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梅雨の晴れ間のヒマワリ 
　稲生の道路を通りかかったときに、道路沿い

の畑に咲くヒマワリの花が目にとまりました。梅

雨の晴れ間にのぞいた太陽を浴びて、ひときわ

輝く鮮やかなヒマワリを前に、思わずシャッターを

切りました。 

と なかま ひ 



人材育成を
　　  支援します

～ 中小企業のリーダー育成 ～

人材育成を
　　  支援します

～ 中小企業のリーダー育成 ～

　ものづくり動く支援室では、市内中小ものづくり企業
の業務活性化のために、鈴鹿商工会議所と連携して
「現場の困りごと解決」を支援しています。平成18年度
から3年間で「企業OBアドバイザー派遣」や「人材育
成」などの活動を通じて、述べ約200社を支援しました。
今回は、その中から、ニーズが多い「リーダー研修」につ
いてご紹介します。 

　平成20年度から人材育成の取り組みを開始し、昨年度は現職リ
ーダーを対象とした「リーダー研修」、今年度は将来のリーダーを対
象とした「リーダー入門研修」を行いました。研修では、現場のリーダ
ーに必要とされる「現場の問題点を見付ける力」、「上司に報告する
ための資料づくり」、「プレゼンテーションの要点」の3点にポイントを置
き、講義だけではなく実際の現場を活用した実習を行い、現場を見
る力を養うとともに、グループ実習によって協調性やリーダーシップの
向上を図りました。グループで学ぶことで異業種のリーダー候補生間
の交流が生まれ、企業間連携の促進も期待されます。 

ものづくり現場の
問題解決の人材育成を
支援しています。

ものづくり現場の
問題解決の人材育成を
支援しています。
リーダー研修

ものづくり動く支援室
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　今年度の研修内容は、「現場の問題点を見付ける力」を習得
するために、講義で問題点を客観的に見つけ出す手法を学び、
学んだことを身に付けるために現場で実践します。そして、現場で
見付けた問題点を会社に報告をするために、講義で学んだ手法
を用いてグループで比較分析を行います。最終的には、講師や経
営者に対して学んだ知識を使って自社でどのように展開していくの
かを発表します。現場実習にあたっては、市内企業の協力を得て、
実際のものづくり現場で学ぶことができることが特徴です。

リーダー研修とは・・・
現場を使って実践的に指導します1

　研修への参加人数は述べ51人、参加企業数は述べ32社となっ
ています。参加企業の業種は、自動車部品製造業、建築資材製造
業、事務用品製造業、プラスチック製品製造業など、多くの業種の
企業が参加しています。企業の多くがリピーターとなって活用してい
ます。

多くの業種の参加実績があります3

　研修は、広報すずかなどで募集し、年2回実施しています。研修は毎週土曜日（現場実習日は操業日）
の朝から夕方まで行われます。研修は全8回で構成されており、２ヵ月程度で終了します。

2ヵ月間で8回の研修です4

　ものづくり動く支援室にアドバイザー登録されている大
手企業のOBが講師です。現役時代に習得した「安全・
品質・生産・製造」に関するノウハウを実践的な研修により
伝授します。

企業OBを中心とした優秀な講師陣が指導します5

　申し込みは先着順となりますので、早めの手続きをお願
いします。次回の募集については5ページをご覧ください。

次回は10月に予定しています6

　研修にかかる費用負担は一切ありません。安心して受講してくだ
さい。

研修費用は無料です2
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技術部製造係長　村田　朋彦さん

　今年5月に開催されたリーダー研修の受講者と受講者を派遣した経営者にお話を伺いました。

リーダー研修　利用者の声
株式会社 美建
　品質管理面のさらなる強化と、従業員の意識改革をとの会社の意
向で、「リーダー研修」を受講しました。実際、わたしはすでに現場の
リーダーなのですが、改めて「品質とコストの両立」を自分なりのテー
マと定め受講しました。
　研修では、一つの不具合が発生したときに、「なぜ、なぜ・・・。」を繰
り返し、真の原因を追求する品質向上の手法を学びました。このことを
仕事に生かすことにより、納品前に問題解決をして、お客さまに負担をお
掛けすることがなくなりました。
　研修に出席する前に毎回部下と引き継ぎを行ったことで、コミュニケーションが図れ、部下も自分
自身で考えるといった二次的な効果がありました。研修では、講師のほとんどの方が60歳以上でし
たが、その熱意とパワーに驚嘆しました。長年の経験に裏打ちされた素晴らしい講義と指導による
大変中身の濃い研修でした。

株式会社 美建
鈴鹿市上田町243-7　　373-3355　　373-3351
機械設計・組付け・据付・生産設備メンテナンス事業

代表取締役　岡田　豊一さん株式会社 美和
　以前から業務管理面の強化に取り組んでおり、若手の人材育成
を行うことが必要だと感じていました。熟練社員の経験や手法も大
切ですが、作業標準表やチェックリストなどの資料づくり一つをとっ
ても、常に時代に合ったやり方が求められる昨今です。3年前に市
が行う研修があることを知り、毎回、やる気のある社員を参加させて
います。

　 　習ったことを現場で生かすことはもちろんですが、研修結果を発表させ、
ほかの社員も良い刺激を受けています。参加した社員は、異業種の講師や研修生の中で行うディ
スカッションや情報交換が、違う見方に気付かされたり、視野が広がったりと、非常に有意義だった
と話しています。
　会社にとってもこの研修は大変役に立っており、今後も引き続き参加したいと考えています。不景
気の今こそ、人材育成の好機といえるのではないでしょうか。

株式会社 美和
鈴鹿市西条三丁目16-31　　383-2011　　383-2455
自動車部品製造事業

ものづくり動く支援室
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講演
（経営）

1日目
講義

（生産・安全・
 品質・製造）

2日目
現場
実践

3日目
実践結果
個人発表

4日目
グループ
討議

5日目
グループ
討議

6日目
グループ
発表

7日目
自身の
行動方針

8日目

市役所

市民会館
P

ものづくり
動く支援室
（2階）

鈴鹿市ものづくり動く支援室
アドバイザー　田口　勉

■ 企業OBアドバイザー派遣 
　市内中小ものづくり企業の経営課題解決のため、経験豊かな
企業OBアドバイザーを無料で12回派遣します。 

■ 巡回相談窓口
　市内中小ものづくり企業の困りごとに対して、企業OBアドバイザーが無料で出張相談します。

● 問合わせ

ものづくり動く支援室のご利用を

　ものづくり動く支援室では、企業へのアドバイザー派遣とリーダー研修の
二つを大きな柱としています。今日はその一つのリーダー研修についてお話
したいと思います。
　研修を担当する講師陣は、現役時代に先輩から教えられた技術やノウ
ハウを次世代へ伝えることが使命であり、それが地域に対するお礼だと感じ、
支援室で企画と運営を行いました。この研修は受講して直ちに役に立つ、
使える授業です。そのために、机上の研修で行う品質管理、製造管理、安
全管理、生産管理などは基礎的な領域のみとし、実際の企業現場での実

習とグループ討議、個人発表を中心に組み立てています。一日中、市内企業に出向く日もあります。最終日に
は、今後の自分のテーマを申告してもらい、職場に戻って実践してもらいます。研修後の半年間は、テーマの
進み具合いに関して、わたしたち講師が相談に乗るなど、アフターフォローも行っています。
　この研修には何度も繰り返し参加していただく企業が多く、高い評価をいただいていると自負しています。
しかし、さらに充実した研修にするため、講師陣一同は受講者や企業の声を聞きながら、より一層中小企業
を支援できる研修プログラムを作り上げていきたいと思っています。今年の秋には『第4回リーダー研修』を
行いますので、リーダーシップを発揮できる人材育成の必要性を感じる企業のご参加をお待ちしています。

●アドバイザーの声紹介

●第4回リーダー研修予告

●ものづくり動く支援室の案内 

実践に即した、アフターフォローのできる研修をめざします

と　　き：平成21年10月17日～平成21年12月5日（毎週土曜日開催）
募集方法の詳細は9月5日号の広報すずかでお知らせします。
※カリキュラム、日程など、一部変更になる場合があります。

