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　近年、国の内外において、従来自治体が想定していなかっ
たような大規模な災害や事故が発生し、市民の安全を確保
するために新たな市の取り組みが求められています。
　大規模な災害や危機が発生すると、行政機能は一時的に
麻痺し、消防救急などの行政サービスについても低下するこ
とが予測されます。本市では、そのような状況下でも迅速な対
応ができるように、4月1日から、どの部局にも属さない「防災危
機管理監」を置き、非常時には、各部局に対して、直接指示を
出すことにより横断的・総合的な体制がとれるよう、指揮命令
系統の見直しを行い、危機管理機能の強化を図りました。
　また、防災安全課を改め、「防災危機管理監」をトップとし
た「防災危機管理課」を新設しました。この課は、従来から行
っていた防災対策をはじめ、危機管理についても担当します。

　防災危機管理課の新設に伴い、防災安全課
が担当していた、危機管理と防災に関する事務
は、引き続き防災危機管理課が担当します。
　これまで、防災安全課が担当していた交通安
全と防犯に関する事務は、地域課が担当するこ
とになりました。

より迅速な組織へ生まれ変わりました
防災危機管理監
防災危機管理課
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●交通安全と防犯の担当は地域課へ
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広報すずか特集「防災危機管理課」についてのご意見・ご感想は、防災危機管理課へ
〒513-8701　防災危機管理課　　382-9968　　382-7603　 bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

　例えば、民間企業における「危機管理」とは、不祥事による信用失墜、情報の漏洩、大規模なシステム
障害、欠陥商品に対する賠償など、多種多様な危機の対策として、マニュアルの作成、訓練、危機管理体
制の構築を行うことです。これらは、企業経営の適正化に非常に有効な対策であると考えられています。
　一方、市における「危機管理」とは、「市民の皆さんの生命、身体および財産の安全を確保する」ことを
目的として、あらかじめさまざまな危機を想定し、各種の計画やマニュアルを策定し、いざというときに、組織
的な対応ができる体制を整備することです。市では、今後も危機発生時には、迅速で的確な対応ができる
よう、危機管理能力の向上に取り組んでいきます。

　先月、沿岸部の
津波浸水想定区域
と標高を掲載した
マップを全戸配布
しました。

危機管理とは？

1 津波ハザードマップの配布

　災害や危機が発生した状況の中で生き延びるためには、「自らの命は、
自らが守る」という「自助」の考え方が重要です。そして次に、「自分たちの
町は、自分たちで守る」という「共助」や「公的な機関によって提供される
援助」である「公助」を考えていく必要があります。
　その公助を担う市では、地震や台風などの自然災害のみならず、新型イ
ンフルエンザをはじめ、考えられる危機をあらかじめ予想して準備しておか
なければなりません。安心して暮らすことのできるまちづくりが、私たちの重
要な使命であると考えています。
　災害や危機というものは、いつどこで起こるか分かりません。市民の皆さ
んも、「家庭では、職場では、昼間は、夜間は」など、いつ、どこで災害や危
機に遭遇するかを、具体的に想定してください。そして、事前に、避難ルー
トや避難場所を確認していただいたり、家族で避難時の約束事を決めて
おいたりして、いざというときに備えていただきたいと思います。

災害や危機から身を守るために

防災トピックス

防災危機管理監　長野　克之

　市内90カ所に屋外スピ
ーカーを設置し、緊急情
報を一斉に放送するシス
テムです。今年度中の整
備を予定しています。

2 同報系防災情報伝達システムの導入
　防災危機管理課の職員が自治
会などに出向いて、それぞれの地
域で予想される災害など、地域に
根ざした防災啓発や避難訓練を行
っています。

4 出前トークや災害図上訓練の実施

　津波浸水想定区域からの
避難ルートに、電柱などを利
用して標高表示看板を設置
します。今年度中の設置を予
定しています。

3 標高表示看板の設置

ここは標高○○ｍです。
鈴鹿市

2012・5・5 3



元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

3月24日㈯・25日㈰

　平田商店会が主催する「鈴鹿さくらまつり2012」が旭化成
ケミカルズ㈱のグラウンドで、2日間にわたって開催されました。
　見ごろを迎えたサクラに加えて、県内外からのB級グルメ
出店や、子ども縁日、ぬりえ発表会など、多くのイベントが企
画されました。
　B級グルメに舌鼓を打つ人、宴会を楽しむ人、写真を撮る人、
ゆっくり散歩する人、来場者それぞれが思い思いに花見を楽
しんでいました。

４月７日㈯・8日㈰

　「三重しぜん文化祭inすずか」が文化会館で行わ
れ、2日間で計3,200人の方に来ていただきました。
　昆虫切り紙やウッドクラフトなど参加体験コー
ナーが盛況のほか、めずらしい生きものの標本

やはく製、写真などのブース展示も、来場者の心
をぎゅっとつかむ内容でした。
　昆虫写真家の海野和男さんの講演では、貴重
な生物の画像のほか、枯れ葉に隠れたカマキリを
探すなどのクイズも織り込まれ、子どもたちは楽しげに

