12時　　　　　　　 

9時30分～10時30分、14時～15時

10時～12時、13時～15時 

10時～12時、13時～16時 

10時～12時 

10時～16時 

14時30分～16時 

10時～12時 

10時～12時 

9時～17時　　　　     

10時～11時 

14時15分～15時35分 

10時～12時、13時～16時 

13時30分～15時 

10時～16時 

12時～13時 

10時30分～11時20分、14時30分～15時20分 

10時～13時 

9時～17時 
 

9時～17時 

9時～17時 

9時～17時 

10時～12時、14時～16時 

10時～12時、13時～16時       

9時30分～11時30分、13時～16時 

無料開放 

飛込体験教室 

ウォーターボーイズ 

50mワンポイントレッスン 

25mワンポイントレッスン 

体力測定・血管年齢測定など 

美容セミナー 

地震体験車 

似顔絵 

救急救命法体験 

消防自動車展示 

チビッコ消防車 

無料開放 

キッズスポンジテニス体験 

ジュニア初心者テニス体験 

サッカー交流ゲーム 

審判部講習会 

キッズブース（フリーエリア） 

オープン検定 

AED講習会 

タグラグビー講習会 

卓球 

バドミントン 

トレーニングルーム 

ニュースポーツ 

キッズスペース 

ビームライフル 

クライミングウォール 

アーチェリー体験教室 

サブ・メインプールの無料開放 

飛込基本技術の習得および底辺拡大（25m以上泳力のある方） 

鈴鹿高専による水中演技 

通常のワンポイントと同じ 

通常のワンポイントと同じ 

体力測定および健康アドバイス（18歳以上） 

午前：肌タイプ診断、午後：メイクセミナー 

震度強の地震体験 

15分～20分で似顔絵を描いてくれる 

心臓マッサージの仕方とAEDの使い方を実体験 

消防自動車に触れることができる　チビッコ消防服を着て写真を撮ろう 

チビッコ消防車に乗れる 

屋外全面無料開放・シェルター2面・センターコート 

柔らかいスポンジボールを使用しテニスの楽しさを体験する 

テニスが初めての人に楽しさと面白さを体感してもらいます 

8対8によるゲーム、4箇所のコートでゲーム 

JFA審判委員会からの講師による講演会 

専属指導員が付いてボールで遊ぶ 

JFAチャレンジゲーム・めざせファンタジスタの第7ステージを実施 

AEDの講習会を実施 

危険度も少なくプレーを楽しめる（小中学生） 

無料開放 
 

無料開放（高校生以上） 

小中学生に楽しんでいただきます 

幼児に楽しんでいただきます 

小学生以上が対象 

午前：体験会、午後：フリー練習　　 

身長が140㎝以上の方であれば技術習得が可能 

当日自由参加 
 

当日自由見学 

当日自由参加 
 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

申込み必要（当日参加も可能） 

申込み必要（当日参加も可能） 

申込み必要 

申込み必要 

当日自由参加 

当日参加可能 

当日参加可能 

当日自由参加 

 

当日自由参加 

 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

当日自由参加 

会　　　場 　時　　　　間 プ ロ グ ラ ム  内　　　　　　容 参 加 方 法  

あきら 

くらしの情報 

催 し 物  
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向けて、小中学生が｢愛の一声｣の

大切さを呼び掛けたポスターの入

賞作品を展示します。児童、生徒

の力作をご覧いただくとともに、学

校・家庭・地域が一体となった地

域ぐるみの青少年健全育成活動の

推進にご協力ください。 

と　き　10月7日㈫まで 

ところ　白子サンズ2階(立体駐
車場北入口横) 

と　き　10月24日㈮～28日㈫
ところ　鈴鹿ベルシティ1階北コート 
 
MIEF- IATSSフォーラム 

文化交流会 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　アセアン諸国からの研修生およ

び三重県国際交流財団で勤務する

国際交流員と県民が交流すること

により、各国の文化、習慣などにつ

いて理解を深めます。 

と　き　10月18日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　アスト津3階 
内　容　各国のお正月の紹介、
各国ブース展示、チャリティ

オークション、ダンスなど 

主　催　㈶国際交通安全学会、

㈶三重県国際交流財団 

参加料　無料 
問合せ　㈶三重県国際交流財団
(　059-223-5006) 

 

 
 

市民公開講座 
｢骨と関節の日｣ 

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

と　き　10月18日㈯　13時30分

～16時30分 

ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール 

内　容
◆文化講演(13時30分〜14時

30分）
○テーマ　｢釈迦の教えに学ぶ生き
方｣(司会：塩川靖夫(村瀬病院)、

講師：衣斐賢譲(神戸龍光寺住職)) 

◆講演(14時30分〜16時)
○演題1　｢変形性股関節症の病

態と治療｣ 

座　長　浜口謙蔵(浜口整形外科) 
講　師　加藤秀一(村瀬病院) 
○演題2　｢変形性関節症の運動
療法｣ 

座　長　村嶋洋司(むらしま整形
外科) 

講　師　松田和道(鈴鹿回生病院
理学療法士) 

