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　市では、平成24年4月から平
成28年3月までに取り組む施策
の計画（行財政経営計画）に
関する、審議会を開催します。
　傍聴できますので、ぜひお越
しください。

　11月4日㈮ 14時から
　市役所本館6階庁議室
　第3期行財政経営計

画について
　20人（定員を超えた

場合は抽選）
　会議開始30分前か

ら10分前まで、会場で受け
付けます。

　市内の小中学生から多数の作品が寄せられ、美しいまち鈴
鹿賞3作品のほか、計41点の優秀作品が決まりました。なお、美
しいまち鈴鹿賞の3作品は、来年度の小学4年生向けの社会科
副読本｢美しいまち鈴鹿｣に掲載されます。

　谷川 波塁斗さん（鼓ヶ浦小学校3年生）、
岸本 佳純さん（天名小学校6年生）、岩田 春菜さん（創徳中学校2年）
※｢自然環境の保護｣、｢地球温暖化防止・CO2削減・省エネルギー｣テー
マの作品は別途選考し、展示します。

　10月21日㈮～23日㈰ 10時～21時（23日は9時から）
　アピタ鈴鹿店 1階正面出入り口付近（南玉垣町3628）
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お知らせ・催し物・講座・教室 ごみの分別

椿小学校区　ひまわり

スポーツ・図書館・相談 

鈴鹿市総合計画審議会
(第1回)を開催します

｢鈴鹿市の環境を考えるポスター｣(ごみの排出抑制・
減量化)の優秀作品が決定しました
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小中学生への救急法指導

検診・教室・相談・予防接種

谷川 波塁斗さん 岸本 佳純さん 岩田 春菜さん

くらしの情報くらしの情報
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　三重地方税管理回収機
構が不動産の公売を実施し
ます。

　11月22日㈫ 10時
30分～11時

　三重県津庁舎 6階
第61会議室

　三重地方税管理回収
機構 徴収課（　059-213-7355、
　http://www.zei-kikou.jp/）

※参加資格に制限があります。
詳しくは徴収課へ

　市税の滞納処分として差
押えた財産をヤフー株式会
社の提供するインターネット上
で公売します。詳しくは、市ホ
ームページのインターネット公
売をご覧ください。

　　　
　http://www.city.suzuka.

　lg.jp/gyosei/shinsei/koubai
　/index.html

　11月4日㈮13時～
17日㈭23時

　11月25日㈮13時～
11月27日㈰23時

　1 1月2 8日㈪ 
10時

　12月5
日㈪　14時30分まで

※入札に参加するには、公売参
加申込期間中に参加申込手
続を行う必要があります。｢鈴
鹿市インターネット公売ガイド
ライン｣を必ずお読みになり同
意の上、ご参加ください。

※都合により公売を中止するこ
とがあります

㈭　

不動産公売のお知らせ

子ども手当のお知らせ

インターネット公売を
実施します

くらしの情報くらしの情報

　10月から子ども手当制度が変わりました。現在、子ども手当を受給している方も、申請が必要で
す。対象世帯には、10月31日㈪に申請書類を郵送する予定です。通知で制度内容をご確認の上、
同封の返信用封筒で申請してください。

　
○9月末時点で子ども手当を受給している方
　申請書類を発送します。平成24年3月末日までに申請された場合は、平成23年10月分から支給
します。
○10月1日以降に子が生まれた方、転入した方で該当する子がいる方
　窓口で申請してください。申請日の翌月分から支給対象となります。

　子育て支援課（市役所本館１階④番窓口）、地区市民センター

※支給対象児童がいるにもかかわらず、案内が届かなかった場合には、ご連絡ください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。
※別居などの理由により、親または児童の住民票が鈴鹿市外の場合、申請方法についてはお問い合わせくだ
さい。

※父母がともに子を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が対象になります。ただし、離婚協議
中など一定の条件に該当される場合は、子と同居している方が対象になります。

※児童が海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取れません。
※児童養護施設に入所している子などについては、施設の設置者などが対象になります。

10月分から支給額が以下のように変わります
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　市所有のダンプです。

　日野10ｔダンプ（MT）
　平成16年2月

　12.91Ｌ
　平成24年2月22日
　2人
　13 ,259km（8月

末時点）
　500万円（最低

売却価格）
　（NOx・PM）適合.