・作業のムダ取り支援 　・作業標準作成支援 
・安全教育支援　　　　・ＩＳＯやＱＣ検定等取得支援 
・出張人材育成支援（企業に合わせた個別カリキュラム）など　

産業政策課ものづくり動く支援室 　　382-7011　　384-0868 

≪例≫ 

※ものづくり動く支援室に対するご意見、ご要望をぜひお寄せください。 52009・8・5



Cheerful!
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　鈴鹿市青少年対策推進本部は、５月に、

今後３年間の本市の青少年対策の基本

的な方向性を明確にした「子どもの健

全育成推進基本計画」を策定しました。

これを受けて、その趣旨や内容などを広

く知ってもらおうと、文化会館で「健全

育成フォーラム」が開催されました。 

　オープニングでは、児童生徒による空

手の演武やリコーダー演奏、作文の朗

読の後、川岸市長が「家庭の養育力や

地域の教育力が衰退していると言われ

るが、地域ぐるみで子どもの健全育成を

推進しよう」と計画のキックオフ宣言を

行いました。フォーラム後半のパネルデ

ィスカッションや記念講演では、事例報

告や意見交換などが行われました。 

　国分町の考古博物館で、企画展「大きな土

器と小さな土器～夏休みだヨ！博物館に集合！

～」が行われています。 

　今回の企画展では、主に市内の遺跡から出

土した子どもの背丈ほどもある大きな土器から、

手のひらサイズの小さな土器まで、大小さまざ

まなサイズの土器を一堂に集め、その用途に

ついて考えてもらうことを目的に企画されました。 

　この内、矢橋三丁目の須賀遺跡から出土した

弥生土器の壺は高さ100センチを超え、三重県内

で出土した弥生土器の中では、最大の大

きさであると考えられています。また、高さ

が数センチしかないミニチュア土器も多

数展示されています。 

　来館者は、大きさの異なるたくさんの

土器に驚きながらも、熱心に展示物に

見入っていました。 

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

レンズ レンズ 
青少年の健全育成をめざして　基本計画をキックオフ 

この土器は何に使ったの？　大きな土器と小さな土器が大集合！ 

7/13㈪

7/11㈯

7/14㈫

6/27㈯6/27㈯

7/18㈯〜8/30㈰7/18㈯〜8/30㈰

ミニチュア土器 須賀遺跡出土の弥生土器壺 
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　「夏の交通安全県民運動」が7月11日㈯

から20日㈪までの10日間実施され、その運

動の一つである、「飲酒根絶・シートベルト

全席着用徹底キャンペーン」が、寺家町の

御座池前の道路で行われました。 

　当日は、鈴鹿地区交通安全協会、地域

交通安全活動推進委員協議会などから約

25人が参加し、炎天下の中、汗だくになり

ながら、交通ルールの徹底ををめざし、啓

発物品を配布しました。 

　鈴鹿理容組合の理容師など約30人が参加し、

施設訪問理髪ボランティアが、市内4箇所の特

別養護老人ホームで行われました。 

　この活動は毎年2回18年前から行われており、

今年も理容師が入所者の髪を、はさみやかみ

そりを使い、丁寧に切りそろえました。楽し

みにしていたお年寄りたちはさっぱりとし、

とても気持ちよさそうな表情を浮かべていま

した。参加した理容師も、額に汗をにじませ

ながらそう快な表情を浮かべていました。 

今年度も車座懇談会がスタート　 
「元気なすずか」をめざし、市長と話し合いをしませんか？ 

ハンドルを握るその手が命を握ります 

さっぱり！ すっきり！！ 理髪ボランティア 

　よりよい鈴鹿をつくるため、市長が皆さんの元

に出掛けて、市政について気軽に意見交換を

行う車座懇談会が今年度もスタートしました。

今年度の車座懇談会は「今、見直そう！地域の

つながり…」というテーマで意見交換を行います。 

　第1回目の懇談会は、栄地区ＥＭ菌まちづく

り協議会の皆さん13人が参加しました。

栄地区ＥＭ菌まちづくり協議会は、ＥＭ

菌を培養して栄地区の住民の皆さんに

使ってもらうことにより、河川の水質改

善など、多岐にわたる環境浄化をめざ

したまちづくりに取り組んでいるボラン

ティア団体です。 

　懇談の中では、「ボランティア活動

に対する市民の意識をどう啓発するか」、

「若い世代がボランティアに参加し

やすい環境を整えてほしい」、「地域のつな

がりを深めるためには、地域の小さな活動を

つなげていくことが大切」などの意見が出され

ました。そのほかにも、自然環境の大切さやボ

ランティア活動資金の援助についての意見も

出されていました。 

レンズ レンズ 

7/13㈪

7/11㈯

7/14㈫

6/27㈯

7/13㈪

7/11㈯

7/14㈫

7/18㈯〜8/30㈰

　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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情報局 
こちら すずか 

❺活動

❻料金の授受

❸回答

❷提供会員
　への連絡

❹提供会員
　の紹介

❶依頼会員から
　の申し込み

情報局 こちら 

●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／8月17日㈪〜21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10月５日号掲載分です

すずか 

第15回シニアテニス
大会参加者募集 

鈴鹿市民歩こう会 
 

秋季テニス教室 
受講生募集 

実用筆ペン教室 
 

鈴鹿少年少女合唱団・
夏休み体験教室 

託児付き 
エアロビクスサークル 

第10回 
あかりフェスタ 

高学年キャンプ 
中国の家庭料理を 
マスターしましょう 

押し花を愛する 
仲間達展 

ＭＯＡ美術館児童作品展
作品募集 

ライフセミナー 
 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

初歩からの 
大正琴講座 

ＥＭ勉強会 
 

自閉症・発達障がいの
講演会 

ＮＰＯきもの 
着付教室(非営利)

県立北星高等学校 
秋期募集 

大貫布佐江
　387-2715

鈴木利昭
　383-0712

鈴鹿テニス協会　川出
　　・　370-1341

木平桂洞
　386-0587

辻
　386-6988

信田和美
　387-9367

代表　吉本
　386-5105

こどもサポート鈴鹿　
　383-1322

三重県日中友好協会　尾崎
　・　383-0534

ふしぎな花倶楽部　押花インストラクター
西脇　　374-1223

実行委員杉本
　382-2237

鈴鹿短期大学
　378-1020　　379-4693
　koukai@suzuka-jc.ac.jp

保井
　090-4185-1514

田中　　090-4119-2859
前田　　385-4886　　　

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

ＳＡＳ鈴鹿自閉症勉強会
代表　亀田 　388-7856

きもの着付本部
樋口　　386-2509

県立北星高等学校　　363-8111
　hhokusad@hhokus.mie-c.ed.jp

対象／60歳以上の男性、50歳
以上の女性　とき／9月1日㈫
9時開始(予備日8日㈫)　と
ころ／市立体育館テニスコ
ート　定員／男女各40人(先
着順)　参加費／1,000円　
締切り／8月18日㈫

とき／8月16日㈰　内容／
養老公園　集合／美濃高田
駅9時25分　とき／9月13
日㈰　内容／松阪港を訪ね
て　集合／松ヶ崎駅8時50
分　※共に自由参加、参加
費200円

とき／9月12日㈯から毎週土曜日(全
10回)ジュニア18時から、一般初級と
一般中級19時20分から(ナイター)　
ところ／市立体育館テニスコート　受
講料／ジュニア5,500円、一般6,500
円　申込み／住所、氏名、年齢、連絡先、
クラスを明記し、ファクスで川出へ

とき／毎月第2・4水曜日9時
30分〜11時30分　ところ
／寺家会館（寺家三丁目24-6）
月会費／2,000円　※手軽
で便利な筆ペン。気軽にご
参加ください。

とき／8月19日㈬、22日㈯
10時〜16時　ところ／神
戸コミュニティセンター　
内容／合唱練習　参加費／
無料　※みんなで楽しく歌
ってハーモニーをつくりま
しょう。