○演題3　｢変形性膝関節症って
どんな病気？｣ 

座　長　瀬戸正史(せと整形外科) 
講　師　稲田均(鈴鹿中央総合病院) 
◆療養相談(16時から)
　健康相談をご希望の方は、当

日受付にてお申し込みください。 

参加料　無料 
問合せ　ごとう整形外科　 367-0510 
 

公開情報講座・ 
公開語学講座 

鈴鹿国際大学国際交流センター

　・　372-3944
koukai@suzuka-iu.ac.jp

◆公開情報講座
○自作パソコンの組み立てかた
と　き　11月4日から12月2日ま
での毎週火曜日　18時30分～

20時(全5回) 

ところ　本学情報処理室(予定) 
内　容　各パーツについての説
明や選び方を説明しながら、

実際に自作パソコンを組み立

てる方法を見ていただきます(受

講者にパソコンを組み立てて

いただくわけではありません)。 

講　師　原　仁志(本学准教員) 
定　員　15人(先着順) 
受講料　5,000円 
申込み　10月21日㈫までに、本

学国際交流センターへ 

◆公開語学講座
○初級ポルトガル語講座
対　象　あいさつ程度から始め
る初級者 

と　き　10月21日から11月18日
までの毎週火曜日　18時30分

～20時(全5回) 

ところ　本学C203 
講　師　本学学生 
定　員　15人(先着順) 
受講料　3,000円 

申込み　10月14日㈫までに、本

学国際交流センターへ 

○ジョセフ先生のビジネス英語
対　象　TOEIC450点程度の中級者 
と　き　10月21日から12月9日ま
での毎週火曜日　18時30分～

20時(全8回) 

ところ　本学C202 
内　容　ビジネスに必要な英語
を学習します。 

講　師　ジョセフ・ドュースライト
(本学教員) 

定　員　15人(先着順) 
受講料　8,000円 
申込み　10月22日㈬までに、本

学国際交流センターへ 

○国際交流の集い
と　き　10月22日㈬　16時30分～
18時30分 

ところ　本学C棟ラウンジ 
内　容　本学の短期留学プログラ
ムで入学した欧米からの学生を

迎えての国際交流会を実施します。 

定　員　15人(先着順) 
参加費　300円程度 
申込み　10月21日㈫　17時までに、
本学国際交流センターへ 

 

 

の 10月 納 税 

○市・県民税・・・・・・・・・・・・・3期
○国民健康保険税・・・・・・・・4期

【納期限は10月31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 

　    F1って何？ 

　  フォーミュラ・ワン(FIA Formula 

One Wor ld Championship)

の略称で、国際自動車連盟  

(FIA) が統括する四輪のフォー

ミュラカーで行われるモータース

ポーツの最高峰です。欧州を中

心とする世界各国を10数戦し、

チャンピオンシップを争います。

また、来年10月には、F1日本

GPが鈴鹿サーキットに3年ぶり

に戻ってきます。 

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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講座・教室 



　全長50～80㎝ほどの毒ヘビ
です。鼻の穴と目の間にピットと
呼ばれる赤外線探知器官があり、
これで温度差を感知して獲物を
捕えます。ほかのヘビと違って、人
が近づいてもあまり逃げません。

　全長は70㎝～1mです。よく地
面の中や石の下に潜るため、この
名前が付いています。幼いときは
写真のように赤と黒色の模様がよ
く目立ちますが、親になると茶褐
色の目立たない色になります。ネズミ類を食べています。

撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 鈴鹿川河川敷
平成19年9月17日
秘書広報課

　爬虫類とは、ヘビやトカゲ、カメの仲間のことです。今回の調査で、
市内ではヘビ類が7種、トカゲ類が2種、カメ類が5種の合計14種
確認されました。

表紙写真

さあ行こう
バルーンフェスティバル

　文化の秋・スポーツの秋にちなんで、市
でもたくさんの行事が行われます。10月11
日(土)～13日(月)は｢鈴鹿バルーンフェス
ティバル2008｣、10月29日(水)～11月2日(日)
は｢第41回鈴鹿市美術展｣、11月9日(日)に
は、11ページの情報館で紹介している｢ス
ズカ スポ・レク フェスティバル2008｣など、こ

の他にも盛りだくさんです。皆さんも、これら
の行事にお出かけいただき、文化の秋・ス
ポーツの秋を満喫してはいかがでしょうか。
　また、テレビ広報すずか｢ベルディ便り｣
でも10月10日(金)まで、文化・スポーツイベン
トについて紹介していますので、こちらもご
覧ください。(弘)

Vol.14
鈴鹿の爬虫類

秋の小岐須渓谷

は

は

広報すずか　2008年10月5日号

　日本固有種で日本では最大の
ヘビです。市内では河川やため池
の周辺、神社林や林などで広域
的に確認されました。

アオダイショウ

ジムグリ

　全長約50㎝と小さなヘビです。
このヘビにかまれたら命がその日
ばかりという迷信により、ヒバカリと
いう名前が付いていますが、実際
は無毒でおとなしいヘビです。水田
や水路の周辺に生息し、カエルやオタマジャクシなどを食べてい
ます。

ヒバカリ

　日本固有種で、市内では御幣川
上流部から海岸近くまで、河川や
ため池などに広く見られます。

　日本固有種で、市内では平地
から山地まで広く見られます。ト
カゲに似ていますが，ニホンカナ
ヘビは尾の長さが胴部分の２～３
倍と長いことなどで区別できます。

ニホンカナヘビ

ニホンマムシ

ニホンイシガメ

　市内では北長太町、竹野町、野
辺町、三宅町で確認されましたが、
最近あまり見かけなくなりました。

ニホンスッポン


