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サギソウ 
　サギソウは花の形がサギに似ていることから、

その名が付けられました。このサギソウを栽培して、

「鼓ヶ浦をサギソウのまちにしよう」、と同好会がつく

られました。今年も、白い清楚な花がきれいに咲き

ました。撮影は「花の写真サークル」が行いました。 

と なかま ひ 



地球温暖化とは

　青い海と緑の大地、そして大気。美しい地球が生まれ、刻んだ歴史は46億年。その悠久のときの
中で、生命が誕生し、進化し続けた地球。そんな地球を、今、わたしたち自身が苦しめつつあります。
それは「地球温暖化現象」です。地球で何が起こっているのか？地球温暖化のメカニズムとは？そ
の現状と、わたしたちに今何ができるのかを考えます。
　地球温暖化を招いたのは、わたしたち人間。ならば防止するのも、わたしたち人間の責任です。

　18世紀に始まった産業革命以降の石炭、石油などの使用量の増大に伴い、
大気中の温室効果ガスの濃度が増加を続け、これにより地球の平均気温が上
昇し、海面上昇、気候メカニズムの変化が起こりました。こうした変化によっても
たらされた異常気象が自然生態系や生活環境、農業などへ影響を及ぼしてい
ます。とりわけ、1997年以降の気温の上昇が顕著で、このまま対策がなされな
ければ、100年後には、気温が1.4℃から5.8℃上昇すると予測されています。

主な地球温暖化現象・・・水不足や水害、絶滅する種の増加、沿岸域の水没、
　　　　　　　　　　  伝染病危険地帯の拡大

地球温暖化防止地球温暖化防止

地球温暖化防止
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　ここでは地球温暖化の仕組みと市内でみられる影響を紹介します。

忍び寄る地球温暖化の影・・・
●地球温暖化の仕組み

●昆虫の世界に見られる地球温暖化の影響
　生物の分布域が変化するのには多様な要因
が考えられますが、地球温暖化の影響があると
考えられているものがあります。
　以前には南の温かい地域に生息していて、市

内では見られなかった昆虫が、近年では何種類
か確認されています。これらの中から、地球温暖
化が影響していると考えられている昆虫を紹介し
ます。

　本来、地球を取り巻く大気は、太陽からの
光に含まれる熱を適度に吸収し、生物が生
きていくのに、ちょうど良い気温を保っていま
した。しかし、化石燃料の使用量の増大に
伴い、二酸化炭素（CO2）に代表される大気
中の温室効果ガスの濃度が上がると、熱を
吸収する量が増え、気候メカニズムを変化さ
せることにより、今までは考えられなかった、さ
まざまな異常気象を引き起こしています。

昔の地球 現在の地球
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温室効果ガス
大気中の
温室効果ガス熱を吸収 熱をもっと吸収熱を吸収 熱をもっと吸収
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○ ムラサキツバメ

　以前は本州で
の分布は近畿地
方以西に限られて
いました。本市で
初めて多数が確
認されたのは平成
16年で、現在ではその分布域は関東地方ま
で進出しています。

○ ラミーカミキリ

○ ナガサキアゲハ

　近年北に分布
を拡大している大
型のチョウで、本市
では平成12年に
初めて記録され、
現在は市内の平
野部に広く見られ
るようになりました。

○ ツマグロヒョウモン

　以前は、三重県
北部ではあまり見
られないチョウでし
たが、近年は市内
でも普通に見られ
るようになり、特に
住宅地周辺でよく
見られます。

　黄緑色に黒色の紋が
ある美しいカミキリムシで
す。以前は、三重県では
中部地域で記録されてい
るだけでしたが、近年、北
部にも分布を広げてきまし
た。市内でも鈴鹿川など
で確認されています。
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鈴鹿市はチーム・マイナス6％に参加しています

！！
と

　ここでは、地球温暖化防止に関するさまざまな市の取り組みの代表的なものについて紹介します。　ここでは、地球温暖化防止に関するさまざまな市の取り組みについて、代表的なものを紹介します。

市ではこんな取り組みをしています

●鈴鹿市環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）

Suzuka-EMSの主な特徴

●新エネルギー設備導入補助

●鈴鹿市環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）

●新エネルギー設備導入補助

鈴鹿市家庭用新エネルギー
設備設置事業費補助金
対象設備　エコウィル　補助金額5万円

鈴鹿市環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）ホームページ
　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/kankyou/ems/index.html

○ISO14001認証のノウハウを生かした 
　システム
○すべての所属で取り組むシステム
○地球温暖化対策に資するシステム
○簡素で分かりやすいシステム
○説明責任が果たせるシステム

○事務量（記録の作成・提出など）を
　低減したシステム
○コスト（人件費を含む）を低減した
　システム
○事務局主導型でない、各所属の
　自己管理を基本とするシステム

鈴鹿市クリーンエネルギー
自動車購入費補助金
対象自動車　クリーンエネルギー自動車
補助金額6万円 エコウィル ハイブリッド自動車エコウィル ハイブリッド自動車

　鈴鹿市環境マネジメントシステム（Suzuka-EMS）
とは、環境方針、目的、目標などを設定し、その達
成に向けた取り組みを実施するための組織の計
画、体制、プロセスのことです。平成20年4月から

スタートしました。このSuzuka-EMSをもとに組織
として環境保全活動の一層の推進を図るため、
環境目標を定め、定期的な見直しを行い、継続
的改善を図っています。　

　近年の石油・石炭など化石燃料の枯渇問題
は、これら化石燃料の消費によって排出される膨
大な量の二酸化炭素による地球温暖化問題とと
もに、わたしたちの生活にとって深刻な問題となっ
てきています。
　これらの問題を解決する対策の一つとして、環
境への負荷の少ない新エネルギーの導入があり
ます。

　市では、家庭用新エネルギー設備の導入促
進を図るため、家庭用新エネルギー設備を設置
したときの費用の一部を補助する制度を実施し
ています。また、自動車の環境への負荷の低減を
一層促進するため、ハイブリッド自動車をはじめと
するクリーンエネルギー自動車の購入費用の一
部を補助する制度も実施しています。　

地球温暖化防止
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鈴鹿　エコモーション6

○冷房は28℃に、暖房は20℃に設定しよう
○蛇口はこまめに閉めよう
○アイドリングをなくそう

○エコ商品を選んで買おう
○ごみを減らそう
○照明をこまめに消そう 6

鈴鹿市環境部環境政策課
課長　浅野　浩

鈴鹿市環境部環境政策課
課長　浅野　浩

　「みんなで止めよう温暖化・取りくもう6つのアクション鈴鹿エコモ
ーション6（シックス）」を啓発スローガンとして、6月の環境月間を中
心にさまざまな活動を行っています（市役所本館での懸垂幕の設
置やクールビズを始めとした温暖化防止啓発パネル・マネキンと家
庭用燃料電池システムENE・FARM（エネファーム）のサンプル・
パネルの展示、市立公共施設内を一斉消灯するライトダウンキャン
ペーン、各環境団体の協力による市内大型店舗店での温暖化防
止啓発物品の配布など）。

　ＮＰＯ法人や各種団体が行うさまざまな環境イ
ベントへの協力を通じて、より多角的に、より多く
の市民に向けての啓発活動を行っています。
○「おいん鈴鹿観光と物産展」ですずかエコスタイルを発信
○夏の鈴鹿川体験
○全日本学生対抗チーム・マイナス6％エコドライビングコンテストへの市民チームの派遣　など　

●啓発活動●啓発活動

●皆さんと一体となり地球温暖化防止に取り組みます●皆さんと一体となり地球温暖化防止に取り組みます

市が主催の活動

環境イベントへの参画・協力

と

エコドライビングコンテストエコドライビングコンテストおいん鈴鹿おいん鈴鹿

ENE・FARM（エネファーム）

■地球温暖化防止の3つの柱
　市では、地球温暖化防止のために「市事務事
業での取り組み」、「新エネルギー設備等の導入補
助」、「啓発事業」の3つの柱を掲げ取り組みを行っ
ています。
　市事務事業での取り組みは、平成20年4月より
ISO14001規格から独自環境マネジメントシステム
「Suzuka－EMS」へ移行を行ないました。すべての
所属で取り組むことや各所属での自己管理などに
主眼を置き、職員一人ひとりの意識の向上に努め
全庁的に地球温暖化防止に取り組んでいます。
　次に、新エネルギー設備等の導入補助について
は、家庭用ガスエンジン給湯器エコウィル、ハイブリ
ッド自動車等のクリーンエネルギー自動車の導入に
対して補助制度を設け、導入を促進しています。
　また、市民の皆さんに地球温暖化に対して今後、

