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　　8月になり、真夏の暑さが和らぎ始めるころ、市

内の田では稲刈りが始まります。地面につくほどに

こうべを垂れてたわわに実った稲穂を刈り取れば、

やがて入れ替わるように、秋の訪れを告げる虫の

音が響きわたります。
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り合わせです。一歩間違えれば

大事故につながります。そんな

極限の状況の中で勝負するこ

とが誇りにも思えますし、人間

的に成長することもできます。

〜そんな二人が今まで見て

きた世界のモータースポー

ツの盛んな国では、モー

タースポーツはどのような

存在となっていますか〜

森脇　日本ではモータース

ポーツはあくまでもスポーツ

の一つとしてとらえられてい

ます。もちろん、スポーツでは

ありますが、ヨーロッパでは、

スポーツの枠を超えて「文化」

として愛されています。

藤井　そうですね。日本では自

動車産業としては世界でもトッ

プレベルにあります。しかし、車

に関する技術はトップでも、

モータースポーツに対する国民

の関心は極端に低いのが現状

ですね。ヨーロッパでは、好きな

スポーツのランキングとして、

サッカーの次にモータースポー

ツが位置付けられている国が多

いです。こうした現状から、モー

タースポーツの存在の大きさが

分かるかと思います。

森脇　例えば、先日もレースで

訪れたスペインでは、2輪の

レースが行われるときは、その

周辺の道は2輪だけが通行可能

となり、4輪の車は通行止めに

なります。世界中から訪れる

モータースポーツファンを迎

えるために、あらゆる立場の

人々がモータースポーツに対

して気持ちを一つにすること

ができます。　

藤井　わたしたちがレースで

訪れると、現地での歓迎ぶりは

並ではありません。マスコミの

取り上げ方も日本とは比較に

なりません。モータースポーツ

を心から愛する風土を肌で感

じることができます。

〜日本ではモータースポーツ

への関心が薄いということです

が、こうした中で、鈴鹿が果たす

役割についてどう思いますか〜

藤井　モータースポーツは世

界に誇れる存在だと思います。

「ＳＵＺＵＫＡ」という言葉は、

〜二人にとって、モータース

ポーツはどんな存在ですか〜

森脇　何よりも楽しいもので

す。今、社会では、目標を持てず

にいる人が多くなっています。

モータースポーツの世界では、

常に次のステージに向けての

目標を持つことができます。そ

の目標に向けてトライできる

ということはすばらしいこと

ではないでしょうか。それが楽

しくてなりません。

藤井　「命」をかけて正面から

取り組める存在です。モーター

スポーツの世界は常に死と隣

森脇　護さん
（（株）モリワキエンジニアリング

代表取締役社長）

モータースポーツとまちづくりモータースポーツとまちづくり

　「モータースポーツ都市宣言」を行った鈴鹿市は、鈴鹿サーキットがあり、鈴鹿F1日本グランプリ・鈴鹿8時間耐久

ロードレースなどのビッグレースが行われるなど、モータースポーツの聖地として世界的にもその名が知られています。

　しかし、「モータースポーツのまち鈴鹿」の看板を支えているのは、決してそれだけではありません。多くの方

がさまざまな立場でモータースポーツにかかわっているからこその結果でもあります。

　今回の特集では、そんなモータースポーツへのさまざまな「思い」を紹介しながら、さらに一歩先を見据えた

「モータースポーツのまち鈴鹿」のこれからについて考えます。

　「モータースポーツ都市宣言」を行った鈴鹿市は、鈴鹿サーキットがあり、鈴鹿F1日本グランプリ・鈴鹿8時間耐久

ロードレースなどのビッグレースが行われるなど、モータースポーツの聖地として世界的にもその名が知られています。

　しかし、「モータースポーツのまち鈴鹿」の看板を支えているのは、決してそれだけではありません。多くの方

がさまざまな立場でモータースポーツにかかわっているからこその結果でもあります。

　今回の特集では、そんなモータースポーツへのさまざまな「思い」を紹介しながら、さらに一歩先を見据えた

「モータースポーツのまち鈴鹿」のこれからについて考えます。

　鈴鹿を拠点に、世界に挑戦を続ける「モリワキ」の森脇護さんと「ＴＳＲ」の藤井正和さんに、「鈴鹿」

への思いなどについて語っていただきました。
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世界共通の言語です。鈴鹿にあ

こがれる人は、世界にはたくさ

んいます。これだけの大きな存

在を抱えているにもかかわら

ず、それを生かしきっていない

ことが残念でなりません。

森脇　確かに、鈴鹿の中でも、

モータースポーツは一部の人

間が楽しむものという感覚が

根強いように思います。こうし

た現状を打開するためには、子

どものころからモータース

ポーツに親しむ環境を作るこ

とが必要ではないでしょうか。

藤井　例えば、子どものマラソ

ン大会をすべて鈴鹿サーキッ

トで行う、市内の高校に「モー

タースポーツ科」のような専門

の課程を設けるとか、子どもの

ころからモータースポーツに

親しむ方法はいくらでもある

と思います。鈴鹿だからこそ、

率先して子どものころから

モータースポーツや鈴鹿サー

キットに接する環境作りを

行ってほしいですね。

森脇　2輪に関して言うと、日

本では「バイクは危ない」、「バ

イクはワルが乗る乗り物」と

いったような考え方が当たり

前のようになっています。決し

てそんなことはありません。バ

イクを通じてマナーや規則な

ど、社会規範を学ぶことができ

ます。バイクを人生の教訓とす

ることもできます。もっとバイ

クの持ついろいろな魅力に接

してほしいと思います。

〜今後、鈴鹿にとってモー

タースポーツがどうあっ

てほしいと思いますか〜

森脇　先ほども言いましたが、

モータースポーツは楽しいもの

です。わたしと同じように、もっ

と心からモータースポーツを楽

しむ人が増えてほしいと思いま

す。決して皆さんに「モータース

ポーツに興味を持ってほしい」

と強要するつもりはありません。

しかし、モータースポーツのあ

のエンジン音、迫力あるレース

に一度でも触れると、その楽し

さが分かると思います。まずは

鈴鹿サーキットに行っていただ

き、生のレースを見ていただき、

自然とモータースポーツを楽し

む人が増えてくれればと思いま

す。それがモータースポーツの

まち鈴鹿の底上げにつながるの

ではないでしょうか。

藤井　鈴鹿はモータースポー

ツを楽しむ上では、世界最高の

まちだと思います。こんな市街

地にあれほどすばらしいレー

ス場がある所は、世界を見渡し

てもほかにはありません。鈴鹿

市は「モータースポーツ都市宣

言」を行っていますが、何をめ

ざしていくのかはっきりして

いないところがあります。鈴鹿

サーキットという最高の素材、

恵まれた環境を生かして、

「モータースポーツ都市宣言」

に恥じないまちづくりをして

いってほしいと

思います。

藤井正和さん
（ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＳＰＯＲＴＳ
ＲＡＣＩＮＧ 代表取締役社長）
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　オートバイのロードレース世界選手権のクラスの一

つで、それまでの250ccレースに代わって2010年シー

ズンから新設されました。エンジンとタイヤは全社が

統一的に決められた製品を使用することが義務付けら

れていますが、車体だけは自由に製作することができ

ることから、世界各国の車体製造メーカーがバイクを

参戦させています。鈴鹿市に本拠を置くメーカーとし

ては、「モリワキ」と「ＴＳＲ」の2社がマシンを供給し、

それぞれポイントランキングで上位につけ、世界チャ

ンピオンを狙える位置にいます。

「Moto2」とは
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　一見華やかに見えるモータースポーツの世界も、それを陰でしっかりと支える数多くの「見えない力」の存在なく

