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特 集

　　子安観音寺で行われた「あかりフェスタ」の様子

です。心配していた雨が途中から降ってきましたが、

雨にぬれた地面にあかりが映り、より幻想的になり

ました。
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障がい者雇用障がい者雇用

　「障害者雇用の促進に関する法律」で定められた日本の障がい者雇用率1.80％は、現在も達成

されず、諸外国に比べてもその割合は低くなっています。

　このような中、世間での障がい者雇用の認識は徐々に高まりつつあり、雇用は増加傾向にあり

ますが、就労できる機会や仕事内容はまだまだ少ないのが現状です。一方で、就職を希望する障

がい者は「自分のできることに挑戦したい」「社会の役に立ちたい」という願いを持っています。

　こうした障がい者の願いと実際の雇用をどう結びつけるか、今回の特集では、本市の障がい者

雇用の状況とその就労現場を紹介し、障がい者雇用の促進について考えます。
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　雇用状況の各年の推移を見る

と、年々実雇用率は増加傾向にあ

りますが、法定雇用率1.80％を下

回っています。

　産業別で見ると、製造業の実雇

用率がもっとも高く、卸売・小売

業、飲食店などでは実雇用率が低

くなっています。

　会社規模別で見ると、大規模な

企業になると法定雇用率を順守

し、逆に中小企業になると順守で

きていない傾向にあります。

　昨年度の三重県の民間企業の実

雇用率は1.50％で、全国平均1.63％

を大きく下回って全国最下位と

なっています。また、その中でも、

鈴鹿・亀山地区は1.40％と県内で

も下位になっていることから、鈴

鹿・亀山地区は全国的に見ても障

がい者雇用が非常に進んでいない

地域だといえます。

　　新たに、企業に義務づけた法定雇用率の計算に、週の労働時間が20時間以上30時間未満

の短時間労働者が対象に加わりました。

　　障害者雇用納付金制度とは、雇用率未達成企業から納付金を徴収し、雇用率達成企業に

対して調整金を支給する制度です。その対象事業主が、「常用雇用労働者が201人以上の事

業主」へ拡大されました。

7月から障害者雇用促進法の一部が改正されました

障害者雇用納付金制度の適用対象事業主の範囲拡大

短時間労働者が法定雇用率の算定対象へ

各年6月1日現在各年の推移
全国でも下位に低迷

年

平成19年

平成20年

平成21年

企業数

86

91

89

障がい者数

195人

223人

225.5人

実雇用率

1.30%

1.30%

1.40%

達成企業割合

44.2%

41.8%

47.2%

平成21年6月1日現在

（ハローワーク鈴鹿  平成22年度業務年報より）

※障がい者数は、精神障がい者の短時間労働者1人を0.5人
　としてカウントしています。

会社規模別

56～99人

100～299人

300～499人

500～999人

1,000人以上

34

40

9

4

2

35人

63.5人

32人

51人

44人

1.38%

1.11%

0.95%

2.24%

1.99%

55.9%

37.5%

22.2%

100.0%

100.0%

平成21年6月1日現在産業別

製造業

情報通信・
運輸業

卸売・小売
業、飲食店

医療・福祉・サー
ビス業、その他

企業数産  業 障がい者数

41

16

5

27

103人

47人

5.5人

70人

1.50%

1.37%

0.83%

1.36%

46.3%

43.8%

20.0%

55.6%

実雇用率 達成企業割合

企業数規  模 障がい者数 実雇用率 達成企業割合

障がい者雇用の状況は？障がい者雇用の状況は？
　　ここでは、鈴鹿・亀山地区の障がい者雇用のデータから、この地域の障がい者雇用の状況を紹介します。

鈴鹿・亀山の障がい者雇用の状況
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　5年ほど前から玉城製作所でお

世話になっています。今は、車のド

アロックシステムの部品の組み立

てを中心に働いています。

　働き出したときは、職場の環境に

なじめるかどうか、続けられるかどう

か不安でしたが、職場の人たちの助

けもあって今日まで続けられていま

す。職場はとても楽しく、皆さん優し

くしてくれます。仕事をしていると大

変なときもありますが、働いていること自体に喜びを感じています。

　初めてお給料をもらったときはとてもうれしかったのを今でも覚えています。今でも、当時

のお給料で買った自転車は、風

の日も雨の日も通勤に使ってい

るお気に入りです。それに、お給

料は使うだけではなくて、きち

んと貯金もしています。

　まちを歩いていて、自分が組

み立てた部品が使われている種

類の車を見かけるとうれしくな

ります。これからも毎日、今まで

どおり頑張って働いてたくさん

お金をかせぎたいです。

〒513-0824　鈴鹿市道伯町1921番地

　 378-8091　   378-8870　

有限会社 玉城製作所
福祉的就労と一般就労

　障がい者が働く場合、大きく分けて一般就

労と福祉的就労があります。

　一般就労とは一般企業へ就職することで

す。一方の福祉的就労とは、福祉作業所など

の施設で働くことで、同じく障がいを持った

人と一緒に働きます。しかし、こうした施設で

得られる賃金はとても少ないのが現状です。

　今、障がい者の地域における福祉的就労から一

般就労への移行が課題となっています。

障がい者雇用障がい者雇用

障がい者就労、その現場障がい者雇用、その現場
　 ここでは、障がい者雇用に積極的に取り組む企業で実際に働いている障がい者の様子や声を紹介します。

働くことが喜び 就労者　山上さん
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　雇用開始当初は、何もかも手探りの状態で、どう接すればよ

いのか、どれくらい仕事を任せられるのかと不安に思うこと

もありました。しかし、そんな不安もすぐになくなりました。

なぜなら、試行錯誤しながら雇用していく過程で、彼らの実際

に働く姿を見て、まじめさ、素直さを肌で感じたからです。

　障がいの有無に関係なく、実際にその人間が持つ能力でで

きる仕事を任せることが大切なのではないでしょうか。わが

社では、障がいを持っているからといって、特別な配慮は何も

していません。皆同じ気持ちを持って働いている仲間です。む

しろ特別な配慮をしないことで、本人がやる気を持って仕事

に臨んでいます。

　「障がい者に任せる仕事がない」、こうした考え方が障がい者雇用が進まない理由の一つとし

てよく挙げられます。しかし、組織として仕事を細分化するなど、任せられる仕事を生み出し、彼

らの働く場所を作る工夫が大切です。その工夫をすることで、仕事の見直しができ作業効率が上

がるなど、さまざまな相乗効果も生まれます。また、それだけでなく、経営者はもとより、職場全

体で福祉を理解する「心」を共有することが一番大切だと思います。

　7年ほど前に、山上さんから障害者総合相談支援センターあいの前身にあたる相談センターへ

相談があり、そこから支援が始まりました。当時の担当者と市の職員が本人や家族と相談を重ね

て本人の可能性をさぐり、職業訓練やジョブコーチなどのサービスを生かした支援を続け、相談

を受けてから2年ほどで常用雇用の就労に結びつきました。

　現在は、2、3カ月に一度の職場訪問や月1回の本人との面談、家族との相談を通して雇用後の

フォローをしています。

　彼は常に仕事に全力投球なので、職場で感情が不安定になり、会社を飛び出してしまうこと

もあります。そのときは、本人や家族、会社と密に連

携をとり、継続して就労しやすい環境を作るお手伝

いをしています。

　大変なときもありますが、最近は感情をコントロー

ルできるようになってきたなど、成長する姿を見てい

ると支援する側も励みになります。

　本人が意欲を途切れさせないように、仕事だけで

なく生活全般の本人の状況をしっかりと理解して、

それに合わせて支援の方法を変えていくことが大

切です。これからも彼らしい人生を歩んでいっても

らえるようにサポートをしていきたいです。 西村さん 吉田さん

障がい者雇用の環境作り就労しやすい環境作り
　 ここでは、実際に障がい者雇用に取り組む経営者と働く障がい者の相談支援員の声を紹介します。

能力が発揮できる職場作り

就労する生活環境を支援

（有）玉城製作所
代表取締役社長 田中國雄さん

障害者総合相談支援センターあい　相談支援員
吉田真理子さん、西村友子さん
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　障がい者が働きやすく、企業が利益を上げなが