とき／毎週金曜日10時〜11
時20分　ところ／亀山市青
少年研修センター　内容／
やさしいエアロビクスとシ
ェイプアップ体操　会費／
月2,500円　※託児料1回
500円、体験もできます。

とき／8月9日㈰19時〜
22時　ところ／寺家町内
および子安観音寺境内　
内容／さまざまな手作り
の灯りで観音寺の境内や
周辺を彩ります。　※雨天
決行

対象／小学4年生以上　とき
／8月22日㈯、23日㈰　とこ
ろ／亀山石水渓　参加費／1
万円　※子どもたちが何回か
話し合いをしながら自分たち
で作っていくキャンプです。何
でもチャレンジできます。

とき／9月13日㈰10時〜15
時　ところ／文化会館調理
室　材料費／1,000円　申込
締切り／8月22日㈯　※中国
人主婦秘伝味をお伝えします。
どなたでもお気軽にご参加
ください。

とき／8月29日㈯〜31日㈪　
ところ／鈴鹿ハンター　内容／
インストラクターと生徒の皆さ
んの作品展です。10回目を記念
して初めての販売も行います（売
上の一部は福祉に寄付いたします）。
よろしくお願いします。

対象／小学生　展示期間／10月
17日㈯、18日㈰　展示場所／市
民会館2階展示室　内容／絵画と
習字(テ—マ自由、ポスター不可)
応募締切り／9月9日㈬　※参加
賞あり。たくさんのご応募お待ち
しています。詳しくは、杉本へ。

対象／一般　とき／9月19日㈯
13時30分〜15時30分　ところ
／鈴鹿短期大学　内容／「敦煌
石窟の絵物語り」　参加料／800
円　講師／成城大学名誉教授東
山健吾さん　申込み／電話、ファ
クス、電子メールで鈴鹿短期大学へ。

とき／8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　※不登校の子
どもさんをお持ちの親を中
心とした集まりです。気軽な
お気持ちで一度参加ください。

対象／男女年齢を問いませ
ん　とき／毎月第1・3火曜日
13時30分〜15時30分　と
ころ／若松公民館　内容／
童謡や唱歌、懐メロをみんな
で楽しく合奏しませんか。

とき／8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／9月13日㈰　ところ／
ジェフリーすずか　内容／
大阪のお母ちゃんズをむか
えて〜それぞれの障がいレ
ベルからの実践報告会〜　
※詳しくは、お電話でお問い
合わせください。

とき／9月3日㈭から全6回(第
1・3木曜日午前)　ところ／
文化会館和室　定員／8人(先
着順)　参加費／6回で3,000
円　※楽に手早く着られる
ようになります。着物などの
販売は一切ありません。

募集科／定時制昼間部の普通科、情
報ビジネス科各4人、夜間部普通科2
人、通信制普通科60人　受付期間／
9月7日㈪〜14日㈪　試験日／9月
16日㈬　試験内容／作文、面接　願
書配布／8月10日㈪から北星高等学
校で　※詳しくはお問い合わせを

鈴鹿市ファミリー・サポート・センター 
事業を紹介します 
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こちら すずか 

依頼会員

提供会員

ファミリー
サポート
センター

アドバイザー

❺活動

❻料金の授受

❸回答

❷提供会員
　への連絡

❹提供会員
　の紹介

❶依頼会員から
　の申し込み

❺活動

❻料金の授受

❸回答

❷提供会員
　への連絡

❹提供会員
　の紹介

❶依頼会員から
　の申し込み

情報局 こちら 
すずか 

情報館 鈴鹿市ファミリー・サポート・センター事業

鈴鹿市ファミリー・サポート・センター 
事業を紹介します 
鈴鹿市ファミリー・サポート・センター 
事業を紹介します 

❶

鈴鹿市ファミリー・サポート・センターは、市が特定非営利活動法人こども
サポート鈴鹿に委託して実施する子育て支援事業です。ここでは、その概要に
ついてお知らせしますので、ぜひご利用ください。

　市内に在住、または通勤・通学し、育児の

支援を受けたい小学生以下の子どもをお持

ちの方で、「残業で子どもを保育園に迎えに

行けない」、「一時的に自分の時間をつくり

たい」など、子どもを預かってほしい依頼会

員の要望に応じて子どもをお預かりできる提

供会員を紹介し、相互の信頼と了解の上で

一時的にお子さんを預かる相互援助組織(有

償ボランティア)です。現在、依頼会員約390人、

提供会員約190人が登録し、１カ月あたり約

150件の依頼があります。 

※依　頼　会　員・・・登録無料、随時募集中 

※提　供　会　員・・・登録無料、年2回の講習（無料）を受講した方（依頼会員と提供会員を兼ねることもできます） 

※会員登録の方法・・・印鑑、写真（縦3cm×横2.5cm）2枚を持参の上、鈴鹿市ファミリー・サポート・センターへ 

　　　　　　　　　お越しください（事前に入会申込書など、必要書類を送付することもできます）。 

* アドバイザーの  声

住　所　桜島町六丁目20番地の3　 受　付　月～金曜日　8時30分～19時（土・日曜日、祝日、年末年始は休み） 

　美容室をオープンさせ、美容師、母、主婦

としての仕事に毎日パニック状態になっていま

した。しかし、絶対に子育てをないがしろには

したくなかった。そんなときにこの事業が助け

てくれました。 

　安心して預けられる一番の要因は、提供会

員さんが本当に気持ちの温かい方であること

です。帰ってきた子どもを見ていると、細やかに、

大切に預かっていただいてるのを実感します。

家庭以外でも愛情をたくさんもらい、心豊かに

育ってくれているように思います。 

* 依頼会員の  声

鈴鹿市ファミリー・サポート・センターアドバイザー 嶋かをりさん 

700円（7時～19時） 

800円（それ以外の時間帯） 
利用料金（1時間あたり） 

山崎美知代さん・伍くん（稲生西三丁目） 
あつむ 

鈴鹿市ファミリー・サポート・センターのしくみ  

　依頼会員さんの要望を聞き、子どもさんが安心・

安全に過ごせるよう心がけ、提供会員さんとおつ

なぎしています。提供会員さんは、幅広い世代

の方が登録していただいています。ぜひ「保険」

のつもりで気軽に登録してください。 

　子どもさんは、提供会員さんと過ごす時間をとて

も楽しみに待ってくださいます。その出会いは、子ど

もが社会を知る機会になり、また、親御

さんにとっては、地域の人と出会うきっ

かけになると思います。地域づくりが

目的にもなっているんですよ。 

　　・　 381-1171鈴鹿市ファミリー・サポート・センター（特定非営利活動法人こどもサポート鈴鹿内） 
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障がい者医療費 一人親家庭等医療費 

本人所得額 

360万4,000円 628万7,000円 532万円 192万円 236万円 
398万4,000円 653万6,000円 570万円 230万円 274万円 

312万円 268万円 608万円 674万9,000円 436万4,000円 2人 

1人 
0人 

以降一人増えるごとに
38万円を加算 

以降一人増えるごとに
21万3,000円を加算 

以降一人増えるごとに38万円を加算 

扶養親族
などの数 

配偶者及び扶養
義務者所得額 

保護者所得額 本人所得額 
養育者、配偶者及び
扶養義務者所得額 

乳幼児等医療費 

情報館 福祉医療費助成制度

福祉医療費の受給資格証を更新、福祉医療費の受給資格証を更新、 
乳幼児医療費の助成を拡大します乳幼児医療費の助成を拡大します 
福祉医療費の受給資格証を更新、 
乳幼児医療費の助成を拡大します 

❷

市では障がい者、乳幼児および一人親家庭等の方を対象に、医療費の助成を行
っています。それぞれ本人や保護者、扶養義務者の前年度の所得を基準に、毎年9
月1日に更新をします。また、9月から乳幼児医療費の助成対象範囲を拡大します。
ここでは、その概要についてお知らせします。