しては語ることはできません。「気持ちよくレースを観戦してほしい」、「モータースポーツのまち鈴鹿の印象を良くし

たい」、「モータースポーツの魅力をもっと知ってほしい」、そんな普段は決してスポットライトを浴びることはなくて

も、だれにも負けない熱い思いがあって、「モータースポーツのまち鈴鹿」は成り立ちます。

　一見華やかに見えるモータースポーツの世界も、それを陰でしっかりと支える数多くの「見えない力」の存在なく

しては語ることはできません。「気持ちよくレースを観戦してほしい」、「モータースポーツのまち鈴鹿の印象を良くし

たい」、「モータースポーツの魅力をもっと知ってほしい」、そんな普段は決してスポットライトを浴びることはなくて

も、だれにも負けない熱い思いがあって、「モータースポーツのまち鈴鹿」は成り立ちます。

　昨年、三重県学生ボランティアネットワークの活動として、鈴鹿市

でボランティアの清掃活動を行うことができないかと考えていたと

ころ、市役所から、F1日本グランプリの開催日の清掃ボランティアを

紹介していただいたことがきっかけでした。

　主な活動内容は、三重県学生ボランティアネットワークのメンバーや

一般の方約20人で、F1の決勝日に鈴鹿サーキット周辺のごみ拾いを行う

ことでした。いざ始めてみると、回収したごみの量はわたしたちの予想を

はるかに超え、大変な作業となりました。しかし、一人でも多くの方にす

がすがしい気持ちになっていただき、「来年以降も毎年鈴鹿を訪れた

い」と思っていただけるよう、参加者全員が気持ちを一つにして清掃活動を行いました。今思い返して

みても、かけがえのない経験になったと思います。

　今年のF1ではボランティア活動として、鈴鹿サーキット周

辺での道案内を行う予定です。わたしは鈴鹿市外に住んでい

ますが、鈴鹿はモータースポーツが原動力となって、元気で明

るいイメージがあります。これからも、こうしたイメージの構

築に少しでもお役にたてればと考えています。

清掃ボランティア 三重県学生ボランティアネットワーク　立木宏征さん三重県学生ボランティアネットワーク　立木宏征さん

　F1日本グランプリが、静岡県小山町の富士スピードウェイに移る

かもしれないという話が持ち上がった2004年に通訳ボランティア

活動が開始されました。こうした事態を受け、鈴鹿のF1受け入れ態

勢の充実を図るため、鈴鹿商工会議所がボランティアを募集しまし

た。わたしは、F1開催を鈴鹿で続けてもらうために少しでも協力し

たいと思い、第1回から参加しています。

　活動内容は、F1開催日に、英語、中国語、ドイツ語、スペイン語を担

当する40人ほどが近鉄白子駅、伊勢鉄道鈴鹿サーキット稲生駅、鈴

鹿サーキットの3箇所で活動します。「次の電車の時間は？」、「ATMの

場所はどこ？」などの質問に丁寧にこたえています。外国人観戦者か

ら、「助かったよ。ありがとう」の声をいただいたときはうれしく思い

ます。鈴鹿に観戦に来てくれたことに感謝すると同時に、次回も鈴鹿

に観戦に来てくれることを願っています。

　外国人にとって、わたしたち通訳ボランティアの対応が鈴鹿の印

象を少しでも良くすることにつながると思います。これからも笑顔

を忘れずに、相手の立場に立った誠意ある姿勢を心掛けていきます。

通訳ボランティア 英語通訳ボランティア　小倉順子さん英語通訳ボランティア　小倉順子さん

モータースポーツとまちづくり

モータースポーツを支える見えない力モータースポーツを支える見えない力
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　ジャパン・レスキュー・クラブは1978年に結成、1982年に鈴鹿サー

キットのレスキュー部門として正式に認められ、2002年にはNPO法

人として認証されました。現在は約60人のボランティアで構成され、

主に鈴鹿サーキットで行われるレースの際にコース上に待機して、

緊急時の救出活動を行っています。メンバーは、医療関係者、救急救

命士、学生など、さまざまな職業を持ちながらも、情熱を持って活動

しています。

　参加するレースは、F1日本グランプリや8時間耐久ロードレース、サン

デーロードレースといった大小さまざまなレースなど年間60戦ほどにの

ぼり、ほぼ毎週のように活動しています。コース上で真剣勝負が繰り広げられる中、事故は一瞬のう

ちに起きてしまいます。中には、まったくの想定外の事故もあります。どんな状況にもパーフェクトに

対応できるように、現場では常に「沈着・冷静」をモットーに、二次災害

の防止に注意しながら救出活動を行っています。また、わたしたちが習

得してきた技術や経験を社会に還元できるように、全国各地のレスキュ

ーの講習会やスタッフの育成などにも積極的に取り組んでいます。

　わたしたちは決して目立ってはいけない存在であると思いますが、

「レースの安全を支える中心が鈴鹿にいる」、そんな責任と誇りを持

って、これからも陰でモータースポーツを支えていきたいです。

　昨年、鈴鹿にF1日本グランプリが戻ってくることがきっかけとな

り、市民の皆さんにモータースポーツへの理解を深めてもらうこと

が地域への貢献になると考え、「レーシングスピリット」という番組

をスタートさせました。

　この番組では、とことん鈴鹿にこだわり、レースやチーム、マシン

の製造会社などにスポットを当てています。決してモータースポー

ツファン向けの番組にならないように、モータースポーツに接する

ことがなく、レースの知識がない方にもその魅力が伝わるよう、分

かりやすい番組制作を心掛けています。

　実は、わたしもモータースポーツにそれほど関心があったわけではありませんでした。しかし、

取材を通じて、関係者の皆さんの今までの苦労、その先に待っていた喜びや悔しさに接するたび

に、毎回そのチームやレーサーのファンになっていきます。最近でも、レース用マシンを手作りし

て初レースに挑み、決勝で最後尾からスタートして上位まで追い上げていくチームの様子を間近

で見たときは、鳥肌が立つくらい感動しました。こうした感動をテレビ

の前の皆さんと共有できればと思います。

　これからも、この「レーシングスピリット」が、モータースポーツのま

ち鈴鹿に密着した番組として、市民の皆さんにモータースポーツへの関

心を持っていただく一つのきっかけになればうれしいです。

モータースポーツ番組制作 （株）ケーブルネット鈴鹿制作部リーダー　久志本和彦さん（株）ケーブルネット鈴鹿制作部リーダー　久志本和彦さん

レスキューオフィシャル ジャパン・レスキュー・クラブ理事長　室賀良久さんジャパン・レスキュー・クラブ理事長　室賀良久さん

放送日程　毎月第3水曜日19時～第3金曜日16時まで　　 放送時間　9時、12時、16時、19時、22時、24時

チャンネル　地上デジタル12ch、アナログ10ch　　　　  番組協力　鈴鹿モータースポーツ市民の会

◆レーシングスピリット（ＣＮＳニュースの1コーナー）
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鈴鹿モータースポーツ市民の会鈴鹿モータースポーツ市民の会

モータースポーツ振興コーナーでの車両の展示

　　鈴鹿モータースポーツ市民の会では、随時会員を募集しています。会員になると、鈴鹿モータースポーツ市民の会

のメンバーとして、さまざまなイベント運営などの活動に参加することができます。

○入会費　無料　　　○年会費　個人2,000円、法人一口1万円

○問合せ　鈴鹿モータースポーツ市民の会事務局（　　 382-3222　　　383-7667）

　昨年、3年振りに鈴鹿サ−キットで開催されたF1日本グランプリに際し、交通アクセスの整備

やおもてなしの向上をめざして、国、三重県、5市1町（鈴鹿市、桑名市、四日市市、亀山市、津市、

菰野町）、観光・経済・交通に関連する32団体が集まって組織されました。また、今年からは、観

光庁がオブザーバーとして参画し、海外からの観戦者の誘致に向けて、取り組みを強化します。

　協議会では、「環境整備部会」と「おもてなし部会」の二つの部会を設けて活動しています。

■今年度の環境整備部会の主な活動内容

　　中勢バイパス未供用区間を活用したシャトルバス専用レーンの設置

　　ポスターやチラシなどによる公共交通機関利用促進キャンペーンの展開

　　F1開催時の東名阪自動車道鈴鹿I.C.の混雑緩和を図るため、自動車交通推奨ルートを設定

■今年度のおもてなし部会の主な活動内容

　F1日本グランプリの開催に合わせ、10月7日㈭から11日㈪を「F1week重点期間」と設定し、こ

の期間を中心に、鈴鹿サーキットと地域が一体となった「お祭り」を行います。

　　鈴鹿日本グランプリおもてなしキックオフデー（10月3日㈰）

　各種イベントを総合的に開催し、1週間後に迫ったF1の気運を盛り上げます。

　　BOX　KARTレース（10月7日㈭）

　エンジンなどの動力を持たず、坂道を利用して進むカートを作成し、レースタイムを競います。

　　鈴鹿日本グランプリ地元前夜祭（10月8日㈮）

　県内のご当地グルメ大会やF1トークショーなど、協議会主催の前夜祭を開催します。

　　鈴鹿日本グランプリクリーンアップ大作戦（10月11日㈪）

　F1決勝日の翌日に、レースの余韻が残る鈴鹿サーキット周辺のボランティア清掃を行います。

※詳しくは、鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会ホームページ（　 　http://suzuka21.com/）をご覧ください。

鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会 

※詳しくは、鈴鹿モータースポーツ市民の会ホームページ（　　　http://www.suzuka-msa.jp/）をご覧ください。

　2004年12月、鈴鹿市が「モータースポーツ都市宣言」を行ったことを受け、市民へのモータース

ポーツの広報や啓発、モータースポーツを中心とした安全で活気あるまちづくりの推進など、モー

タースポーツの振興を図ることを目的に、産学官の連携の下、2005年4月に結成されました。

　現在、モータースポーツを愛する約250人の会員が登録し、市内の小学生にモータースポー

ツの現場を体験してもらう「モータースポーツ学童教室」、中

学生や高校生を対象とした「学生モータースポーツ教室」、毎

年鈴鹿サ−キットで開催される「モータースポーツファン感

謝デー」へのブースの出展、市役所本館1階に設置されたモー

タースポーツ振興コーナーでのモータースポーツに関する車

両やさまざまな資料の展示、市へのモータースポーツ関連図

書やDVDの寄贈など、多彩な活動を行っています。

モータースポーツとまちづくり

モータースポーツの振興に向けてモータースポーツの振興に向けて
　全国に向けて「モータースポーツのまち鈴鹿」を発信する2つの団体について紹介します。　全国に向けて「モータースポーツのまち鈴鹿」を発信する2つの団体について紹介します。
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　1955年尾鷲市生まれ。22歳のときにレーサーの道を志して鈴鹿市に移り住む。5回の年