ら雇用を維持するためには、企業と障がい者の努

力が必要です。しかし、仕事に行く前提となる安定

した生活環境の確保、医療機関との情報共有など

企業努力にも限界があります。また、障がい者本人

も実際に働いてみないと分からない部分が多く、

障がい者の努力にも限界があります。しかし、企業

や障がい者が持つ悩みは、支援機関への相談で解

決することが多くあります。ハローワーク、障害者

総合相談支援センター、市を中心とした支援機関

へ、ぜひ相談してください。

　各支援機関が連携し、目の前にある課題を一つ一

つ解決できれば、雇用の可能性は高まります。しか

し、それだけでは障がい者雇用の拡大にはつながりません。何より市民の皆さんの障がいへの理

解が必要です。人間の能力に応じて働く機会が均等に与えられる社会を共にめざしましょう。

　ハローワークの担う主な役割は、いかに企業と障がい者との架け橋になれるかです。それに

は、企業の求める人材と障がい者の希望・能力をいかにしてマッチさせるかが重要となります。

　そのため、障がい者との細やかな相談から就労意欲・（潜在）能力を導き出し、本人の希望に沿

うような職場の紹介を心掛けています。そして、ただ結びつけるだけでなく、

就職後のフォローアップも重要な仕事の一つです。

　ハローワークでは、企業に対しさまざまな支援策を提案し障がい者の雇用

に対する不安を減らすことのほか、就職者に対する職場定着指導を行い職

場定着の促進を図っています。また、雇用を前提に試しに３カ月間実際の

職場で働くことができる「トライアル雇用」制度のほか各種助成金の活

用、三重障害者職業センターの支援員が職場に赴き障がい者と事業

主に対し支援を行う「ジョブコーチ」などの手立てを効果的に組み合

わせて雇用の促進を図っています。

　障がい者雇用の拡大には、企業の障がい者に対する正しい理解と

認識が必要です。障がい者雇用の進んでいない企業は、今一度職場

の見直しを行い障がい者の就労が可能な職域の開拓を真剣に取り

組み、１人でも多くの雇用を生み出していただきたいと思います。

ハローワーク鈴鹿　〒513-8609　神戸九丁目13番3号　  382-8609　  383-5594

市民の理解

障がい者

企業

障害者総合
相談支援センター

あい

ハローワーク

市

障がい者雇用障がい者雇用

障がい者雇用のカギは？障がい者雇用を促進するには？
　ここでは、障がい者雇用の問題解決に携わる支援機関の声を紹介し、障がい者雇用の促進について考えます。

障がい者雇用の正しい理解を ハローワーク鈴鹿
所長　村林正人さん

働く機会が均等に与えられる社会へ
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　障害者総合相談支援センターあいでは、障害者就業・生活支援センターとして、相談業務、個別

支援プログラムの作成、職業準備訓練、現場実習、就労後のアフターフォローなどを、市やハロー

ワークなどの支援機関と連携・協力して行っています。

　支援のネットワークの中でわたしたちが担う役割は、常に障がい者の立場にたって調整役を

務めることです。相談に訪れる障がい者は千差万別です。本人の性格、支える生活基盤、生き方な

ど一人として同じ状況の方はいません。その一人ひとりの状況をくみとって支援

へつなげることがもっとも大切です。

　 「社会の役に立ちたい」、「働いてお金を稼いでみたい」そんな気持ちを持った障

がい者はたくさんいます。わたしたちは、そんな可能性あふれる障がい者へ活躍

の場を提供する一つの歯車であり続けたいです。

　働くことはだれにでも認められた権利です。

　働こうか迷っている、一歩踏み出せないでいる方がいるのなら、

まず、働くことに対する意欲を持ってください。働くことは喜びだ

けでなく、つらいこともあります。しかし、それは一人の人間として生

きる上で当然のことです。失敗するのも人間としての権利なのではないで

しょうか。わたしたちも障がい者と一緒になって笑い、喜び、ときには泣き、

悲しみながらサポートしていきたいと思います。

　障害者自立支援法は、障がい者の就労支援施策の充実を柱の一つとしており、市では福祉的

就労での工賃増加や一般就労の支援など障がい者が地域で自立した生活を送るための施策に

取り組んでいます。

　障がい者就労では、医療面や生活面での支援が必要なため、すぐに雇用につなげることが難

しい場合があります。仕事に就く前提として、生活面を安定させることは最

低限必要な条件です。市では、そんな問題を解決するために、まず仕事に就

く環境づくりを支援することや求職活動をする前に必要な知識や能力向

上のための訓練などを受けていただくなどの各種福祉サービスを提供

しています。

　今後もセーフティネットを張りながら、支援機関と連携し障がい

者支援を行っていきます。しかし、支援機関の充実だけでは障がい

者雇用の拡大は望めません。市民の皆さんに「障がい者はできな

いことがたくさんある」ということではなく「ある程度の配慮が

あればできることがたくさんある」ということをご理解いた

だき、障がいの有無にかかわらず、共に過ごしやすい社会の

構築をめざすことが必要ではないでしょうか。

広報すずか特集「障がい者雇用」についてのご意見・ご感想は、保健福祉部障害福祉課へ
〒513-8701　障害福祉課　   382-7626　   382-7607（聴覚障がい者用　   382-7329）　   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp 

障害者総合相談支援センターあい　〒513-0801 神戸一丁目18番18号市役所西館2階　  381-1035　  381-1036

可能性あふれる障がい者へ活躍の場を 障害者総合相談支援センターあい
センター長 南川久美子さん

ノーマライゼーションをめざして 鈴鹿市保健福祉部
障害福祉課長　松井一人
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　市内の生産者団体の「鈴鹿のたまごPR推進会」、「み

のり会」との車座懇談会をそれぞれ開催しました。

　鈴鹿のたまごPR推進会は平成19年に結成され、看

板作成やイベントでの販売を通じて鈴鹿のたまご

のPR活動を行っています。

　みのり会は、昭和53年に結成された鈴鹿の植木生

産・卸業者の後継者の集まりです。植木事業の経営、

生産技術の改善向上などを目的に活動し、植木の普

及活動や植樹なども積極的に行っています。

　どちらの懇談会でも、「鈴鹿の活性化」や「地元で作

られたものを、もっと地元で消費してもらうには」な

ど、鈴鹿の第一次産業の未来について活発な意見交換

が行われました。

　太陽光エネルギーで走るソーラーカーの世

界大会「Dream Cup ソーラーカーレース鈴鹿

2010」が鈴鹿サーキットで開催されました。

　8時間と4時間の2つの耐久レースにエント

リーしたのは海外2チームを含む82チーム

で、技術の粋を集めたマシンが合計走行周回

数を競いました。鈴鹿市から参加した鈴鹿工

業高等専門学校チームも11位の好成績をあ

げ、観客から大きな拍手を受けていました。

　また、オランダから初参加したデルフト工

科大学チームが、大会前に市役所を訪れてデ

モ走行を行い、鈴鹿工業高等専門学校とも技

術交流を図りました。

7/30（金）・8/4（水）7/30（金）・8/4（水）

7/31（土）・8/1（日）7/31（土）・8/1（日）

鈴鹿の「卵」と「植木」　さらなる需要の拡大に向けて

クリーンエネルギーで突っ走れ！
ソーラーカーレースに82台がエントリー
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　鈴峰中学校区では、文部科学省の「学校支援

地域本部事業」の委託を受けて、深伊沢小学

校、庄内小学校、椿小学校、鈴西小学校、鈴峰中

学校の５校でさまざまな取り組みを行ってい

ます。今年度は、その取り組みの一つとして、

『早寝・早起き・朝ごはん運動』の推進に取り組

んでいます。

　この日は、その一環として、鈴峰中学校運動

場で、児童生徒や校区の住民約600人が参加

し「ラジオ体操の会」が開催されました。参加

者は、ラジオから流れるおなじみのかけ声に

合わせて体を動かして心地よい汗を流し、体

操を通じて地域のつながりを深めました。

　Ｆ1世界選手権シリーズに参戦中の小林可

夢偉さん（ＢＭＷザウバーＦ1チーム）が市長

表敬のために市役所を訪れ、1階市民ロビー

で歓迎のセレモニーが行われました。

　小林さんが登場すると、間近に見る現役

Ｆ1ドライバーの姿に観客から大きな拍手

と歓声が送られました。小林さんは、「7年振

りの鈴鹿でのレースを非常に楽しみにして

います」と日本グラ

ンプリへの意気込み

を語り、歓声にこた

えていました。

8/1（日）8/1（日）

8/6（金）8/6（金）

8/9（月）8/9（月）

　子どもたちによる主体的な健全育成活動の

推進に向け、子ども議会が開催されました。

　議員になったのは、市内の各小学校・中学校

から一人ずつ選ばれた子どもたち40人です。議

長もその中から選ばれ、実際の市議会と同じ手

順で進行しました。

　子ども議員たちは6

つのグループに分か

れ、学校生活、上下水

道、環境、交通安全、観

光、多文化共生のテー

マについて、事前に調査してきたことを発表

しながら、市長に鋭い質問を行いました。

地域が一つになって、イチッ、ニッ、サン！
鈴峰中学校区で「ラジオ体操の会」

日本期待の星！
Ｆ1ドライバー小林可夢偉さんが来庁

「市政について市長はどう考えていますか」
40人の子ども議員が議場に登壇

か　　　む　　　い



10 2010・9・5

暑さに負けず完全燃焼！「第14回すずかフェスティバル」 7/31（土）・8/1（日）7/31（土）・8/1（日）

　鈴鹿の夏の風物詩「すずかフェスティバル」

が、算所二丁目の弁天山公園をメイン会場に、

市内5箇所の会場で盛大に行われました。

　14回目となる今年は、市内外から103チー

ム、約3,000人の踊り子が参加し、近年にない

猛暑の中、その暑さにも負けないような自慢

の“熱い”踊りを披露しました。

　大勢の観客は、踊り子たちの迫力あるダン

スに圧倒されながらも、手拍子を交えなが

ら、一体となって盛り上がっていました。

賞　　名

すずかフェスティバル大賞

準すずかフェスティバル大賞

鈴鹿市長賞

鈴鹿商工会議所会頭賞

鈴鹿市教育委員会教育長賞

チーム名

皇學館大学“雅”

