
　淡いピンク・白・赤の色とりどりの花が、日差しを受け

輝いていました。満開に咲いたしだれ梅に、春の暖かさを

感じました。

きれいに咲いた　しだれ梅

撮影場所

撮影日

撮影者

菅原神社(国分町)

平成24年3月8日

杉本義之さん
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▼図1： 死亡の場所別にみた年次別死亡数（全国）

▼図2： 死亡数の内訳(鈴鹿市)

○死亡の場所が自宅から病院へ
　高齢化に伴い、医療、介護、福祉を必
要とする方が増加しています。しかし、医
療機関や介護保険施設などの受け入
れには限りがあります。
　全国での死亡の場所別における死
亡数の推移（図1）をみると、自宅で亡く
なる方が減少し、それに代わって、病院
などで亡くなる方が増え続けていること
がわかります。

○約8割が病院や施設で最期を迎える
　鈴鹿市における、死亡の場所別の死
亡数の内訳（図2）を見ると、約8割の方
が、病院や施設で亡くなっているのが現
状です。
○病院から住み慣れた自宅へ
　現状は、病院・施設の病床は、ぎりぎり
足りているか不足している状態です。医
師などの医療従事者も不足しています。
　現状のままでは、10年後は、病床は確実に不足し、増加は見込めません。看取り分の病床さえも
無くなってしまいます。また、医療従事者もさらに不足すると予測されます。
　そういったことから、住み慣れた自宅、地域で安心して医療や介護が受けられる体制づくりが求
められ、「在宅医療・介護・福祉」の必要性が増してきています。
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　「在宅医療・介護・福祉」とは、病院に通うのが困難な方、
ご自宅での療養を希望される方のために、医師や看護師な
ど専門のスタッフがご自宅を訪問して、計画的に治療や介
護のお手伝いをすることです。今、この「在宅」の必要性が
高まっています。
　今回の特集では、在宅医療・介護・福祉の必要性と、そ
れを支える人々の活動や声を紹介し、地域で支える医療・
介護・福祉について考えます。

◆病院や施設で亡くなる方が増え、病床が飽和状態になっています。その現状を紹介します。

病院・診療所

老人保健施設・老人ホーム

自宅

その他

死亡数の内訳(鈴鹿市)

221人
1,190人114人

47人

（厚生労働省「人口動態調査（2011年）」より）

（三重県「三重県衛生統計年報（平成23年）」より）

在宅医療・介護・福祉
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▼図3： 今後の希望

（鈴鹿亀山地区広域連合「鈴鹿亀山地区高齢者等実施調査（平成23年）」より）
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歯科医師歯科医師

ケアマネジャーケアマネジャー

患者・家族患者・家族

地域包括支援センター地域包括支援センター

　市民の「かかりつけ医」である鈴鹿市医師
　会が、診療科を超えて取り組むシステム
　開業医が、一般診療の合間
　をぬって行えるシステム
　在宅医療に携わる多職種
　と連携した、効率の良い
　システム

　要支援・要介護認定を受けている方（施
設利用者を除く）に対し、今後の希望を聞くと、
自宅での生活を希望する方が7割を超えまし
た（図3）。また、65歳以上の認定を受けてい
ない方でも、7割弱の方が自宅で生活を続け
たいと答えました。
　また、「施設に入所」などを希望した方に対
し、自宅で暮らし続けるための条件を聞いた
ところ、「安心な医療体制」、「介護サービス
の充実」などの回答が多くあり、医療・介護・福
祉のサポート体制の充実が求められています。

　在宅医療ケアシステムとは、住み慣れた地
域や家庭で療養しながら生活が送れるよう
医療、介護、福祉などの関連職種が連携し
て支えるネットワークです。情報交換、症例の
検討会や研修会を開催してスキルアップも行
っています。
　急性期病院（※）から退院してくる患者さんを
円滑に自宅に迎え入れるには、安心して療養
していただく地域のサポート体制が必要です。
そのためには、医療・介護・福祉関係者がお
互いに理解を深め、連携することが大切です。