速度抑制装置付.他4832
と記載有り

　日野4ｔダンプ（AT）
　平成15年12月

　7.96Ｌ
　平成23年12月18日
　3人
　8,144km（8月末

時点）
　150万円（最低

売却価格） 
　（NOx・PM）適合. 

積載物は、土砂等以外の
ものとすると記載有り

　11月11日㈮ 13時
30分から順次行います。

　市役所本館10階
1004入札室

　10月20日㈭から11
月8日㈫までの9時から17
時までに、直接、管財営繕
課へ

※郵送、ファクスなどでは受け付
けません。

※申込書、一般競争入札による
公用車売却説明書は、市ホー
ムページと管財営繕課で配布

します。
※入札当日は、内容説明を行い
ません。不明な点は事前にお
問い合わせください。

　10月24日㈪～26日
㈬　9時～12時

　不燃物リサイクルセ
ンター（国分町1700番地）

　不燃物リサイクルセンターで
使用していた建設機器です。

　ブルドーザー
　平成16年式

　コマツ・
D61PX－12

　600万円（最低
売却価格）

　リーチローダ
　平成9年式

　コマツ・
WR11－1

　100万円（最低売
却価格）

　リーチローダ
　平成15年式

　コマツ・
WR11－3

　180万円（最低
売却価格）

　パワーショベル

　平成17年式
　キャタピラ

ー・320CLU
　500万円（最低

売却価格）

　ホイールローダ
　平成12年式

　キャタピラ
ー・WS310－3
予定価格　70万円（最低売
却価格）

　11月11日㈮ 14時
からから順次行います。

　市役所本館10階1004
入札室

　10月20日㈭から11
月8日㈫までの9時から17
時までに、直接、開発整備
課へ

※郵送、ファクスなどでは受け付
けません。

※申込書、一般競争入札による
建設機械売却説明書は、市ホ
ームページと管財営繕課で配
布します。

※入札当日は、内容説明を行い
ません。不明な点は事前にお
問い合わせください。

と　き　10月24日㈪～26日
㈬　9時～12時

ところ　不燃物リサイクルセ
ンター（国分町1700番地）

公用車を一般競争入札で
売却します

建設機械を一般競争入札で
売却します
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　夫やパートナーからの暴
力、職場でのセクシュアル・ハ
ラスメント、ストーカー行為など
女性をめぐるさまざまな人権
問題について相談を受け付
ける専用電話相談窓口です。

　相談は、津地方法務局職
員か人権擁護委員がお受け
します。また、相談は無料で、
秘密は厳守します。

　11月14日㈪～20日
㈰ 8時30分～19時

※土・日曜日は10時から17時まで
　津地方法務局人権

擁護課（　059-228-4193）

　10月28日㈮、31日
㈪ 17時15分～20時

　納税課（市役所本
館2階）

　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。

　高病原性鳥インフルエンザ
や口蹄疫など、重大家畜伝染
病の発生とまん延防止対策の
ため、愛玩家畜を趣味などで
飼われている方（畜産農家を
除く）は、愛玩家畜の種類、羽
数、頭数を連絡してください。

　県北勢家畜保健衛
生 所（ 　 3 5 1 - 1 0 8 5 　
353-1591）、市農林水産課

　鳥（烏骨鶏、シャ
モ、キンケイ、キジ、ニワトリ、
アヒル、チャボ、ハト、クジャ
ク、カモ、ダチョウなど（小鳥
を除く））、牛、豚、イノシシ、
ヤギ、ヒツジなど

※後日、北勢家畜保健衛生所職員
が、高病原性鳥インフルエンザお
よび口蹄疫についての説明とお
願いの巡回を予定しています。

　労働保険（労災保険と雇
用保険）は、政府が管理・運
営している保険であり、農林
水産業の一部を除き、労働者
を一人でも雇用している場
合、事業主または労働者の意
思の有無にかかわりなく必ず
加入することが法律で定めら
れています。
　三重労働局では、11月を