乱舞天王・蒼

風鈴鹿山

天狗ぅ

Copain Doll
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次回の募集は11月5日号掲載分です ●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内 ●申込み／9月13日㈪〜17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。

きつけ

三重県フライヤー連盟
石田隆久　 080-4226-3976

鈴鹿商工会議所 中小企業振興部　 
382-3222

鈴鹿第1団
大久保猛　 374-3288

鈴鹿ＥＭ交流会
382-6039

民族衣裳着付同好会
儀賀　 386-3827

鈴鹿市アーチェリー協会  
  　388-1351　  suzuakyo@live．jp

田中均
　 388-1657

成田郁代
059-279-3616

NDC本部　 
386-2509

対象／小学生以上　とき／9月26日
㈰10時〜15時、雨天荒天延期10月
3日㈰　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　※当日会場にて受け付け

対象／年長児〜小学3年生の男女 
とき／9月26日㈰10時〜12時　ところ／
当団野営訓練所（木田町）　内容／野外
料理の体験や楽しいゲームと説明会
参加費／無料　※ご家族でご参加を

とき／9月17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。

ハーティ友手  日比 
　090-7036-4082

とき／10月8日㈮から毎週金曜日19時
30分〜21時、全8回（理論編3回・実践
編5回）　ところ／社会福祉センター
費用／1万円　締切り／9月30日㈭
※お気軽にお問い合わせください。

とき／10月5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・冠婚
葬祭などの着付・常識をマスター　定
員／10人　受講料／12回で8,400円

とき／9月11日㈯9時〜12時　と
ころ／鈴鹿スポーツガーデン多目
的広場　参加料／500円　申込
み／電話か電子メールで　※随
時会員募集中、練習は毎週土曜日

とき／毎週水曜日9時50分から
ところ／市立体育館会議室　
参加費／月4,000円　※お子
様連れママ歓迎。みっちり、しっ
かり、じっくり汗を流します。

とき／10月7日㈭〜11月15日㈪毎週月・木曜
日の12日間、18時30分〜20時30分　とこ
ろ／鈴鹿商工会議所　内容／日商簿記3級程
度　定員／40人　受講料／会員・学生9,000
円、一般1万8,000円　※9月24日㈮締切

とき／9月16日㈭より第1・3木曜日13
時から　ところ／NDCホール（江島町）
参加料／全6回3,000円　※先着10
人、着物の販売などはありません。今
回文化センターの募集はありません。

対象／13歳〜69歳　とき／10月2日
㈯、3日㈰　出発／市役所西玄関9時
参加料／1万8,000円（宿泊込）　申込
み ／ 9 月 2 0 日 ㈪ ま で に は が き で
〒510-0212中旭が丘2-7-31田中均へ

簿記講座の受講生募集 御嶽登山参加者募集

鈴鹿盆栽会
田畑信夫　 382-1138

とき／9月25日㈯10時〜17
時、26日㈰9時30分〜16時
ところ／文化会館さつきプ
ラザ　入場料金／無料　※
盆栽相談コーナー有り

中島　孝　 382-5696
山中悦子　 384-3928

とき／10月24日㈰13時から　ところ／ジェ
フリーすずか　講師／長谷柑生　参加費／
1,000円　主催／鈴鹿市俳句連盟　申込
み／雑詠3句を〒513-0809 西条8-66 中
島孝へ　9月30日㈭必着　※当日2句

鈴鹿市民俳句大会 第42回市民銘品盆栽展

ＥＭ勉強会

鈴木利昭
383-0712

とき／9月23日（木・祝）　内容／三歩協秋季
大会10㎞　集合／菰野B＆Gセンター9時
参加費／300円　とき／10月3日（日）　内容／
海岸道を歩く（4）7ｋｍと13ｋｍ　集合／伊
勢若松駅前8時20分　参加費／200円

三重県司法書士会
　 059-224-5171

とき／9月25日㈯10時〜16時　ところ／
三重県司法書士会館　内容／高齢者、
障がいがある方の成年後見制度利用な
どに関する相談。借金に関する相談も可
能。相談・面談は　  059-226-3932

話し上手は聴き上手
傾聴入門講座

市民アーチェリー教室と
会員募集

快感！快汗！貯筋！
エアロサークル

ボーイスカウト
ちょこっと体験

パラグライダー浮上
体験飛行

NPOきもの着付・組紐教室
（非営利）

MOA鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

とき／9月26日㈰14時〜16時　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内
容／自分の畑で栽培された野菜から
種を採取する方法を勉強します　講
師／板坂康行　受講料／300円

自然農法セミナー
自家採種方法

ソフトエアロビクス
サークル生募集

鈴鹿市民歩こう会

坂口
　 368-3605

とき／毎月木・土曜日各2回、9月2日㈭・
16日㈭11時から、9月4日㈯・18日㈯13時
30分から　ところ／2日、16日：牧田会館、
4日：ふれあいホール、18日：労働福祉会館
参加料／木曜日：無料、土曜日：月1,500円

アクロキッズ  石井
　090-7916-5101

対象／幼児と小学生　とき／第1
〜3金曜日15時〜16時、16時〜17
時　ところ／市立体育館大会議室
内容／マット、鉄棒、跳び箱などを
マスターしてかっこよく決めよう。

器械体操アクロキッズ
体験者募集

集まれ！歌大好きっ子！　
団員募集

第2回わがまち景観
フォトコンテスト募集

鈴鹿弓道協会
志村良夫　 385-0655

対象／中学生以上、老若男女　とき／
10月9日㈯から毎週土曜日14時から
ところ／椿大神社弓道場　内容／弓
道の基礎を習得　申込み／9月30日
㈭までに志村へ　※初心者歓迎

椿大神社で弓道を学びたい方
募集

八野ワークセンター
　378-8881

とき／9月26日㈰10時から　ところ／深
谷公園　内容／テレビで紹介された海
洋楽研究所来演。その他、鼓笛隊発表、
カラオケ大会、グルメ街、バザー、マッ
サージなど楽しいイベントもりだくさん。

第23回「福祉の森まつり」Jゴスペルを共に歌いましょう

西部少年少女合唱団
父母の会 佐藤 　371-3219

対象／小学1年生〜高校生　とき／
毎週土曜日10時〜11時30分　とこ
ろ／深伊沢小学校　内容／みんな
で楽しく歌っています。イベントなど
参加。いつでも見学に来てください。

無料成年後見相談会 鈴鹿不登校を考える親の会

三重県建築士会鈴鹿支部
草野　 090-1280-1200

とき／10月20日㈬まで　内容／未来
に残したい亀山・鈴鹿市内の建物、町
並みなどの写真募集　※応募方法、
詳細はホームページをご覧ください。

保井
 　　090-4185-1514

とき／9月14日㈫19時〜21時　ところ／
白子公民館（近鉄白子駅東口徒歩5分）
参加費／100円　※不登校の子を持つ
親を中心とした集まりです。気軽に参加
できると思います。初めての方どうぞ。

サークル代表
　 383-6165

とき／毎週水曜日10時〜11時　と
ころ／一ノ宮公民館ホール　※や
さしいエアロビクスで楽しくいい
汗流しませんか。見学・体験大歓迎
です。ご連絡お待ちしています。

道家志真子
　 386-7353

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：子
育て暮らしのしゃべり場、午後：桂先生
の歌とトークの特別授業　参加費／
500円　※男性の参加も歓迎です。