■乳幼児医療費の助成対象範囲の拡大（9月1日入院分から）

　乳幼児医療費の助成対象は、これまで0歳から6歳到達年度末（小学校就学前）の乳幼児としてきま

したが、9月1日から、入院に要した保険診療分の医療費（入院時の差額ベット代、薬のびん代などは対

象外）に限り、7歳到達年度から12歳到達年度末の児童（小学校就学児童）まで対象年齢を拡大します。 

 対象者
 

・7歳到達年度から12歳到達年度末

の児童（小学校就学児童）で、市

内に住民登録がある。 

・生活保護法による保護を受けていない。 

・当該子が国民健康保険または各種社

会保険の被保険者、被扶養者である。 

・保護者の所得が所得制限額（下表

乳幼児等医療費欄）を超えていない。 

助成申請の方法
 

　ほかの医療費助成とは異なり、受給資格証の発行はあ

りませんので、下記のものを用意して、保険年金課で手続

きを行ってください。 

・領収証（入院年月日、保険適用点数および受診者名が分かるもの） 

・加入健康保険証 

・通帳 

・印かん（認印で可） 

・所得課税証明書（転入などにより、鈴鹿市で所得が確認できない方のみ） 

■福祉医療費の受給資格証の更新
　福祉医療費助成制度は、障がい者、乳幼児および一人親家庭等の方の医療費を助成する制度

です。この制度の認定を受けている方の受給資格証を更新します（毎年1回）。 

　平成21年度（平成20年分）の所得額によって判定後、対象者には、更新した受給資格証を、8月

下旬に郵送します（転入された方については、所得課税証明書の提出をお願いする場合があります）。

なお、所得制限額を超え、該当しなかった方については、その旨を通知します。 

●所得制限額
　各助成制度には所得の制限があります。合計所得金額から各種控除を行った額になりますので、

目安としてください。 

※各助成制度の資格を取得していただくには、所得制限のほかにも制限がありますので、詳しくは市ホ

ームページ（　ht t p : / /www . c i t y . s u z u k a . l g . j p / l i f e / b e n r i / i n d e x6 . h tm l）をご覧いただくか、

保険年金課医療給付グループまでお問い合わせください。 
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収穫後の稲わらや草刈り後
の草などは早期に処理を 

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

河川課　 382-7614　 382-7612
kasen@city.suzuka.lg.jp

　10月初めから、市沿岸部で

はノリの種付けが始まり、伊勢

湾の黒ノリ養殖がシーズンを

迎えます。しかし、ごみや稲

わら、草などが海に流れ込ん

でノリ網に付着すると、ノリの

生育が悪くなり、品質が悪化

します。網に付着したごみな

どは、手で取り除くしか対応

策がありません。また、河川や

水路の流末には多くの排水施

設があり、台風時などに排水

ポンプを運転するとき、そこに

稲わらや草などが詰まると、排

水作業に支障をきたします。

刈り取った稲わらや草は、で

きるだけ早くすきこむなどして、

河川や海に流れ込まないよう

ご協力をお願いします。 

 
原爆の日と終戦記念日には

黙とうを 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　8月6日に広島市、9日に長

崎市で、原爆死没者のめい

福と世界恒久平和祈念を願

う式典が行われます。また、

15日には、日本武道館で、

先の大戦で亡くなられた方々

を追悼し平和を祈念するため、

全国戦没者追悼式が行われ

ます。それぞれの式典の中

では、1分間の黙とうが捧げ

られます。皆さんも恒久平

和の実現を願い、一緒に黙

とうをお願いします。 

○広島市 
　8月6日㈭　8時15分から 

○長崎市
　8月9日㈰　11時2分から 

○全国戦没者追悼式
　8月15日㈯　12時から 

 
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　8月28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。 

実 施 機 関  

企画財務部 

総務部 

生活安全部 

文化振興部 

環境部 

保健福祉部 

産業振興部 

土木部 

都市整備部 

会計課 

消防本部 

31 

43 

62 

98 

41 

83 

52 

37 

82 

2 

35 

566小　　計 

小 　 　 計  

共 通 事 務  

登録件数 

市
　
　
　
　
　
長
 

実 施 機 関  

教育委員会 

選挙管理委員会 

公平委員会 

監査委員 

農業委員会 

固定資産評価審査委員会 

水道事業管理者 

議　　　会 

82 

15 

0 

1 

3 

0 

25 

8 

134 

4

登録件数 

そ
　
の
　
他
 

年　度 

20年度 

開　示 

24

訂　正 

0

利用停止等 

0

合計 

24

総　合　計 704

お 知 ら せ  

◆条例の趣旨
○実施機関が保有する市民などの個人情報の開示、訂

正などを求める個人の権利を明らかにして、個人の

権利利益を保護する。 

○実施機関による個人情報の収集から利用・提供、管理、

廃棄までの一連の過程において、個人情報の適正な

取り扱いに関する基本的なルールを定める。 

◆個人情報取扱事務登録と個人情報の開示等請求の状況
　実施機関の事務で、個人情報を一定の基準で検索が

できる公文書を使用している事務は、所定の登録をし

た上で、その登録内容を市民が閲覧できるようになっ

ており、平成21年3月31日現在の登録件数は704件です。

　個人情報の開示等請求件数は、開示請求が24件、訂

正請求および利用停止等請求はありませんでした。開

示請求24件の内、取下げが7件、残る17件の請求に対す

る決定件数は17件で、その内訳は、開示決定が11件、

部分開示決定が4件、不存在決定が2件で、開示率は100

％(個人情報不存在分を除く)です。 

※開示率＝(開示＋部分開示)÷(開示＋部分開示＋不開示)×100

平成20年度個人情報保護条例運用状況をお知らせします 
市政情報課　 382-8659　 382-2214　 shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆実施機関別個人情報取扱事務登録状況

◆開示等請求の内訳(件数)

(平成21年3月31日現在)
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敬老の日記念品を贈呈します 

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

　100歳以上の方には、自宅

を訪問して贈呈または業者

配達でお届けします。白寿・

卒寿・米寿・喜寿の方には、

9月に業者配達でお届けします。 

対　象　100歳以上(明治43年
3月31日以前生まれ)、白寿

99歳(明治43年4月1日～明

治44年3月31日生まれ)、卒

寿90歳(大正8年4月1日～大

正9年3月31日生まれ)、米

寿88歳(大正10年4月1日～

大正11年3月31日生まれ)、

喜寿77歳(昭和7年4月1日～

昭和8年3月31日生まれ) 

 
幼稚園児を募集します 

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

◆平成22年度市立幼稚園
対　象
○4歳児　市内に在住し、平
成17年4月2日から平成18年

4月1日までに生まれた幼児 

○5歳児　市内に在住し、平
成16年4月2日から平成17年

4月1日までに生まれた幼児 

定　員
○4歳児　旭が丘：70人、国府、
加佐登、白子、稲生、飯野、

玉垣、神戸：各35人(応募

多数の場合は抽選) 

○5歳児　市立幼稚園全23園
で募集し、希望者は全員

入園できます。 

※入園希望者が15人に満たない場合は、

平成22年度は休園します｡ただし、対

象幼児数が少ない地域では、その実

情に応じて10人程度でも開園します。 

申込み　9月1日㈫から18日㈮
(土・日曜日、祝日を除く8時30分

～17時)までに、各園に備え付け

の｢入園願｣に必要事項を記入

の上、入園希望の幼稚園へ 

※併願はできません。 

◆平成22年度私立幼稚園
対　象　3歳児～5歳児 
募集幼稚園　白百合幼稚園
(　386-6228)、白子ひかり

幼稚園(　386-1150)、サン

幼稚園(　372-2123)、第一さ

くら幼稚園(　380-0188(代))、

第二さくら幼稚園(　378-

4085(代))、すずか幼稚園 

　(　382-3272(代))、第2すず

か幼稚園(　386-6129)、道

伯幼稚園(　378-6713(代)) 