「労働保険適用促進強化期
間」と定め、“労働保険の未手
続事業場の一掃”を重点項目
に掲げ、三重県労働保険事
務組合連合会と連携して未
手続事業場を個別訪問する
ことにより、加入促進を図って
います。
　労働保険の加入手続きを
取られていない事業主の方
は、速やかに加入手続きをお
願いします。
　万一、労災保険事故が未
手続事業場で発生した場合
には、さかのぼって保険料を
徴収するほかに、労災保険か
ら給付を受けた金額の100％
または40％を事業主から徴収
することとなっています。

　三重労働局総務部
労 働 保 険 徴 収 室（ 　
059-226-2100）

　職場でこんな悩みや困りご
とはありませんか？職場での男
女差別やセクハラ、育児・介
護休業、パートタイム労働問
題に社会保険労務士が親身
になってお答えします。
○役員から、女性だから管理
職には登用できないと言わ
れた。
○産休、育休を申し出たら退
職してほしいと言われた。

○パートで正社員と同じ仕事
をしているのに待遇が違い
過ぎる。

　平成24年3月31日
まで　月～金曜日17時～
20時、土曜日10時～18時

　全国社会保険労務
士会連合会（　0120 - 0 7 -

全国一斉強化週間
｢女性の人権ホットライン｣

納税の夜間窓口を
開設します

仕事応援ダイヤルのご案内

11月は労働保険適用促進
強化期間です

愛玩家畜を飼育されて
いる方はご連絡を

くらしの情報くらしの情報

人権イメージキャラクター

女性の人権ホットライン
（全国共通）   0570（070）810

 ゼロナナゼロのハートライン
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4864（通話無料・携帯電話
不可）、　05 7 0 - 0 7 - 4 8 6 4
（通話有料・携帯電話可））

　20歳未満で、重度
の障がいの状態にあるた
め、日常生活で常時特別
の介護を必要とする方

※所得制限があり、施設に入所中
や障がいを支給事由とする年金
などを受給している方は対象外
です。

　身体障害者手
帳1級・2級、療育手帳A1
（最重度）、精神障害者保
健福祉手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書(障がい
別)で判定します。

　1万4,330円

　20歳以上で、著しく
重度の障がいの状態にあ
るため、日常生活で常時特
別の介護を必要とする在
宅の方

※所得制限があり、施設に入所中
や病院などに3カ月を超えて継
続入院をしている方は対象外で
す。

　身体障害者手
帳1級・2級程度、療育手帳
A1（最重度）程度、精神障
害者保健福祉手帳1級程

度で、それらが重複してい
る方またはこれらと同等の
疾病、精神障害のある方

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書(障がい
別)で判定します。

　2万6,340円
※すでに受給認定されている方は
申請不要です。詳しくは、障害福
祉課へお問い合わせください。

　犬や猫などのペットによる
鳴き声やふん害などの苦情が
多く寄せられています。ペット
の飼い主はマナーをよく守り、
近隣住民の迷惑とならないよ
う十分注意してください。
○犬の放し飼いは大変危険
ですので、必ず鎖などでつ
なぎましょう。放し飼いは県
の条例で禁止されていま
す。
○散歩中のふんの後始末を
必ずしましょう。また、鳴き声
や無駄ぼえなどで近隣住
民の迷惑にならないように
しましょう。
○猫は、飼い主の知らないと
ころで近隣住民に迷惑を
及ぼしていることがありま
す。猫を交通事故や病気、
けがから守るためにも、屋
内飼育に努めましょう。
○愛情を持って最後までペッ
トの面倒を見るのが飼い主
の義務です。やむを得ない
事情により飼えなくなった
ら、新しい飼い主を探すか
三重県鈴鹿保健福祉事
務 所 衛 生 指 導 課（ 　
382-8674）へご相談くださ