NPO法人三重県アマチュア軽音楽協会
　柳原　 090-7686-8205

とき／第1・3金曜日18時から　と
ころ／牧田コミュニティセンター
内容／初心者向けの気軽なギター
弾き語り講座　参加料／月500円
※年齢不問・見学自由

ギターをはじめてみませんか第40回鈴鹿市母親大会

河西
　　090-1750-6245

対象／気分障がいで生き辛さを感じて
いる方　とき／9月14日㈫14時〜15
時30分　ところ／社会福祉センター
内容／当事者による分かち合いの会
参加料／500円　※申込不要

あなたは、一人ではないのです

こちら すずか

情報局
※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。

http://www.kenchikushikai．hp．infoseek.co．jp／
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国勢調査ってなに？

国勢調査はどうやって行われるの？

・調査は5年ごとの10月1日を基準日として実施します。

・住民票などの届出に関係なく、日本に住むすべての人・

　世帯が対象です。外国人も調査の対象になります。

・個人情報は厳重に守られます。

・調査には報告義務があります。

・調査結果は、手軽に閲覧・利用できます。

　国勢調査とは、人口・世帯の実態を明らかにする国の最も重要な統計調査のことです。

　 9月下旬から調査票を配布します
　　国勢調査員が世帯を訪問し、「調査票」、「郵送提出用封筒」、「調査票の記入のしか

た」を「調査書類収納封筒」に入れて配布します。

　 10月7日㈭までに調査票を提出してください
　　封入して調査員へ提出する場合・・・調査員が伺いますので、「調査書類収納封筒」に

入れて封をして提出してください。

　　郵送で提出する場合・・・「郵送提出用封筒」を用いて、ポストへ投函してください（切

手不要）。調査員と会う時間がない方でも提出ができます。

　 10月1日現在で調査票を記入してください
　　本年10月1日現在の各世帯の実態について把握するものです。「世帯員一人ひとり」

と「世帯全体」についての20項目を記入してください。

　 集計完了次第、順次公表します
　　結果は、速報集計、基本集計、抽出詳細集計などの区分により、集計の終わったもの

から順次公表します。最初の調査結果である人口・世帯数の速報は、平成23年2月に公

表します。

ポイント

情報館　　国勢調査❶

国勢調査にご協力ください平成22年国勢調査を実施します
　今年は国勢調査の年です。国勢調査は、5年に1回、10月1日を基準日として、
日本に住んでいるすべての人・世帯を対象に行われる、最も基本的で大切な調査です。

企画課  統計グループ　   3 8 2 - 7 6 7 6　   3 8 2 - 9 0 4 0
  　 k i k a k u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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個人情報は守られるの？

国勢調査には報告義務があります

国勢調査からわかること

　調査員は、調査票が封入された封筒を開封しません。国勢調査に従

事する者には「統計法」による守秘義務が課せられます。また、今回の

調査から郵送でも提出できるようになりました。調査員へ手渡したく

ない方も提出できます。

　調査票を統計目的以外に使用することは、固く禁じられています。

提出された調査票は厳重に保管され、集計が完了した後、溶解処理さ

れます。

国勢調査員はどんな人？

　国勢調査員は、国勢調査のために市区町村長の推薦に基づき、

総務大臣から任命された非常勤の国家公務員です。本市では約

1，000人の方が任命されています。調査員には、顔写真付き「調査

員証」が交付され、国勢調査業務にあたるときには、「調査員証」

を携帯し、提示を求められたときには、必ず提示するよう義務付

けられています。

　国勢調査の結果は、社会経済の発展を支える基礎データとして利用されていることから、調

査には非常に高い信頼性が必要です。そのため、統計法では、「調査票を記入して提出する義務」

が定められています。

　国勢調査から得られるさまざまな統計は、児童福祉、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策な

ど国や地方公共団体の政治・行政で利用されます。さらに、民間企業や研究機関でも広く利用さ

れるなど、わたしたちの暮らしのさまざまな分野で役立てられます。

地域別人口と世帯数

高齢化が進んでいる地域

若者や女性の就業状態、雇用形態

世帯構成の変化　

昼間人口、人口集中地区、人口移動など

溶解

調査の内容、調査票の記入方法などについて不明な点があれば、国勢調査コールセンターを

ご利用ください。コールセンターのご利用は通話料金が必要です。

設置期間　9月11日（土）～10月31日（日）　　　　　受付時間　8時～21時

国勢調査コールセンター　   0570-01-2010（ナビダイヤル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-6738-6677（ＩＰ電話・PHSの場合）

国勢調査コールセンター

見  本
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　日本スポーツマスター

ズは、競技志向の高いシ

ニア世代を対象としたス

ポーツの祭典です。

　スポーツクラブやチー

ムなどで日常的、継続的

にスポーツに親しんでい

る選手らが「自己の技量

を試す場」であり、オリン

ピックや国際大会、国民

体育大会などで活躍した

アスリートにとっての

「セカンド・ステージ」で

もあります。

日本体育協会

三重大会

問合せ

日本スポーツマスターズ

日本スポーツマスターズ2010

三重大会実行委員会事務局

〒510-0261 御薗町1669

（財）三重県体育協会内

　 372-3611　  372-3881

http://www.japan-sports.or.jp/masters/index.html

http://www.sportsmastersjapan2010.jp/

サッカー（男子）サッカー（男子） 水泳 軟式野球（男子）

バドミントンボウリング テニス バレーボール

水泳 軟式野球（男子）

バドミントンボウリング テニス バレーボール

鈴鹿で開催
される競技
鈴鹿で開催
される競技

情報館　　日本スポーツマスターズ❷

日本スポーツマスターズ２０１０
三重大会
　今回で10回目の日本スポーツマスターズが9月13日㈪から21日㈫まで三重県で開催されます。鈴鹿では大会
期間中、約3,000人の選手が参加します。ぜひ、市民の皆さんも各会場で選手たちに熱い応援をお願いします。

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

に   まる いち まる
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と　き

ところ

内 容

と　き

ところ

内 容

と　き

ところ

内 容

と　き

ところ

内 容

と　き

ところ

内 容

と　き

ところ

内 容

　　　　10月3日（日）13時から

　　　　市民会館

　　　　子どもも楽しめるキッ

クオフイベントです。元F1レー

サー中嶋悟さんのトークショー

も行います。入場無料です。

　　　　10月7日（木）17時から

　　　　鈴鹿サーキット

　　　　動力を持たず、傾斜を

利用して進むカートを作成し

て競います。F1関係者参戦予

定です。

Ｆ１地元イベント情報

 

※2010鈴鹿BOXKARTグランプリは、掲載の入場券を切り取ってメインゲートで掲示すると、5人まで

　　入園が無料です。車で来場する場合は別途駐車料1，000円が必要です。

※イベントは予定です。中止、変更となる場合があります。

※F1開催中は、交通渋滞や混雑が予想されます。ご理解とご協力をお願いします。

　　　　　10月2日（土）～10日（日）

　　　　鈴鹿ベルシティ

　　　　F1の開催気運を盛り上

げつつ、鈴鹿の伝統工芸品（鈴

鹿墨・伊勢型紙）を紹介します。

垂井ひろし墨アート展・
伊勢型紙F1マシン展示

鈴鹿日本グランプリ
おもてなしキックオフデー

　　　　10月8日（金）～10日（日）

　　　　鈴鹿サーキット

　　　　観光や物産のPRや地

元のお得な情報を発信します。

　　　　10月8日（金）14時から

　　　　SUZUCOMIイベント広場

　　　　ご当地グルメ大会、F1

トークショー、コンサート、ビン

ゴ大会など。

2010鈴鹿BOXKARTグランプリ

鈴鹿日本グランプリ
地元前夜祭

鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会

観光・物産PRブース出展

　　　　10月11日（月・祝）9時から

　　　　鈴鹿サーキット周辺

　　　　ボランティアを募り、鈴

鹿サーキット周辺を清掃します。

参加者には特典があります。

鈴鹿日本グランプリ
クリーンアップ大作戦

382-9020    382-0304　  shogyokanko@city.suzuka.lg.jp　  http://suzuka21.com/

問
合
せ

鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会事務局（商業観光課）

ボックスカート

情報館　　鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会❸

F1関連イベントを開催しますF1関連イベントを開催します
　今年も10月8日（金）から10（日）の3日間、モータースポーツの聖地鈴鹿でF1日本グランプリが開催されます。
鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会では、地元の皆さんが参加できるイベントを開催します。
　今年も10月8日（金）から10（日）の3日間、モータースポーツの聖地鈴鹿でF1日本グランプリが開催されます。
鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会では、地元の皆さんが参加できるイベントを開催します。

商業観光課　   3 8 2 - 9 0 2 0   　 3 8 2 - 0 3 0 4
　 s h o g y o k a n k o @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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　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・電柱広告などをいいます。