間チャンピオン獲得や鈴鹿1,000㎞レース4年連続ＧＴクラス優勝のほか、フランスの

ル・マンで開催される「ル・マン24時間レース」に4度参戦し、2000年にはＧＴクラスで優

勝、アメリカ最大のレースシリーズである「NASCARカップ・シリーズ」に日本人ドライ

バーとして唯一参戦するなど、世界各国のレースにも積極的に参戦する。

レーシングドライバー・テレビ解説者　福山英朗さん

●モータースポーツへの誇り

　今までに、数十箇所のレース

場でレーシングドライバーとして

参戦してきました。その中で、

モータースポーツと地域のつな

がりという意味で最も印象に

残っているのは、フランスの

「ル・マン市」です。

　ここで行われる「ル・マン24

時間レース」では、レースの前日

にまちの広場を利用して、実際

にレースで使われるマシンの車

検を一般公開しています。この

日は、街中の人が訪れますが、

中には孫の手を引いたおじい

ちゃんなど、たくさんの人でにぎ

わいます。本当に皆さんがモー

タースポーツを愛している、ま

ちが一体となって盛り上げよう、

そんな雰囲気がまち全体にあ

ふれています。

　このように、モータースポーツ

の名の下、地域が一体となれる

背景には、長い歴史の中でそこ

に住む人の心の奥 深くに 、

「モータースポーツの神秘的

な魅力」が染み込んでいるか

らだと思います。そこにあるの

は、わがまちの伝統的で世界

的なイベントへの「誇り」では

ないでしょうか。

●モータースポーツの聖地「鈴鹿」

　一方、鈴鹿では、市民にそこま

で誇りを感じてもらえていない

ようです。しかし、鈴鹿サーキッ

トは間違いなく世界でも有数の

名門コースです。例えば、テニス

の「ウィンブルドン」、ゴルフの

「セント・アンドリュース」という

ように、世界でもあこがれの聖

地のような存在になっています。

世界では、「ＳＵＺＵＫＡ」の話

題を出すだけで、モータスポー

ツ談議で盛り上がります。

　こうしたことからも分かるよ

うに、鈴鹿の名前は、市民が

思っている以上に世界では特

別な存在です。こうした存在に

皆さんが気付いていただけれ

ば、自然に「モータースポーツ

のまち鈴鹿」に向けての一体感

が生まれてくるものと思います。

そのためにも、わたしたちレー

ス関係者は、感動を与えるよう

なレースを皆さんにお見せする

必要があります。その「感動」

が「共感」を呼び、モータース

ポーツをもっと身近に感じてい

ただくことができると思います。

●その魅力を子どもたちへ

　わたしは、数年前から、教

育委員会が行う「すずか夢工

房」の講師として、市内の小

学校で出前講座を行ってい

ます。講座では、子どもたち

の夢や目標の実現に、わたし

のモータースポーツ活動の

経緯が役立てばと思い、経験

を伝えるようにしています。

　未来の世界を担う子どもたち

が、モータースポーツにも興味

を抱き、「世界的なモータース

ポーツのまち鈴鹿」に誇りを持っ

て、自らの自信にもつなげてくれ

ればうれしいです。

小学校で出前講座を行う福山さん

広報すずか特集「モータースポーツとまちづくり」についてのご意見・ご感想は、産業振興部商業観光課へ

〒513-8701　商業観光課　   382-9020　  382-0304　  shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

モータースポーツへの誇りをまちづくりに
　 世界各国のレースに参戦し、モータースポーツを生かしたまちづくりについて先駆的な事例を数多く体験して

きた市内在住のレーシングドライバー福山英朗さんに、「モータースポーツのまち鈴鹿」の今後のめざすべき方向

性などについてお話を伺いました。

モータースポーツへの誇りをまちづくりに
　 世界各国のレースに参戦し、モータースポーツを生かしたまちづくりについて先駆的な事例を数多く体験して

きた市内在住のレーシングドライバー福山英朗さんに、「モータースポーツのまち鈴鹿」の今後のめざすべき方向

性などについてお話を伺いました。
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　大相撲名古屋場所に備えて、追手風部屋が

鈴鹿市に宿舎を構えました。追手風部屋は、

親方（元大翔山）とグルジア出身の黒海関ら

力士16人が所属する相撲部屋です。

　場所中、力士たちは白子の旅館に宿泊し、近

くの公園に設置した土俵で毎朝稽古に励みま

した。市内外からは多くのファンが応援に駆

けつけ、迫力あるぶつかりに声援を送ったり、

写真を撮ったりしていました。今後10年間は

鈴鹿市を宿舎にしてくれるということです。

　また、武道館相撲場で開催された第19回鈴

鹿市少年相撲大会

に力士3人が応援

に訪れ、子どもた

ちも元気いっぱい

に相撲をとってい

ました。

　毎年恒例の、山開き式が小岐須渓谷山の

家、海開き式が千代崎海水浴場で行われ、

シーズン中の無事故と大勢の観光客の来場

を祈願しました。

　小岐須渓谷は、全長4kmにおよぶ渓谷で、

「鮎止の滝」をはじめ、多くの滝が点在し、

水遊びを楽しむ家族連れでにぎわいます。

　また、鈴鹿の海水浴場はのどかで波が穏

やかなため、家族連れに人気があります。千

代崎海水浴場はマリンスポーツを楽しむ若

者にも人気があり、鼓ヶ浦海水浴場は、白砂

青松100選にも選定されています。

6/27（日）6/27（日）

7/1（木）・2（金）7/1（木）・2（金）

鈴鹿市相撲連盟が追手風部屋を初誘致
迫力ある稽古にファンが声援　

レジャーの季節が到来！山開き・海開き式が行われました
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　「今、見直そう！地域とのつながり・・・」を

テーマに、今年度最初となる市長との車座懇談

会が行われ、マイタウン井田川まちづくり委員

会の17人が参加しました。

　この委員会は、地域の住民によって5年前

に組織され、住民同士の交流として、スポー

ツ、文化、生涯学習などに取り組み、毎月情報

誌を発行しています。

　意見交換会では、「高齢者などの交通弱

者が住みやすいまちにするには」、「三世代

が同居できるまちづくりを実現するには」

など、まちづくりに対する活発な議論が行

われました。

　台風や集中豪雨などの水害に備えるた

め、県建設業協会鈴鹿支部と市が連携し

て、市が保管する土のうの配備・点検作業

を行いました。

　河川防災センターでは約1,200袋の土の

うを作り、地区市民センターなどに配備し

ました。また、すでに地区市民センターな

どに配備してある土のうについては、総点

検を行い、詰め直しの作業を行いました。

　この作業は、市と防災協定を締結してい

る県建設業協会鈴鹿支部の社会貢献活動

の一環として、伊勢湾台風から50年を機に

昨年から実施しています。参加者は汗だく

になりながらも、万が一の災害に備えて、

手際よく土のうを作っていました。

6/22（火）6/22（火）

6/30（水）6/30（水）

7/13（火）7/13（火）

　鈴鹿理容組合の理容師など約30人が、ボラ

ンティア活動として、市内の4つの特別養護

老人ホームで、入所者への理髪サービスを行

いました。このボランティア活動は、平成3年

から毎年2回行っており、今回で39回目とな

りました。

　この日が来るのを楽しみに待っていた入所

者は、理髪が終わると「さっぱりした」と満足

そうな表情を浮かべていました。

　また、理髪を行った理容師は、「皆さんから

元気を分けてもらえるし、接し方など理髪の

勉強にもなる。これからも続けていきたい」

と話していました。

元気な井田川をつくるには？
今年度の車座懇談会がスタート！

備えあれば憂いなし！土のうの配備を行いました

すっきりした～　理髪ボランティアで暑い夏もさっぱりと
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● 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16日㈪〜20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、政治、宗教活
動と認められるものは、お断りします。

第40回鈴鹿市母親大会 ＥＭ勉強会 空手道無料体験教室

鈴鹿テニス協会
川出　 ・ 　370-1341

鈴木利昭
　383-0712

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
　 370-0311

フィナンシャルプランナー鵜飼
商学博士 谷田　   372-3737

道家志真子
　 386-7353

鈴鹿ＥＭ交流会
　 382-6039

佳舟会　杉本
　 090-7674-1621

（社）日本空手協会
岡野泰洋　 333-0968

木平桂洞
　386−0587

とき／9月11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
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

対象／自宅での介護に興味のある方　
とき／9月17日㈮15時〜16時30分
ところ／本校（本館）　内容／自宅での
介護の方法を学びます。　定員／40人
参加費／無料　申込み／9月10日㈮まで

とき／8月18日㈬9時〜12時
ところ／白子コミュニティセン
ター1階　参加料／525円　
申込み／8月16日㈪までに電
話予約

藤本忠行
　 ・　 383-3055

とき／毎月第2火曜日13時30分〜15時　とこ
ろ／ジェフリーすずかホール3階　内容／歌っ
て笑って元気発進！出会いは心の宝、長寿を
願ってGO！　講師／戸田順子さん　参加費／
1回500円　※ご希望の方は直接会場へ

とき／9月12日㈰10時〜15時　とこ
ろ／ジェフリーすずか　内容／午前：
話し合いの広場（子育て暮らしなど）、
午後：桂さんの歌とトーク「子どもの
声聞こえてますか」　参加費／500円

とき／8月20日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／Ｅ
Ｍ菌の基礎知識と家庭内での使い
方と応用　参加費／500円（ＥＭ菌
含む）　※気軽にご参加ください。