さらに認識を深めてもらうように市民団体と連携して
啓発活動を行っていきたいと考えています。

■小さな活動が大きな効果へ
　地球温暖化は地球規模の問題ですが、防止・
改善への第一歩は、一人ひとりの行動の積み重ね
です。市では、身近なところから地球温暖化防止に
取り組んでいただくために平成21年4
月より環境家計簿「Suzuka－Eco2プ
ロジェクト」をスタートしました。
　今後も市民の皆さんと一体
となりさまざまな角度から地
球温暖化防止に取り組ん
でいきますので、ご協力
をお願いします。
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　地球温暖化を防止するためには、地道に、わたしたちの身近な生活から見直し、二酸
化炭素（CO2）の排出を減らすことが、一番の近道です。そのために一体何ができるので
しょうか？そこで、紹介するのがこの「Suzuka-Eco2プロジェクト」です。身近でできるエコ
活動から始めてみましょう。

Suzuka-Eco2 プロジェクト
～あなたも環境家計簿をつけてみませんか～

Suzuka-Eco2プロジェクトとは

　登録メンバーは「エコツーメンバー」として、身
近でできる省エネ活動の取り組み例が20項目掲
載されている「Suzuka－Eco2プロジェクトシート」
の中で、実践できた省エネ活動の項目に毎月チ
ェックをします。その行動により生まれるCO2削減
効果、節約効果を把握し、シートを提出していた
だきます。
　また、8月と1月の年2回、電気使用量が昨年同
月実績と比較してどれだけ削減できたのか把握
していただきます。
　さらに、省エネ活動を実践する中で、得た知恵
や意見をシートの中の「我が家直伝・エコプロジェ
クト教えちゃいます」の中に記入していただきます。

　市内に住所を有する方。平成21年度は110
人、平成22年度、平成23年度は各100人程度を
募集予定
※平成21年度の募集は終了しました。平成22年
度については、平成22年4月ごろに募集予定です。

　電気使用量の昨年との削減割合と「我が家
直伝・エコプロジェクト教えちゃいます」の好事
例を審査し、初年度登録が同じ年の登録メン
バーの中で上位30位に入った方に奨励品とし
て、公共交通機関の利用券を支給します。また
修了書も発行します。

活動内容 登録メンバー

特　典

実践 提出

こまめに節約
Suzuka-Eco2
プロジェクトシート

修了書発行・特典支給
地球にも家計にも優しい

　市民参画によるCO2削減活動を促進し、地球温暖化防止の一助とすることを目的として、身近な生活
の中で、省エネ活動を実施していただく方を無料で登録し、電気・ガス・水道などの効率的な使用を通し
てCO2削減のためのさまざまな省エネ活動を実践してもらう活動です。成果の高い登録メンバーには特
典もあります。

Suzuka-Eco2プロジェクトホームページ　　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8971.html

エコツー

地球温暖化防止
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Suzuka－Eco2
プロジェクトシートの取り組み
　今までの設定より冷房の温
度を1℃高く、暖房の温度を1℃
低く設定する（冷房時28℃・暖
房時20℃が目安）。

　運転は急発進をやめ、ゆっくり発進
するふんわりアクセル『eアクセル』

　シャワーを
出しっぱなし
にしない。

　冷蔵庫に食品を詰め込み過ぎず、
温度設定を「強」から「中」に変える。

　テレビ番組を選び、1日1
時間テレビ利用を減らす。

　トイレ不使用時は、暖房便
座のふたを閉め、季節に合わ
せ便座や洗浄水の温度調
節する。

カーテンを利
用して、太陽
光の入射を
調節する。

CO2削減効果

節約効果
約2.8／月

150円／月
アイデア 

こまめな温度
調節が大切。

CO2削減効果

節約効果
約4.2／月

285円／月
アイデア 

　　　　  5秒後に
20／h程度に加速する
ことを目安に。

CO2削減効果
節約効果

約16.0／月
950円／月

アイデア 

      　　　　  こまめにとめる。

CO2削減効果
節約効果

約1.8／月
180円／月

アイデア 

　　　　 こまめに買い物に行き、まと
め買いをやめる。

CO2削減効果
節約効果

約4.2／月
270円／月

アイデア 　　　　 見たい番組を選
んでから見るようにする。

CO2削減効果
節約効果

約1.2／月
70円／月

アイデア 

取り組み例 備　考CO2削減効果 節約効果
■ その他

マイバックを持ち歩き、レジ袋や過剰包装を断る 約4.8kg/月 マイバックを持ち歩いてレジ袋削減も
冷めないうちに続けてお風呂に入り、追いだきをしない 約450円/月約6.6kg/月 エコで家族の仲もポッカポカ
電気ポットを長時間使用しないときはプラグを抜く 約200円/月約3.7kg/月 低めの温度で保温し、再沸騰させる
洗濯物はまとめ洗いをして回数を少なくする 約330円/月約0.2ｋｇ/月 電気と水道の両方で省エネ
風呂の残り湯を洗濯に使う 約450円/月約1.2kg/月 洗濯、庭の水やりに効果的、市販のポンプが便利
炊飯器の保温時間を短くする 約180円/月約2.4kg/月 冷凍保存後、温めに電子レンジを使った方がお得
エアコンのフィルターを月2回程度掃除する 約60円/月約1.2ｋｇ/月 お掃除の盲点のエアコンフィルターも掃除しよう
鍋はふたをして、炎がなべ底からはみ出さないようにする 約70円/月約1.2ｋｇ/月 調理時間の短縮にも効果的
給湯器の温度設定を下げる 約160円/月約3.6ｋｇ/月 40℃から38℃に2℃下げるだけでこの効果
人がいない部屋の電気はスイッチを切る 約40円/月約0.7ｋｇ/月 コツコツ運動が省エネの第一歩
外出時はマイカーを避け徒歩や自転車、公共交通機関を利用する 約540円/月約12.0kg/月 エコで健康的な生活も。一石二鳥
アイドリンクストップを行う 約200円/月約3.3kg/月 駐車や停車時は、エンジンを切る
不要な荷物を車から降ろす 約180円/月約2.3kg/月 車内の軽量化で好燃費
車のタイヤの空気圧の点検をこまめに行う
※CO2削減・節約効果は、あくまでも目安であり条件などで変動します。

約450円/月約8.3kg/月 月に一度は空気圧の点検を
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　地球温暖化防止に向け、市内でも市民の皆さんが中心となって、さまざまな取り組みを行なっている団体があります。
ここではそんな団体を紹介します。

地球はクール、心はホットな
地球温暖化防止団体

●三重県地球温暖化防止活動推進員
　大げさに言うと21世
紀の人類にとっての
最大のテーマである｢
地球温暖化問題｣を、

一人でも多くの市民の皆さんに知っていただこう
と努力しています。現在、幅広い年齢層で構成さ
れる推進員25人（鈴亀地区）で活動し、月例会で
情報交換やイベントの分担を相談したりしていま

す｡
　学校や公民館での出前講座を中心に、主に近
い将来の担い手である子どもたちを対象にして、
省エネルギー、ごみ減量、リサイクルなど、｢わたし
たちにできるエコライフ｣を伝え、自然観察、自然エ
ネルギーなど、循環型社会への気付きを一緒に
学んでいます｡　

●鈴鹿市生活学校
　現在55人の会員で、環境問題や育児問題な
どの社会問題に対して、身近なところからできる
ことを実践しています。特に環境問題に対しては、
「No!car マイはし マイバック」を合言葉に、「レジ
袋減らし隊」運動など、さまざまな活動をしていま
す。また、公民館や小学校で、分かりやすくをモッ
トーに環境出前講座を行なっています。さらに、着

なくなった着物などを、普段着やマイはしケース、
ブローチなどに作り変える「リフォームファッション
ショー」を市内はもと
より、県内外でも広く
行なっています。　

●情熱的居酒屋集団　鈴鹿魂
　平成19年から「ちょっとええこと」をテーマに、
鈴鹿の自然環境を守るため、「ゴミ拾いで、誰で
も鈴鹿の町に貢献できるクリーン大作戦」なるイ
ベントを展開している鈴鹿の居酒屋集団です。
　今年で第3回目となるクリーン大作戦では、多
くの企業、一般の方々に参加していただきました。
その他、すずフェスでの環境イベントの主催、夏