答えていました。もしかす
るとこの中から、将来の
昆虫学者が育つかもし
れませんね。

ナ が盛況のほか、めずらしい生きものの標本 な生
探

企

人、
楽

月 ㈯ ㈰



㈪ ㈮



企画課　　382-9038　　382-9040 
kikaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿さくらまつり2012【既に行われました。レンズ(4ページ)の記事をご覧ください】
　平田商店会
　4月7・8日(土・日)10時～21時
　旭化成ケミカルズ㈱内グラウンド

　桜の名所「旭化成ケミカルズの桜
並木」でB級グルメや子ども縁日などのイベン
トを開催
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自然と水 環境保護
“しょうのゲンジボタル16日まつり”

22012鈴鹿ほたるの里
　今年は特別なシーズンフェス

1

　しょうのホタルの会
　【問合せ　090-8861-7328(加藤)】

　5月26日㈯～6月10日㈰
　※6月2日㈯に特別イベント

　庄野町地内のホタル生息地
　ゲンジボタルの観賞により、自然環境の

豊かさと大切さを理解する心を育てる。特別イベ
ントは山車(ホタルねぶた)の巡行、ホタルの生態
パネルの展示

　上野自治会ほたるを守る会
　【問合せ　090-4859-0113(大石)】

　5月19日㈯～7月7日㈯
　鈴鹿ほたるの里とその周辺・小岐須渓

谷山の家
　ホタルの生態学習会や観賞会のほか、

自然環境と里山風景を体験・学習、70周年にちな
んだ70メートルの流しソーメンや昼間のホタルハウス、
大声大会、里山記念植樹など楽しいイベントを開催

第1回ふれあい
　ニュースポーツフェスティバル

3 2012バイクであいたいパレード4

　三幸・スポーツマックス共同事業体
　【問合せ　387-6006(市立体育館内)】

　7月16日(月・祝)10時～15時
　市立体育館
　スポーツは全ての人が平等に参加で

きるものであるという基本理念のもと、地域の
社会福祉や健康づくりのため、市内の障がい
をお持ちの方を対象に、簡単なルールで楽しめ
るニュースポーツや軽運動を楽しむイベント

　鈴鹿商工会議所青年部
　【問合せ　382-3222(青年部事務局)】

　7月28日㈯18時15分から
　鈴鹿ハンター特設ステージから鈴鹿サ

ーキット8耐前夜祭会場まで
　“コカ・コーラゼロ”鈴鹿8時間耐久ロード

レース前日に実施される「バイクであいたいパレー
ド」。本年度は、パレード参加台数過去最大をめざ
し、「パレード参加台数ギネス登録」にチャレンジ

鈴鹿を花で綺麗にするプロジェクト5 鈴鹿・椿の縁結びプロジェクト 6

　スズカフラワープロジェクト
　【問合せ　090-3569-0935(藤田)】

　10月から12月に飾り花を予定
　市内各地(駅前周辺ほか市民や観光

客が訪れる場所)
　花を通じて鈴鹿市のイメージ向上をめ

ざすイベント。観光客がたくさん訪れる駅や各施
設を「鈴鹿の花」で飾る。花を使った壁面緑化、
飾り花により、見る人に癒しを与え、きれいな鈴
鹿のまちづくりをめざす事業

　椿の農業と地域を考える会
　【問合せ　090-2680 -3536(矢田)】

　①「鈴鹿のいいね」発見モニターツアー：5月～
12月で計３回、②「サファリファーム」：7月～11月で計4回

　椿地区内
　農村地域の地域資源の発掘や課題解

決につなげる趣旨で開催。①「モニターツアー」は
新茶手作り体験やブルーベリージャム加工体験、
②「サファリファーム」は大豆収穫体験などの体
験型イベントを実施

パレード参加台数ギネス登録チャレンジ(※タイトルを一部省略)
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　市が特定の事業を行う場合に、その事務や経理の内容
を明確にするため、一般会計とは別に設けたものです。
次の9つの会計があります。

　市が第三者からの借り入れを行うことによって長期にわたり
債務を負うものです。

 (単位 千円）

 (単位 千円）

 (単位 千円）

特別会計 

市債

 (単位 千円）

 (単位 ㎡）

公金の状況 

市税 

市有財産の状況 

歳計現金・基金などの保管状況

その他 

土地および建物

普通財産・・・事業用地の先行取得分や、事業の代替地など
行政財産・・・事業を執行するために直接使用する財産や公の施設など
教育財産・・・学校、公民館、博物館など 

※構成比については、単位未満は四捨五入のため、積み上げと一致しない場合があります。

 (単位 千円）  (単位 千円）

一般会計
歳　入 歳　出

市が行う仕事の大部分を賄う予算で、市税や国・県からの負担金などを財源としています。
まかな

財政課　　382-9041　　382-9040
zaisei@city.suzuka.lg.jp



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

「市内施工業者」を利用して、自宅の修繕・補修工事などを行う場合に、
経費の一部を補助する制度です。※平成24年度限りの事業です。

■補助の対象になるリフォームの要件

【市内施工業者とは？】
　鈴鹿市内に本店または主たる事業所を持つ個人か法人であって、リフォーム工事を自らが
施工するとともに、見積書、契約書、領収書を市内の住所で作成できる事業者を指します。