対象／5歳以上　とき／毎週月・
水曜日19時から、土曜日14時から
ところ／四日市楠中央緑地公園内武
道場・アリーナ　内容／体験初日から
3カ月間無料体験中　※見学も自由

とき／9月12日㈰※雨天時は9
月19日㈰　内容／海岸道を歩
く3、楠〜白子約7kmと12km
集合／近鉄楠駅前8時30分　
参加費／200円　※初参加者大歓迎

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3-24-6）　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10日㈫〜16日㈪9時〜17時
※土・日曜日10時〜17時、16日は15時まで
ところ／市役所本館1階市民ギャラリー
内容／かな書道を通し残したもの伝えたもの
はぐくんだものをテーマにした遺墨展です。

鈴鹿市民歩こう会 杉本佳舟遺墨展秋季テニス教室　受講生募集 実用筆ペン教室

大貫布佐江
387-2715

対象／60歳以上の男性、50歳以上の女
性　とき／9月7日㈫9時開始（予備日9
月14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24日㈫

第17回鈴鹿シニアテニス大会
参加者募集

会社設立個別相談会

保井
　 090-4185-1514

とき／8月10日㈫19時〜21時　ところ／
白子公民館（近鉄白子駅東口下車徒歩5分）
参加費／100円　内容／不登校の子を
持つ親を中心とした集まりです。※一度
気軽に参加してみてください。

佐佐木信綱顕彰会（石薬師町1707-3）
374-3140

未発表の自作短歌、一人一首　応募締切り／
8月31日㈫　応募料／1,000円（定額小
為替または現金書留でお願いします）
※小・中・高校生は9月12日㈰応募締め切
りで、応募料金は無料。詳しくは、顕彰会へ

鈴鹿イキイキ童謡の会　
参加者募集

MOA美術館児童作品展
作品募集

やさしい自宅での
介護教室

三重県ギターマンドリン連盟事務局
　町田　 352-8664

とき／9月5日㈰13時開演　ところ／
市民会館　内容／三重県下の高
校・大学・社会人の団体が一堂に会
して、年に一度ギターマンドリン音
楽を演奏します。　入場料／無料

マンドリンとギターの
仲間大集合inすずか

鈴鹿不登校を考える親の会

すずめの学校
樋口　 090-3307-6397

とき／8月25日㈬から毎月第4水曜日13時30
分〜15時30分　ところ／ジェフリーすずか
内容／童謡・唱歌を歌ったり、音読をし
ます。皆で声を出して元気をつくります。
参加料／500円　※ぜひ見学にどうぞ。

三重県立北星高等学校
　 363-8110

募集科／定時制昼間部普通科、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6日㈪〜13
日㈪　試験日／9月15日㈬　試験内容／
作文、面接　※詳しくは、北星高等学校へ

県立北星高等学校
秋期募集

杉の子特別支援学校　西川
　 379-1611

　本校児童生徒の支援者としてのス
クールボランティアを募集します。養
成講座を二学期に3回持ちますので、
詳しくは直接お問い合わせいただく
か、ホームページをご覧ください。

杉の子スクールボランティア
募集

（社）鈴鹿青年会議所　末広東6-26
　 382-6288（平日9時〜15時）

　鈴鹿青年会議所会館を無料でご利
用いただけます。諸会議、研修、各種イ
ベントなど、いろいろなご利用ができ
ます。詳しくは、お電話・ホームページ
でご確認ください（登録審査あり）。

多目的スペース
ご利用案内（無料）

楽しく認知症予防をしましょう

佐佐木信綱顕彰歌会　
短歌募集

放送大学三重学習センター
　 059-233-1170

対象／18歳以上　とき／8月31日
㈫ まで 　 ※放 送 大学は、自宅の
ケーブルTVなどで学べる通信制の
大学です。18歳以上の方でしたらど
なたでも1科目から勉強できます。

放送大学10月入学学生募集中 ストレスから疲れていませんか あなたは、一人じゃない…

河西
　 090-1750-6245

対象／心理学に興味のある人　とき／
8月12日㈭13時〜15時30分、26日㈭
18時〜20時　ところ／白子駅前イベン
トショップ　内容／心の健康について
参加料／各3,150円　※詳しくは、河西へ

河西
　 090-1750-6245

対象／悩みがある人　とき／8月20日㈮
14時〜15時30分　ところ／社会福祉
センター　内容／当事者ミーティング
参加料／500円　申込み／事前申込
み必要　※詳しくは、河西へ

鈴鹿市さつきホーム
田中　 380-4001

とき／8月28日㈯9時から　ところ／
白子サンズ　内容／心身障害者小規模
作業所に通う利用者と職員らで行う福
祉イベント。手話歌の演奏やビンゴ、宝
探しなど楽しい企画がたくさん！

実行委員　杉本
　 382-2237

対象／小学生　展示期間／10月16日㈯、
17日㈰　展示場所／市民会館2階展示室　
内容／絵画と習字（テーマ自由、ポスター不
可）　応募締切／9月8日㈬　※たくさんの
ご応募お待ちしています。詳しくは杉本へ

MOA鈴鹿健康生活ネットワーク
　渡辺　 378-0041

とき／8月22日㈰14時〜16時
ところ／牧田コミュニティセンター
内容／秋冬野菜の特徴と栽培（播
種・土づくり・生育と管理）　講師／
板坂康行　受講料／300円

自然農法セミナー　第6講

鈴鹿市さつきホーム
山村　 380-4001

とき／8月20日㈮〜31日㈫　と
ころ／白子サンズ　内容／鈴鹿
市けやきホーム・鈴鹿市さつき
ホーム利用者の絵画・アート作
品展　※ぜひお越しください！

第11回エイブルアート展開催スマイルフェスタ！

こちら すずか

情報局
次回の募集は10月5日号掲載分です
※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、年度内(4月5日

号～翌年3月5日号)2回までです。

けいどう
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相談窓口

虐待の種類

子育てに悩みを抱える方へ

地域の皆さんへ

子ども家庭支援室 北勢児童相談所

指導課

教育研究所

青少年課

鈴鹿警察署(生活安全課)

子育て支援センター
(りんりん)

382-9140    382-7607 347-2030　　　347-2056

382-9028　　　383-7878

383-7830　　　383-7867

382-9055　　　382-9053

380-0110

372-3303

372-3338

【夜間緊急】

【相談】

382-1100 【夜間緊急】 347-2052

　核家族が増え、近所づきあいが減ってきた環境で子育てをする親が多くなり、

たくさんの親が育児ストレスを感じています。

　育児の話を聴いてあげるだけでも、親の気持ちは楽になります。あなたの一言

がこの家族を救うきっかけになります。

※相談に応じることで虐待が防止できると判断した場合は、子ども家庭支援室および児童相談所が、保護者や子ど

もへの支援を行います。また、緊急と思われる場合は、子どもの保護を行います。

　イライラして必要以上にしかったり、叩いたりして、「このままでは虐待してし

まうかも」と悩んでいませんか。子育ての不安やさまざまなストレスが原因で、同

じように悩んでいる方はたくさんいます。そんなときは一人で悩まないでだれか

に話したり、相談窓口へ相談してください。一緒に考えましょう。

  食事を与えない、入浴させない、病気でも医者に

診せないなど、保護の拒否や怠慢により健康状態

や安全を損なう行為

  大声でのしっ責、極端な無視、兄弟姉妹で差別す

るなど、言葉による脅かしや拒否的な態度で、深い

心理的なダメージを与える行為

　児童虐待とは、保護者などによって18歳未満の子どもに加えられる、心や身体を傷つけたり、健全

な成長や発達を損なう行為。暴行などに限らず、子どもに対する不適切なかかわりすべてを含みます。

　虐待は、保護者の意図とは無関係に、子どもが保護者からのかかわりをどのように受け止めているかが

重要です。たとえ保護者が子どもに愛情を持っていても、子どもにとって有害な行為であれば虐待です。

　虐待は一般的に、下記の４種類に分類されます。それぞれが単独で起きるよりは、いくつか重

複して起きることが多いのが特徴です。

教
育
委
員
会

ネグレクト

性的虐待

心理的虐待

児童虐待って何？

身体的虐待
　 殴る、ける、おぼれさせる、熱湯をかけるなど、

身体的に外傷を与えたり、生命に危険をおよぼす

暴力や行為

　　わいせつな行為を強要する、性器や性交を見せ

るなど、身体的、精神的にダメージを与える行為

虐待を防ぐために

自分を責めたり、一人で頑張ろうと思わないで

子ども連れの方に声をかけましょう

・

情報館　　児童虐待相談❶

「虐待かも？」と思ったらまずご相談を「虐待かも？」と思ったらまずご相談を
　子育てに悩みを抱えたり、虐待の疑いのある子どもを見つけたら、まず相談してくだ
さい。その連絡が、子どもたちと保護者への支援のスタートとなります。
　子育てに悩みを抱えたり、虐待の疑いのある子どもを見つけたら、まず相談してくだ
さい。その連絡が、子どもたちと保護者への支援のスタートとなります。

子育て支援課  子ども家庭支援室　　382-9140　　382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp
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　所得制限額