い。ペットを捨てることは法
律で禁止されており、50万
円以下の罰金に処せられ
る規定があります。
○野犬の捕獲、犬の放し飼
い、ペットの失そう照会、犬
や猫の適正飼養などに関
する相談は、三重県鈴鹿
保健福祉事務所衛生指
導課へお問い合わせくださ
い。
○狂犬病予防法により犬の
飼い主は、犬の登録と毎
年の狂犬病予防注射が義
務付けられています。また、
繁殖を望まない犬や猫の
場合は、避妊（不妊）、去
勢手術を受けましょう。手
術費の一部助成金を受け
ることもできます。詳しくは、
環境政策課へお問い合わ
せください。

　現計画に引き続き、「鈴鹿
市交通安全計画(案)」を検討
します。
　この鈴鹿市交通安全計画
は、平成２３年度から平成２７
年度までの５年間に講ずべき
交通安全に関する施策の基
本となる事項を定めるもので
す。

　10月28日㈮ 15時から
　市役所本館12階 

1204会議室
　5人
　当日14時30分から

14時50分まで、会場で受
け付けを行います。定員を
超えた場合は抽選により決
定します。

障害児福祉手当・特別
障害者手当について
お知らせします ペットのしつけと飼い主の

マナーを守りましょう

鈴鹿市交通安全対策会議が
傍聴できます
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　市では、現在コミュニティＦ
Ｍ放送局「Ｓuzuka Ｖoice Ｆ
Ｍ（78.3ＭＨz）」で、「鈴鹿市
役所情報局」、「鈴鹿市から
のお知らせ」の2つの市政情
報番組を放送しています。
　その内、「鈴鹿市役所情報
局」の放送時間が10月から変
わりました。この番組では、市
からの重要な施策やタイムリー
な話題をお届けしています。ぜ
ひ、お聞きください。

　月～金曜日 7時30分
からと17時25分からの2回

　月～金曜日 8時30分
から

※ ポ ルトガ ル 語 は 、土 曜 日 
1 7時55分から

　11月5日㈯ 8時～
10時

　山中公園（メイン会
場）、千代崎観光案内所
前、原永第二集会所前

　若松海岸通り美化
ボランティア推進委員会 代
表者 井上斗（　385-0455）

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物
は 、同 委 員 会 が 準 備しま
す。

　ハローワーク鈴鹿では、障
がいのある方の雇用を一層
推進するため、障がい者雇用
に積極的な20社ほどの企業
が参加して、障がい者就職
面接会（障がい者の集い）を
開催します。

　11月7日㈪ 13時～
15時45分

　市役所本館12階 
大会議室

　ハローワーク鈴鹿 専
門援助部門 障がい者担当 
辻（　382-8609　383-5619）

※参加を希望される方は、事前
にお申し込みください。

　風力発電機づくりを通して
親子で産業財産権について
学びます。

　12月4日㈰ 13時～
15時30分

　市民会館 展示室
　

○平成23年度特許庁｢知財
功労賞｣受賞企業｢三惠工
業㈱｣による講演　講師：三
惠工業㈱ 開発部部長 安
田府佐雄さん
○ものづくり体験教室｢風力
発電機で電気をつくってみ
よう！｣講師：富士ゼロックス
㈱　知的財産部マネージャ
ー・弁理士　山口満久さん

　小学校高学年と保
護者50組100人（先着順）

　無料

　11月21日㈪までに、
申込書に必要事項を記入
の上、持参またはファクスで
産業政策課へ

※申込書は、市ホームページ、産
業政策課、地区市民センター
で配布します。

　鈴鹿の偉人｢大黒屋光太
夫｣は、日本人として初めて正
式な茶会で紅茶を飲んだ人
とされています。このことに基
づき、日本紅茶協会は11月1
日を｢紅茶の日｣と定めました。
紅茶をきっかけに、市民の皆
さんに光太夫を知ってもらうた
め、紅茶配布を行います。

　11月1日㈫
10時～12時　近鉄白子駅
西口、16時～18時　鈴鹿
ハンター

※配布個数がなくなり次第終了
します。

　光太夫ネットワーク
　光太夫ネットワーク事

務局（（一社）鈴鹿市観光協
会内）　380-5595（月曜定
休）

催 し 物

くらしの情報くらしの情報

ラジオ広報の時間が
変わりました

若松海岸の
清掃ボランティア

障がい者の集い
(就職面接会)の開催

電気をつくってみよう！
親子ものづくり体験教室

11月1日は紅茶の日
紅茶配布を行います
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　11月2日㈬ 10時～17
時、3日㈭ 10時～16時