○市内施工業者が施工する住宅の修繕、補修、模様替えで、費用が10万円以上(税込)であること
○この補助金の交付決定通知を受けた後に着工し、かつ平成25年3月31日までに完成し、

代金の支払い・補助金額の確定・請求手続きが完了すること

■対象となる方

■「対象となる住宅」「補助金の対象とならない工事例」については、
　4月 5日号に掲載しています。合わせてお読みください。

○鈴鹿市に住民登録か外国人登録がある方で、補助対象となる住宅を自らが保有し居住している方
○申請者と同一世帯の全員が市税を滞納していない方
○対象になる工事について、国・県・市などが実施する他の補助制度を利用していない方

対象工事経費の10％で5万円を限度に補助します（千円未満切り捨て）。

① 申請者の郵便番号
② 申請者の住所
③ 申請者の氏名
④ 氏名のふりがな
⑤ 申請者の生年月日

　5月7日㈪～31日㈭　※産業政策課へ必着
　〒513 - 8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号

　　　　　鈴鹿市 産業政策課 総務グループ

申し込みはがきの内容を点検した上で、6月中旬までに
補助金交付申請書類（様式一式と手続方法の案内）を送付
します。ただし、はがきによる申し込みの段階で、補助金
額が市の予算（3,000万円）を超えることが見込まれる場
合には、受付期間終了後に抽選を行い、補助金交付の優先
順位を決定の上、順位上位者に補助金交付申請書類を送付
します。なお、結果は申し込まれた方全員に連絡します。

⑥ 申請者の電話番号
⑦ 工事内容（具体的に記入）
⑧ リフォームの予定工事費（税込）
⑨ 予定施工業者名とその所在地
⑩ 着工予定日と完成予定日

はがき記載例

はがきに下記の事項を記入し、産業政策課窓口まで持参か郵送してください。

①〒510-8701
②鈴鹿市神戸1-18-18
③鈴鹿　太郎
④すずか　たろう
⑤昭和17年12月1日
⑥059-382-8698
⑦風呂（ユニットバスへの交換）
　トイレ（水洗化）
⑧1,250,000円
⑨㈲○×△建築
　鈴鹿市神戸○-○-○
⑩平成24年９月１日着工
　平成24年9月15日完成予定

鈴鹿市緊急経済対策住宅リフォーム
促進事業補助金の交付を申込みます。

記



　点検と称して自宅に上がり込み、勝手に修理や工事をして法外な料金を請求する
悪質なリフォーム詐欺事件が全国で発生しています。ご注意ください。

　産業振興部産業政策課 総務グループ（市役所 7 階 74 番窓口）
　382-8698 　　382-0304

リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
金
Q
&
A

Q1　既に着工した工事があるのですが、後からでも補助対象になりますか。

A1
　着工後の工事は対象となりません。はがきでの申し込み後に送付する「交付申請書」を提出いただくと、
審査の後、「交付決定通知書」を送付しますので、それを受領後に着工した工事のみが対象です。

Q2　建物の登記上の所有者である夫が死亡している場合、妻が補助を受けることはできますか。

A2
　所有者との続柄、居住状況、固定資産税の支払いについて確認ができれば、所有者と
みなし、補助の対象者となることができます。

Q3　店や営業所を持たない個人経営の職人に見積や施工をお願いしたいのですが。

A3
　市内に居住する職人で、見積書、請求書、領収書に自宅の住所や電話番号を記載して
発行できる人に依頼するのであれば、補助の対象になります。

※住宅リフォーム促進事業の内容は、市ホームページのトピックスでもご覧いただけます。

ご注意ください！！

⑧～⑩の補足事項 

併せて実績報告書等様式を送付 

併せて交付請求書様式を送付 

見積書および契約書の写し・ 
着工前写真を添付 

領収書の写し・完成写真を添付 

⑧交付申請書 

①リフォーム相談

④補助金交付申し込みハガキ 

⑤
申
し
込
み
受
付・内
容
点
検

※

申
請
超
過
の
場
合
は
抽
選
を
実
施

⑨
内
容
審
査

⑳
内
容
審
査

㉓
支
払
処
理

⑥申請書類一式

③概算費用教示・工事内容の提示 

⑩交付決定通知書 ⑪着工依頼（交付決定受領後） 

⑲実績報告書・工事完了証明書 ⑱領収書・工事完了証明書 

㉔補助金振り込み ㉕補助金
　受　領 

㉑補助金確定通知書

㉒交付請求書 

　交付決定通知書受領後に変更が
生じた場合には、⑧～⑩の手続きを
再度行っていただきます。 

②
工
事
計
画

⑫
工
事
実
施

←⑬工事完了・引渡し 
⑭現場確認・写真撮影→
←⑮工事代金の請求
⑯工事代金の支払い→
⑰完了証明書作成依頼→

⑦リフォーム工事の契約 
　着工前写真撮影
※この時点では着工しない 

※⑧の交付申請書には、
見積書と契約書（請書）
の写し、着工前写真のほ
か、権利証の写しなどの
所有者が分かる書類の
添付が必要です。

鈴鹿市 申請者 市内施工業者



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

　平成23年度は、延べ61件（平成
22年度は63件）のご意見が寄せら
れました。
　部局別にみると、環境部、保健福
祉部、教育委員会事務局などへの
ご意見が多く寄せられました。内容
は、節電対策をはじめ、保育料の無
料化、中学校給食の早期実施など
についてでした。
　これらの声は、今後の市政にでき
る限り反映させていきたいと考えて
います。