※緊急・重症な患者に、高度で専門的な医療を提
供する病院

プラン作成風景

自
宅
で
暮
ら
し
続
け
た
い

在
宅
を
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え
る
ネ
ッ
ト
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ー
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◆では、市民の方は、どこで生活を続けたいと思っているのでしょうか。鈴鹿・亀山を対象に行っ
　た調査の結果を紹介します。

◆鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議(以下、在宅医療ケアシステム)という、在
　宅医療・介護・福祉を支えるネットワークを紹介します。

■介護サービスを受けて、自宅で生活を続けたい
■家族介護だけで、自宅で生活を続けたい
■施設に入所したい
■有料老人ホームなどに入居して介護サービスを
　受けながら生活
■その他

　在宅医療ケアシステムは、鈴鹿市医師会が中心となって、2年前に
立ち上げました。そして、このシステムの核をなすのが在宅医療です。
　在宅医療とは、広義には病医院外で行う全ての医療行為（往診・
訪問診療）を意味します。往診とは、自宅などで突然体調をくずし、臨
時に診療を受けることです。一方、訪問診療とは、通院困難な患者さ
んが、自宅などで計画的なプランのもとに診療を受けることです。こ

のプランを立てるには、訪問看護師や、
ケアマネジャー・訪問ヘルパー・訪問薬
剤師などでチームを組むので、互いの
連携が欠かせません。

　鈴鹿市医師会は、以下のようなシステムを
作り、患者さんやご家族の希望に応える医療
をめざしています。

円滑に在宅へ♥

（一社）鈴鹿市医師会 理事 坂倉究さん

医　師

1

2

3
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♥
　鈴鹿歯科医師会では、8020運動（80歳で20本
以上の歯を残そうとする運動）を行い、現在3人に
1人以上の方が達成されています。しかし、口の中
の状態が悪い高齢者も多く見られるため、診療室
以外でも、公民館などで講話を開くなどさまざまな
活動を行っています。また、通院することが難しい
在宅の患者さんに対しては、協力歯科医師を派遣
し、治療だけでなく、食べ方や飲み込み方のアドバ
イス、健診などを行っています。
　「食べる」「話す」「呼吸する」「感情を表現する」
といった働きをする口腔の機能は、人がその人らし
く生きていくためには欠かせません。
　歯科医師会では、在宅で生活されている方の
「いつまでも食べる楽しみ」、「コミュニケーション
の楽しみ」を支えるため、在宅の患者
さんに対し、どのような口腔ケア
が提供できるのか考えていきた
いと思います。

私たちが
サポートしています

私たちが
サポートしています
　医師のほかに、在宅医療ケアシステムを

支えるメンバーの声を届けます。

その人らしく生きる♥

(社)鈴鹿歯科医師会 小西聖一さん

(社)鈴鹿地区薬剤師会 藤本修嗣さん

歯科医師

歯科医師

薬剤師

訪問看護師

ケアマネジャー

地域包括支援センター

急性期病院

　在宅医療を受ける患者さん、特に高齢者は、多く
の薬を服用されています。薬には、一緒に服用する
と効果が上下したり、体に有害な作用を及ぼすも
のもあり、管理には注意が必要です。
　在宅医療チームにおける薬剤師の主な役割は、薬
を服用する際に、間違いや危険がないように管理す
ることです。古い薬と現在処方されている薬が混ざ
ることや、内緒で別の薬を服用することを防ぎます。
　さらに、一般薬や健康食品などの使用状況をチ
ェックしたり、介護用品の相談、室内の衛生管理、医
療廃棄物の適正処理などの確認、指導も行います。
　患者さんの薬について情報を集め、薬に関する
危険を防止し、患者さんの不安を少しでも取り除き、
安心して生活できる環境をつくりたいと考えており
ます。お宅に伺い薬の指導をすること
で、患者さんの安心のパートナー
になれることをめざしています。