申込み　9月1日㈫から、各

園に備え付けの入園願書

に必要事項を記入の上、

直接、希望する幼稚園へ 

 
国民年金保険料のお支払いは
便利な口座振替のご利用を 

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

　口座振替納付での毎月納付(当

月末振替の早割り)は、毎月納

付(翌月末振替)・毎月現金納

付の保険料より50円の割引とな

ります(翌月末振替の方は変更

手続きが必要です)。1年・6カ月

前納も、口座振替で納めると、

現金で納めるより安くなります。

また、事前に申込用紙を社会保

険事務所に提出し、保険料を

定期的にクレジットカード会社が

立替払いし、会社からカード会

員に請求するクレジットカード払

いも可能です(毎月支払い(毎月当

月末に立替、割引額はなし)、1年・

6カ月前納(現金納付の割引額))。 

　口座振替手続きは、年金手

帳(基礎年金番号が分かる物)、

預金通帳、通帳登録印を持参

の上、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) 

 
｢市民救急の家｣を募集します 

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.lg.jp

　自宅などに救急箱を備えて｢市

民救急の家｣の表示を掲げ、市

民からの応急手当要請に対応し、

大規模な災害時などに可能な

範囲で人命の救助にあたって

いただきます。救急車が現場に

到着するまでの間に適切に応

急処置が行える人材の育成と、

災害時などでの市民の自助、

共助意識の向上を図ります。 

対　象　市内在住、在勤で、本事
業の趣旨に理解いただける方 

とき・内容　9月5日㈯8時30分

から11時30分まで救急法講

習会を行い、終了後、委嘱

状と救急箱を配布します。 

ところ　コミュニティ消防センター 
定　員　50人程度 
申込み　9月2日㈬までに、電話
で救急管理グループ(　382-

9155(昼間))、救急救助グル

ープ(　382-9165(夜間))へ 

 
すずか熱気球市民クラブが

できました 

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

　鈴鹿バルーンフェスティバ

ル実行委員会では、熱気球を

もっと多くの市民の皆さんに知

っていただくために、市民クラ

ブを立ち上げました。市民クラ

ブに興味のある方を対象に熱

気球教室を開催します。 

と　き　8月29日㈯　7時から 
ところ　鈴鹿川河川敷 
※参加は自由ですので、市民クラブに

お 知 ら せ  



※職種区分｢消防｣以外を受験する外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。 

※職種区分｢消防｣の受験者は、日本国籍であることおよび青色、赤色、黄色の色彩識別ができることが条件です。 

※すべての職種について、地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。 

【第1次試験】
と　き　9月20日㈰　9時から 
ところ　消防以外の職種：鈴鹿医療科学大学、消防：鈴鹿市コミュニティ消防センター 
申込み　8月5日㈬から25日㈫(土・日曜日を除く8時30分から17時15分、郵送の場合は8月25日㈫
17時15分到着分まで有効)までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ 

※申込書の請求は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書

きで、｢希望職種｣と｢職員採用試験申込書希望｣と明記の上、返信用封筒(あて先を記入の上、90円切手をは

った12cm×23cm程度のもの)を必ず同封し、〒513-8701　鈴鹿市総務部人事課人事研修グループあてに請

求してください。また、市ホームページ｢職員採用｣(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/jinji/saiyou/ 

　index.html)から申込書をダウンロードすることもできますのでご利用ください。 

平成22年度採用市職員を募集します　人事課　 382-9037　 382-2219 　jinji@city.suzuka.lg.jp

◆平成22年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

132009・8・5

くらしの情報 興味がある方はぜひお越しください。 

※詳しくは、鈴鹿バルーンフェ

スティバル公式ホームページ

(　 http://www.suzukaballoon. 

　com/)をご覧ください。 

 
人権啓発と人権教育研修会の

参加者を募集します 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住、在勤で、

後日レポートを提出していた

だける方 

とき・ところ　
○部落解放研究全国集会 
　(広島県福山市) 

　10月24日㈯～26日㈪　 

○人権啓発研究集会(福岡市) 
　平成22年2月9日㈫、10日㈬ 

定　員　若干名 
申込み　それぞれ開催日の2
カ月前までに、人権政策課

へご連絡ください。 

 
し尿収集を休業します 

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

　8月13日㈭から16日㈰まで

し尿収集を休業します。なお、

収集の依頼は、各地区の担当

業者または鈴鹿市清掃協同

組合(　382-3331)へお願い

します。 

職種・採用予定人数 

事務1 
(身体障害者） 
2人程度 

事務2 
15人程度 

事務3 
（社会福祉士） 
2人程度 

看護師 
１人程度 

保育士 
3人程度 

幼稚園教諭 
1人程度 

消防 
4人程度 

主な業務内容 

企画、庶務、予算、
経理、調査、指導
などの一般行政
事務 

社会福祉関係
業務などの一般
行政事務 

看護業務 

幼児の保育業務 

火災予防、救急、
救助、消火活動
などの消防業務 

 

年　　　　　　齢 

昭和49年4月2日以降の生まれの方 

○昭和58年4月2日以降の生まれで大学卒
(見込み)の方 
○昭和60年4月2日以降の生まれで短大卒
(見込み)の方 
○昭和62年4月2日以降の生まれで高校卒
(見込み)の方 

昭和54年4月2日以降の生まれの方 

○昭和58年4月2日以降の生まれで大学卒
(見込み)の方 
○昭和60年4月2日以降の生まれで短大卒
(見込み)の方 
○昭和62年4月2日以降の生まれで高校卒
(見込み)の方 

資格免許など 

○身体障害者手帳の交付を受けている方 
○自力で通勤でき、かつ、介護者なしに
事務職としての職務の遂行が可能な方 
○活字印刷文による出題に対応できる方 

－ 

社会福祉士資格を取得の方または 
平成22年3月末日までに取得見込みの方 

看護師免許を取得の方または 
平成22年3月末日までに取得見込みの方 

保育士資格、幼稚園教諭免許をいずれも
取得の方または平成22年3月末日までに
取得見込みの方 

青色、赤色、黄色の色彩識別ができる方 

学　　歴 

学校教育法に定め
る大学院、大学、
短期大学、修業年
限が2年以上の専
修学校専門課程、
高等専門学校、高
等学校、特別支援
学校高等部など高
等学校に準ずる学
校を卒業した方ま
たは平成22年3月
末日までに卒業見
込みの方 
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くらしの情の情報 くらしの情報 

特別児童扶養手当などの
所得状況届の手続きを 

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

　特別児童扶養手当の受給

資格者は、8月11日㈫から9月

10日㈭までの間に、障害福祉

課で所得状況届の手続きが必

要です。手続きがない場合、8

月分以降の手当は支給が停止

されますのでご注意ください。

また、障害児福祉手当、特別

障害者手当、福祉手当につい

ても同様の手続きが必要です。 

※各手当の受給資格者には、事

前に案内文書を郵送します。 

 
｢鈴鹿なつかし図鑑｣で 
とりあげる昭和の 
生活用品を募集します 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755
since-97@s-bunka.net

　ケーブルネット鈴鹿がこ

の秋放送する番組｢鈴鹿なつ

かし図鑑｣(仮称)で紹介する、

昭和30年代から40年代の生

活用品などを募集します。

家庭や商店に残る懐かしい

日用雑貨や電化製品などの

情報をお寄せください。 

応　募　8月31日㈪までに、品
名とそれにまつわるエピソード、

所有者の住所、氏名、電話

番号を記入の上、封書、は

がき、ファクス、電子メールで、

〒513-0802　飯野寺家町810

鈴鹿市文化振興事業団へ 

※詳しくは、鈴鹿市文化振興事

業団ホームページ(　 http :// 

　www. s - bunka . n e t /)をご覧

ください。 

 
 

移動展示 
｢鈴鹿の自然、再発見！｣ 

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

　本市には、鈴鹿山脈から伊

勢湾までさまざまな環境で多様

な生物が生息しています。そ

の身近で豊かな自然について、

写真パネルや標本、動物のは

く製などを展示して紹介します。 

と　き　8月27日㈭～9月13日㈰
9時～17時(図書館休館日を除く) 