屋外広告物とは

　原則として市長の許可が必要です

　屋外広告物を設置をする計画段階で相談後、許可申請をしてくだ

さい。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

書とシール）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。

　広告物の発注は登録業者へ

　屋外広告物の設置を業者に発注する場合は、屋外広告業の登録業

者であることを確認してください。

　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、建築確認などが必要な場合があります。

　設置できない地域があります

　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

イパスなどの屋外広告禁止路線とその両外側100ｍ以内の区域、公

共施設とその敷地、墓地などは、屋外広告物を設置できません。

※屋外広告禁止路線については、今後追加の予定です。道標や店舗などの敷地内

広告は、禁止地域における基準内で設置可能です。

　路上に立看板などは設置できません

　信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレールなどの禁止物件には、

はり紙、はり札、広告旗(のぼり旗)、立看板などは設置できません。市

では定期的に巡回し、違反広告物・無許可広告物を除却しています。

　営業のため、自己の店舗・事業所敷地内に設置している看板(壁や屋上広告も含む)であっても、

1方向ごとに看板面積を合計した場合に、1方向でも看板面積の合計が10㎡を超える場合には許可

申請が必要です。

ルールを守りましょう

自家用屋外広告物であっても申請を

屋外広告物許可証

除去作業

 

 
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。

情報館　　屋外広告物❹

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
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
　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
観を損ねるだけでなく、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。

　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
観を損ねるだけでなく、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。

都市計画課　   3 8 2 - 9 0 2 4　   3 8 4 - 3 9 3 8
　   toshikekaku@city.suzuka.lg.jp 



172010・9・5

　「災害時要援護者台帳」とは、災害時に何らかの支援が必要な方のうち、個人情報の開示に同意

された方を登録した台帳です。この情報を自治会や民生委員児童委員と共有することで、災害発

生時に地域の皆さんの「共助」による速やかな支援に役立てていただけます。

① 65歳以上の一人暮らしの方

② 75歳以上のみの世帯の方

③　65歳以上のみの世帯で、介護度3以上の方がいる世帯の方

④ 介護度「要支援」以上の一人暮らしの方
⑤ 身体障害者手帳1級か2級をお持ちの一人暮らしの方

⑥ 療育手帳をお持ちの一人暮らしの方
⑦ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの一人暮らしの方

対象者

登録をするには

○今回、高齢者などで調査する方は、平成21年9月2日から平成22年8月1日の間に対象年齢に達したなど、新

たに対象となる方です。民生委員児童委員が伺いましたら、ご協力をお願いします。前回登録されなかった

方で、今回登録を希望される方や①から⑦には該当しないが登録を希望される方は、市へご連絡ください。

○登録申請書に地域支援者（災害時要援護者の支援を行っていただける近隣の方）の記入が必要です。地域

支援者は、原則としてご自身や家族で依頼し、必ず了解を得てください。

○地域支援者に支援の責任を課すものではありませんので、近隣の方から地域支援者の依頼があった際には、

ご協力をお願いします。

生活支援課　   382-9012  　382-7607　  seikatsushien@city.suzuka.lg.jp
長寿社会課　   382-7935  　382-7607　  chojushakai@city.suzuka.lg.jp
障害福祉課　   382-7626　  382-7607　  shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
防災安全課　   382-9968　  382-7603　  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

問  

合  

せ

　在宅で生活する次のいずれかに該当する方（施設入所者を除く）

■災害時要援護者台帳

◆障がいをお持ちの一人暮らしの方（上記⑤から⑦のいずれかに該当する方）

◆高齢者など（上記①から④のいずれかに該当する方）

民生委員児童委員が戸別に訪問します。

障がい者手帳交付時に、申請書などをお渡しします。

担当区域の民生委員児童委員が戸別に訪問し、調査（申請書の配布、台帳登

録にかかる同意の確認作業、申請書の受理など）を行います（10月上旬まで）。

登録を希望される方は、障害福祉課へ申請書を提出してください。

情報館　　災害時要援護者台帳❺

災害時要援護者台帳に登録しませんか
　地震・台風・津波などの災害は、いつ起こってもおかしくありません。日ごろ
から万が一を想定して準備をすることが被害拡大を防ぐために重要です。ここ
では、「災害時要救護者台帳」についてお知らせします。

災害時要援護者台帳に登録しませんか
　地震・台風・津波などの災害は、いつ起こってもおかしくありません。日ごろ
から万が一を想定して準備をすることが被害拡大を防ぐために重要です。ここ
では、「災害時要救護者台帳」についてお知らせします。

生活支援課　   3 8 2 - 9 0 1 2　   3 8 2 - 7 6 0 7
　   s e i k a t s u s h i e n @ c i t y . s u z u k a . l g . j p  
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　　校給食センターへ請求してくださ

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　9月18日㈯　9時から

ところ　学校給食センター

内　容　面接

図書館を休館します
図書館　  382-0347　  382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　9月30日㈭から10月6日㈬ま

で、蔵書点検のための特別整

理期間により休館します。な

お、本の返却は夜間返却口を

ご利用ください。

｢鈴鹿市教育振興基本
計画(案)｣への意見を

募集します
指導課　  382-9028　  383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

　本市のめざす教育の方向性

を示した鈴鹿市教育振興基本計

画(案)を作成しましたので、皆

さんからの意見を募集します。

期　間　10月5日㈫〜11月4日㈭

閲覧場所　指導課、市政情報課、

地区市民センター

※市ホームページでも閲覧できます。

意見の提出　住所、氏名、意見

などを記入の上、直接また

は郵便、ファクス、電子メー

ルで指導課へ(様式は問い

ません)

※提出いただいたご意見は、類型

化してまとめ、市ホームページで

公表します。なお、個別には回

答しません。　

｢鈴鹿市廃棄物の処理
及び清掃に関する条例の
一部改正（案）｣への意見を

募集します
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　ルールを守って分別され、

地域ごとに決められた日に出

された資源物を、ごみ集積所

から無断で持ち去る行為が多

発しています。資源物の持ち

去り行為は市民に不信感を与

え、市民の協力の下に成り

立っている資源物の再資源化

システムに大きな影響を及ぼ

しています。こうしたことを

防止するため、持ち去り行為

を禁止する条例改正の考え方

を公表し、皆さんからの意見

を募集します。

期　間　9月6日㈪～10月6日㈬

閲覧場所　廃棄物対策課、市政

鈴鹿市学校給食センターの
嘱託職員を募集します

学校給食センター　  382-3273　  379-2501
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

対　象　下記のいずれかに該

当する方　

○調理師免許または栄養士免

許を取得の方

○学校給食調理場で1年以上

の勤務経験(勤務経歴書を

提出)を有し、昭和27年4月2

日以降生まれの方

内　容　学校給食センターで

の給食調理業務

定　員　1人

勤務条件　給与は14万100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　9月6日㈪から14日㈫

に、職員採用試験申込書な

どに必要事項を記入の上、

直 接 ま た は 郵 送 で 、

〒513-0028　岡田町724　

鈴鹿市学校給食センターへ

※申込書は、直接または郵送で学

 

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。
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　情報課、地区市民センター

※市ホームページでも閲覧できます。

意見の提出　住所、氏名、電話

番号を記入の上、直接また

は郵送、ファクス、電子メー

ルで廃棄物対策課へ(様式

は問いません)

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

　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日の台

風シー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、著しく遅れている日

本の下水道の普及を全国的に

展開するため｢全国下水道促

進デー｣として始まり、平成13

年から、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、海や川がきれいに

なります。

○公共下水道の供用開始区

域内では、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

ばならず、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｣

　　　　　　　　 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。

※油のついた食器などはキッチン

ペーパーなどでふき取ってから洗

い、油を含んだスープ類は浮いた

油を除いてから流してください。

また、事業所や飲食店の方は、

｢除害施設｣を通してから下水道

に流してください。その際、店内

などにある｢除害施設｣を確認し

てください。油や残飯でいっぱい

になっていると十分な能力を発

揮することができないだけでな

　　く、そのままにしておくと悪臭の

原因にもなってしまいます。

※平成20年度の本市の下水道普

及率は、42.9％(三重県内平均

43.7％、全国平均72.7％)です。

平成22年度から25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　入札参加資格者名

簿に登録がなく、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27日㈪～10月8

日㈮　9時～11時、13時～16

時(水・土・日曜日は除く)

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

スイスイ君

【平成22年度下水道推進標語】

下水道 水から聞える ｢ありがとう｣

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

　　　　　　　(　  http://

　www.city.suzuka.lg.jp/life

　/benri/8606.html)

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

に
及
普
の
道
水
下

を
力
協
ご
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ところ　三重県四日市庁舎6

階大会議室(四日市市新正

4-21-5)