の鈴鹿川体験への参加など、これからも地域の
環境美化、地域活性化に向けて、飲食店ができ
ることを考え、実行
して行こうと思いま
す。　

●社団法人 鈴鹿法人会
　（社）鈴鹿法人会は、
鈴鹿市と亀山市の法
人企業2,100社が加
入している公益法人

で、「会員同士の研鑽」、「税のオピニオンリーダ
ー」、「地域社会への貢献」の3つの基本方針で
活動している団体です。

　鈴鹿法人会青年部では、例年、子どもたちへ
の啓発活動として「地球を守ろう！親子バスツア
ー」を実施しています。このほかにも鈴鹿法人会
では、エコ研修会、エコドライビングコンテストへの
参加など、よりよい環境づくり、明るい未来づくりの
ため地球温暖化防止活動を推進しています。　

地球温暖化防止

2009・9・58



　この写真は、宇宙から見た「世界の夜景」です。黄色に見えるのが光です。これを見てあなたは何を感じますか。
世界の夜景

皆さん、地球全体を見渡したときに、ひと際明るい地域はどこですか？

アメリカ合衆国の東部、ヨーロッパ諸国、そして日本です。

日本は、列島の形が分かるほどに全体が光っています。

現在のわたしたちは便利で豊かな生活を手に入れました。

しかし、そのエネルギーを作り出すために、石油・石炭などの化石燃料を燃やし、

大量の二酸化炭素を放出し、その結果、地球温暖化を招いているのです。

その代償として、砂漠化、海水面の上昇、感染症の増加、異常気象による食料不足・・・

本当に、この地球で暮らしていくことが困難な日がやってくるかもしれません。

地球温暖化防止のため、まず普段の生活の見直し

普段の生活の中でエネルギーの無駄遣いはありませんか？

「水は出しっぱなしにしない」、「人がいない部屋の電気は切る」

一つひとつの効果は小さくても、一人でも多くの人が身の周りでできることから実践し、

継続することでとても大きな力になります。

これが、地球温暖化防止の第一歩です。

市では、地球温暖化防止対策に皆さんと共に取り組んでいきます。

皆さん共に行動しましょう！ かけがえのない地球が壊れてしまうその前に・・・

広報すずか特集「地球温暖化防止」についてのご意見・ご感想は、環境部環境政策課へ。
〒513-8701　環境政策課　　382-7954　　382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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Cheerful!

雨にも負けず 自慢の踊りを笑顔で披露 「第13回すずかフェスティバル」 

2009・9・510

　鈴鹿の夏の風物詩「すずかフェスティバル」が、

今年も算所二丁目の弁天山公園をメイン会場に、

市内5箇所の会場で華やかに行われました。 

　13回目となる今年は、市内外から105チーム、約

3,000人の踊り子が参加し、小雨がぱらつくあいに

くの空模様の中、日ごろ練習を積み重ねてきた自

慢のダンスを、ときには激しくリズミカルに、ときに

は優雅にやさしく、笑顔を見せながら披露しました。 

　会場に詰めかけた大勢の観客は、曲に合わせて

手拍子をしながら大きな歓声を上げ、踊り子と一

体となって盛り上がりました。 

　　　賞　　　名    　　　　　　チーム名 

すずかフェスティバル大賞　　笑ＴＩＭＥ 

準すずかフェスティバル大賞　　舞 

鈴鹿市長賞      　　　　　　　勝山組 

鈴鹿商工会議所会頭賞　　　　皇學館大学“雅” 

鈴鹿市教育委員会教育長賞　　風神 

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

レンズ レンズ 
8/1㈯・8/2㈰8/1㈯・8/2㈰

7/25㈯

8/21㈮〜9/17㈭

8/6㈭
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　鈴鹿8時間耐久ロードレースの前夜、鈴鹿

商工会議所青年部主催で交通安全キャンペ

ーン「バイクであいたいパレード」が行われ

ました。 

　鈴鹿ハンターのスタート地点を出発した700

台のバイクは鈴鹿サーキットまでの7.5kmをゆ

っくりと進み、交通安全と８耐レースの盛り上

げをアピールしました。沿道に詰めかけた多く

の市民は、全国から集まった大型バイクやサ

イドカーの隊列に盛んに声援を送っていました。 

　「今、見直そう！地域のつながり…」をテーマに、

玉垣会館で今年度2回目の車座懇談会が行わ

れました。今回は、施設園芸を中心に観葉植物、

洋ラン、シクラメン、バラ、草花などを生産して

いる「鈴鹿市花き温室組合」の組合員12人が参

加しました。 

　懇談会では、「市全体で鈴鹿の農物産をＰＲ

する体制が必要」、「販

路拡大の方法に苦慮し

ている」、「地元とのつ

ながりを大事にした売り

場づくりをしていきたい」

などの意見が出されました。 

　懇談後は、市長と参加者全員でプランターに

ベゴニアの苗を植えました。このプランターは

Ｆ１の開催に合わせて近鉄の駅前各所に飾られ、

Ｆ１観戦者をおもてなしの心でお迎えします。 

 

　今年は、伊勢湾台風から50年の節目の年で

あることから、市内の被害の様子を伝える

「伊勢湾台風古写真展」が、市役所本館15階

展望ロビーで開催されています。 

　今回の展示では、市内沿岸部を中心とした

被災写真約20枚が展示されています。 

　見学者は、「当時の

伊勢湾台風の激しさ、

悲惨さが分かる」、「郷

土の歴史にも関心が沸

いた」など、防災意識を

高めていました。 

 

レンズ レンズ 
8/1㈯・8/2㈰

夕暮れに続く光の行列 
700台のバイクが交通安全を願ってパレード 

「「鈴鹿の花」をブランド化してアピールしたい」 
鈴鹿市花き温室組合の皆さんと車座懇談会 
 

伊勢湾台風から50年　古写真から学ぶ「防災意識」 

7/25㈯

8/21㈮〜9/17㈭8/21㈮〜9/17㈭

8/6㈭

7/25㈯

8/6㈭
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鈴鹿にF1が戻ってきます 
あの感動が再び・・・ 

情 
報局 
こ
ち
ら 

す
ず
か 

第23回三重矯正展 
 

鎌田實先生による 
市民公開講座 

無料成年後見相談会 
 

きつけ 
 

第21回佳舟会かな書展 
 

市民9人制 
バレーボール女子大会 

鈴鹿市民歩こう会 
 

パラグライダー 
浮上体験 

熊野古道登山 
参加者募集 

公民館スポーツダンス
会員募集 

ＥＭ勉強会 
 

鈴鹿マンドリンクラブ 
秋桜コンサート 

地震防災セミナー 
 

こども空手道教室 
 

ママゼミ「思春期編」 
 

おもてなし 
ヘルシー料理 

わくわく子ども英会話
 

 
鈴鹿不登校を 
考える親の会 

親子空手道教室 
無料体験会員募集中 

自然農法セミナー 
自家採種方法 

 
わが町景観フォトコンテスト募集

 
レッツ・エアロビクス 

 
ふれあいセンター 

ハーモニカ教室生徒募集 

か しゅう

●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24日㈭〜30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

■

唐人踊り

三重刑務所処遇部企画部門(作業)
岩森　　059-226-9144

訪問看護リハビリあすか　・ 　373-7201
　asukanurse@nifty.com

三重県司法書士会
　059-224-5171

民族衣裳着付同好会
儀賀　　386-3827

杉本由美子
　385-4222

太田充彦（北堀江1-6-12）
　　385-3161

鈴木利昭
　383-0712

三重県フライヤー連盟　行方
　　090-4446-8680

田中均
　388-1657

鈴鹿市公民館スポーツダンス交流会
東浦　 379-1425

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

杉崎豊
374-1878

三重県損害保険代理業協会
　059-236-5155　　059-236-5156

鈴鹿空手道スポーツ少年団　
山口　　386-7822

家庭教育研究センター　ＦＡＣＥ
米田奈緒子　 facemail@hotmail.co.jp

鈴鹿市生活学校
服部　　383-4858

ブライト英会話
　090-9125-9460

保井
　090-4185-1514

和道会　土屋満廣
　090-8557-9621

ＭＯＡ鈴鹿　健康生活ネットワーク
渡辺　　378-0041

三重県建築士会鈴鹿支部　草野　　 090-1280-1200
　http://www.kentikushikai.or.jp/

　代表者　　　369-1600
一ノ宮公民館　　383-8858

鈴鹿市ふれあいセンター（玉垣西公民館）　386-1144
辻　　386-6324

とき／9月26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
て矯正全般にかかる紹介を行います。

とき／10月3日㈯13時40分から
ところ／四日市市文化会館第1
ホール　内容／講演「生きてい
るってすばらしい」　入場料／
無料　※事前申込み不要

とき／9月26日㈯10時〜16時　ところ／三重
県司法書士会館3階（津市丸之内養正町17-17）
内容／老後の心配ごとや財産管理・生活支援など
に関しての成年後見制度の利用についての相談。
クレジット・サラ金問題の相談可