ところ　図書館2階視聴覚室 
入場料　無料 
主　催　三重県立博物館、(財)
自治総合センター 

共　催　鈴鹿市環境部 
 
エコドライビング 
コンテスト 

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

対　象　ドライバーとナビゲータ
ーの2人でチームを編成し、ド

ライバーは普通自動車免許取

得後1年以上(性別、年齢不問)、

ナビゲーターは満16歳以上

(普通自動車免許不要)の方 

と　き　8月31日㈪　7時～

17時(7時から受付) 

ところ　鈴鹿サーキット国
際レーシングコース、交

通教育センター 

内　容　座学・競技講習、
エコドライビングコンテスト、

エコカーの展示試乗会 

募集数　市民チーム1チーム 
※応募多数の場合は、8月14日

(金)10時から、市役所本館4階

会議室で公開抽選会を行います。 

参加料　500円程度(傷害保険
加入料) 

主　催　全日本学生自動車連盟 

申込み　8月12日㈬までに、チ
ーム2人の住所、氏名、性別、

年齢、電話番号、普通自動車

免許取得年月日(ドライバーの

み)を記入の上、電話、ファクス、

電子メールで環境政策課へ 

※国際レーシングコースを走行する際

の装備品や注意事項などがあり

ますので、詳しくは、環境政策課へ 

 

 

 

 

 
 

子どもの生活習慣病に 
かかわる健康相談会 

学校教育課　 382-7618　 382-9054
gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　小児科医、栄養教諭が生活行

動の見直し、栄養指導などを行い、

健康管理の方法をアドバイスします。 

対　象　市内の小・中学生と
保護者 

と　き　8月25日㈫　10時～

17時 

ところ　保健センター 
内　容　生活習慣病にかか
わる予約制個別相談会 

定　員　18人 
参加料　無料 
申込み　8月6日㈭から17日㈪
までに、電話で学校教育課へ 

 
夏休み消防署見学会 

中央消防署　 382-9165　 382-9166
chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以下の子ど
もと保護者 

と　き　8月16日㈰　10時～

12時(警報発令時は中止) 

ところ　中央消防署(飯野寺
家町217-1) 

内　容　消防車などの展示、ち
びっこ消防車試乗、防火マン

お 知 ら せ  

催 し 物  



電　話 電子メール ホームページ ファクス 
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くらしの情報 ガ上映、消火器取り扱い訓練、

ちびっこ救助隊、放水体験 

参加料　無料 
申込み　8月15日㈯までに、

電話で中央消防署へ 

 
トイなおす(おもちゃ病院) 

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

　大切なおもちゃの修理をおも

ちゃドクターが行います。ご希

望の方は、当日おもちゃと説明

書を一緒に持ってきてください。

当日都合の悪い方は、事前に

廃棄物対策課へ持ってきてい

ただくことも可能です。修理後は、

廃棄物対策課まで取りにきてい

ただきます(当日修理が完了し

たものは、当日お渡しすることも

できます)。 

※廃棄物対策課での保管期間は1

年間です。廃棄物対策課から

連絡がありましたら、お早め

に引き取りにきてください。 

と　き　8月23日㈰　10時～

15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
※テレビゲーム・キッズコンピ

ューター、ぬいぐるみ、大型

遊具、幼児用電動バイク、楽

器などは修理できません。 

※部品として使用しますので、

不要になったおもちゃがあれ

ば持ってきてください。 

 
第24回クリーンシティ

SUZUKA 

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

と　き　8月30日㈰　9時～10時
(雨天時は9月13日㈰に延期) 

内　容　だれでも参加でき、
自宅から小学校までの通学

路などに落ちている空き缶

やごみなどを集めて小学校

に持ち寄ります。集めたごみ

は各小学校で分別回収します。 

※ごみの持ち込みは10時までに

お願いします。 

主　催　クリーンシティSUZUKA
実行委員会 

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市教
育委員会 

問合せ　前日までの問い合わせ
は実行委員会事務局(　 382-

6288)、雨天時の確認は、当日

7時以降にクリーンシティSU 

　ZUKA当日本部(　 382-7609) 

 
第3回 

千代崎海岸クリーン大作戦 

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

対　象　一般市民 
と　き　8月16日㈰　10時～

14時 

ところ　千代崎海岸海水浴
場西側テントブースから

白子方面の海岸 

内　容　海岸清掃 
参加料　無料 
後　援　三重県、鈴鹿市 
問合せ　CafedeR(　 379-1113)へ 

 
鈴鹿市 

グラウンド・ゴルフ大会 

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

対　象　市内在住の方 
と　き　9月23日㈬(雨天の場
合は27日㈰に延期) 

ところ　県営鈴鹿スポーツガ
ーデン(サッカー・ラグビー場) 

内　容　ブロック別での個人戦 
参加料　無料 
申込み　8月25日㈫(必着)までに、
氏名、性別、年齢、連絡先を

記入の上、〒513-0842　弓削

1-1-16　鈴鹿市グラウンド・

ゴルフ協会事務局小林へ 

伊勢型紙と長板中型展 

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

と　き　8月20日㈭～30日㈰

10時～16時(30日は15時まで) 

※8月24日(月)、25日(火)は休館 

ところ　伊勢型紙資料館(白
子本町21-30　　368-0240) 

内　容　浴衣を染色するため
の伝統的な技法である｢長

板中型｣と伊勢型紙をテーマ

とした企画展です。涼感あ

ふれる浴衣の図案や中型文

様の伊勢型紙の展示、長板

中型染めによる浴衣などの

展示、型紙の彫刻体験、彫

刻実演(8月23日㈰、30日㈰ ) 

入館料　無料 
主　催　国指定重要無形文
化財保持団体伊勢型紙技

術保存会 

 
親子ごみ拾いボランティア 

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

と　き　8月22日㈯　8時30分
から(少雨決行) 

ところ　鈴鹿川河川敷(集合
場所は庄野橋北駐車場) 

内　容　親子で一緒に１時
間程度ごみ拾いを行います。 

※参加賞と子どもには抽選会が

あります。 

持ち物　軍手、タオル、帽子、
飲み物(ごみ袋、ごみはさ

みは主催者で準備します） 

主　催　はぴねすクラブ 
問合せ　事務局森下(　090-
2349-7276) 

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体

支援事業として実施します。詳し

くは、鈴鹿市民活動情報サイト 

　(　 h t t p : / / g enk i 365 . n e t /  

　gnks02/pub/ index .php)を

ご覧ください。 
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鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

 
 
 

教育講演会 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月19日㈬　13時30

分～16時30分(開場13時) 

ところ　市民会館 
内　容 
○第1部：村林新吾さん(相

可高校食物調理科教諭)に
よる講演会
　相可高校の食物調理科は、

全国の数々の料理コンクール

で優秀な成績を残しています。

また、村林先生が顧問を務

める調理クラブは、高校生

レストラン｢まごの店｣を運

営しており、全国的に注目

を集めています。生徒たち

の活躍の背景には、村林先

生の心を大切にした人間教

育があります。生徒に自信

を持たせ、やる気を引き出

す指導法についてお話しし

ていただきます。 

○第2部：白子高校吹奏楽部
による演奏会
　生徒自らが選曲した最新

のポップスや演歌、童謡な

どの演奏、音楽に合わせた

ダンスパフォーマンスなど

参加料　無料 
申込み　8月10日㈪までに、

電話またはファクスで教

育研究所へ 

 

 

 
ご近所の見守りさん講座 

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

　高齢者が住み慣れた地域

で安心して生活を続けられ

るように見守りに必要な知

識を身に付け、いかしてい

ただくための講座です。 

対　象　市内在住で5回すべ
ての講座に参加できる方 

とき・内容
○第1回　９月５日㈯｢認知

症について｣ 

○第2回　９月19日㈯｢消費

者被害について｣ 

○第3回　10月３日㈯｢災害

時の対応について｣ 

○第4回　10月17日㈯｢高齢

者虐待について｣ 

○第5回　10月31日㈯｢まとめ｣
いずれも14時から15時(第1

回のみ14時から15時30分) 