内　
　
　

訳

※業務に関する問合せや照会、県など他の機関の意見などは除いています。

担当部局など 主 な 内 容件数

市　

長　

部　

局

ご意見をお寄せくださいご意見をお寄せくださいご意見をお寄せください

　市政に関するアイデアや提案を市民対話課へお寄せください。
　手紙、電子メール、電話、ファクス、面接のいずれの方法でも結構です。回答をさせていただきますので、
住所・氏名・年代・電話番号もお知らせください。
　なお、
　市民対話課と地区市民センターに切手不要の「市政への提言」用紙（右上写真）を備えていますので、
ご利用ください。市販の封書を使う場合は、〒513-8701（住所不要）「市政への提言」へ
電子メールによる提言は、市ホームページの「意見箱」（　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html）をご利用ください。

　お寄せいただいたご意見は、内容に
よっては、すぐに対応のできるもの、今
後の課題として取り組みを進めていくも
のなどがありますが、担当部署と内容
を十分に検討・協議し、できる限りご本
人へ回答をさせていただいていますの
で、必ず住所、氏名をご記入ください。
　これからも、市民の皆さんが気軽に
市政へ意見が言えるような環境づくり
を進め、市民参加をしていただくなかで、
市政への理解と信頼を深めていただき、
より良い鈴鹿市を築いていきたいと思
っています。

「市政への提言」の流れ「市政への提言」の流れ「市政への提言」の流れ

手紙・電子メールなど

お寄せいただいたご意見から抜粋し、個人が特定できない
ように配慮して、広報すずかやホームページで紹介します。

直接、担当から内容確認
のため、電話などで連絡
することもあります。

市民対話課でご意見を拝見し、対応する部局の調整をします。

担当部局で対応を考えます。

手紙やメールなどで回答します。

ご意見と担当部局の対応について確認します。

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
水道局

教育委員会事務局
その他
計

6
1
6
5
9
8
8
1
7
1
8
1
61

原付のナンバープレート、市税のクレジット払いなど
人事の件
広域震災がもたらす影響と対応、防犯灯の補助など
図書館の電子書籍導入の件など
グリーンカーテン，冬の節電対策など
３人目の保育料無料化、高額医療費の件など
鈴鹿ブランド品など
中勢バイパス建設早期着工および開通
工事の施工状況、市営住宅についてなど
水道水の汚れ
小学生に対する救急指導、中学校給食の早期実施など
消防



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

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

放課後子ども教室って何？

ボランティアさん募集

平成24年度 開設教室

　 郡山子ども教室
　小学1～3年生
　15時～16時30分
　毎週水曜日
　郡山公民館
　郡山小学校

　　キッズ白子
　小学1～3年生
　15時～16時30分
　1～3週金曜日
　白子公民館
　白子小学校

　　明生クラブ
　小学1～6年生
　15時～16時30分
　1･3週水曜日
　住吉公民館
　明生小学校

　　清和のもり
　小学1、2年生
　15時～16時30分
　毎週金曜日
　清和公民館
　清和小学校

　鈴鹿市では、放課後子ども教室の運営に協力していただける方を募集しています。
　子どもにいろいろな体験をさせたい、子どもの育成にボランティアとして参加したいなど、「放課後
子ども教室」に興味のある方は、生涯学習課か近くの公民館までお問い合わせください。

　放課後に公民館などを利用し、子どもの安全・安心な居場所づくりを進めています。地域のボラン
ティアの方に参加していただき、子どもたちに勉強や遊び、文化芸術活動、地域住民との交流活動
などの機会を提供することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境
づくりを推進します。

活動内容



　7月28日㈯　13時～
19時30分(予定)

　鈴鹿ハンター特設会場

　鈴鹿8時間耐久ロー
ドレース前夜祭として、交
通安全啓発車両を配備し、
全国各地から集まったバイ
クが、鈴鹿サーキットの8耐
前夜祭会場に向けて日本
最大級の交通安全パレー
ドを行います。

　5月21日㈪(必着)まで
に、鈴鹿商工会議所青年
部ホームページ(　http://
www.suzuka-yeg.com/)
からお申し込みください(応
募多数の場合は、抽選)。

　鈴鹿商工会議所青年
部(担当：川口・高橋　382-
3222)