とき／10月6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／手結び着付け、冠婚
葬祭などの着付・常識をマスター　定員
／10人　受講料／8,400円(全12回)

とき／9月19日㈯〜21日㈪9時〜17時
(21日は16時まで)　ところ／文化会
館さつきプラザ　内容／百人一首など、
かな書を中心とした老若男女の作品展
です。　※どうぞご観覧ください。

対象／高校生以上で編成　とき／10
月4日㈰　ところ／市立体育館　参
加費／4,000円　申込み／9月20日
㈰までに市立・西部体育館で申込書
を受け取り、参加費を添えて太田へ

とき／9月27日㈰　内容／県大会(伊
勢市)　受付／ＪＲ伊勢駅前9時　会
費／300円　とき／10月4日㈰　内
容／お千代保稲荷　受付／駒野駅9
時会費／200円　※初参加者大歓迎

対象／小学生以上　とき／9月27日㈰
10時〜15時(雨天・強風荒天の場合は10
月4日㈰に延期)　ところ／白子港緑地　
内容／パラグライダーの浮上体験　参加
料／500円　申込み／当日会場受付

とき／10月10日㈯、11日㈰　市立体育
館西側7時出発　内容／熊野古道（2コー
ス）　参加料／1万5,000円（宿泊込み）申
込み／9月25日㈮までにはがきで〒510-
0212中旭が丘2-7-31田中均へ

対象／高校生以上　内容／インストラクター
講師指導でパーティーで踊れるまで。スタンダ
ードワルツ、タンゴ、ラテン音楽のリズムで。最
寄りの公民館で見学できます。1回2時間月2〜
4回　料金／月2回で1,000円、4回で2,000円

とき／9月18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3日㈯13時30分開演　とこ
ろ／文化会館けやきホール　内容／ペル
シャの市場にて、アルハンブラの想い出、
禁じられた遊び、ともしび、津軽じょんが
ら、黒いオルフェほか　入場料／無料

とき／10月16日㈮14時〜16時　と
ころ／アスト津4階アストホール　
内容／地震の被害を最小限にするノウ
ハウを学ぶ　参加料／無料　申込み
／10月5日㈪までに電話、ファクスで

対象／5歳から　とき／毎週木曜日
18時30分〜20時30分　ところ／
武道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導　参加料／月3,000円　
申込み／代表指導者山口へ

対象／思春期の子どもの心身の成長に
関心のある方　とき／10月1日㈭10時
〜12時　ところ／ジェフリーすずか　
参加費／100円　定員／先着30人　申
込み／9月23日㈬までに電子メールで

とき／9月20日㈰13時から　
ところ／文化会館調理室　定
員／30人　持ち物／エプロン、
三角きん、ふきん、タッパー　
材料費／1,000円

とき／土曜日、小学生9時30分
から、園児10時15分から、ママ
ベビー11時から　ところ／文化
会館　定員／10人（先着順）　
参加費／月2,800円

とき／9月8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　※不登校のお子さん
をお持ちの親を中心とした集まりです。
気軽な気持ちで一度参加ください。

対象／4歳〜65歳親子　とき／毎週木曜日
16時20分〜17時20分　ところ／武道館　
とき／毎週火曜日16時30分〜18時30分　
ところ／神戸コミュニティセンター　※親子
で親しみませんか。9月のみ参加無料

とき／9月27日㈰14時〜16時　と
ころ／牧田コミュニティセンター講
師／板坂康行、ＮＰＯ法人エム・オー・
エー自然農法文化事業団自然農法普
及員　受講料／無料

とき／9月15日㈫〜10月15
日㈭　内容／未来に残したい
鈴鹿・亀山市内の建物、まち並
みなどの写真募集　応募方法
／ホームページを参照

とき／毎週水曜日10時〜11時30分　と
ころ／一ノ宮公民館　内容／シェイプア
ップ、ストレス発散しませんか。　参加料
／月1,700円　※見学、体験も受付中。詳
しくはお電話でお問い合わせください。

とき／毎月第2、4火曜日9時30分
〜11時30分　ところ／玉垣西公民
館　内容／復音ハーモニカを初歩
から教えます　講師／日本ハーモ
ニカ芸術協会公認指導員辻英郎
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情報館 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会

鈴鹿鈴鹿にF1が戻が戻ってきます 
あの感動感動が再が再び・・・ 
鈴鹿にF1が戻ってきます 
あの感動が再び・・・ 

❶

F1マシン展示と 
アイルトン・セナ写真展 

●と　き　9月29日㈫

～10月4日㈰

●ところ　イオンモー
ル鈴鹿ベルシティ 

●料　金　無料 

F1映画祭 

●と　き　10月1日㈭～3日㈯
各日19時から(1回上映) 

●ところ　ワーナーマイカル
シネマズ鈴鹿ベルシティ 

●上映映画　F1グランプリ栄
光の男たち（1975年制作） 

●料　金　500円 

鈴鹿市・周辺市町 
ＰＲブース 

●と　き　10月2日㈮～4日㈰ 
●ところ　鈴鹿サーキット内 
●内　容　鈴鹿市と協議会に
参画している周辺市町の観

光や物産ブースを出展し、

各市町のＰＲを行います。 

　●傍聴の定員　　10人（先着順） 
　●傍聴の申込み　当日開始30分前から10分前まで受け付け 

公式ホームページ　　　 h t t p : / / s u z u k a 2 1 . c o m /  

協議会からのお知らせや活動報告など、有益な情報を随時発信しています。 

情 
報局 
こ
ち
ら 

す
ず
か 

■

唐人踊り

いよいよ、10月2日㈮〜4日㈰の3日間、3年ぶりに鈴鹿でF1日本グラ
ンプリが開催されます。ここでは、鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協
議会の取り組みを紹介します。　

 
　国、三重県、鈴鹿市、周辺の５市町（津市、四日市市、桑名市、亀山市、菰野町）、

観光・経済・交通に関する機関など30団体で構成され、F1を活用した地域の活性

化を目的に、交通渋滞対策、おもてなしイベントの実施など、受け入れ体制の準

備を図るために協議を重ねています。 

　 

 

 

　 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
●と　き　9月16日㈬　10時～12時 

●ところ　市役所本館12階  1203大会議室 
 
 
 

　鈴鹿F1日本グランプリ決勝当日に、白子駅から鈴鹿サーキットまでの歩道で、道案内やごみ

拾いを行っていただけるボランティアスタッフを募集します（先着20人）。 

●と　き　10月4日㈰　9時～12時（事前打合せ　9月27日㈰） 

●主催・問合せ　三重県学生ボランティアネットワーク(　080-3061-6554)  
 
　　F1開催中は、交通渋滞や混雑が予想されます。市民の皆さんには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・

ご協力をお願いします。 

鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会とは 

F1イベントへ出掛けよう 

第5回  鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会を開催します 

「F1おもてなし清掃」ボランティアスタッフを募集します 
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形態と色彩を統一した 
広告物の手法例 

情報館 屋外広告物

9月1010日は「屋外広告の日」　日は「屋外広告の日」　 
屋外広告物設置には許可が必要です屋外広告物設置には許可が必要です 
9月10日は「屋外広告の日」　 
屋外広告物設置には許可が必要です 

❷

まちの中にあるさまざまな形やデザインの屋外広告物は、情報伝達の機能だけ
でなく、まちににぎわいをもたらします。しかし、無秩序に設置すると、景観を損ね、
また、思わぬ事故の発生につながります。そこで市では、三重県屋外広告物条例に
基づき許可事務を行っています。　

詳しくは、　「市ホームページ＞行政ガイド＞計画・財政・施策＞景観づくり＞屋外広告物を掲示するには」 

禁止地域の場所については、　「市ホームページ＞シティガイド＞地理情報＞屋外広告物規制区域」をご覧ください。 

　屋外広告物とは 
　　屋外で、常時または一定期間、継続して公衆に表示されるはり紙（ポスターなど）・はり札・立看板・

広告板・広告塔・屋上広告・壁面広告・電柱広告等をいいます。 

 