※公聴会で意見を述べようとする

方は、意見申出書を縦覧期間中

(必着)に、知事あてで三重県県土

整備部都市政策室へ提出してく

ださい。

※詳しくは、三重県県土整備部都

市政策室(　  059-224-2718  　  

toshiki@pref.mie.jp)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

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯(部屋は3階から4階)

○ハイツ旭が丘(中旭が丘三

丁目・四丁目)　中層耐火造

4・5階　3戸　1万6,300円～

3万5,300円

○桜島団地(桜島町五丁目)　

中層耐火造4階　1戸　1万

6,400円～3万2,200円

※一般世帯の部屋には、高齢者・身

体障がい者世帯は申し込みでき

ません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

○高岡山杜の郷(高岡台四丁

目)　中層耐火造3階　1階

に1戸　2万1,100円～4万

1,500円

◆世帯区分なし(部屋は1階か

ら4階)

○潮風の街磯山(東磯山二丁

目)　中層耐火造4階　2戸

2万5,000円～4万9,200円

○潮風の街磯山(単身)(東磯

山二丁目)　中層耐火造3階

※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

1.市内に在住または勤務して

いる方

2.同居する親族(婚約者を含

む)がいる方

3.現に住宅に困っている方

4.市税の滞納がない方

5.公営住宅法に定める基準以

下の収入の方

6.暴力団員でない方

※高齢者世帯については、上記をす

べて満たし、さらに入居者全員が

60歳以上、または60歳以上と18

歳未満の方で構成された世帯が

対象です。

※身体障がい者世帯については、

上記の1、3～6をすべて満たし、さ

らに1級から4級までの身体障が

い者手帳所持者がいる世帯が対

象です。

※単身用の部屋については、上記

の1、3～6をすべて満たし、さらに

各種の必要要件がありますの

で、詳しくは、住宅課へお問い合

わせください。

申込み　9月6日㈪から17日㈮

(土・日曜日を除く8時30分

から17時15分)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6日から

配布します。

選考方法　応募多数の場合

は、11月上旬ごろに抽選で

決定します。

入居時期　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

により変更する場合があります。

なお、募集戸数は8月20日(金)現

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26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。

三重県都市マスター
プランを縦覧します

都市計画課　  382-9063　  384-3938
　toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　｢三重県都市マスタープラ

ン(北勢圏域)｣を縦覧します。

この案について意見の申し出

があった場合には、公聴会を

開催します。

◆縦覧

と　き　9月17日㈮～10月4日

㈪(土・日曜日、祝日を除く8

時30分から17時15分)

ところ　三重県県土整備部都

市政策室、三重県情報公開・

個人情報総合窓口、鈴鹿建設

事務所、鈴鹿市都市計画課

◆公聴会

と　き　10月17日㈰　13時から

※三重県ホームページ(　  http://

　　www.pref.mie.jp/TOSHIKI/HP

　　/toshi/kouchou.htm)でも閲覧

　　できます。

2戸　1万4,800円～2万9,3

00円
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　　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。

子ども手当の申請を
お忘れなく

子育て支援課　  382-7661　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　平成22年4月1日から子ども

手当制度が始まりました。対

象の児童がいる世帯などには

4月に申請などのご案内を郵

送していますので、まだ手続

きが済んでいない方は、9月30

日㈭までに提出してください。

※9月30日までに申請すると、平成

22年4月分または児童を養育す

るようになった翌月分の手当か

ら支給されますが、10月以降に

申請した場合は申請月の翌月か

らの支給となりますので、ご注意

ください。

※転入などの事情により、支給開始

月が異なる場合があります。

平成22年｢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

運動を実施します。

◆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

転車乗用中の交通事故防止

○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

りが交通ルールを守り、交通

マナーを実践し、交通事故に

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。

年金記録の回復が
早くなります

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

　次の基準に該当する方は、

年金記録確認第三者委員会で

審議することなく、年金事務

所の調査で記録を回復できる

場合があります。

○厚生年金の標準報酬月額の

改ざんの疑い

　6カ月以上さかのぼって、標

準報酬月額が大きく引き下げ

られている記録が事実に反し

ていると疑われるなどの条件

を満たす場合

○厚生年金の脱退手当金の

誤った支給記録

　昭和49年まで発行されてい

た厚生年金の被保険者証に、

脱退手当金を支給した表示(脱)

がないなどの条件を満たす場

合、また、脱退手当金の支給日

より前に、その計算基礎にされ

ていない厚生年金の期間があ

るなどの条件を満たす場合

○国民年金の2年以下の記録もれ

　保険料納付記録がもれてい

ると思われる期間が2年以下

であり、その他の期間は納付

済みであるなどの一定の条件

を満たす場合

問合せ　津年金事務所国民年

金課(　 059-228-9188)

朝チャレ！
(朝型生活にチャレンジ)
始めてみませんか

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

　｢朝チャレ！｣は、｢朝から、

気持ちよく始める、エコ｣、｢夜

には、ゆっくり休んで、エコ｣

をテーマに、朝は早く起きて、

夜は早く寝ることで、夜遅く

まで使用していたエアコン、

テレビ、照明などの夜間の電

力消費を抑えるとともに、健

全で充実した生活習慣を推奨

する運動です。この機会に自

分にも地球にもプラスになる

生活を始めてみませんか。

◆朝チャレ！の二酸化炭素削

減効果

　1世帯で1日1時間、電気使用

を減らした場合

○照明　年間二酸化炭素削減

量85㎏

○エアコン　冷房：年間二酸

化炭素削減量7.9kg、暖房：年

間二酸化炭素削減量17.1kg

○テレビ　ブラウン管：年間

二酸化炭素削減量13.3kg、

液晶：年間二酸化炭素削減

量6.3kg

書類の郵送・提出先　〒513-

　8701　子育て支援課(市

　役所本館1階)、地区市民

　センター

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※削減効果などは、環境省｢朝チ

　　ャレ！｣特設ページ(　　 http://www.

　　challenge25.go.jp/asachalle/)

　　からの抜粋です。



22 2010・9・5

　10時～16時(電話予約必要)

ところ　津合同公証役場(津

市丸之内養正町7-3山田ビ

ル　 059-228-9373)、四日市

公証人合同役場(四日市市

朝日町1-9千賀ビル2階　　  

353-3394)

◆大切な契約や遺言は公証役

場で

　お金を貸したり、不動産を

売ったり貸したりするときは

契約書を作成します。しかし、

契約書の作成後、契約した覚

えがない、内容がおかしいな

どにより、紛争が生じること

が少なくありません。遺言書

についても同様です。

　こうしたことを防ぐため、

これらの書類は｢公正証書｣に

しておきましょう。公正証書

は法律によってさまざまな力

が認められています。また、紛

失したり知らないうちに書き

換えられたりする心配もあり

ません。

※秘密は厳守されます。

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5日㈫　10時30

分～15時30分(10時30分か

ら15時まで先着順で受け

付け)

ところ　津センターパレス2

階第1～3会議室(津市大門

7-15)

◆無料法律相談所(四日市)

と　き　10月5日㈫　10時30

分～15時30分(10時から先

着順で受け付け)

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

※相談時間は1人20分程度です。

問合せ　津地方裁判所四日市

支部庶務係(　 352-7151)

◆裁判所・検察庁の見学会

問合せ　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)

 

第2回あんしん賃貸住宅
相談会を行います

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

と　き　9月18日㈯、19日㈰　

10時～12時、13時～15時

ところ　三重県鈴鹿庁舎4階

第46会議室

内　容　主に鈴鹿市内で民

間賃貸住宅をお探しの高

齢者、障がい者、外国人、子

育て世帯の方への相談会

です。当日は、不動産店の

担当者と直接ご相談して

いただきます。

※亀山市の物件も一部含みます。

※物件見学、契約などは後日とな

司法書士無料相談会を
行います

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

　三重県司法書士会鈴亀支部

では、無料相談会を開催しま

す。また、10月1日㈮から7日㈭

まで、各司法書士事務所でも

無料で相談に応じます。

と　き　10月2日㈯　10時～

15時

ところ　ジェフリーすずか

内　容　相続・贈与・売買など

の登記、担保権の設定・抹消

などの登記、会社・組合など

の法人登記、簡易裁判所の

訴訟・民事調停手続き、お金

の貸し借りに関する問題、

その他裁判所への提出書類

の作成、自己破産・調停・個

人再生手続き、法律扶助の

方法、成年後見、検察庁へ提

出する告訴状の作成など

※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(有料、

要予約)。

問合せ　三重県司法書士会総

合相談センター(　 059-

221-5553)

公証人無料相談会を
行います

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｢公

証週間｣にちなみ、無料相談会

を開催します。

と　き　10月2日㈯、3日㈰　

内容・定員　1.法律相談(36人)、

　2.人権・登記相談(24人)、3.犯

　罪被害者支援(12人)