○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

○高岡山杜の郷(高岡台四丁
目)中層耐火造3階　2戸　
2万800円～4万2,500円

○桜島団地(桜島町五丁目) 
中層耐火造4階　3戸　1万
4,500円～3万2,200円

○高岡山杜の郷(高岡台四丁
目) 中層耐火造3階　2戸　
2万300円～4万2,000円

○潮風の街磯山(東磯山二丁
目)中層耐火造3・4階　2戸
2万5,100円～4万9,700円

　下記のすべてに

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

　5月7日㈪から18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

　応募者多数の場
合は、7月上旬ごろに抽選
で決定します。

　7月下旬(予定)



　次の区域以外の
地域

〇下水道事業の認可区域
〇農業集落排水事業採択区域
〇大型合併処理浄化槽の処理

区域
 

　国庫補助の対
象となるもので、生物化学的
酸素要求量(BOD)除去率
90%以上、放流水のBODが
日間平均値20mg/ℓ以下の
もの

　高
度処理型合併処理浄化槽
で、下記のいずれかの要件を
満たすもの

〇総窒素濃度が20㎎/ℓ以下ま
たは総リン濃度が1mg/ℓ以
下のもの

〇BOD除去率が97%以上で放
流水のBODが日間平均値5
㎎/ℓ以下のもの

　補助金申請後に
工事着工し、平成24年度中
に工事が完了するもので、以
下の要件に該当するもの

○専ら居住の用に供する住宅
○延べ床面積の1/2以上を居

住の用に供する建築物

○鈴鹿市集会所建築等補助金
交付要綱(平成7年鈴鹿市告
示第102号)第2条第1号の集
会所(10人槽以下に限る)

　5人槽：25万5千
円、6・7人槽：31万8千円、8
～10人槽：42万円、11～50人
槽：42万円

　環境政策課に備え付
けの申請書に必要事項を記
入の上、同課へ

　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応
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
へ取りにきていただきます。

　5月20日㈰　10時～
15時

　図書館2階視聴覚室

　5月27日㈰ 9時～16時
30分

　5月30日㈬、31日㈭　
17時15分～20時

　いずれも納税課(市役
所本館2階)

　いずれも市税の納付、
納税相談、口座振替の手続
きなど

suzuka_city
　災害情報、防

犯情報、イベント情報、市内
行事の写真などを配信しま
す。大手メディアではなかな
か取り上げられないような、
地域に密着した情報を配信
します。



対象に、外国人登録の情報
を基に仮住民票を作成します。
仮住民票は施行日に住民票
になります。
　仮住民票の内容を載せた
「 仮 住 民 票 記 載 事 項 通 知
書」と「世帯構成確認書」を
世帯主宛てに5月上旬に発
送しますので、必ず内容を確
認してください。「仮住民票記
載事項通知書」と「世帯構成
確認書」の記載内容が実情
と異なる場合は、その事実の
確認できる証明と外国人登
録証明書を持って、早急に市
民課までお越しください。
　なお、6月になってもこれら
の通 知が届かない場 合は、
市民課にお問い合わせくだ
さい。

　 6月13日で60歳以上
の鈴鹿市民

　 6月13日～平成25年
2月27日の第2・4水曜日、9
時30分～11時30分(延長あ
り)、年17回(予定)

　市内の運動施設ほか
　ソフトバレーボール、

ストレッチ、太極拳、グラウ
ンド・ゴルフ、ニュースポー
ツほか

　150人(先着順)
　 4,000円(保険料含む)
　5月8日㈫から25日㈮

に、年会費を持参の上、鈴鹿
市体育協会 (市立体育館
内、 380-5015、月～金曜日 
9時～17時(21日は休業))へ

　7月1日から10月31日までの
123日間、無事故・無違反を
達成して、豪華賞品を獲得し
ませんか。無事故・無違反達
成チームには、抽選で1チー
ム30万円分のトラベルギフト
券など各種賞品を贈呈します。
　運転免許を取得している3
人を1チームとしてご参加く
ださい。また、シルバーチー
ム(3人のうち、6 5歳以上の
方2人以上含む)の募集も行
います。

　5月1日㈫～6月30
日㈯

　1人1,000円
　チャレンジ実行委員

会事務局(三重県環境生活
部 交通安全・消費生活課内 
　059-224-2410)

　5月18日㈮　13時30
分から

　男女共同参画センター
研修室1

　10人(先着順)
　会議開始15分前まで

に男女共同参画課へ

　本市と災害時応援協定を
締結している「災害ボランテ
ィアアマチュア無線鈴鹿」で
は、災害時に、ボランティアと
して各自の周辺情報を市役
所アマチュア無線局へ送信
するアマチュア無線の会員を
募集しています。関心のある
方は、下記の総会へ参加して
ください。

アマチュア無線局免
許をお持ちの方

5月20日㈰ 9時から
河川防災センター　

2階会議室
災害ボランティアアマ

チュア無線鈴鹿 会長 山中
乙雄(JA2RAL)(　382-0034 
　ral@mecha.ne.jp)

　7月9日㈪(施行日)から外国
人住民も住民基本台帳制度
の対象となり、日本人と同様
に住民票が作成されます。外
国人住民と日本人住民が混
在する世帯も一つの世帯とし
て登録され、世帯全員が記
載された住民票の写しが発
行できます。
　施行日の時点で、適法に3
カ月を超えて在留すると見込
まれる(短期滞在を除く)外国
人で市内に住所がある方を