危険を未然に防ぐ♥
薬剤師

　訪問看護とは、看護師が自宅を訪問し、看護ケア
を提供するサービスです。医師の指示による医療
処置や、洗髪、入浴介助、食事や排泄などのお世話、
病状の観察などを行います。医学的根拠に基づい
て判断できるので、異常の早期発見や予防、悪化
防止ができます。また、患者さんと医師の橋渡し役
として、医師には話しにくい気持ちや変化をくみ取
ることも看護師の仕事です。
　患者さんだけでなく、介護する家族に寄り添う
ことも私たちの大切な仕事です。介護を気持ちよ
く続けてもらうためのサポートをしています。
　在宅介護は、ご家族にとって大変なことだと思
います。しかし、病院から自宅へ帰られて、活気が出
て元気になった方に、たくさんお会いしてきました。
私たち看護師は、介護家族の姿に接
し、患者さんや家族が少しでも安
心して生活が送れるようにケア
したいと思っています。

患者さん・家族に寄り添って♥

訪問看護ステーション連絡協議会
村山真弓さん

訪問看護師

在宅医療・介護・福祉
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◆健康相談や予防接種
　健康づくり課　 382-2252　 382-4187 　　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

◆障がいのある方が必要とする福祉サービス　障害福祉課　 382-7626　 382-7607　　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
◆地域福祉（民生児童委員など）、生活保護　生活支援課　 382-9012　 382-7607　　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp
◆①国民健康保険、②後期高齢者医療制度　保険年金課　 382-7605（①）　382-7627（②）　　382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp◆子の一時預かり
　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

◆介護保険
　長寿社会課　 382-7935　 382-7607　　chojushakai@city.suzuka.lg.jp　鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課　 369-3201　　369-3202　 skkouiki@mecha.ne.jp 

◆高齢者の在宅生活支援（おむつの支給、ふとん丸洗いなど）　長寿社会課　 382-7935　 382-7607　　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

広報すずか特集「在宅医療・介護・福祉」についてのご意見、ご感想は健康福祉部 健康づくり課へ
　382-2252　　382-4187　　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者
の方々を、医療・介護・福祉・健康などさまざまな面
から支えるために、平成18年に設置されました。
　地域包括支援センターは、地域における高齢者
の総合相談窓口です。保健師、社会福祉士、主任
介護支援専門員がその専門知識や技能をお互い
に活かし、連携を取りながら「チーム」として総合
的に相談を受けています。
　また、住み慣れた地域や家庭で療養しながら生
活が送れるよう、かかりつけ医や訪問診療をしてい
ただける医療機関などと連絡調整を行うなど、在
宅医療に関するお手伝いもしています。
　地域包括支援センターは、日常生活圏域に応じ
て西部、中部、北部、南部に、計4カ所設置されてい
ます。担当する地域包括支援センタ
ーへお気軽にご相談ください。

高齢者の総合相談窓口♥

地域包括支援センター 青島秀和さん

地域包括支援センター

　在宅での医療・介護を必要とされる方は、普段は
かかりつけの主治医が診療します。
　しかし、診療時に、詳しい検査や入院治療が必要
となった場合は、鈴鹿中央総合病院、鈴鹿回生病
院が、決められた輪番日に救急医療を担当します。
　在宅で療養されている方やご家族は、もしもの
ときに大丈夫だろうかと不安をお持ちだと思いま
す。ですが、かかりつけ医と病院が連携し、緊急時
のサポート体制をとっていますので、安心して在宅
療養をしてください。
　また、病院での診療が終わり退院する時点で、か
かりつけ医、ケアマネジャー、訪問看護師、家族など
が参加して、退院後の在宅療養の計画を立てます。
病状や容体だけでなく、患者さんの価値観、家族
の思いも考えた上で、その人に合っ
た一番良い計画を立てますので、
安心して住み慣れた自宅へ戻っ
ていただけます。

充実したサポート体制♥

鈴鹿回生病院 診療支援課
奥田一浩さん、尾崎純代さん

急性期病院

　介護保険制度の中核を担っているのが、私たち
介護支援専門員（通称：ケアマネジャー）です。
　ケアマネジャーは、食事や排泄、入浴などの生活
援助、介護用ベッドや車いす・歩行器などのレンタ
ル・購入、手すりの取り付けなどの住宅改修の調整
など、介護の必要な人が在宅で日常生活を継続し
ていくために必要なサービスの調整をしていきま
す。また、医師などと連携しながら、これらのサービ
スが円滑に行われているか評価をします。
　私たちの使命は、「介護の必要な人やその家族
に一番適した介護サービスにつなぐ」ことです。
「どんなサービスがあるのかわからない」「どのサ
ービスが適しているかわからない」といった悩みを
持つのは当然です。そんな疑問に答えるのが私た
ちです。お気軽にどんどんご相談く
ださい。