※相談時間は1人20分程度です。

問合せ　1.津家庭裁判所総務

　課庶務係(　 059-226-4171)、

　2.津地方法務局総務課庶務

　係(　 059-228-4191)、3.津

　地方検察庁企画調査課(　  

　059-228-4123)
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　　　ります。

参加料　無料

主　催　三重県居住支援準備会

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.lg.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　

　　　　　　　、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8時間耐久ロード
レースでF.C.C.TSR 
Hondaが3位表彰台を

獲得しました
商業観光課　  382-9020　  382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　7月25日㈰、鈴鹿サーキット

国際レーシングコースで国内

最大級の2輪レース｢鈴鹿8時

間耐久ロードレース｣の決勝

が開催され、住吉町に本拠を

置くF.C.C.TSR Honda(ライ

ダー：秋吉耕佑選手、ジョナサ

ン・レイ選手、高橋裕紀選手)

が3位表彰台を獲得しました。

主な地元チームの成績は次の

通りです。

○3位：F.C.C.TSR Honda(住吉

町)

○11位：Honda鈴鹿レーシング

チーム(平田町)

○24位：DOGFISHオーテック・

スズカレーシング・YIC(住

吉町)

○26位：クラウン警備保障

RACING(中旭が丘二丁目)

○29位：鈴鹿コミュニティ

レーシング(住吉町)

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22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のい

ずれかを持っている方な

どで、障害者小規模作業所

に公共交通機関を利用し

て月10回以上通所してい

る方の通所費

○市内に住所があり、知的障

害児通園施設、肢体不自由

児通園施設、その他これら

に類する施設に公共交通機

関を利用して月4回以上通

園している18歳未満の方と

同行する保護者(障がい児1

人につき1人)の通園費

助成額　最も経済的な経路と

方法による通所(通園)費用

の2分の1(1人月額5,000円

が上限)

申込み　10月8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。

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。

第1回鈴鹿市多文化共生
推進指針検討委員会が

傍聴できます
市民対話課　  382-9058　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　9月29日㈬　19時～

21時

ところ　市役所本館12階1205

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日18時30分から18

時45分まで、会場で受け付

けます。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

　  http://www.pref.mie.jp/sukyoky

u/hp/)
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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・秋番組

と　き　9月18日㈯〜12月12

日㈰　10時30分から、13時

30分から、15時から

内　容　

○ムーン・レジェンド「月にま

つわる伝承めぐり」

　月の模様にまつわる伝承

は世界中にあります。今回は、

｢炎に飛び込んだウサギ｣(イン

ド)、｢カエルになったジョウガ｣

(中国)、｢月に昇った娘｣(中国)、

｢薪を探し続けるハンス｣(ドイ

ツ)という4つの話を紹介します。

○秋の星座(ペガスス座、アン

ドロメダ座、カシオペア座、

うお座ほか）

定　員　各回180人

◆学習番組

と　き　9月22日㈬〜12月10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14日㈫

　　から17日㈮は、投映を休止します。

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16日㈯、17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

参加費　小・中学生3,500円程

　度、保護者4,500円程度（保

　険料含む）

申込み　9月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

ミュージアムコンサート
「観月の夕べ」

考古博物館　   374-1994　   374-0986
　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　 　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　雅楽の調べに耳を傾け、古

代の月見をしのびながら、中秋

の名月を楽しむコンサートで

す。当日は、考古博物館サポー

ト会の協力により、万灯で会

場のライトアップを行います。

と　き　9月23日(木・祝)　18

　時〜19時30分

ところ　考古博物館玄関前広

　場(雨天時は講堂)

内　容　講演｢古代の観月に

ついて｣(松田珠美さん(三

重県立聾学校教諭))　18時

〜18時30分、雅楽演奏（江島

若宮八幡神社雅楽愛好会）

18時30分〜19時30分

参加料　無料

※当日は、開催中の企画展も無料で観

覧できます(17時～19時30分)。

鈴鹿モータースポーツ
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　10月2日㈯　9時〜

　16時（雨天決行）

ところ　モーターランド

　SUZUKA(三宅町3616)

◆レーシングカート体験コー

ス(1チーム3人で20チーム

による耐久レース)

定　員　60人（先着順）

参加費　会員5,000円、非会員

　7,000円(カートレンタル、昼

　食代含む)

◆キッズ体験コース

対　象　小学3年生〜小学6年生

定　員　20人（先着順）

参加費　2,000円(カートレン

　タル、昼食代含む)

申込み　電話で鈴鹿モーター

スポーツ市民の会事務局

(鈴鹿商工会議所内　382-

3222　 383-7667)へ

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　9月18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　秋の星座と惑星の解説

定　員　150人（先着順）
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※詳しくは、考古博物館ホームペー

ジをご覧ください。

企画展
「須恵器-自然釉の妙-」
考古博物館　   374-1994  　 374-0986

　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　 　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　炎の気まぐれが生み出した

自然釉の美しい須恵器を紹介

するとともに、東海地方にお

ける須恵器から灰釉陶器への

変遷をたどります。

と　き　9月11日㈯〜10月31日㈰

ところ　考古博物館特別展示室

観覧料　一般・学生200円、小・

　中学生100円

◆関連講演会｢須恵器から灰

　釉陶器へ｣

と　き　9月18日㈯　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　城ヶ谷和広さん(愛

　知県立熱田高等学校教頭)

参加料　無料

みえスポーツ
フェスティバル2010
ウォークラリー大会
～歩こう　すずか
城下町　かんべ～

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

と　き　10月31日㈰　9時受

付、9時20分開会式、10時ス

タート、1 4時閉会式(予

定)(雨天決行)

集合場所　神戸小学校

※1チーム2人から6人編成で、小学

生以下は成人者同伴でご参加く

ださい。

持ち物　弁当、水筒、タオル、

帽子、雨具など

参加費　1人300円、未就学児

無料(当日受付で支払い)

申込み　10月22日㈮までに、

参加者全員の氏名、住所、年

齢、電話番号、ファクス番号

を記入の上、はがき、ファク

※歩きやすい服装、靴で参加してく

ださい。

※駐車場が少ないため、公共交通

機関をご利用ください(最寄駅：

近鉄鈴鹿市駅)。

問合せ　(社)三重県レクリ

　エーション協会(　059 -

246-9800)

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

　(社)鈴鹿市シルバー人材セ

ンターが、高齢者の就業機会

の拡大を図るため、せん定技

能講習を行います。

対 　象　60歳代前半の方

と　 き　10月5日㈫、6日㈬　

　9時〜16時

ところ　高岡配水池

内　 容　樹木のせん定技能

　の習得

定　員　20人

受講料　無料

加賀市法皇山3号横穴出土「無頸双耳壺」

（加賀市教育委員会蔵）

　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。

◆警察安全相談専用電話

　　♯9110または　 059-224-9110(三重県警察本部)(平

日9時から17時受け付け)

※緊急の事件、事故以外で相談やアドバイスを受けたいときは、

110番通報ではなく、　  ♯9110へお願いします。

◆そのほかの警察などの相談窓口

○少年相談110番(　0120-417867(よい(子)なやむな))

○暴力相談電話(暴力追放センター)(　059-229-2140　

　(ニクイ暴力団ツイホウ))

○国際事犯相談電話(外国人からの犯罪被害などに関す

　る相談)(　059-223-2030(ファクス兼用))

※ファクスは24時間受け付けです。

9月11日は｢警察安全相談の日｣です
～悩むより  かけて安心  ♯9110～

警察告知板  鈴鹿警察署鈴鹿警察署鈴鹿警察署 380-0110380-0110380-0110

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

ス、電子メールで、〒514-

0002　津市島崎町3-1　三重

県島崎会館内(社)三重県

レクリエーション協会(　 

059-246-9801　 mie-rec@

ztv.ne.jp)へ

申込み　9月21日㈫までに、(社)

　鈴鹿市シルバー人材センター

　(　 382-6092)へ
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　ら　弥生時代｢伊勢湾岸の

環濠集落｣(村木誠さん(名

古屋市博物館))、15時30分

から　特別展展示解説(当

館学芸員)

○3回　12月12日㈰　14時か

ら　古墳時代｢横穴式石室と

東海の古墳文化｣(鈴木一有

さん(浜松市文化財課))

○4回　平成23年1月16日㈰　9

時から　古代｢史跡バス見学｣

※史跡バス見学は、第1回から3回

の皆出席者を優先させていただ

きます。

○5回　平成23年2月13日㈰　

14時から　中世｢戦国時代

の北伊勢｣(講師未定)、15時

30分から　企画展展示解説

(当館学芸員)