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)
特別に加入できます。

　年金手帳、通帳、通
帳届出印

　津年金事務所　国民
年金課(　059-228-9188)

　学校に行きづらい子
どもを持つ保護者

　5月14日、6月11日、7
月2日、9月10日、10月22日、
11月19日、12月10日、1月21
日、2月18日、3月11日　月曜
日　13時30分～15時

　市役所西館1階 教
育研究所 けやき教室

　学校に行きづらい子
どもを持つ保護者同士の話
し合いとグループ相談

　適応指導
教室スタッフ

　10人程度
　無料
　5月10日㈭までに、直接

または電話で教育研究所へ

　発達に課題のある子
どもの保護者

 
○火曜日のグループ：5月15

日、6月12日、7月10日、9月11
日、10月9日、11月13日、12月
4日、1月15日、2月12日 10時
～12時

○水曜日のグループ：5月16
日、6月13日、7月11日、9月12
日、10月10日、11月14日、12
月5日、1月16日、2月13日 10
時～12時

　市役所西館　2階
2421会議室

　発達に課題のある子
どもの保護者同士の話し合
いとグループ相談

　髙﨑順子
(教育研究所専門相談員、臨
床心理士)

　各曜日15人程度
　無料
　5月11日㈮までに、

直接または電話で教育研
究所へ

　毎年5月12日から18日は「民生
委員・児童委員の日 活動強化
週間」として、全国で民生委員・
児童委員について知ってもらう
ため、PR活動が展開されます。
　民生委員は高齢者や障がい
者の方の支援など、児童委員は
児童問題など、福祉のアドバイ
ザーとして活動する方々で、本
市では352人の委員がそれぞ
れの地域で皆さんの良き相談
役として活躍しています。
　本市でも今年は市制70周年
記念事業として、5月12日に委
員全員が市内の主要ショッピン
グセンターで民生委員・児童委
員を知ってもらうためのPR活動
を行います。市民の皆さんの温
かいご支援ご協力をお願いし
ます。

　三重県では、女性の能力活
用や、仕事と生活の調和など
に積極的に取り組む企業(法
人)を認証し、その認証企業
の中からさらに、表彰企業を
選考しています。

　県内に本店または主
たる事務所があり、県内に
おいて事業活動を行う常時
雇用労働者を有する法人

　6月2 9日㈮
(必着)までに、申請書など
を記入の上、郵送または直
接、三重県雇用経済部雇
用対策課(　059-224-2454
　059-224-2455)へ

　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る「高齢任
意制度」があります。ただし、
満額になればそれ以上納めら
れません。
　また、任意加入は原則65歳
までですが、年金を受給する資



18時
市 役 所本 館 1 2 階

1203会議室
　「今後のCFRPの方

向性と㈶岐阜県研究開発
財団の取り組みについて(仮
題)」

　伊牟田 守さん
(㈶岐阜県研究開発財団　
統括コーディネータ)

　6月4日㈪ま
でに、ファクスか電子メー
ルで産業政策課へ

　三重県と県内全市町では、
共同で「三重県共有デジタ
ル地図」を作成しています。
 地図は、航空機により写真
撮影をして作成しますが、現
地調査も行いますので、ご協
力をお願いします。

5月10日㈭～6月30
日㈯

市内全域
　公道から周辺の地

形を調査、道路幅員、建
物(学校、公共施設)名称
を調査

　三重県自治会館組
合(　059-221-3701)

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施しま
す。参加資格の制限があり
ます。

　5月23日㈬ 10時30分
から

　三重県津庁舎6階 
大会議室

　三重地方税管理回
収機構 徴収課(津市桜橋3
丁目446 -34　三重県津庁
舎内　　059-213-7355
　 h t t p : //w w w . z e i -
kikou.jp/)

㈳

　5月20日㈰ 10時30
分～16時30分(時間は予定)

　市民会館
　入場無料(飲食ブー

ス・体感ブースは料金が必要)
　市内で活動する個

人・団体のさまざまなパフ
ォーマンスがホールで披露
されます。屋外では鈴鹿市
産の食材を使用した「飲
食ブース」、さらに地元モト
クロスレーサーや寄せ植え
の「体感ブース」、屋内で
は地元伝統文化の伊勢型
紙、鈴鹿生まれのモスビー
君「体感ブース」もありま
す。また、白子高校吹奏楽
部によるコンサート、三重
大学准教授川口淳さんに
よる減災講演や知事、市
長が参加する減災シンポ
ジウムもあります。

　㈳鈴鹿青年会議所
(　382-6288)

㈳

　現在鈴鹿市では、次世代
自動車産業、先端材料活用
産業、住生活産業(医療、福
祉、介護など)の3つの産業の
集積をめざしています。
　そこで、中小製造業者など
が、これらの産業のいずれか
に関する新たな工業 製 品、
新技術の研究開発を行う経
費の一部を補助します。