　ルールを守りましょう 
　○表示面積・高さの制限があります
　　広告物の設置場所や種類によって面積や高さが制限されます（道路占用許可、建築確認等が必

要な場合があります）。 

 　○設置できない地域があります（禁止地域）
　　住居専用地域、高速道路とその両外側500ｍ以内の区域、中勢バイパス・鈴鹿中央線（汲川原橋から鈴峰

中学校西方交差点まで）とその両外側100ｍ以内の区域、公共施設とその敷地、墓地等には設置できません。 

　※路線については、今後追加の予定です。道標および店舗等の敷地内広告は、禁止地域の基準内で設置可能です。 

 　○路上に立看板等は設置できません
　　路上・電柱・街路樹・信号機・道路標識・カーブミラー・ガードレール等にはり紙、はり札、広告旗

（のぼり旗）、立看板等は設置できません。市では、定期的に巡回し、これらの違反広告物を除却しています。 

 　○原則として市長の許可が必要です
　　計画段階で相談後、許可申請をしてください（店舗等の敷地内広告は、一定表示面積以下は不要です）。

面積、期間に応じた手数料が必要です。納付確認後、許可書（文書およびシール）を発行します（期間

経過後は、継続許可申請または除却届が必要です）。 

 

　景観に配慮した屋外広告物を 
　　設置者である広告主や広告業者の皆さんには、設置する広告物がまち並み景観をつくるという意

識を持つことが求められます。ルールを守り、景観と調和した広告物は、見る人の好感を呼び設置

者の評価を高めます。 

SUZUKASUZUKA
SUZUKASUZUKA すずか

鈴鹿市 スズカ
す

ず

か

ス

鈴 鹿
市

ズ
カ
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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27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。 

 
女性特有のがん検診 
推進事業を実施します 

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

　平成21年度の国の補正予

算により、一定の年齢に達

した女性に対して、子宮頸

がんと乳がんに関する検診

手帳、がん検診無料クーポ

ン券を送付してがん検診の

受診を促進し、がんの早期

発見と正しい健康意識の普

及を図ります。 

対　象
○子宮頸がん検診 
　平成20年4月2日から平成

21年4月1日の間に、20歳、

25歳、30歳、35歳、40歳に

なった女性 

○乳がん検診(マンモグラフィー)
　平成20年4月2日から平成21

年4月1日の間に、40歳、45歳、

50歳、55歳、60歳になった女性 

※がん検診無料クーポン券が利

用できるのは、市と契約して

いる医療機関での検診または

保健センターで実施する集団

検診です。9月上旬までに対象

者に郵送しますので、クーポ

ン券が届かない場合はご連絡

ください。 

 
第12回 

幼稚園再編整備検討 
委員会が傍聴できます 

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

と　き　9月28日㈪　15時～

17時 

と こ ろ 　市役所本館12階
1201会議室 

定　員　10人(定員を超えた
場合は抽選) 

申込み　当日14時30分から
14時45分まで、学校教育

課で傍聴人受付簿に記入 

※託児あり(3歳から5歳まで) 

 
秋の全国交通安全運動を

行います 

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

　9月21日㈪から30日㈬まで

の10日間、秋の全国交通安

全運動が実施されます。 

◆運動の基本
○高齢者の交通事故防止 

◆運動の重点
○夕暮れ時と夜間の歩行中、

自転車乗車中の交通事故

防止 

○全ての座席のシートベル

トとチャイルドシートの

正しい着用の徹底 

○飲酒運転の根絶 

◆9月30日は交通事故死ゼ
ロをめざす日です
　記録が残る昭和43年以降、

全国で毎日交通死亡事故が

発生しています。国民一人

ひとりが交通ルールや交通

マナーを守り、注意して行

動することで、交通事故の

発生を抑止しようと、平成

20年に制定されました。 

 
60歳以降も 

国民年金保険料を 
納めることができます 

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

　国民年金は20歳以上60歳

未満の方が加入対象ですが、

国民年金保険料を支払って

いない期間があり、厚生年

金などに加入していない方

は65歳までに任意加入し、

年金額を満額に近付けるこ

とができます。ただし、満

額になればそれ以上納める

ことができません。 

　また、任意加入は原則65

歳までですが、年金を受給

する資格を満たさない方は、

65歳以降も資格を満たすま

で(最高70歳)特別に加入する

ことができます。 

問合せ　津社会保険事務所
国民年金課(　059 -228 -

9188) 

 
国民健康保険被保険者証の
更新についてお知らせします 

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月下旬ごろ

に簡易書留で郵送しますので、

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。 

お 知 ら せ  
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人権イメージキャラクター 

平成20・21年度鈴鹿市 
小規模修繕工事等 
希望者名簿に登録を 

契約調達課　 382-9039　 382-9050
keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　新たに鈴鹿市小規模修繕工事

等希望者名簿に登録を希望する

方を対象に、随時受付を行います。 

登録資格　市内に本社や本
店を有する法人または市内

に住所を有する個人事業主で、

引き続き2年以上営業を行っ

ていること 

随時受付　9月28日㈪、29日㈫、
10月1日㈭、2日㈮　9時～

11時、13時～16時 

申込み　所定の申込書類に
必要書類を添えて、契約

調達課へ 

※詳しくは、契約調達課へお問

い合わせください。 

 
9月6日から9月12日は 
｢高齢者・障がい者の人権
あんしん相談｣強化週間です 

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

　高齢者や障がい者に関する

さまざまな人権問題の全国での

相談件数は、増加傾向にあります。

このような問題の解決に向けて

の取り組みを強化するため、全

国一斉｢高齢者・障がい者の人

権あんしん相談｣強化週間として、

高齢者や障がい者の人権に関

する相談を行います。 

　相談は津地方法務局職員また

は人権擁護委員がお受けします。

相談は無料で秘密は厳守します。 

と　き　9月6日㈰～12日㈯
　8時30分～19時(土・日曜日

は10時から17時) 

相談電話　　059-228-4711 
※詳しくは、津地方法務局人権

擁護課(　059-228-4193)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

　下記の団地に空き部屋ができ

ましたので、入居者を募集します。 

所在地・構造・募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
　中層耐火造5階　4戸(1戸) 

　1万6,700円～3万5,200円 

○桜島団地(桜島町五丁目)
　中層耐火造4階　2戸(0戸) 

　1万5,200円～3万2,100円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　中層耐火造3階　3戸(1戸) 

　1万9,800円～4万800円 

※(　)内は優先戸数です。 

※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　下記のいずれに
も該当する方 

○市内に在住または勤務し

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 

申込期間　9月7日㈪から18日㈮
8時30分から17時15分(土・

日曜日を除く)に、所定の申

込書類に必要書類を添えて、

直接住宅課へ 

※案内と申込書類は9月7日(月)

から配布します。 

選考方法　応募多数の場合は、
11月上旬ごろに抽選によ

り決定します。 

入居時期　平成21年11月下旬 
　(予定) 

※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

ますので、申し込みの際に申し出

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。

なお、募集戸数は8月20日(木)現

在の戸数であり、抽選会まで入

居可能となる部屋についても、抽

選対象とします。 

 
ミニミニ原爆展の 

開催申込みを募集します 

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

　より多くの方に被爆の実相を

知ってもらうため、日本非核宣

言自治体協議会では、小スペ

ースでも開催できるような小サ

イズの展示資料を作成しました。

このたび、この展示資料を使っ

て、ミニミニ原爆展の開催を希

望する団体などの申し込みを

募集します。 

対　象　民間団体、NGOなど
(会員、非会員は問いません） 

展示資料　広島、長崎の被
爆物写真、被爆後風景写真、

被爆者の写真など20点 

申込み　開催予定日の2週間前
までに、開催申込書を日本非核

宣言自治体協議会事務局へ 

問合せ　日本非核宣言自治体
協議会事務局(原爆資料館平

和推進課内　 095-844-9923

お 知 ら せ  
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※送料は事務局で負担します。

展示終了後、実績報告書を事

務局へ提出していただきます。 

 
コイヘルペスウィルス病の
まん延防止にご協力を 

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

　コイヘルペスウィルス病は、人

体にはまったく影響ありませんが、

コイの大量死を招く恐れがありま

すので、下記のことを守ってください。 

○コイを持ちだして放流しない。 

○コイを放流するときはウィルス

検査を受け、安全性を確認する。 

※河川やため池などでコイが死ん

でいたら、三重県農水商工部水

産資源室(　 059-224-2588 

　　http ://www.pref .mie . jp/ 

　sukyokyu/hp/)、三重県内水面

漁場管理委員会事務局(　059-

224-3036)へご連絡ください。 

 
鈴鹿市でホンダヒートの 
試合が開催されます 

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

　ジャパンラグビートップリーグ

昇格を果たした本田技研工業㈱

鈴鹿製作所ラグビー部(ホンダヒ

ート)が初参戦するリーグ戦の試

合が、三重県で初めて開催され

ます。ホンダヒートの熱い戦いに

ぜひご声援をお願いします。 

と　き　9月12日㈯　18時から 
ところ　県営鈴鹿スポーツガーデン 
対戦相手　トヨタ自動車ヴェルブリッツ 
主　催　㈶日本ラグビーフット

ボール協会 

問合せ　チケットに関してはチ
ケットぴあ(　0570-02-9999)、

試合に関しては三重県ラグ

ビーフットボール協会事務局

前田(　090-9125-6070) 