　各助成制度には、下記の所得制限があります。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。

　平成22年度（平成21年分）の所得額によって判定後、対象者に更新した受給資格証を8月下旬に

郵送します。また、後期高齢者医療制度に加入中の方は、受給資格証がありませんが、その代わり

に決定通知書が郵送されます。

　なお、所得制限額を超えるなど、医療費助成の対象に該当しなかった方には、その旨を通知します。

※転入された方など、本市で平成21年中の所得が確認できない方は、所得課税証明書の提出をお願いする場

　 合があります。

扶養親族
などの数

0人

1人

2人

360万4,000円

398万4,000円

436万4,000円

628万7,000円

653万6,000円

674万9,000円

532万円

570万円

608万円

192万円

230万円

268万円

236万円

274万円

312万円

障がい者医療費 乳幼児等医療費一人親家庭等医療費

保護者所得額養育者、配偶者および
扶養義務者所得額

本人所得額本人所得額
配偶者および扶養
義務者所得額

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

対
象
者

対
象
医
療
費

障がい者医療費 一人親家庭等医療費

身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方

療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)を

お持ちの方、または知能指数が50以下の方

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

18歳未満児（年度末児

童）を扶養している一人

親家庭などの母または

父およびその児童

父母のいない18歳未満児

※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、通院分のみ対象

※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）の乳幼児等医療費は、入院分のみ対象

各医療保険法の規定による自己負担相当額

入院時の食事療養に係る標準負担額（市民税非課税世帯の方で、加入健康保険より減額認定を受

けた方のみ対象）

※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）の乳幼児等医療費助成は、平成21年9月1日㈬以降

　　の入院分のみが助成対象です。受給資格証はなく、入院後にその都度（2年以内）申請をいただくことになります。

※申請方法など、詳しくは、市ホームページ(　　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/kikou/ichiran/index26.html)

　　をご覧いただくか、保険年金課医療給付グループへお問い合わせください。

福祉医療費助成制度の概要福祉医療費助成制度の概要

受給者証の更新受給者証の更新

乳幼児等医療費

0歳から6歳到達年度末

（小学校就学前）の乳幼児

7歳到達年度から12歳到

達年度末（小学１年生～

6年生）の児童

情報館　　福祉医療費助成制度❷

福祉医療費の受給資格証を更新します福祉医療費の受給資格証を更新します
　福祉医療費助成制度は、障がい者、一人親家庭、乳幼児などの医療費を助成す
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今年も更新します。

保険年金課　   3 8 2 - 7 6 2 7　　3 8 2 - 9 4 5 5
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp
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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。

自動体外式除細動器
(AED)を貸し出します

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

　消防署では、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、AEDを貸し出して

います。

対　象　イベントなどを行う団

体に属する20歳以上の方で、

下記の条件を満たすこと

○原則として、AEDが設置され

ていない会場

○原則として、主催者側に心

肺蘇生法講習を受講した方

がいること

※運転免許証など、本人が証明で

きる書類をご持参ください。

貸出期間　最長7日以内

貸出場所　

申込み　使用日の2カ月前か

ら、｢AED借用申請書｣を借り

ようとする消防署、分署へ

※申請書は、市ホームページ(　　　

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

kyukyu/1106.html)からも入手で

きます。

※貸出中は、常に良好な状態で管

理、使用し、故意または過失によ

り破損などが生じた場合は、貸

出を受けた団体の負担で原状回

復を行っていただきます。

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　市内に在住、在勤で、

後日報告書を提出していた

だける方

とき・ところ

1.部落解放研究全国集会(新

潟市)　11月9日㈫～11日㈭

2.全国人権・同和教育研究大

会(佐賀市)　11月20日㈯、

21日㈰

3.人権啓発研究集会(姫路市)

平成23年1月27日㈭、28日㈮

定　員　若干名（応募多数の

　場合は抽選）

申込み　1と2は9月17日㈮、3

は11月26日㈮までに、所定

の用紙に必要事項を記入の

上、人権政策課へ

※参加経費を、市の規定により助成

します。

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　津年金事務所国民年

金課(　059-228-9188)

ものづくり研究開発事業
補助金の交付先が
決定しました

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

　本年度の交付先は下記のと

おりです。

○(株)エース設備　クリー

ン・テーブルリフターの研

究開発

○(有)進誠堂　高級鈴鹿墨の

開発

○鈴鹿防災(株)　凸な点状ブ

ロックを滑らかにバリアフ

リー化する新商品の開発

※この制度は、産学官の連携によ

る研究開発の強化と市内製造業

の活性化を図るため、事業者な

どが行う新技術の研究開発に対

する補助制度です。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

           中央消防署 (　 

  382 -9165)、南消防署 (　

　386-0630)、北分署 (　378-

　0 3 3 0 )、西分署(　3 7 0 -

　2119)、東分署(　384-0119)、

鈴峰分署(　371-0119)
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ンドルやペダルのがたつき、

チェーンのたるみ、幼児用

座席の足載せのぐらつきな

どがないかについて点検す

る。

○購入後は定期的に販売店な

どによる点検、整備を受

け、不具合と感じる箇所が

あったら点検を受ける。

エアゾール式簡易消火具を
自主回収しています

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

　県内で、液漏れや亀裂、破

裂が起こる可能性があるため、

自主回収の対象となっている

使用期限切れのエアゾール式

簡易消火具が破裂するという

事故が発生しました。事業者

では平成17年7月から自主回

収を行っていますが、昨年も

同様の事故が発生しており、

時間の経過や気温の上昇によ

り、今後事故が増加する恐れ

があります。

　自宅の台所などに設置され

ている消火具を今一度ご確認

いただき、自主回収対象製品

を発見した場合は、下記事業

者までご連絡ください。

問合せ　ヤマトプロテック㈱

お客様相談窓口(　0120-801-

084　平日9時から17時受付)

◆自主回収対象製品(製造

者：ヤマトプロテック)

※製造ロット番号と品質保証期間

は缶底に表示しています。

　自転車の使用について
ご注意を

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

　自転車の使用中に転倒し、

重傷を負うなどの事案が頻発

しています。平成21年9月1日

㈫から平成22年6月8日㈫まで

の間に、全国で消費生活用製

品安全法に基づく重大製品事

故として35件の報告があり、

全国の消費生活センターには、

平成21年9月1日㈫から平成22

年5月31日㈪までの間に、149

件の危害、危険に関する相談

が寄せられています。自転車

の使用時には、特に次の点に

ご注意ください。

○自転車の購入時には、JIS

マーク、SGマーク、BAA・

SBAAマーク、TSマークなど

を参考に、自転車技師や自

転車安全整備士に相談する

などして、自分の体格や用

途にあったものを選び、調

整してもらう。

○自転車を使用する前に取扱

説明書をよく読み、乗車す

る前にはタイヤの空気圧、

ブレーキの異常、フレーム

の亀裂や赤さびの発生、ハ

有

料

広

告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

製造ロット番号

ＫＯ３３１

ＫＮ３２６

ＫＤ３１７

Ｋ１４２６

Ｋ２４０７

Ｋ２４２０

Ｋ３４０７

Ｋ３４１９

Ｋ４４２２

Ｋ７４２４

品質保証期間

２００５.０１

２００５.０２

２００５.０３

２００５.０４

２００５.０５

２００５.０５

２００５.０６

２００５.０６

２００５.０７

２００５.１０

製造ロット番号

ＫＮ３０１

ＫＮ３２２

ＫＤ３１９

Ｋ１４２５

Ｋ２４０８

Ｋ２４２１

Ｋ３４０６

Ｋ３４１８

Ｋ４４２３

Ｋ７４２５

品質保証期間

２００５.０２

２００５.０２

２００５.０３

２００５.０４

２００５.０５

２００５.０５

２００５.０６

２００５.０６

２００５.０７

２００５.１０

○商品名　ヤマトボーイKT

○商品名　FMボーイK
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鈴鹿市嘱託職員(保健師)を
募集します

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

対　象　下記のいずれにも該

当する方　

○保健師免許と普通自動車免

許を取得している方

○パソコン操作(入力、検索

など)ができる方

○昭和27年4月2日以降生まれ

の方

内　容　保健センターでの保

健に関する相談、指導業務

定　員　1人

勤務条件　給与は17万8,800

円で、その他各種手当(期

末手当、通勤手当など)が

あります。また、社会保険

にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に準

じます。

申込み　8月5日㈭から13日㈮

に、職員採用試験申込書と

面接カードに必要事項を記

入の上、直接または郵送

で、〒513-0809　西条五丁

目118-3　健康づくり課へ

※申込書、面接カードは、直接また

は郵送で健康づくり課へ請求し

てください。郵送で請求する場合

は、封筒の表に朱書きで｢職員採

用試験申込書・面接カード希望｣

と記入の上、返信用封筒(あて先

を記入し、80円切手をはった12㎝

×23㎝程度)を必ず同封してくだ

さい。

◆採用試験

と　き　8月21日㈯　9時30分

から

ところ　保健センター

内　容　面接

ワーク・ライフ・バランスに
ついてお知らせします

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

　労働時間が健康や生活に配

慮されたものになるためにも、

仕事と生活の調和(ワーク・

ライフ・バランス)を推進し

ていくことは大切です。仕事

と生活の調和については、労

使で協議、協力するだけでは

なく、家庭や地域においても、

ワーク・ライフ・バランスの

取り組みを進めていく必要が

あります。

◆｢働き方改革！みえ｣の6つ

の提言

○職場内での話し合いの場を

持ちましょう。

○所定外労働時間の削減を進

めましょう。

○年次有給休暇の取得を促進

しましょう。

○休日を効果的に活用しまし

ょう。

○育児・介護休業などを取得

しやすい環境を整備しまし

ょう。

○家庭(家族)で過ごす時間を

持ちましょう。

問合せ　三重労働局企画室  

(　059-226-2110)