　四日市ドーム
　三重の産業の未来

をリードする企業・団体約
230社が出展します。製品・
技術などの展示、電気自動
車の試乗、企業相談会、企
業プレゼンテーション、セミナ
ーなど

　無料
　リーディング産業展

みえ2011実行委員会事務
局（　059-224-2355）

※当日は、鈴鹿市とSUZUKA産
学官交流会も出展します。

　11月5日㈯、6日㈰10
時～16時

　伝統産業会館、伊
勢型紙資料館

　白子・寺家地区の
彫刻職人の工房見学を行
うウォークラリー、伊勢型紙
の彫刻実演、ＬＥＤ型紙あ
かりの彫刻体験、作品の展
示・販売

※伝統産業会館、伊勢型紙資料
館、近鉄白子駅、近鉄鼓ヶ浦
駅で受け付けを行い、ウォー
クラリーマップを配布します。

※ウォークラリースタンプを7つ
以上集めた方には、両日とも
先着500人に記念品を差し
上げます。

※道中での休憩所を設置し、弁

当・鈴鹿グルメを販売します。
※伊勢街道に息づく｢匠の里｣
フォトコンテストを同時開催し
ます。

　無料
　伊勢型紙産地協議

会（伝統産業会館内）（　
386-7511）

　白鳥塚などヤマトタケルの
伝承にちなむ遺跡や遺物を紹
介し、空に舞う鳥に託した古
代の人々の心性に迫ります。

　11月1日㈫～12月4
日㈰

　考古博物館

　11月5日㈯ 14時から
　考古博物館 講堂
　ヤマトタケル伝承の

歴史的背景
　和田 萃さん（京都

教育大学名誉教授）　
　無料
　考古博物館へ

　女性ドライバーにとって必
ず役に立つ点検教室です。

　女性ドライバー
　11月19日㈯ 13時

30分～16時30分
　鈴鹿地域職業訓練

センター（鈴鹿ハイツ1-20）
　学科（自動車のしく

みと作動、事故防止対策）、
実技（日常点検、トラブルの
対処方法など）

　無料

　11月11日㈮までに、
電話で、鈴鹿自動車整備組
合（　382-1075）またはお
近くの自動車整備工場へ

　11月2日㈬～12月18
日㈰10時～16時

※月・火曜日と第3水曜日は休館日
　佐佐木信綱記念館

（石薬師町1707-3） 
　信綱と「言の葉の

道」～誕生から『日本歌学
全書』刊行前後～をテー
マに、弘綱・信綱親子の歩
んできた｢言の葉の道｣に
ついて、自筆資料やエピソ
ードなどを交えて紹介しま
す。

　無料
　鈴鹿市・鈴鹿市教育

委員会
　佐佐木信綱記念館

（　・　374-3140）

　11月12日㈯ 13時30
分～16時

　佐佐木信綱記念館 
　｢信綱かるた｣の原

風景（郷土史家 衣斐賢譲
さん）、佐佐木信綱記念館
特別展の解説（学芸員 磯
上知里）

　70人
　無料
　鈴鹿市・佐佐木信綱

顕彰会
　佐佐木信綱記念館

（　・　374-3140）

｢リーディング産業展みえ
2011｣～県内企業などが
一堂に集まる展示会～が

開催されます

特別展
｢ヤマトタケルと白鳥伝説｣

平成23年度佐佐木信綱
記念館特別展

佐佐木信綱講演会

女性マイカー点検教室

匠の里・伊勢型紙フェスタ

電　話 電子メール ホームページファクス
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　11月23日（水・祝） 13
時～15時30分

　文化会館 けやきホ
ール

　
○表彰式　歯の衛生週間各
事業表彰、8020 表彰、三
重県歯科保健文化賞表彰、
歯科衛生功労者知事表彰
○特別講演　｢夢を追いかけ
て｣武田美保さん（シンクロ
スイマー、ピラティスインスト
ラクター）