 
ものづくり研究開発事業を 

補助します 

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

　産学官の連携による研究開発

の強化と市内の製造業の活性化

を図るため、中小製造業者などが

行う新商品や新技術の研究開発

に要する経費の一部を補助します。 

対　象　市内に本社または主た
る事業所がある事業者などが

行う新商品や新技術の研究開

発で、大学や高専などの高等

教育機関と共同で行う事業や

その指導を受けて行う事業 

補助額　補助対象経費の2分
の1以内(50万円以上250万

円以内) 

申込み　9月7日㈪から30日㈬
(必着)までに、申請書に必

要事項を記入の上、直接ま

たは郵便で、〒513-8701　

産業政策課へ 

※申請後は、審査会で研究開発事

業の内容を説明いただき、審査後、

交付の可否を決定します。 

※要綱や申請書などは、産業政策

課や市ホームページ(　http:// 

　www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/ 

　annai/shien/index2.html)から

も入手できます。 

 
｢バスの日｣を記念して 
運賃が半額になります 

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

　9月20日の｢バスの日｣にちな

んで、三重県バス協会では、9月

12日㈯、13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。

この機会にぜひご利用ください。 

※詳しくは、三重県バス協会(三重

交通中勢営業所内　 059-233-

3501)へ 

 

 

 

 

 

 

 

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21年4月1日㈬から9月

30日㈬までにかかった下記

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

者保健福祉手帳などのいず

れかを持っており、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

園している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)の

費用の2分の1(一人月額

5,000円が上限) 

申込み　10月9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。 
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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21年度下水道推進標語
｢下水道　地球を守る　リサイクル｣
　9月10日は、下水道の役割の

一つである｢雨水対策｣と関連し、

立春から数えて220日目の台風シ

－ズンに当たることから、｢下水

道の日｣と定められています。この

｢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

普及(当時の普及率6%)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、より親しみのある名称と

して｢下水道の日｣となりました。 

　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

るため、海や川が美しくなります。 

○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年以内に設置しなければな

りません。また、くみ取り便所は、

3年以内に水洗便所に改造し

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｣(　http://www.city. 

　suzuka.lg.jp/life/benri/8606. 

　html)でないとできません。

また、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

にお問い合わせください。 

○平成19年度の本市の下水道

普及率は、41.3%(三重県内平

均42.2%、全国平均71.7%)です。 

 

 

 

 

 

 

 
税務署への国税の相談は 
自動音声案内をご利用ください 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　電話による国税に関する質

問や相談は、国税局｢電話相

談センター｣で受け付けています。

税務署の代表電話から自動音

声案内で｢1番｣を選択するとつ

ながりますので、具体的な操

作方法は音声案内に従ってく

ださい。また、個別的な照会に

対する税務署での面接相談は、

十分な時間をもって適切な対

応ができるように事前予約制と

しています。 

　なお、税金の納付に関する

相談で税務署にお越しいただ

く際には、事前の予約は必要

ありません。 

※よくある税の質問は、国税庁

ホームページ｢タックスアンサー｣ 

  (　ht tp : / /www.n ta .go . jp /  

　taxan swe r / i nd ex2 . h tm)

に掲載されていますので、

ご利用ください。 

問合せ　鈴鹿税務署(　382-
0351) 

 
無料総合相談所・無料 
法律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1日から7日までの｢法の日｣

週間にちなみ、裁判所、法務局、

検察庁、弁護士会では、無料総

合相談所の開設などを行います。 

○無料総合相談所(津)
と　き　10月2日㈮　10時30分
～15時30分(10時30分から

15時まで受付) 

ところ　津センターパレス2階
第1・2・3会議室(津市大門7-15) 

内容・定員　法律相談(先着36人)、
人権・登記相談(先着24人)、

犯罪被害者支援(先着12人) 

問合せ　津家庭裁判所総務
課庶務係(　059-226-4171)、

津地方法務局総務課庶務

係(　059-228-4191)、津地

方検察庁企画調査課(　059-

228-4123) 

○無料法律相談所(四日市)
と　き　10月2日㈮　10時30分
～15時30分(10時から受付) 

ところ　四日市市総合会館8階
第2会議室(四日市市諏訪町2-2) 

定　員　36人(先着順) 
問合せ　津地方裁判所四日
市支部庶務係(　352-7151) 

※相談時間は一人20分程度です。 

○裁判所、検察庁が見学できます
　裁判所、検察庁では見学会を

行っています。詳しくは、津地方

裁判所総務課庶務係(　059-

226-4172)、津地方検察庁企

画調査課(　059-228-4123)へ 

 
平成22年度三重県農業大学校
指定推薦を募集します 

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

　次代の三重県の農業を担う

農業経営者などを養成するため、

募集します。 

対　象　次のいずれにも該
当する方 

○平成22年3月に高等学校を

卒業する方 

下
水
道
に
 

接
続
し
ま
し
ょ
う
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○農業に対する明確な目的

意識と熱意を有する方 

○本校を専願とし、入学を

強く希望する方 

○学習評価が平均3.0以上の方 

○原則として、3年間の欠席

日数が20日以内の方 

面接日　11月17日㈫ 
指定校　四日市農芸高校(2人)、
久居農林高校(2人)、相可高

校(2人)、明野高校(2人)、上

野農業高校(2人)、石薬師高

校(1人)、菰野高校(1人)、亀

山高校(1人)、白山高校(1人)、

南伊勢高校度会校舎(1人)、

飯南高校(1人)、木本高校(1

人)、紀南高校(1人) 

受験料　無料 
申込み　10月26日㈪から11月
10日㈫(当日消印有効)までに、

応募書類に必要事項を記

入の上、返信用定型封筒(氏

名、あて名を記入し、430

円の切手をはりつけたもの)

を添えて、郵送または直接、

〒515-2316　松阪市嬉野川

北町530　三重県農業大学

校へ 

問合せ　三重県農業大学校 
　(　0598-42-1260 　0598-42-

5835) 

 

 

 
第17回 

おいん鈴鹿観光と物産展 

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

　市内の物産や伝統工芸品、

観光情報などを紹介します。 

と　き　9月19日㈯、20日㈰ 
ところ　白子ショッピング
タウンサンズ 

内　容　市内の物産販売、観
光情報の紹介、伊勢形紙の

作品展示と体験彫り、鈴鹿

墨と書の展示、交通安全教

室と消防はしご車の体験搭乗、

F1車の展示など 

※詳しくは、折り込みチラシを

ご覧ください。 

問合せ　おいん鈴鹿観光と
物産展実行委員会事務局 

　(　388-2101) 

 
モータースポーツ市民の会 
｢レーシングカート体験｣ 

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

と　き　9月21日㈪　9時～

16時(雨天決行) 

ところ　モーターランドSUZUKA 
　(三宅町3616) 

内　容　レーシングカート体
験＆走行(1チーム3人で20

チームによる耐久レースも

予定) 

定　員　60人(先着順) 
※身長150㎝以上の方が対象です。

また、別に子ども向けのカート体験

(定員20人、参加費2,000円)も

行います。 

参加料　会員5,000円、非会員
7,000円(昼食付) 

申込み　9月10日㈭までに、電
話またはファクスで鈴鹿モー

タースポーツ市民の会事務

局(鈴鹿商工会議所内　382-

3222　383-7667)へ 

 
第19回鈴鹿市消防団 
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揮し、

放水技術の向上と士気の高

揚を図ることを目的に開催

します。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20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(石
薬師町452) 

 

 

 

 

 

 

 
 

みえ看護フェスタ2009(9月) 

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

【〜ふれてみて！｢家族｣を
とりまく看護のひかり〜】

と　き　9月26日㈯　13時～

16時(12時30分受付) 

ところ　三重県総合文化セ
ンター第1・第2ギャラリー、

大・中・小会議室、ラウンジ 

内　容
○健康教室 
　専門看護師・認定看護師に

よる相談コーナー(疾病理解と

日常生活相談)、保健師・助産

師・看護師体験と相談(新型イ

ンフルエンザ対策、妊娠から

出産までと新生児ケア、家庭で

役立つ看護の知識) 