市内に本社か主た
る事業所がある中小製造
業者など

　2社以上の中小製造
業者などによる共同開発で
あること。いずれか1社以上
の方が平成22年以降に市
が実施した、これらの産業
に関する勉強会に参加して
いること。

　補助対象経費の2分
の1以内(上限100万円) 

　6月1日㈮から29日
㈮ (必着)までに、申請書に
必要事項を記入の上、直接
または郵送で、〒513-8701 
産業政策課へ

　最近、航空機や自動車へ
も採用され注目されている炭
素繊維複合材料(CFRP )に
ついて勉強会を開催します。

市内外中小企業
6月8日㈮　15時～



　全国でも有数の茶どころ
「すずか」で生産された新茶
の振る舞いと販売を行います。
新茶ならではの爽やかな香り
をお楽しみください。

　5月12日㈯、13日㈰ 
10時～18時

　イオンモール鈴鹿　
中央コート

　鈴鹿市民・菰野町民
　6月3日㈰　9時30分

集合(小雨決行)
　菰野町役場北駐

車場
　菰野町　きらら湖

周辺(5キロ、9キロ)
　100円(小学生未満

無料)当日受付け
　運動のできる服装、

運動靴、タオル、帽子、雨
具など

　鈴鹿・菰野絆ウオ
ーキング実行委員会

　5月31日㈭までに、
電話でスポーツ課へ

　元気アップこものス
ポーツクラブ(　・　394 -
5018)

　 リコーダー 全 国 大 会 で
堂々3部門金賞を受賞した桜
島ジュニアリコーダークラブ
が、国際リコーダーコンクー
ル優勝者「イェレミアス・シュ
ヴァルツァー」、箏奏者「後
藤真起子」と夢の共演を行い
ます。

　5月20日㈰
○13時30分～16時：イェレミア

ス・シュヴァルツァーによる
桜島ジュニアリコーダークラ
ブへの公開レッスン

○18時から：コンサート(開場
17時30分)

　鈴鹿医療科学大学 
白子キャンパス講堂

　900席(未就学児は
入場不可)

　無料
　事前に申し込みが必

要です。5月15日㈫(消印有
効)までに、電子メールか往
復はがきで、住所、氏名、電
話番号、メールアドレス、
「公開レッスンのみ、コンサ
ートのみ、両方」を記入の
上、うたえ♪リコーダー実行
委員会　伊藤由香(〒510-
0211　鈴鹿旭が丘郵便局
留、　utae-recorder@hot
mail.co.jp)へ

　うたえ♪リコーダー
実行委員会(山際)(　090 -
9025 -1484)

　5月19日㈯7時～10時
ごろ(予備日5月26日㈯)

　鈴鹿川河川緑地(運
動広場)

　熱気球の仕組みを
学ぶ熱気球教室と、熱気球
の搭乗体験(※)を行います
(先着200人程度)。

　1人1,000円(中
学生以上)、500円(小学生)

　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
(　090-3582-5087(6時30分
～9時ごろ))

　地元鈴鹿亀山地域のプロ
の生産者が生産、選別を行
った鮮度の良い花を母の日
にあわせて紹介します。また、
産地だからこそできる温室
直送の花を生産者自ら即売
します。

　5月11日㈮～13日㈰
10時～20時

　イオンモール鈴鹿 
中央コート・北コート

　鈴鹿花き温室組合
(担当：藤田政也　　374 -
4108)



　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴)

　5月26日㈯ 19時～
20時30分

　文化会館屋上天体
観測場・プラネタリウム 

　春の星座・月・火星・
金星・土星の解説

　150人(先着順)
　無料
　当日18時30分から、

文化会館2階 プラネタリウ
ムギャラリーで

 

○第2回　6月2 3日㈯　19
時～2 0時3 0分　初夏の
星座・月・土星の解説

○第3回　7月2 8日㈯　19
時～2 0時3 0分　夏の星
座・月・土星の解説

○第4回　8月2 5日㈯　19
時～2 0時3 0分　夏の星
座・月・土星の解説

○第5回　9月2 2日㈯　18
時3 0分～2 0時3 0分　秋
の星座・月・火星の解説

○第6回　10月20日㈯　18
時3 0分～2 0時3 0分　秋
の星座・月・木星の解説

　5月21日㈪に撮影さ
れた太陽や観測風景などの
写真で、未発表のもの (サイ
ズ不問 )。

　5月22日㈫から6月10
日㈰までに、写真(一人1点)

の裏面に住所、氏名、撮影
場所、撮影時刻を記入の
上、直接または郵送で文化
会館(〒513-0802 飯野寺家
町810)へ。写真は返却いた
しません。

㈯
㈰

　6月3日㈰ 13時30分
～16時

　文化会館 けやきホ
ール

　専門医による「脳卒
中」に関する話題をわかりや
すくお話しする講座

○講演1　「頸動脈狭窄症と
高次脳機能障害」

 安田竜太さん(鈴鹿中央総合
病院 脳神経外科医長)

○講演2　「脳卒中になってし
まったら」

 梶川博之さん(鈴鹿中央総合
病院 神経内科医長)