※健康チェックコーナー（血圧
測定、足型測定など）と展示
コーナーがあります（11時30
分～13時）。

※先着500人に記念品進呈
　無料
　白子駅東口・鈴

鹿市駅より、11時30分から
13時まで随時運行

　三重県歯科医師会
（　059-227-6488）

　三重県シルバー人材セン
ター連合会主催の福祉・家事
援助サービス推進大会｢シル
バーいきいきフェスタ2011｣が

次のとおり開催されます。
　10月28日㈮ 10時～

15時
　県総合文化センタ

ー 中ホールとレセプションル
ーム

　県内各シルバー人
材センターによる事業紹介
のパネル展示、会員による
手工芸品、手作りお菓子の
展示・販売、中川一郎さん
（臨床心理学博士 三重大
学客員教授）の講演

　無料
　三重県シルバー人

材センター連 合 会（ 　
059-221-6161）

　鈴鹿市芸術文化協会の文
学部門が主催する文芸サー
クル｢鈴鹿土曜会｣が、大正
の詩、短歌、俳句、文学につ
いてお話とシンポジウムを開
催します。

　11月12日㈯ 13時
30分～

　神戸コミュニティセ
ンタ－ 2階ホール

　シンポジウム「大正
ロマンの光と影～大正百
年に当たって～」

○大正の詩／津坂治男さん
○大正の短歌／橋本俊明さん
○大正の俳句／河原徳子さん
○大正の文学／清水信さん
ほか

　無料

　鈴鹿市芸術文化協
会 文学部門　衣斐弘行
（　382-6722）、鈴鹿市芸
術文化協会事務局（　
387-0560）

　11月5日㈯、6日㈰
　白子ショッピングタウ

ンサンズ
　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、
鈴鹿墨の展示、交通安全
教室、バルーンシェルターで
の防災イベントなど

　（一社）鈴鹿市観光
協会・鈴鹿市物産協会（　
380-5595）（月曜定休）

　鈴鹿市西条発展会では、
商店街の活性化と地域活性
化を目的として、今年も元気フ
リーマーケットを開催します。

　11月5日㈯9時～15
時　雨天時は11月6日㈰に
順延

　西条中央公園（文
化会館隣り芝生公園）

　フリーマーケットや
模擬店（やきそば、からあ
げ、子ども縁日）、その他イ
ベントを多数開催します。

　個人や親子、友達などで物
を販売する楽しさを体験して
みませんか。料金は1ブース
1,500円（2ｍ×2ｍ）、120ブー
ス募集します。

第19回おいん鈴鹿 
観光と物産展

くらしの情報くらしの情報

鈴鹿土曜会を開催します ｢元気フリーマーケット｣

催 し 物

第16回三重県歯科保健大会

シルバー
いきいきフェスタ2011
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　電 子メールで 、
　genki_free@yahoo.co.jpへ

　鈴鹿市西条発展会
　西条発展会事務局

（ 　・　 3 8 4 - 2 1 2 2  
　nisijyo-b@sky.plala.or.jp）

　10月22日㈯、23日㈰ 
9時～16時

　鈴鹿フラワーパーク
　産地直送の植木大

即売会をはじめ、寄せ植え
体験、トピアリー作り体験、オ
ークションなど楽しいイベント
が目白押しです。

○寄せ植え体験　22日・23日 
13時から（11時30分から受
け付け）、参加費1,500円、
先着30人
○苗木プレゼント　22日・23日 
10時からと14時から、各回
先着100人
○トピアリー作り体験　23日 11
時から（10時から受け付け）、
参加費500円、先着16人

○キッズECOハンギングバス
ケット作り　対象は小学生
まで、22日・23日 11時から
（9時から受け付け）、参加
費無料、先着30人
○植木オークション　22日・23
日 14時から
○緑化相談
○鈴鹿の特産物・農産物の
販売