○進路相談・就職相談
　中学生、高校生を対象とした

看護職への進路相談、看護学生・

未就業看護職への就職相談 

○DVD放映(ナーススマイル)
○授産施設などの展示販売
○スタンプラリー
主　催　三重県、(社)三重県看

護協会 

問合せ　三重県ナースセンター
(　059-222-0466)

催 し 物  

くらしの情報 
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鈴鹿警察署 380-0110警察告知板  

 
 
 

司法書士無料相談会 

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

と　き　10月3日㈯　10時～

15時(予約不要) 

ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388) 

内　容　登記、法人登記、簡
易裁判所の手続き、自己破産、

成年後見手続きなど 

※三重県司法書士会館(津市丸之

内養正町17-17)では、毎月第1・

2・3水曜日、第4土曜日に常

設相談所を開設しています(要

予約、一部有料)。 

問合せ　三重県司法書士会
(　059-221-5553) 

 
天体観望会 

文化会館　 382-8111　 382-8580

対　象　小学生以上(中学生
以下は保護者同伴) 

と　き　9月26日㈯　18時30分
～20時30分(18時受付) 

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム  

内　容　秋の星座と惑星の
解説 

定　員　150人(先着順) 
参加費　無料 
※曇天や雨天などで中止するこ

とがあります。当日16時30分

に判断しますので、文化会館

へお問い合わせください。 

 
プラネタリウム秋番組 

文化会館　 382-8111　 382-8580

【一般・冬番組】
と　き　9月19日㈯～12月13日㈰
10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容 

○｢Time〜古代から受け継が
れた知恵〜｣
　ある日、豪華客船から投げ出

された若い男女が無人島にたど

り着きます。無人島生活の中で、

財閥のわがままなお嬢さまが、

航海士に反発しながらも、古代

人と星、宇宙とのかかわりを知り、

現代のわたしたちの生活の中に、

今なお天文学が息づいていると

いうことを知っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○秋の星座(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11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16日(水)

から18日(金)は投映を休みます。 

 
鈴鹿市芸術文化協会 

いけばな・作品展｢仲秋の宴｣ 

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

　鈴鹿市芸術文化協会生活

文化部門華道部会に所属する

7流派8団体の代表が、｢仲秋

の宴｣をテーマに｢いけばな・

作品展｣を開催し、伝承・古典

花からカラフルでフレッシュな

作品を展示します。 

と　き　9月27日㈰、28日㈪

10時～16時 

ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー 

参加流派　嵯峨御流、池坊、
小原流、未生流、遠山古流、

御室流、フレッシュフラワー 

観覧料　無料 
問合せ　鈴鹿市芸術文化協会
生活文化部門華道部会

(　394-2777　　394-4050) 

 
鈴鹿文化工房2009 
｢鈴鹿文化探検倶楽部｣ 

(財)鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

対　象　20歳以上の方 
と　き　9月25日㈮　8時30

分～16時30分 

内　容　市内にある身近な
文化財などを訪ねるバス

ツアー 

行　程　文化会館～伊勢型
紙資料館～青龍寺～子安

観音寺～考古博物館～佐

佐木信綱記念館～石薬師

寺～金生水沼沢植物群落

～観音寺～文化会館 

※コースには、国指定天然記念

物(金生水沼沢植物群落)、県指

定有形文化財(観音寺仁王門、

石薬師寺薬師堂)、市指定史跡(寺

尾家住宅、冬々斎如林の墓、

思徳之碑)などの文化財が多数

あります。 

※昼食や飲物などは各自で持参

してください。また、駐車場

の関係で徒歩での移動があり

ます。 

※見学地は都合により変更する

場合があります。 

定　員　50人(応募多数の場
合は抽選) 

催 し 物  
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　9月11日は｢警察安全相談の日｣です 
 

　警察安全相談窓口では、さまざまな悩みごとや困りごとの

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)(平日9時

から17時受付) 

※緊急の事件、事故以外での相談は、110番通報ではなく、

　♯9110へお願いします。 

◆その他の警察相談窓口
　いじめ110番(　0120-417867)、暴力相談電話(　059-228-

8704)、国際事犯相談電話(　059-223-2030)

鈴鹿警察署 380-0110鈴鹿警察署

〜相談は安心ダイヤル♯9110〜

380-0110警察告知板  警察告知板  

参加料　1人2,000円(当日支
払い) 

申込み　9月15日㈫までに、

参加希望者の郵便番号、住

所、氏名、電話番号を記入

の上、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「鈴鹿文化探

検倶楽部」係へ 

 
大黒屋光太夫記念館特別展 
｢桂川甫周没後200年記念 
西洋に知られた日本人 
‐甫周と光太夫‐｣ 

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

　幕府の御典医で蘭学者で

あった桂川甫周は、解体新

書の翻訳者の一人としても

知られており、その名はオ

ランダ商館を通じて西洋に

も知られていました。大黒

屋光太夫がロシアから帰国

すると、甫周は、｢漂民御覧

之記｣や｢北槎聞略｣などを著し、

その業績が大黒屋光太夫の

存在をひときわ有名にして

います。今回の特別展は、

桂川甫周の没後200年を記念

して開催します。 

と　き　9月16日㈬～11月8日㈰
10時～16時 

※月・火・第3水曜日は休館、た

だし、月曜日が休日の場合は

開館します。 

ところ　大黒屋光太夫記念
館(若松中一丁目1-8) 

入館料　無料 
※期間中に展示替えを行います(前

期：9月16日(水)～10月18日(日)、

後期：10月22日(木)～11月8日(日))。

また、9月16日(水)、19日(土)の

10時から展示解説を行います。 

※先着500人に解説図録を無料

配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢国分寺跡十五夜観月会 
～時空を超えて幽玄の世界へ～ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　古代から伊勢国の文化の

中心地であった｢伊勢国分寺｣。

人々が心をはぐくみ、ロマ

ンを夢見た史跡で、幻想的

な灯火の下、中秋の名月を

楽しみます。 

と　き　10月3日㈯　15時～

20時 

ところ　考古博物館とその
周辺 

内　容　講演｢伊勢国分寺の
時代｣、万灯手作りコーナー

(一客一灯として手作りのマ

イ灯火の持ち込みも可)、万

灯会、お月見コンサート(筝、

三絃、尺八、ハーモニカ演奏、

十五夜トーク) 

参加費　無料 
主　催　伊勢国分寺跡十五
夜観月会実行委員会 

※詳しくは、考古博物館ホーム

ページをご覧ください。 

 
ファミリーキャンプ 

県立鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小・中学生とその家族 
と　き　10月17日㈯、18日㈰
の1泊2日 

ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

内　容　野外でのご飯作りや
キャンプファイヤーなど 

定　員　15家族(応募多数の
場合は抽選) 

参加費　小・中学生3,500円、
保護者4,500円 

申込み　9月8日㈫から30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 

解体新書
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第9回鈴鹿市伝統工芸士展 

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

と　き　9月18日㈮～20日㈰

10時～18時(20日は15時まで) 

ところ　鈴鹿ベルシティ2階
イオンホール、1階北コート 

内　容　伊勢型紙・鈴鹿墨
の伝統工芸士によるオブジェ

の展示、絵手紙制作、型紙彫刻、

トートバッグ染色体験など 

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) 
 

 
ココロのお手入れ講座 

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

　妻、母、嫁としてだけでなく、

“わたしらしさ”を大切にする

講座を開催します。 

対　象　市内在住、在勤、在学で、
3回すべてに出席できる女性 

とき・内容
○10月２日㈮
　「“わたし”をたいせつにして

いますか？」 

○10月16日㈮
　「気持ちを伝える裏技を伝授！」 

○10月30日㈮
　「ココロのお手入れ」 

　いずれも10時から12時

(10月2日は9時50分集合) 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　20人(応募多数の場
合は抽選) 

※9月18日(金)に抽選結果を発送

予定です。 

※託児が必要な方は、申込時に

ご連絡ください。 

参加料　500円 
申込み　9月17日㈭12時までに、
講座名、郵便番号、住所、

氏名、年齢、電話番号を記

入の上、男女共同参画課へ 

※11月7日(土)13時30分から、公開

講座｢女性とうつ病～妻・母親役

割と気持ちの落ち込み｣を開催し

ますので、併せてご参加ください。 

 
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。 

◆講演会｢ネットワークと地域力｣
　三重県の男女共同参画での

協働・ネットワークづくりに尽力

された鈴山雅子さんを迎え、少子

高齢化の地域社会を生き生きと

暮らしていくためのまちづくり

(住民自治)に、市民がどう向き

合ったらいいのかを学びます。 

対　象　市民(市民活動団体、
NPO、ボランティア、PTA、

自治会、教育、行政の各

機関の関係者など、まち

づくりに関心のある方) 