ところ　社会福祉センター 
定　員　30人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　8月31日㈪までに、

鈴鹿市社会福祉協議会

(　382-5971)へ 

問合せ　鈴鹿中部地域包括
支援センター(　382-5233)、

鈴鹿西部地域包括支援セン

ター(　370-3751)、鈴鹿南

部地域包括支援センター

(　380-5280)、鈴鹿北部地

域包括支援センター(　384-

4165) 

 
初級ウォーキング教室 

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

対　象　ウォーキング初心者、
ウォーキング指導に役立

てたい方など 

と　き　9月12日㈯、11月21日㈯
9時～12時 

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室 

内　容
○講義　｢ウォーキングと健康
について｣、｢楽しく美しいウ

ォーキング1｣、｢鈴鹿の週末

ウォーキング23コース｣ 

○実技　｢楽しく美しいウォーキ
ング2｣(鈴鹿青少年の森公園) 

○ウォーキング何でも相談
定　員　各回20人(応募多数
の場合は抽選) 

会　費　100円 
主　催　鈴鹿市民歩こう会 
協　賛　鈴鹿回生病院レオ
ンフィットネスクラブ、

健康づくり課 

申込み　9月2日㈬(必着)までに、
受講希望日、氏名、性別、

年齢、住所、電話番号を

記入の上、往復はがきで、

〒510-0219　

野町南1-13-18

鈴 鹿 市 民 歩

こ う 会 日 比

(　387-1489)

へ 

 
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。 

◆大阪のおかあちゃんズを
迎えて〜家・学校でこんな
ことをしています〜

と　き　9月13日㈰　13時30

分～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　大阪の発達障がい
の子どもを持つお母さん

たちの実践発表会 

参加料　300円(資料代、SAS
会員は無料) 

主　催　SAS鈴鹿自閉症勉強会 
託　児　10人(先着順、一人
500円、9月3日㈭までに要予約) 

催 し 物  

講座・教室 



電　話 電子メール ホームページ ファクス 

2009・8・5 17

くらしの情報 

平成22年4月採用の三重県警察官を募集します 

◆警察官A
対　象　昭和54年4月2日以降の生まれで、大学卒または
平成22年3月31日までに卒業見込みの方 

試験日　9月19日㈯、20日㈰ 
試験会場　津市 
募集人員　男性警察官約30人、語学(ポルトガル語)約1人、
武道(柔道)約1人 

◆警察官B
対　象　昭和54年4月2日から平成4年4月1日生まれで、 
警察官Aの学歴要件に該当しない方 

試験日　9月20日㈰ 
試験会場　津市、伊勢市、尾鷲市 
募集人員　男性警察官約28人、女性警察官約2人 
受　付　ともに8月31日㈪まで 
問合せ　三重県人事委員会(　059-224-2932　http://www. 
　p r e f . m i e . j p / )、三重県警察本部警務部警務課採用係

(　059-222-0110　 0120-333-247　 http://www.police.pref. 

　mie.jp/)、鈴鹿警察署警務課(　380-0110) 

※最寄りの交番、駐在所へもお問い合わせください。 

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  警察告知板  

申込み　SAS鈴鹿自閉症勉強
会亀田(　388-7856　388-

7857　HZA04713@nifty 

　.ne.jp)へ 

 
今から始める 

男性のための料理講座 

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

対　象　市内在住、在勤、
在学の男性 

とき・内容 
○８月30日㈰　中華
　あんかけ炒飯、冬瓜スープ、

中華風冷ややっこ 

○９月12日㈯　和食その1
　アジのたたき、カボチャ

そぼろ煮、味噌汁 

○９月26日㈯　洋食
　パスタ、ハッシュドポテト、

生野菜サラダ、スープ 

○10月10日㈯　弁当
　栗おこわ弁当 

○10月24日㈯　スイーツ
　ういろう、アップルケー

キほか 

○11月７日㈯　和食その2
　天巻き、ナスの揚げ煮、

茶碗蒸し 

　いずれも9時30分から13時 

※調理実習後、男女共同参画に

関するクイズなども行います。 

ところ　ジェフリーすずか 
講　師　岡田　忍さん(管理
栄養士) 

定　員　各回12人 
参加料　500円(材料代) 
申込み　8月19日㈬までに、

第1から第6希望、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話

番号を記入の上、郵送、

電話、ファクス、電子メ

ールで男女共同参画課へ 

※第1から第6希望は、中華、和食

その1、洋食、弁当、スイーツ、

和食その2から選択してくださ

い。なお、希望する講座が一

つだけの場合は、第1希望のみ

ご記入ください。 

※受講できる講座数は、申込者

数により変わります。抽選結

果は8月20日(木)に発送予定です。 

 
｢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
○第1回　９月７日㈪　13時
30分～15時30分　給料の

差し押さえや地代・家賃の

トラブルを解決するには？

－供託について－ 

○第2回　10月６日㈫　18時
～20時　筆界について 

○第3回　11月17日㈫　13時
30分～15時30分　相続登

記について 

ところ　津地方法務局(津市
丸之内26番8号　津合同庁

舎内3階大会議室) 

定　員　各35人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　第1回は8月31日㈪、

第2回と第3回は9月25日㈮

(ともに必着)までに、住所、

氏名、電話番号、受講希望

の回を記入の上、はがき、

電話または直接、津地方法

務局総務課(〒514-8503　

津市丸之内26-8　059-228-

4191)へ 

※住所、氏名、電話番号は、法

務局から受講に関する連絡を

する際にのみ使用します。 
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第2回家庭教育研修会 

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

対　象　子育て中の保護者、
一般の方 

と　き　9月8日㈫　10時～

11時30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　｢上手なほめ方叱り方
～ファミリーソーシャルワーカ

の視点から～｣をテーマとした

家庭教育に関する講演会 

講　師　新川泰弘さん(三重
中京大学短期大学部子ども学科) 

参加料　無料 
託　児　無料(1歳から就学前
まで、先着20人、事前申

し込み必要) 

申込み　8月31日㈪までに、

電話で生涯学習課へ 

 
60才以上水中ウォーク教室 

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

対　象　市内在住の60歳(平
成21年4月1日現在)以上で、

一人で水中ウォークがで

きる方 

と　き　火曜日コース：9月
1日から10月27日の毎週火

曜日(9月22日は休み)、木

曜日コース：9月3日から

10月22日の毎週木曜日　

いずれも9時30分から11時 

ところ　県営鈴鹿スポーツ
ガーデン屋内プール 

内　容　水中ウォーク(水深1.3m) 
定　員　各コース50人(先着順) 
※定員に満たない場合のみ2コー

ス受講可能 

参加料　2,000円 
申込み　8月7日㈮から26日㈬
までに、印鑑、参加料を持

参の上、スポーツ課へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿市民大学文芸学科
｢現代詩人　詩の魅力・

詩人の生｣ 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

と　き　8月12日㈬　13時30分

～15時30分 

ところ　文化会館第1研修室 
内　容　第3回｢薄幸の童謡
詩人・金子みすゝ゛｣、｢伊

勢が生んだ天性の詩人・

竹内浩三｣ 

講　師　藤田充伯さん、河
原徳子さん 

受講料　1,000円 
申込み　はがき、ファクス、
電子メールで、〒513-0802

飯野寺家町810　鈴鹿市文

化振興事業団へ。当日会

場でも受け付けます。 

 
外国人向け｢フォーク
リフト運転技能講習
(ポルトガル語コース)｣ 

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

対　象　下記のすべてに該
当する方 

○日本語で日常会話が可能な方 

○求職中で失業者の方(ハロー

ワークカードをお持ちの方) 

○日本の普通自動車運転免

許証をお持ちの方 

○三重県内に居住の方 

◆学科講習(各コース共通)
と　き　9月1日㈫、2日㈬　

8時10分～17時30分 

※参加者は、市内在住者を優先します。 

※弓道は、平成21年度前期に当該教室に参

加しておらず、3段以下の方を優先的に先

着順で受け付けます。 

※平成21年度前期教室の参加者は、定員に達

した場合には抽選となります(受付期間は同じ)。 

※新規参加料には、スポーツ保険料(大人1人

1,600円、中学生以下1人600円)が含まれ

ています。   

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。 

※いずれも受付時に参加料を添えて、武道

館へ申し込んでください。 

平成21年度後期スポーツ教室　市立体育館　 387-6006　 武道館　388-0622

なぎなた 

小学生以上男女 

9月から11月の毎週水曜日 

19時から20時30分(全12回) 