※各イベントは、天候の都合で
変更・中止の場合があります。

　三重県花植木振興

会（三重県農畜産室内）
（　0 5 9 - 2 2 4 - 2 8 0 8　　
059-224-2558）

　11月12日㈯ 13時～
16時20分

　鈴鹿医療科学大学 
ＪＡＲＴ記念館100年記念
ホール（岸岡町1001-1）

※駐車場有り
　

○講演1（13時～14時）
　｢血液サラサラ食品の本当
とウソ｣
　西堀すき江（東海学園大
学教授）

○講演2（14時5分～14時35分）
　｢今本当に必要な目利きと
は？｣
　米川泰正（食理学者）
○講演3（14時55分～15時
25分）

　｢スこやかに、ズっと笑顔
で、カがやいて｣
　長村洋一（鈴鹿医療科学
大学）

○講演4（15時30分～16時
20分）

　｢〝健康な食のお話〟とその
相談｣

　内海勝博(鈴鹿回生病院）

　無料
　鈴鹿医療科学大学

保健衛生学部 医療栄養
学科

　鈴鹿医療科学大学
（千代崎キャンパス）庶務
課（　383-8991）

　いろいろ応用できる万能タ
レや簡単キムチ、子どもも喜ぶ
もっちカルビの作り方などを学
びます。韓国と日本の文化の
違いなど、面白いお話も交えな
がら、楽しくお料理します。

　11月26日㈯ 10時～
14時

　文化会館 調理室
　チャムチ丼、カクテ

キ、もっちカルビ、豆もやしス
ープ（予定）

　金良宣（キム・ヤンス
ン）さん（女性）

　32人（先着順、賛助
会員優先）

　一般 1,200円、賛助
会員 800円

　11月18日㈮（必着）
までに、はがき、ファクス、電
子メールで、郵便番号、住
所、氏名、電話番号をご記
入の上、鈴鹿国際交流協会
（〒513-0801 神戸1-18-18）
へ。受講案内は11月14日㈪
より順次発送予定

第40回三重県植木まつり
講座・教室

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座

｢健康と食の安全・安心の
問題を考えよう｣

国際理解料理講座
｢万能タレと簡単キムチの
作り方を覚えよう｣

電　話 電子メール ホームページファクス
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　11月9日㈬ 13時30
分～15時30分