と　き　10月3日㈯　13時30分
～15時30分 

ところ　ジェフリーすずか 

受付開始日 

 

9月14日 

 

9月15日 
 

 

9月16日 
 

 

9月17日 
 

9月18日 

随時 

 

講　座　名 

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パン・お菓子 

ゴルフ 

華道（池坊） 

レクリエーション 

陶芸 

（水）料理Ａ 

（木）料理B 

着物の着装 

英会話 

中級茶道サークル 

硬式テニスサークル 

曜日 

 

月 

 

火 
 

 

水 
 

 

木 
 

金 

水 

金 

定員(人) 

15 

15 

15 

20 

20 

20 

20 

15 

24 

24 

女性10 

20 

－ 

－ 

教材費（円）  

1万1,000 

3,000 

5,000 

1万 

2,000 

1万1,000 

2,500 

5,000 

1万 

1万 

無料 

2,000 

5,000 

無料 

 

時　　間 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

 
18時30分～20時30分 

　勤労青少年の交流を深める場として、

各種教養講座を開いています。

対　象　平成21年4月1日現在で35歳以
下の勤労青少年

申込み　9月14日㈪から18日㈮までの各
講座の開講曜日の19時から20時までに、

教材費を添えて、勤労青少年ホームへ 

※応募多数の場合は、受付日当日20時に抽選

を行います。また、定員に満たない講座は随

時受け付けますが、9月末までに規定の人数

に達しない講座は、開講がとりやめになります。 

※開講後にテキスト代などの実費を負担してい

ただく講座があります。 

※写真講座、パン・お菓子講座は全12回です。 

※開講後に退講される場合は、教材費はお返ししません。 

※10月13日(火)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成21年度勤労青少年ホーム後期教養講座　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

後期教養講座(10月〜3月)・サークル
(教材費は6カ月・14回分)

講座・教室 

催 し 物  



電　話 電子メール ホームページ ファクス 

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 

リンジン｢隣人」 

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 

　｢不況｣、｢景気悪化｣、｢失業｣など、文字通

り｢景気が悪い｣ニュースを毎日見聞きします。

少子高齢化の影響で、日本の労働力人口(15

歳以上の就業者と求職者の合計)はここ数年

減少傾向にあり、2050年には2004年の水準よ

り2,171万人少ない4,471万人に減少すると言

われています。外国人の労働力者を受け入れ、

それに頼る傾向はますます強くなっています。 

　鈴鹿でも外国籍の方を多く見かけます。外

国籍の方もわたしたちと同じように、働き、車に

乗り、休日には余暇を楽しみ、わたしたちと同

じく地域で生活する住民です。しかし異国から

来たために、言葉や生活習慣の違いから日本の

生活になじむのは大変なことですし、それが原因

で地域社会に溶け込みにくくなっているのも事実

です。外国籍の方にも、自分たちと同じ地域社会

の一員として接してみませんか。そうすることで、｢外

国人｣ではなく、より身近な｢隣人｣として感じるこ

とができ、自分たちの中にあった誤解や偏見に気

付くかもしれません。 

　当然のことですが、｢人権｣はだれにでもあります。

国籍が違っても、同じ人として触れ合うことにより、

｢人権｣を身近に感じることができるのではないで

しょうか。 
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くらしの情報 参加料　無料 
主　催　男女共同参画すず
かネット 

託　児　無料(9月23日㈬まで
に要予約) 

申込み　男女共同参画すずか
ネット永戸(　090-7022-0506 

　372-1525　　nagato-f  

　@mecha.ne. jp)  

 
製造業リーダー研修 

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

　職場内の隠れた問題を見

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、次期リーダ

ーをめざして全8回の講座

に参加できる方 

と　き　10月17日㈯、24日㈯、
30日㈮、11月7日㈯、14日㈯、

21日㈯、28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7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)へ 

 
鈴鹿市知的財産セミナー 

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

　緊急経済対策の一環として、

｢中小ものづくり企業の商品

開発と知的財産～逆境から

復活した事例に学ぶ～｣と題

したセミナーを開催します。 

対　象　市内に本社または主
たる事業所がある中小企業者 

と　き　9月30日㈬　13時30分
～15時30分(13時受付) 

ところ　市役所本館12階大
会議室 

内　容　阪神・淡路大震災の
影響で経営不振に陥ってから、

商品開発を通して復活を遂

げ、経済産業省が認定する

｢元気なモノ作り中小企業

300社｣に選ばれた企業の

経営者とその復活をサポー

トした弁理士による実例を

挙げての講演 

定　員　50人程度(先着順) 
申込み　9月25日㈮までに、

産業政策課ものづくり動

く支援室へ 

 
第3回鈴鹿自然大学 

｢きのこと森の不思議つながり｣ 

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

　市民の皆さんに鈴鹿市の自

然環境への興味を深めていた

だくため、今年度3回目の講座

を開催します。 

と　き　10月3日㈯
　13時30分～16時 

ところ　市役所 
　本館12階1203会議室 

内　容　きのこと森の中での
その不思議な役割について 

講　師　清田卓也さん 
　(きのこウォッチングクラブMIE) 

参加料　無料 
申込み　9月30日㈬までに、住
所、氏名、電話番号、参加

人数を記入の上、はがき、

電話、ファクス、電子メール

で環境政策課へ 



☺東海大会、全国大会で優勝！ 
わたしたちは鈴鹿市消防各署

から選抜された引揚救助チーム

です。7月に石薬師町の三重県消

防学校で開催された消防救助技

術東海地区指導会に出場し、2年

連続で優勝しました。これを受けて、

8月20日に横浜市で開催された

第38回全国消防救助技術大会

にも出場し、満点で優秀賞を受賞

しました。 

☺救助技術の向上をめざして 
この競技大会は、救助技術を

練磨することを通じて、消防救助

活動に不可欠な体力、精神力、技

術力を養うとともに、市民の皆さ

んに、消防の技術の高さ、力強さ、

優しさをアピールすることを目的

としています。種目は、高さ７メー

トルの訓練塔を競技場として5人

一組で行い、2人がロープで塔上

から降下し、塔上の隊員と協力し

て要救助者を引き揚げ、救出する

というものです。 

大会出場のため、4月ごろから

ほぼ連日3、4時間の訓練を重ね

てきました。大会に出場したことに

より、隊員一同、精神的にも技術

的にもさらに成長できたと感じて

います。この努力の結果をこれか

らの日々の消防・救急業務に生か

していきたいと思います。 
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　今年は梅雨開けが遅れたせいか、

夏が少し短く感じられましたね。

まだ残暑は続きそうですが、いろ

いろなところで秋の気配も感じる

ようになりました。 

　さて、夏の鈴鹿は、８耐、すずフ

ェス、Honda鈴鹿チームの都市対抗

野球大会出場と大いに盛り上がりま

した。引き続き、秋は3年ぶりに開

催されるＦ１日本グランプリやバ

ルーンフェスティバル2009など、

ビッグイベントが続きます。イベ

ントを楽しむもよし、入道ヶ岳や

小岐須渓谷などの大自然に触れる

もよし。さわやかな秋空の下、鈴

鹿の秋を満喫しましょう。（眞） 

と 
なかま 
ひ 

元気な 

鈴鹿市消防本部
引揚救助チーム

鈴鹿市マスコットキャラクター 

鈴鹿でのＦ１の歴史は？②Q

A

ミニ知識ミニ知識ミニ知識
F1F1F1 鈴鹿グランプリの20年間の歴史の中で、最多優勝回数（6回）

を誇るミハエル・シューマッハをはじめ、過去11人の優勝者

が誕生しています。意外にもブラジルの英雄“音速の貴公子”アイ

ルトン・セナは、鈴鹿ではたった2度しか優勝していません。また、

優勝チームをみてみると、7勝をあげたフェラーリがトップ、6勝を

あげたマクラーレンと続きます。 

鈴鹿グランプリ決勝を走行した日本人ドライバーは、中嶋悟をは

じめ片山右京、佐藤琢磨など10人います。日本人ドライバーの最高

位は、1990年の鈴木亜久里の3位で、鈴鹿で表彰台を経験した唯一

の日本人です。さて、いよいよ１ヵ月後に迫った鈴鹿グランプリ、

今年の鈴鹿を征するのは一体・・・！？ 

撮影場所 

撮 影 日  

撮 影 者  

鼓ヶ浦公民館 

平成21年 8月11日 

倉田　佳代子さん 

サギソウ 

表 紙 写 真  

中嶋悟さん

と なかま ひ 