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、冬

の風物詩ともなっている伊勢

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

まないようご協力ください。

有

料

広

告

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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※入園希望者が15人に満たない場

合は、平成23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17日㈮

(土・日曜日を除く8時30分

から17時)に、各幼稚園に備

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23年度私立幼稚園

　次の各幼稚園では、平成23

年度に入園する幼児を募集し

ます。詳しくは、各幼稚園へお

問い合わせください。　

対　象　3歳児～5歳児

募集幼稚園　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-

4 0 8 5 (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))、白百合幼稚園(　

386-6228)

申込み　9月1日㈬から、各幼

稚園に備え付けの入園願書

に必要事項を記入の上、直

接各幼稚園へ

夏季の省エネ対策に
ご協力を

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

　夏季は、冷房の利用などで

エネルギー消費が増大します。

特に、エアコンに使用される

エネルギーは、家庭での電化

製品別のエネルギー消費のう

ち約4分の1を占めています。

◆クールビズ　冷房時の室温

を28度設定に

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23年度市立幼稚園

対　象

○4歳児　市内に在住し、平成

18年4月2日から平成19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

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

定　員

○4歳児　国府、加佐登、白子、

稲生、飯野、玉垣、神戸：各35

人、旭が丘：70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。

EM活性液の無料配布が毎月2回になりました
環境政策課　  382-9014  　382-2214　  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp　

◆平成22年度EM菌予約・配布日程　市では、EM活性液を無料で配布しています。

EM活性液は有用な微生物を集めたもので、各

家庭のトイレ、台所、風呂などの臭いや汚れ

を防止しながら、河川などの水質浄化に役立

ちます。

予約電話番号　 ・　 384-6655

対　象　個人とボランティア

配布時間　13時～15時

配布場所　シルバー人材センター(市役所立

体駐車場南側の別館第3ロビー)

持ち物　空きペットボトル

配布量　個人：1世帯につき1カ月2リットル内、

ボランティア：1カ月10リットル以内

※ボランティアは、環境政策課に登録があり、公共用

水域の環境浄化に取り組む団体のみ配布させて

いただきます。

※ファクスによる予約は、5人以内に限ります。

※当日受け付けは行いません。

平成22年8月

9月

10月

11月

12月

平成23年1月

2月

3月

年月・回数 予約受付日 配布日

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

１回目

２回目

17日㈫

31日㈫

14日㈫

28日㈫

12日㈫

26日㈫

16日㈫

30日㈫

14日㈫

28日㈫

11日㈫

25日㈫

8 日 ㈫

22日㈫

15日㈫

29日㈫

11日㈬

25日㈬

8日㈬

22日㈬

6日㈬

20日㈬

10日㈬

24日㈬

8日㈬

22日㈬

5日㈬

19日㈬

2日㈬

16日㈬

9日㈬

23日㈬

13日㈮

27日㈮

10日㈮

24日㈮

8日㈮

22日㈮

12日㈮

26日㈮

10日㈮

24日㈮

7日㈮

21日㈮

4日㈮

18日㈮

11日㈮

25日㈮

～

～

～

・

～

～

～

～

～

・

～

～

～

～

～

～
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　冷房の設定温度を28度に

設定していても、それ以上に

室温が高くなってしまうこ

とがあります。室温を28度に

保つ方法、対策は次のとおり

です。

○温度計を置いて室温を管

理する。

○扇風機を使って空気を循環

させる。

○カーテンやブラインドを閉

め、日射を防ぐ。

○空調管理を小まめにする。

○ベランダでは、緑のカーテ

ンも効果的です。

　限りあるエネルギー資源の

効果的な利用と地球温暖化の

原因となる二酸化炭素排出量

削減のために、皆さんの省エ

ネの実践が必要となりますの

で、ご協力をお願いします。

※採用予定数については、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。

※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19日㈰　9時から

ところ　消防以外の職種：鈴鹿医療科学大学（千代崎キャンパス）、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｣と記入の上、返信用封筒(あて先を記入し、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)から申込書を入手すること

もできますのでご利用ください。

平成23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23年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

職種・採用予定人数

事務2
16人程度

保健師
１人程度

保育士
3人程度

幼稚園教諭
1人程度

消防
5人程度

事務1
（身体障害者）
2人程度

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

火災予防、救急、救助、
消火活動などの消防業務

土木に関する技術的業務

保健に関する相談、
指導業務

幼児の保育業務

事務3（社会福祉士）
2人程度

技術（土木）
2人程度

主な業務内容 資格免許など 年　齢 学　歴

○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

昭和50年4月2

日以降の生ま

れの方

昭和55年4月2

日以降の生ま

れの方

昭和55年4月2

日以降の生ま

れの方

昭和50年4月2日

以降の生まれの方

社会福祉士資格を取得の方または平成

23年3月末日までに取得見込みの方

保健師免許を取得の方または平成23

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

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23年3月末日ま

でに取得見込みの方

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23年3月末日まで

に卒業見込みの方

※技術(土木)につい

ては、上記の学校で

土木に関する専門課

程、科目を履修して

いることが必要にな

ります。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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に、電話で消防課救急管理グ

ループ(　382-9155(昼間))、

救急救助グループ(　382-

9165(夜間))へ

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

母子家庭のお母さんのための
資格取得を支援します

子育て支援課　  382-7661　  382-3607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　市では、就業の促進を図るこ

とを目的とし、就職の際に有利

な資格を取得しようとする母子

家庭の母を支援するための制

度があります。なお、申請には

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

を訪問または業者配達で贈

呈します。米寿、喜寿の方に

は、9月中に業者配達でお届

けします。

対　象　100歳以上(明治44年

3月31日以前生まれ)、米寿

88歳(大正11年4月1日から

大正12年3月31日生まれ)、

喜寿77歳(昭和8年4月1日か

ら昭和9年3月31日生まれ)

｢市民救急の家｣を
募集します

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

　救急車が現場に到着するま

での間に適切な応急手当を行

える人材の育成と、災害時に

おける市民の自助、共助意識

の向上を図ります。

　自宅などに｢市民救急の家｣

の表示を掲げ、救急箱を備え

て、応急手当の要請に可能な

限り対応していただき、大規

模な災害時などに、可能な限

り人命の救助にあたっていた

だきます。

対　象　市内在住で、本事業

の趣旨を理解いただける方

とき・内容　9月4日㈯の9時か

ら12時まで救急法講習会を

行い、受講後に委嘱状と救

急箱を配布します。

ところ　中央消防署東分署

(中箕田町1139-1)

定　員　50人程度

申込み　8月5日㈭から31日㈫

◆鈴鹿市の交通事故発生件数など(数字は概数)

◆三重県の交通事故発生件数など(数字は概数)

　交通事故死者は、県内で54人(昨年比3人増)、市内で3人(昨年

比7人減)となっており、県内では増加、市内では大幅に減少しま

した。このうち、高齢者(65歳以上)の死者は、県内で33人(約61%)

と高い割合を占めており、市内では3人中1人です。また、県内、市

内ともに人身事故件数は減少しましたが、物損事故件数は県内、

市内ともに増加しました。

平成22年上半期(平成22年1月1日～6月30日)の
交通事故発生状況についてお知らせします

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

総発生件数

30,449

29,316

1,133

人身事故件数

5,577

5,597

-20

死者数

54

51

3

負傷者数

7,313

7,444

-131

物損事故件数

24,872

23,719

1,153

平成22年1月～6月

平成21年1月～6月

増減数

総発生件数

3,225

3,215

10

人身事故件数

591

620

-29

死者数

3

10

-7

負傷者数

793

836

-43

物損事故件数

2,634

2,595

39

平成22年1月～6月

平成21年1月～6月

増減数

鈴　鹿　消　防　本　部
鈴鹿市ファーストエイドボランティアの会
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条件や制限がありますので、申

請を検討する場合はお早めに子

育て支援課へご相談ください。

◆自立支援教育訓練給付金

　対象講座を受講するために、

本人が支払った費用の20％

(4,001円以上10万円以下)を

支給します。

※すでに講座の受講を開始してい

る場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金

　資格取得養成機関で、下記

の資格を取得しようとする母

子家庭の母に対し、養成訓練

の修業期間の全期間について

訓練促進給付金を支給します。

対象資格　看護師、介護福祉

士、保育士、理学療法士、作

業療法士

給付金　非課税世帯は月額14

万1,000円、課税世帯は月額

7万500円

※公的年金の受給など、児童扶養

手当を受給していなくても制度

を利用できる場合があります。

平成21年度情報公開
実施状況をお知らせします
市政情報課　  382-8659  　383-2214

shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆主な請求内容　

　平成21年度の公文書公開請

求数は432件で、このうち取下

げが17件、残る415件の主な内

容は、市発注公共工事の設計

書226件、建築計画概要書19件、

航空写真18件でした。

　415件の請求に対する延べ

決定件数は512件で、その内訳

は、公開決定が340件、部分公

開決定が155件、公文書不存在

決定が17件、非公開決定件数

は0件で、公開率は100％(公文

書不存在分を除く)です。

※公開率＝(公開＋部分公開)÷(公

開＋部分公開＋非公開)×100

◆条例の趣旨

○実施機関が保有する個人情報の開示、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

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22年3月31日現在の登録件数は716件です。

　個人情報の開示等請求件数は、開示請求が30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

30件のうち、取下げが4件、残る26件の請求に対する延べ

決定件数は28件で、その内訳は、開示決定が15件、部分開

示決定が9件、不開示決定が1件、不存在決定が3件で、開示

率は96.0％(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21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　  383-2214　  shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆実施機関別個人情報取扱事務登録