武道館第2道場 

定員なし 

(中学生以下)3,100円 

(高校生以上)4,100円 

(中学生以下)2,500円 

(高校生以上)2,500円 

8月28日(金)まで 

弓　　　道 

一般男女 

9月から11月の毎週水曜日 

9時30分から11時30分(全12回) 

武道館第4道場 

30人 

4,100円 

 

2,500円 

 
8月28日(金)まで 

教室名 

対　象 

 
と　き 

ところ 

定　員 

新規参加料 

（保険料含む） 

継続参加料 
 

申込み 

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 

子どもたちが自信を持てるように 

の 8 月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・・2期
○国民健康保険税・・・・・2期

【納期限は8月31日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

　先日、小学1年生の娘とプールに行き、一緒

に泳ぐ練習をしようとしました。娘は泳ぎが苦

手なようで、浮き輪を離しません。どうやら娘は、

自分は泳げないと決めつけているようで、わた

しが見本で浮いてみせても、なかなかしようと

しません。だんだんわたしはイライラしてきて、

｢いつまでも恐がっているからあかんのや｣、

つい、きつく言ってしまうと娘は悲しそうな顔

をして、わたしから遠ざかっていきました。 

　これはまずいと反省したわたしは、まず、水

中にもぐることから始めようと思いました。｢水

の中でジャンケンしよか、3回勝ったらアイス買

ってあげるわ｣、｢ほんと、うん、いいよ｣、娘は

水中でのジャンケンが気に入って、結局10回

くらいやりました。すると、娘はこんなことを言

いました。｢お父さん、今ジャンケンしてたら、

体が少し浮いたみたいやった｣、娘は嫌がらずに

浮く練習をし、やがて一人でも浮けるようになり、

積極的に一人で何回も泳ぐ練習をしていました。 

　帰るときに娘が、｢お父さん、泳ぐのを教え

てくれてありがとう｣と言ったときには、思わ

ず胸が熱くなりました。何事も子どもが、｢ど

うせわたしにはできない｣と思い込みながら生

きるのと、｢わたしにもできる、できるかもし

れない｣と思うのでは、その後の人生もずいぶ

ん変わってくるのではないでしょうか。 

　わたしたち大人は、子どもたちが自信を持

てるように、｢あなたたちはできるんですよ、

能力があるんですよ｣と気付かせてあげる工夫

をすることが大切です。そして、子どもたち

一人ひとりが自信を持つことで、人間関係も

広がるのではないでしょうか。 
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Ⅰコース
と　き　9月7日㈪～9日㈬ 
Ⅱコース 
と　き　9月10日㈭～12日㈯ 
※両コースとも8時10分から17時

20分まで(最終日は18時25分まで) 

定　員　各コース10人 
受講料　無料(別途ポルトガ
ル語版の教材費3,150円) 

申込み　8月17日㈪から19日

㈬8時30分から17時までに、

直接、鈴鹿地域職業訓練セ

ンター(　387-1900)へ。定員

を超えた場合は、8月24日㈪

に抽選を行います。 

 
県営鈴鹿スポーツガーデン
平成21年度体験教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　372-2250　  372-2260

http://www.garden.suzuka.mie.jp

対　象　高校生を除く18歳
以上の方 

と　き　9月11日㈮、18日㈮、

25日㈮　10時～11時 

教　室　アクアビクス(朝)  
内　容　水中での有酸素運動 
定　員　30人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　2,500円 
申込み　8月31日㈪(必着)まで
に、住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、教室名を記入の上、

ファクス、ホームページか、

直接県営鈴鹿スポーツガー

デンへ 

※第2期スポーツ教室も体験受付

中です。詳しくは、県営鈴鹿

スポーツガーデンへ 

 
国際理解料理講座 

｢ブラジルのお母さんの
家庭料理｣ 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

　簡単なポルトガル語のあ

いさつなどを習いながら、

自宅でもできるブラジルの

家庭料理を学びます。 

と　き　9月12日㈯　10時～

14時 

ところ　文化会館調理室 
内　容　ブラジルの家庭料理 
講　師　ヤマイ　アパレシダ
さん、マツバラ　エレナさん 

定　員　40人(応募多数の場
合は抽選) 

参加料　一般1,300円、賛助
会員800円 

申込み　9月3日㈭(必着)までに、
郵便番号、住所、氏名、

年齢、電話番号を記入の上、

はがき、ファクス、電子

メールで、〒513-0801　神

戸1-1-1近鉄ビル3階　(財)鈴

鹿国際交流協会へ 

※抽選結果は9月7日(月)発送予定

です。 



☺三重県大会で優勝！ 
昨年、稲生小学校に自転車チ

ームが結成されました。現在のメ

ンバーは6年生が4人、5年生が2

人の、少数精鋭の6人です。平日

の放課後、毎日、鈴鹿警察署と鈴

鹿モビリティ研究会の先生に教え

てもらって学科と実技の練習をし

ています。 

7月4日(土)、津市で開催された

「交通安全子ども自転車三重県

大会」に鈴鹿市代表で出場し、

優勝することができました。昨

年は第9位だったので、2回目で

優勝できたことはとてもうれし

かったです。まず、学科テスト

では交通ルールや道路標識、自

転車の正しい乗り方についての

問題が出ました。いつもしっか

り勉強していたのでとても簡単

でした。安全走行テストでは、

踏切での安全確認や交差点での

手の合図動作が採点されました。

技能テストのジグザグ進行や板

乗り走行は難しかったです。 

☺日本一をめざして頑張ります 
自転車の練習を通じて、一生懸

命努力すれば、夢がかなうことが

分かりました。また、普段でも自転

車の安全運転ができるようになり

ました。8月6日(木)の全国大会も

頑張ってきます。 
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　夏祭りシーズンとなりました。わた

しの地元の桑名でも、つい先日まで

石取祭のにぎやかな鉦や太鼓の音が、

毎晩のように聞こえていました。 

　そんな夏祭りの楽しみの一つが、

普段会うことのない顔に久しぶりに出

会えることです。正月や大型連休とは

違い、地元に帰った懐かしい顔が祭り

の下に集い、話の輪が広がります。

郷里を同じにする仲間、近所の仲間

などが一つにまとまる夏祭りは、地

域の結び付きが弱くなってきている

と言われる現代において、地域のつ

ながりや地元への愛着といった「き

ずな」というものを思い出させてくれ

る、そんな場にもなっています。（正） 

と 
なかま 
ひ 

元気な 

稲生小学校
自転車チームと応援団

鈴鹿市マスコットキャラクター 

鈴鹿でのＦ1の歴史は？①Q

A

ミニ知識ミニ知識ミニ知識
F1F1F1 鈴鹿で初めてＦ１が開催されたのは、Hondaや日本人Ｆ1ド

ライバー中嶋悟が活躍していた1987年11月1日のことです。

その記念すべきレースで優勝を飾ったのがフェラーリのG.ベルガー

です。A.セナが2位、中嶋が6位という結果でした。 

毎年チャンピオン争いが佳境を迎える10月に開催されていたこと

もあり、幾度とないチャンピオン決定戦と共に、数々の名シーンや

ドラマを生んできました。その後、2006年までの20回にわたり、

世界的にも珍しい立体交差をもつ名門コースで熱戦が繰り広げられ

てきました。2007年からいったん富士スピードウェイに開催場所

が変更されたものの、今年10月には、3年振りにＦ1が鈴鹿に戻っ

てきます。 

撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

稲生二丁目 

平成21年7月15日 

畑　正子さん 

梅雨の晴れ間のヒマワリ 

表 紙 写 真  

と なかま ひ 