　文化会館 さつきプ
ラザ

　第6回（最終回）｢近
松門左衛門～滅びの美学
～｣、｢雨月物語～江戸期
怪異小説の白眉～｣　

　藤田 充伯さん、
　河原 徳子さん

　1,000円（当日支払）
　はがき、ファクス、電

子メールで、鈴鹿市文化振
興事業団（〒513-0802 飯
野寺家町810）へ。当日、会
場でも受け付けます。

　10月27日㈭（平日10
時～18時）から、電話で｢す
ずか のぶどう｣（ 　・　
387-0767、　387-0764）へ

　パソコン初心
者を対象に、オフィス2003を
使用して、いずれも3時間講
習を2日間行います。

○基礎1　11月8日㈫と9日㈬
○基礎2　11月12日㈯と13日
㈰
○ワード応用　11月19日㈯と
20日㈰
○年賀状　11月26日㈯と27

日㈰

○ワード基礎　11月8日㈫と9
日㈬
○エクセル基礎　11月12日
㈯と13日㈰

○エクセル応用　11月19日
㈯と20日㈰

　図書館 2階視聴覚
室ほか

　各10人（先着順）
　3,000円（教材費別

途必要）

　受講開始日の1カ月
前から、直接、鈴鹿地域職業
訓練センター（　387-1900
　http://www.mecha.ne.jp/̃
　suzukatc）へ

　表の作成や編集、関数を
使った計算処理、グラフ作成、
印刷などの基本操作を習得し
ます。

　11月29日㈫、30日㈬ 
9時～16時

　4,000円

　労働安全衛生法｢ガス溶
接技能講習｣取得講座です。
この資格がないとガス溶接の
業務に従事できません。

　12月1日㈭、2日㈮ 8
時45分～17時

　8,000円（別途教材
費840円）

　労働安全衛生法｢玉掛け
技能講習修了証｣取得講座
です。この資格がないと玉掛
けの業務に従事できません。

　
○学科　12月12日㈪、13日
㈫

○実技　12月14日㈬・15日
㈭・16日㈮の中で、1日選択
し受講。8時45分～17時　

　1万円（別途教材費
1,600円）

　10月24日㈪から、ファ
クス、電子メールまたは直接、
県営鈴鹿スポーツガーデン水
泳場へ。ホームページからも
申し込めます。

　見て楽しい。食べてもおい
しい。とってもかわいい太巻き
寿司を作りませんか。出来上
がったものはお持ち帰りでき
ます。

　一般成人
　11月16日㈬13時30分

～15時
　10人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　文房具を楽しくデコレーシ
ョンしてオリジナル文房具を
作りませんか。生クリームに見

くらしの情報くらしの情報
講座・教室

鈴鹿市民大学文芸学科
｢古典文学を　ご一緒に｣
―古典の感性の

みずみずしさを現代に
よみがえらせよう―

パソコン講座

鈴鹿地域職業訓練
センター講座(11、12月) 県営鈴鹿スポーツガーデン

短期教室

10 2011・10・20



立てたシリコンの上にさまざま
なお菓子でデコレーションしま
す。

　中学生以上
　11月18日㈮19時～20

時30分
　20人（先着順）
　800円（材料費込）

　各分野の職人をお招きし、

みなさんで気軽に楽しく参加
していただける教室です。

　小学5年生から一
般成人（なるべく小学生は
大人と参加）

　
○紙すきカレンダー作り（2回
参加講座）

　12月3日㈯・10日㈯、900円
○正月しめ縄作り、クリスマス
リース作り
　12月17日㈯、600円　　
○陶芸教室（2回参加講座）
　1月7日㈯・21日㈯、1,200円
○伊勢型紙Ｔシャツ染め（2回
参加講座）

　2月12日㈰・26㈰、900円
○篆刻入門～一文字印を作
ろう～

　3月3日㈯、1,000円
いずれも13時30分～15時30分

　県立鈴鹿青少年セ
ンター

　各講座30人（定員
になり次第終了）

　10月20日㈭から各
講座開始日の2週間前まで
に、はがき、ファクスで、参加
希望講座名、氏名、電話番
号、住所、性別、年齢を記
入の上、県立鈴鹿青少年
センター（〒513-0825 住吉
町南谷口）へ。様式は問い
ません。職人ものづくり教室

小中学生に対する救急法指導について

先日、サッカー選手が亡くなった報道を見
て、防げる事故は防ぐようにしなければと
強く思いました。まずは、生徒たちの危機

意識を高めさせ自分たちの身は自分たちで守
るということが大事だと思います。命の大切さを
教えるのであれば、ＡＥＤ（自動体外式除細動
器）・ＣＰＲ（心肺蘇生法）のやり方を教える必要
があると思います。授業時間も足りない今、難し
いと思いますが、小学校高学年くらいから毎年
一回ずつでも授業をした方が良いと思います。

学習指導要領では、小学校と中学校の
体育科・保健体育科において、けがの防

止や応急手当てについての内容を定めていま
す。小学校の体育科では、けがの手当てとし
て、状況の速やかな把握と処置を行うこと、近く
の大人に知らせることや傷口を清潔にする、圧
迫して出血を止める、患部を冷やすことなどの
方法を学びます。

　また緊急時には、近くの大人にすぐに知らせる
など、適切な行動がとれるよう指導しています。中
学校の保健体育科では、心肺停止に陥った人
に遭遇したときの応急手当てとしては、気道確
保、人工呼吸、胸骨圧迫などの心肺蘇生法を取
り上げ、実習を通して学びます。なお、必要に応じ
て、ＡＥＤにも触れることになっています。今後も、
健康の保持増進のための実践力の育成につな
がる保健の授業が、各小中学校で十分に指導
が行われるよう、徹底を図っていきます。併せて、
児童自身が危機管理意識を高められるよう、さま
ざまな機会を捉えて自分の命は自分で守ることに
ついて、危機発生の未然防止や危機発生時の
対応について指導を充実させていきたいと思い
ます。
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