状況(平成22年3月31日現在)

◆実施機関別決定件数

実施機関 件数

実施機関 件数

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

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
小計

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
小計
共通事務
総合計

14

58

22

7

15

17

48

98

176

0

9

464

16

0

0

0

0

0

24

8

48

512

33
45
63
101
41
87
54
37
83
2
35
581
77
15
0
1
3
0
27
8

131
4

716

小計

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

小計

合計

市
　　長

市
　　長

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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ところ　市役所西館2階会議室

内　容　発達心理学に基づい

た講義で、参加者の皆さん

と子育てやしつけについて

語らいます。

講　師　米田奈緒子さん(家

庭教育研究センターふぁす)

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

参加料　無料

託　児　有り(10人程度、要

予約)

申込み　8月20日㈮までに、電

話で子育て支援センター

｢りんりん｣へ

※後日、当選者の方には電話連絡

します。

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など

の相談に、おもちゃドクター

がおこたえします。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22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(電子ピア

ノ、笛、ハーモニカなど)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。

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～

文化会館　  382-8111　  382-8580

対　象　小学生以上の方(中

学生以下は保護者同伴)

と　き　8月28日㈯　19時〜

20時30分(18時30分から受

け付け)

ところ　文化会館屋上天体観

測場、プラネタリウム 

内　容  夏の星座と惑星の

　解説

定　員　150人(先着順)　

参加料　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。

第4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15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

申込み　CafedeR(　379-1113

　 c a f e d e r @ s u z u k a -

soul.com)へ

－伊勢型紙職人への道－
わざの伝承者たちの作品展
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月19日㈭～29日㈰

10時～16時(29日は15時

まで)

※8月23日(月)、24日(火)は休館です。

ところ　伊勢型紙資料館(白

子本町21-30　 368-0240)

内　容　伊勢型紙の彫刻技術

を次代へ継承すべく日々励ん

でいる未来の職人たちの作

品展示を中心とした企画展

です。さまざまな技法によっ

て彫刻された型紙とその型

紙によって染色された江戸

小紋の見本染めを多数展示

します。また、期間中は彫刻

体験のほか、8月22日㈰、29

日㈰には、伝承者たちによ

る彫刻実演も行います。

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

新たな高齢者医療制度に
係る公聴会

保険年金課　  382-7627  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在、政府では、後期高齢

者医療制度の廃止後の新た

な制度の検討を進めていま

す。その検討に当たり、皆さ

んのご意見を幅広く反映で

きるよう、各地で公聴会を開

催します。この地方では愛知

県で開催します。

と　き　10月1日㈮　13時～

15時30分(12時開場)

ところ　ウィルあいちウィル

ホール(名古屋市東区上竪

杉町1)

内　容　新たな高齢者医療制

度案の概要説明、参加者と

の意見交換

参加料　無料(入場券が必要)

※会場までの交通費などは各自で

ご負担ください。

主　催　厚生労働省

申込み　9月17日㈮までに、

｢高齢者医療制度公聴会｣参

加希望、参加希望の開催地、

氏名(フリガナ)、郵便番号、

住所、電話番号、職業、年齢

を記入の上、郵送、ファクス、

電子メールで、〒100-8916

東京都千代田区霞が関1丁

目2-2　厚生労働省保険局

高齢者医療課へ

※応募多数の場合は抽選となりま

すが、抽選に漏れた方への通知

は行いません。

※参加申込書は、保険年金課にも

備え付けがありますのでご利用

ください。

問合せ　厚生労働省保険局高

第17回鈴鹿市
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　市内在住の小学5年

生以上の方

と　き　9月23日（木・祝）(雨天

の場合は25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

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、はがきで、

〒513-0043　長太栄町2-18-

32　鈴鹿市グラウンド・ゴ

ルフ協会事務局安藤または

スポーツ課へ

※ブロック別での個人戦で表彰し

ます。

※9月11日(土)15時から、市役所本

館12階1203会議室で代表者会

議を行います。

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15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。

　

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

その保護者

と　き　8月31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24日㈫までに、電

話で学校教育課へ

第2回子育て支援セミナー
子育て支援センター　  ・　  372-3303

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子どもの発達や育児につい

て、参加者の皆さんと一緒に

学びあうセミナーです。

対　象　乳幼児の保護者

と　き　9月17日㈮　10時～

12時

　三重県警察では、平成23年4月採用の警察官希望者を対象と

した｢就職説明会｣を開催します。受験を考えている方や警察の

仕事に興味のある方ならどなたでも参加できます。　　　　　

とき・ところ　○8月14日㈯　14時～16時　四日市南警察署

　　　　　　○8月15日㈰　10時～12時　三重県警察本部

※桑名、伊勢、松阪、尾鷲、名張の各警察署でも開催しますので、詳しく

は、三重県警察本部へお問い合わせください。

※各会場へは、公共交通機関をご利用ください。　　　　　

申込み・問合せ　三重県警察本部警務課採用係(　0120-333-

247　 059-222-0110 　http://www.police.pref.mie.jp/)

三重県警察就職説明会を開催します
警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

齢者医療課(　03-5253-1111

(内線3198、3192)　  03 -

3 5 9 5 -3 5 0 6　　k o c h o k

a i @ m h l w . g o . j p )

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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後　援　三重県、鈴鹿市

申込み　CafedeR(　379-1113

　 c a f e d e r @ s u z u k a -

soul.com)へ

－伊勢型紙職人への道－
わざの伝承者たちの作品展
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月19日㈭～29日㈰

10時～16時(29日は15時

まで)

※8月23日(月)、24日(火)は休館です。

ところ　伊勢型紙資料館(白

子本町21-30　 368-0240)

内　容　伊勢型紙の彫刻技術

を次代へ継承すべく日々励ん

でいる未来の職人たちの作

品展示を中心とした企画展

です。さまざまな技法によっ

て彫刻された型紙とその型

紙によって染色された江戸

小紋の見本染めを多数展示

します。また、期間中は彫刻

体験のほか、8月22日㈰、29

日㈰には、伝承者たちによ

る彫刻実演も行います。

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

新たな高齢者医療制度に
係る公聴会

保険年金課　  382-7627  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在、政府では、後期高齢

者医療制度の廃止後の新た

な制度の検討を進めていま

す。その検討に当たり、皆さ

んのご意見を幅広く反映で

きるよう、各地で公聴会を開

催します。この地方では愛知

県で開催します。

と　き　10月1日㈮　13時～

15時30分(12時開場)

ところ　ウィルあいちウィル

ホール(名古屋市東区上竪

杉町1)

内　容　新たな高齢者医療制

度案の概要説明、参加者と

の意見交換

参加料　無料(入場券が必要)

※会場までの交通費などは各自で

ご負担ください。

主　催　厚生労働省

申込み　9月17日㈮までに、

｢高齢者医療制度公聴会｣参

加希望、参加希望の開催地、

氏名(フリガナ)、郵便番号、

住所、電話番号、職業、年齢

を記入の上、郵送、ファクス、

電子メールで、〒100-8916

東京都千代田区霞が関1丁

目2-2　厚生労働省保険局

高齢者医療課へ

※応募多数の場合は抽選となりま

すが、抽選に漏れた方への通知

は行いません。

※参加申込書は、保険年金課にも

備え付けがありますのでご利用

ください。

問合せ　厚生労働省保険局高

第17回鈴鹿市
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　市内在住の小学5年

生以上の方

と　き　9月23日（木・祝）(雨天

の場合は25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

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、はがきで、

〒513-0043　長太栄町2-18-

32　鈴鹿市グラウンド・ゴ

ルフ協会事務局安藤または

スポーツ課へ

※ブロック別での個人戦で表彰し

ます。

※9月11日(土)15時から、市役所本

館12階1203会議室で代表者会

議を行います。

　三重県警察では、平成23年4月採用の警察官希望者を対象と

した｢就職説明会｣を開催します。受験を考えている方や警察の

仕事に興味のある方ならどなたでも参加できます。　　　　　

とき・ところ　○8月14日㈯　14時～16時　四日市南警察署

　　　　　　○8月15日㈰　10時～12時　三重県警察本部

※桑名、伊勢、松阪、尾鷲、名張の各警察署でも開催しますので、詳しく

は、三重県警察本部へお問い合わせください。

※各会場へは、公共交通機関をご利用ください。　　　　　

申込み・問合せ　三重県警察本部警務課採用係(　0120-333-

247　 059-222-0110 　http://www.police.pref.mie.jp/)

三重県警察就職説明会を開催します
警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

齢者医療課(　03-5253-1111

(内線3198、3192)　  03 -

3 5 9 5 -3 5 0 6　　k o c h o k

a i @ m h l w . g o . j p )

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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7日から10月26日の毎週火曜日

　9時30分～11時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン温水プール

内　容　水中ウォーク、スト

レッチ(水深1.3m)

定　員　各コース50人(応募

多数の場合は抽選)