○講演3　「脳卒中に対する
チーム医療」

 荒木朋浩さん(鈴鹿回生病院 
脳神経外科診療部長)

○講演4　「急性期医療～最
近の話題も含めて」

 松浦慶太さん(鈴鹿回生病院 

　地域で介護予防を目的とし
た高齢者の集いを運営されて
いる方の交流会を開催します。
他のグループの方たちとの情
報交換をしてみませんか。

　6月29日㈮ 10時～
11時30分

　保健センター
　楽しくできるゲーム

の紹介・情報交換など
　30人
　電話で健康づくり

課へ

　5月13日㈰・18日㈮
　考古博物館
　「国際博物館の日」

( 5月18日)を記念して、考
古博物館の観覧料が無料
になります。速報展「発掘
された鈴鹿2011」と常設
展示を無料でご覧いただ
けます。

　5月13日㈰14時から
　考古博物館講堂
　発掘調査の成果を、

スライドを使って説明します。
　発掘担当者 ( 当館

学芸員 )
　無料



利きとは?　3」
米川泰正さん(食理学者)

○演題3　「ヨーロッパで認め
られない健康食品のお話」
長村洋一さん(鈴鹿医療科学
大学 保健衛生学部 教授)

○演題4　「健康食品管理士
からの一言 本当の健康食と
は何か」

 利見和夫さん(増子記念病院 
臨床検査技部)

　200人(先着順)
　無料
　鈴鹿医療科学大学
　鈴鹿医療科学大学

(千代崎キャンパス) 庶務課
(　383-8991　383-9666)

　高齢者の雇用・就業を支援す
るため、(公社)三重県シルバー人
材センター連合会が厚生労働省
の委託を受けて実施します。

　55歳以上の方(ハロー

ワークの求職登録が必要)
　5月31日㈭～6月8日

㈮(土・日曜日を除く) 10時～
17時

　鈴鹿市地域職業訓
練センター(鈴鹿ハイツ1番
20号)

　簡易な木工作業、塗
装などの基本技術をそれぞ
れの専門技術者から習得
し、一般家庭における簡易
な修繕工事に幅広く従事で
きるような技能者を養成

　20人
　無料

　5月22日㈫
までに、(公社)鈴鹿市シルバ
ー人材センター(神戸一丁目
17番5号、　382-6092)また
は(公社)三重県シルバー人
材センター連合会(津市島崎
町314 　059-221-6161)へ

神経内科部長)
　500人(先着順)
　無料
　鈴鹿中央総合病院
　鈴鹿中央総合病院

(　382 -1311　内線1011
米川)

　5月26日㈯ 13時～16
時20分

　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス JART記
念館100年記念ホール(岸岡
町1001-1(駐車場あり)

 
○演題1　「健康食品に関す

る情報の正しい捉え方」
  太田篤胤さん(城西国際大学 

薬学部 教授)
○演題2　「今本当に必要な目

　5月を迎え、過ごしやすい季節になりました。4
月から新たな生活を始めたり、生活環境などが
変わったことなどで、新たな人と出会う機会が増
え、その中でいろんなことを感じたのではないで
しょうか。
　人は「好き」や「嫌い」、「喜び」や「悲しみ」な
ど、さまざまな感情を持って日々 生活しています。
　特に自分にとって苦手なことや嫌なことなど
は、理不尽に感じたり、不合理に感じたりして、な
かなか上手に感情をコントロールすることができ
なかったりします。
　その感情をつい表情や言動に出してしまう場
合がありますが、ここでちょっと立ち止まり、自分の

心を見つめてみませんか。
　自分にとって意に反することも、突き詰めて考
えてみれば、本当は相手に対する誤解であった
り、コミュニケーション不足であったりするかもしれ
ませんし、相手も同じような気持ちであるかもしれ
ません。
　このようなことを、一つ一つ自分の心と向き合
い、見つめてみることで、苦手意識や誤解などを
少しずつなくしていきませんか。
　苦手意識や誤解などから解放されることで、
自分も相手も気持よく生活ができるようになり、人
権が尊重されるまちづくりにつながっていくので
はないでしょうか。

㈭

あつたね

かが み
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーター
スポーツ

す ず 　 　 か 　 　 び と

闘え！闘 鈴鹿人のえ！

㈰

5月5日は、端午の節句、こどもの日です。こいの
ぼりや兜を飾り、かしわ餅やちまきを食べ、菖蒲湯を
立てる日ですね。ところで、「端午」って何でしょう？
調べてみました。
端午というのは、もとは月の端の午の日という意

味で、5月に限ったものではなかったようです。その
後、午（ご）と五（ご）の音が同じなので、毎月5日を
指すようになり、やがて5月5日のことになったとも

伝えられています。
また、端午の節句は、奈良時代から続く古い行
事で、当時は病気や災厄をさけるための行事だ
ったものが、武家社会の中で「菖蒲」と「尚武」を
かけた節句となり、江戸時代に男の子の誕生と
成長を祝う祭りへと変化してきたようです。
ちなみに、この日が国民の祝日となったのは、

1948年。まだ最近のことなんですね。（依）

はじめ

たん ご

しょう ぶ

うま