○6回　平成23年3月27日㈰　

14時から　速報展展示解説

(当館学芸員)、14時45分から

　ミニ講座｢(未定)｣(当館

学芸員)、15時30分から　閉

講式・座談会

ところ　考古博物館講堂ほか

定　員　60人(応募多数の場

合は抽選)

受講料　無料

※史跡バス見学は、一部実費を負

担いただく場合があります。

申込み　9月6日㈪から10月6

日㈬に、｢博物館連続講座受

講希望｣と明記し、郵便番号、

住所、氏名、電話番号、電子

メールアドレス(ある方の

み)を記入の上、往復はがき

で、〒513-0013　国分町224

考古博物館連続講座係へ

※参加者には、オリエンテーションの

際に会員証(名札)とファイルを配

布します。また、すべての講座を

博物館連続講座
考古博物館　  374-1994  　374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　縄文時代から中世にいたる

各時代の主要なテーマを取り

上げて、本市や伊勢湾をめぐ

る人々の暮らしと文化を考え

ます。

対　象　なるべく全日程に参

加できる方

とき・内容　

○1回　10月17日㈰　13時30

分から　オリエンテーショ

ン、14時から　縄文時代｢貝

塚人のくらし｣(増山禎之さ

ん(田原市教育委員会))

○2回　11月21日㈰　14時か

対　象　平成22年4月1日現在で35歳

以下の勤労青少年

申込み　9月13日㈪から17日㈮の各

講座の開講曜日の17時から20時に、

教材費を添えて、直接勤労青少年

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月末時点で

申込者数が定員の3分の1に達しない講

座は、開講をとりやめることもあります。

※自由購入の教材やゴルフ講座のボール代

など、開講後に教材費以外の実費を負担

していただく講座があります。

※水曜日と木曜日の料理は、重複受講できません。

※開講後に退講される場合の教材費の取

り扱いは、講座ごとに異なります。

※10月12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22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

　働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高めることができるように、

各種教養講座を開いています。
◆後期教養講座・サークル(教材費は全回分)

受付日

9月13日

9月14日

9月15日

9月16日

9月17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

水曜料理

木曜料理

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

受講時間

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

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

̶

̶

回数

14

12

14

12

14

14

14

14

14

14

14

14

̶

̶

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
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　　修了された方には修了証をお渡

しします。

アルコールと｢うつ｣研修会
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　年間の自殺者数は平成10年以

降連続3万人を超えています。自

殺の原因にはさまざまな要因が

からんでおり、アルコールや｢う

つ｣との関係も深いと言われてい

ます。研修会では、アルコールや

｢うつ｣についての基礎的な知識

や正しい対処方法を学びます。

と　き　10月1日㈮　13時30

分～15時30分

ところ　三重県鈴鹿庁舎4階

会議室(西条5-117)

定　員　90人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話で健康づくり課へ

いきいき健康づくり教室
県立鈴鹿青少年センター　  378-9811　   378-9809

　suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　一般成人

と　き　10月11日、18日、25日、

11月8日、15日、22日、29日、

12月13日の各月曜日(計8

回)　13時30分～15時　

ところ　鈴鹿青少年センター 

内　容　ストレッチ体操や軽

スポーツを楽しみながらの

健康づくり、栄養士による

食生活相談

定　員　30人(先着順)

参加費　3,000円程度(8回分、

保険料含む)

申込み　9月20日㈪から、氏名、

住所、性別、年齢を記入の上、

はがきまたはファクスで、

〒513-0825　住吉町南谷口

鈴鹿青少年センターへ

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢飛込体験教室｣

県営鈴鹿スポーツガーデン
　  372-2250　  372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　25メートル以上泳げ

て健康な方(大人も可)

と　き　9月25日㈯　10時～

　12時

ところ　県営鈴鹿スポーツ

ガーデン水泳場飛込プール

内　容　高飛込み、飛板飛込

みの基本技術習得

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

※定員を大幅に下回る場合は中止

します。

参加料　800円

申込み　9月17日㈮までに、住

所、氏名、年齢、性別、電話番

号、コース名を記入の上、直

接またはファクス、電子

メールで県営鈴鹿スポーツ

ガーデンへ

9月の納税 
○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

　9月とはいえ暑い日が続きますが、少しず

つ空も高くなり始め、さわやかな季節の訪

れを予感させます。皆さんも遊びに仕事に

と意欲的になれるのではないでしょうか。

　最近、自分自身の経験や知識を退職後も

生かしたいという声をよく聞くようになりま

した。また、地域社会や企業が知識や技

術、経験を兼ね備え、貢献してくれる人材を

確保したいというニーズも増えています。年

長者のこのような意欲や若い人の感性を取

り入れて地域社会に生かすことは、さまざま

な価値観を共有することができ、みんなが

よりよく暮らすことにつながります。

　しかし、知らず知らずのうちに高齢だからと

いう理由だけでその人を遠ざけたり、最初から

意見を聞かなかったりして、社会参加の機会

を奪ってしまうような雰囲気を作ってしまうこ

とはありませんか。住んでいて、また働いてい

て心地良い環境とは、多様な人の意欲と知識

や経験が美しいハーモニーを奏でるように調

和している状態だと言うことができます。

　年齢に関係なく、自らの意思で何事にも自

由に参加できることが当たり前にでき、生きが

いを持って暮らすことはその地域全体が活気

づくことにつながり、それは人権が尊重され

たまちと言えるのではないでしょうか。

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 

意欲の持てる社会

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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　　初期の国内4輪レースは市販車をベースとした

マシンが主体でしたが、その流れが大きく転換し

たのが1970年代。鈴鹿サーキットが提唱・推進し

たフォーミュラカー路線の定着と発展の時代です。

　　フォーミュラカーとは、一人乗りでタイヤがむき

出しのレース専用車のことで、走るための最小限

の機能を備えたマシンです。世界の4輪モータース

ポーツの主流であり、厳格な「規格（フォーミュ

ラ）」に基づいて造られていることからこう呼ばれ

ます。その頂点はいうまでもなくF１です。

　　フォーミュラカーレース

の導入は、国際交流が期

待できること、初心者か

らトップクラスまで技量

に応じたクラス分けがド

ライバー育成に有効であ

ること、さらにマシン製作技術の進歩に寄与でき

ることなど、わが国のモータースポーツの基盤づ

くりに大きく貢献しました。

　　9月18日（土）から20日（月）までの3

日間、庄野橋付近の鈴鹿川河川緑地で

「バルーンフェスティバル」が行われます。

この行事も今年で19回目。鈴鹿の秋の

行事としてすっかりおなじみになりまし

た。わたしは毎年取材に出かけています

が、早朝の澄んだ空気の中に浮かぶ熱

気球を見ると、本当にさわやかな気持

ちになります。会場には子どもから高齢

者まで大勢の見物客がいて、皆一

様に、のんびりとにこやかに大空を

見上げています。日ごろの疲れをい

やすには絶好のイベントなのです

ね。バルーンフェスティバルでは、係

留フライトや音楽会、フリーマーケッ

ト、バルーンイリュージョンなども行

われます。家族や友だちと一緒に

ぜひお出かけください。（眞）

表紙写 真  

撮影日  平成22年8月9日

撮影者  長谷川 儀和さん

あかりフェスタ

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 フォーミュラカーの時代へ

　　　皆さんの支援でプロへ

　　歌好きの母の影響で幼いころ

から当時の流行歌を聞く環境で

育ち、いつしか歌うことが好きに

なりました。

　　社会人になってからは、関西

や東海地方のテレビ・ラジオの

カラオケ歌番組に出場して数多

く優勝させていただきました。最

初はプロになる気はありません

でしたが、わたしの歌を支えてく

れるファンの方からの後押しを

受けて、「人生は一度きり、歌に

かけてみよう」と一念発起し、松

阪市清生町の作詞・作曲家、梅

田一巳先生による「女の演歌

道」で平成16年5月にキングレコ

ードからデビューしました。

　　　慰問活動

　普段の歌手活動以外にも、デ

ビュー以来、福祉施設の慰問活

動をずっと続けています。すでに

演歌歌手
加賀城美鈴さん

撮影場所
子安観音寺
（寺家三丁目）

県内を中心に200回以上回らせ

ていただきました。

　　わたしはド演歌や懐メロを得

意にしています。わたしの歌を聞

いて涙していただく姿を見ると

とてもやりがいになります。

　　　これからの夢

　　曲がヒットして、一人でも多く

の方にわたしの歌を聞いてもら

いたいです。また、歌を通じて社

会貢献ができればこの上ない喜

びです。これからも、努力と精進

を重ねて悔いのない歌手人生に

なるように完全燃焼したいです。

問合せ　マネージャー　   090-6095-3558
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