参加料　3,000円(教室初日に

支払い)

申込み　8月9日㈪から20日㈮

に、印鑑を持参の上、県営鈴

鹿スポーツガーデン水泳場

(　372-2250)またはスポー

ツ課へ

高齢者の就職・就業の
ための技能講習

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

　厚生労働省の委託を受けて、

就業、就職を促進するため、

(社)三重県シルバー人材セン

ター連合会が、家屋リフォー

ム講習を行います。

対　象　60歳代前半の方

と　き　9月27日㈪～10月5日㈫

　10時～17時(土・日曜日を除く)

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ

ンターほか

内　容　木工(建具などの修

理)、塗装、室内装飾の技能

の習得

定　員　20人

受講料　無料

申込み　8月30日㈪までに、

(社)鈴鹿市シルバー人材セ

ンター(　 382-6092)へ

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

　三重県が、景気の急激な減

速に伴い、離職を余儀なくさ

れた方の職業訓練の一環とし

て行います。

対　象　下記のいずれにも該

当する方

○日本語で日常会話が可能な

18歳以上の方

○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

○外国人登録証明書をお持ち

の方

と　き　

○学科講習(各コース共通)　

9月2日㈭、3日㈮　8時10分

～17時30分

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が付きます。

○実技講習　Ⅰコース：9月19

日㈰～21日㈫、Ⅱコース：9

月25日㈯～27日㈪　8時10

分～17時20分(最終日のみ

18時25分まで)

定　員　各コース10人(応募

多数の場合は抽選)

受講料　無料

※ポルトガル語版の教材費3,150円

とフォークリフト自動車保険代50

円を実費負担していただきます。

申込み　8月25日㈬から27日

㈮の8時30分から17時に、鈴

鹿地域職業訓練センター

(　 387-1900)へ

※抽選と説明会を、8月30日(月)の

9時30分から行います。

かんべ再発見
｢灯りのいべんと｣

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

　常盤町から地子町まで、神戸

を貫く旧伊勢街道を手作りの

灯ろうでライトアップします。

と　き　8月23日㈪　19時～

21時

※雨天の場合は25日(水)まで順延し

ます。

ところ　旧伊勢街道(神戸の

見付から神戸三丁目常夜燈

まで)

内　容　街道を手作りの灯ろ

うでライトアップします。

また、神戸小学校グラウン

ドや各地域広場で灯りの

アート展を開催し、併せて、

｢故浅野弥衛画伯｣のアトリ

エを特別公開します。

※当日の｢灯りのいべんと｣をお手

伝いしていただけるボランティア

も募集しています。

問合せ　神戸商店会(坂崎 　 

382-0271）

鈴鹿市いきいき健康
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22年9月1日現在)以上で、

1人で水中ウォークができ

る方

と　き　金曜日コース：9月3

日から10月29日の毎週金曜

日(9月17日を除く)　13時30

分～15時、火曜日コース：9月
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｢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10日㈮　13時30

分～15時30分　筆界の形成と

その変動について～お隣との

土地の境目はどこ？～ 

○第2回　10月15日㈮　13時

30分～15時30分　成年後見

制度について

○第3回　11月11日㈭　18時

～20時　相続登記はどうす

るの？

ところ　津地方法務局(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回は9月30日㈭、第3回は

10月29日㈮(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、ファクスまたは直接、

〒514-8503  津市丸之内

26-8　津合同庁舎内津地方

法務局総務課(　 059-228-

4191　 059-221-1093)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。

国際理解料理講座
｢おうちで簡単！
韓国家庭料理｣
(財)鈴鹿国際交流協会

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

　簡単な韓国語のあいさつや

文化、風習を習いながら、自宅

でできる韓国の家庭料理を学

びます。

と　き　9月11日㈯　10時～

14時　

ところ　文化会館調理室

内　容　韓国風ユッケ、ジョ

ン(ピカタのようなチヂミ)2

種、ワカメスープ、プルコギ、

バッチュ(小豆粥)デザート

風など(予定)

講　師　金　淑子(キム・スク

チャ)さん、申 絹愛(シン・

キョネ)さん

定　員　32人(先着順)

参加料　一般1,200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、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1-18-18　

(財)鈴鹿国際交流協会へ

※受講案内は、9月6日㈪発送予定

です。

8月の納税 
○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

　今年の 4月、市内の小学 1年生の男児が

虐待を受け、意識不明の重体となった痛ま

しい事件が起きたことは、記憶に新しいと

思います。平成 20 年には｢児童の虐待防止

に関する法律｣が改正され、通告の義務に

加え、児童の安全確認のための立入調査の

強化など、児童虐待防止対策の強化が図ら

れましたが、児童虐待に関する事件は後を

絶ちません。

　児童虐待が起きる要因はさまざまです。

子育てへの不安、家族関係のストレス、

経済状況、地域の中での孤立感などが影

響し、児童虐待はどこの家庭でも起こり

得る問題と言われています。また、保護

者自身が虐待行為をやめたいと思ってい

ても続けてしまい、苦しんでいる場合も多

くあります。

　このような状況の中、地域の中で子ども

や家庭の様子を見守り、子どもが虐待の被

害に遭わないよう、早期の発見や未然に防

止するための対応も必要です。虐待を防ぐ

という面だけでなく、虐待を｢生み出さな

い｣地域や社会をつくっていくために、わ

たしたち一人ひとりがこの問題について考

えていくことが必要です。

　地域のきずなを大切に、子育てに関して

相談し合ったり、支え合ったりすることが

できるようなあたたかい関係をわたしたち

一人ひとりが築き、子どもが安心して育つ

社会をみんなでつくっていきましょう。

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 

地域であたたかい関係を築こう

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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　　鈴鹿サーキット開場からほどなくして開催された

2輪・4輪の国際レースは、クルマ業界だけでなく社

会的にも大きなインパクトを与えました。

　　続いて鈴鹿サーキットが取り組んだのが耐久レー

スの開催と定着です。耐久レースとは、複数の選手

が1台のマシンを交代で運転しながら長距離を走り

切るというものです。市販車を改造したクラスが多

く、より手軽に参加できるという側面もあります。

　　時は1960年代半ば。高速道路の建設ラッシュを

迎え、クルマ・バイクのさらなる高速耐久性が求め

られた時代でもありまし

た。2輪では昭和39年の

18時間耐久レース、4輪で

は昭和40年の500km耐

久レースを皮切りにさま

ざまな距離・時間での耐

久レースが開催されまし

た。これらが現在の「“コカ・コーラ ゼロ”鈴鹿8耐」、

「ポッカGTサマースペシャル」の礎となったのです。

　「広報すずか」では、7月5日号から有

料広告を掲載しています。ほかにも市で

は、ホームページや転入者用便利帳など、

さまざまな広報媒体を利用して自主財

源の確保を図っています。こうした動き

は鈴鹿市に限ったことではなく、厳しい

財政状況の中全国的にも広がっており、

中には、市職員の給与明細に広告を掲

載しているところもあります。

　有料広告の掲載については、そ

のほかにも地域経済の活性化、住

民による情報提供の活発化といっ

た効果が期待されますが、何より

も、広告を掲載することで今まで

以上に皆さんに興味を持って読ん

でいただけるのではないか、「市民

と広報すずかの橋渡し」、そんな効

果があればと思います。（正）

表紙写 真  

撮影場所  五祝町

撮影日  平成21年8月14日

撮影者  秘書広報課

稲刈り

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 耐久レースの産声

第3回鈴鹿1000km
自動車レース（昭和43年）

　第3回U－15ボクシング中日本代表

選考会を突破し、全国大会へ出場する

ニイミボクシングジム所属の二人です。

　大杉 翔太さん
　格闘技好きの弟がジムに入会

したのがきっかけで、僕も小学5

年生のときに入会し、ボクシング

と出会いました。

　最初は、すごく練習がきつくて

挫折しかけましたが、どんどんテク

ニックを覚えていくことでボクシン

グの魅力にとりつかれていきまし

た。積み重ねてきた練習どおりに、

試合で力を発揮できたときがボク

シングをしていて一番楽しいです。

　僕はサウスポーで、得意のパン

チは左ストレートです。練習どおり

に左ストレートでカウンターが決

まったときはとても快感です。

　昨年も全国大会へ出場しました

が、勝てませんでした。今年はラス

トチャンスなので、自分のために

も絶対に優勝を勝ち取ってきます。

　後藤 幸希さん
　小学6年生のとき、父の知り合

いのプロボクサーを見学するため

にジムへいきました。そこで、本

物のプロのスピード、手数、力に

圧倒され、ボクシングの世界に一

気に引き込まれました。

　はじめは、1ラウンド3分を動き

続けるスタミナがなく、とてもき

つかったですが、ハードな週6日の

練習やロードワークの積み重ねで

どんどん上達しました。ボクシン

グをしていて一番楽しいときは、

なんといっても試合で勝ったとき

です。これからも、攻めるボクシ

ングで勝ちをもぎ取っていきます。

　全国では、悔いの残らないよう

に、今持っている自分の力をすべて

出し切り、普段の練習の成果を発

揮してきます。これまで、支えてく

れた人たちのためにも優勝を狙っ

ていきたいです。

　

大杉 翔太さん
平田野中学校3年
中学42.5㎏級

後藤 幸希さん
神戸中学校2年

中学40㎏級

 

キ
ー
ボ
ー
ド