介護をプロデュース♥

鈴亀地区介護支援専門員連絡協議会
岩　清隆さん

ケアマネジャー

●行政の相談窓口●
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仁王門や不断桜を炎から守れ　文化財防火訓練

市民会館にニューオリンズの空気を運んできた
「中村好江わくわくHOT6」ジャズコンサート

あらっ びっくり！ 近くの海にこんな鳥が

　子安観音寺（寺家三丁目）の境内から出火したと
いう想定で、文化財施設の消防訓練を行いました。
　隣接する第一さくら幼稚園の園
児たちも避難訓練に参加しました。
地元の大門自治会の皆さんによる
バケツリレーなども行われ、初期消
火が大切なことを確認しました。
　昭和24年の法隆寺火災をきっ
かけに、毎年この時季に文化財防
火訓練を行っています。訓練の最

後は、県指定文化財の仁王門に向けて一斉放水
を行い、締めくくりました。

　本市出身のジャズトランぺッター中村好江さんが、
昨年12月に発表した1stCD『WONDERFUL DAYS』
を記念して、市民会館でコンサートを開催しました。

幅広い年齢層のジャズファンが多く集い、CDからの曲
を中心に演奏を楽しみました。
　子どもの時にアメリカ・ニューオリンズで『ディキシ

ーランドジャズ』に出
逢って、感銘を受け
た中村さん。仲間と
共に好きな音楽をプ
レイする喜びと楽し
さがたくさん伝わって
くるコンサートでした。

　白子の海岸で、冬の野鳥の観察会を行いました。
市では、自然についての興味を深めていただくため、
例年、植物、魚、鳥などのテーマを決め、それに合っ
た場所や季節を選んで開催しています。
　講師の説明を聞きながら望遠
鏡を片手に散策し、ウミアイサと
いった越冬のために日本に飛来
している冬鳥など18種類を観察
することができました。参加した
子どもたちは、「望遠鏡で見ると、

細かい動きまで見えてすごい」と、めったに見ること
のできない鳥の生態に興味津 の々様子でした。

を記念して、市民会館 サ トを開催しまし 。 子 も

を行いました。 を行い、締めくくりました
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2月12日㈫

2月15日㈮

2月16日㈯

鈴鹿里山学院でバレンタインチャリティ企画
勤労青少年ホーム利用者の会がチョコをプレゼント

　勤労青少年ホームの有志で結成した利用者の会
の皆さんが、児童養護施設鈴鹿里山学院を訪れ、ち
ょっぴり早いバレンタインチョコを子どもたちにプレゼ
ントしました。

　社会福祉協議会から
はマスコットキャラクター
の「かりんちゃん」も駆けつ
け、記念撮影を行いまし
た。ゲームで交流した後、
おいしくチョコをいただき、
楽しい時間を過ごしました。

　本市出身で、俳優として数々の映画やテレビド
ラマ、舞台で活躍されている田中哲司さんが、『鈴
鹿と・き・め・きエンターテイメント大使』に就任さ
れました。
　「鈴鹿」の魅力を広く発信し、ＰＲやイ
メージアップを図っていただくのが大使
の任務です。市長から委嘱状を受け
取った田中さんは、「大好きな鈴鹿のた
め、できる限り頑張ります」と抱負を語
ってくれました。
　鈴鹿市シティセールス特命大使は、
エンターテイメント、モータースポーツ、

カルチャー、ビジネス、スポーツ、サイエンスの6分野
で委嘱しています。現在、田中さんを含め13人の方
に就任していただいています。

　商工会議所で、鈴鹿少年少女発明クラブの
「歩行メカ競技会」と「ロボット風船割りコンテスト」が

開催されました。子どもたちが創意工夫した手作り
ロボットを競い合うとともに、一年間のクラブ活動

の集大成を保護者へ披露しました。
　「みんなで作るとアイデアがたく
さん出てくる」「他の学校の友達が
できた」とものづくりの面白さ、喜び
を話していた子どもたち。保護者は
「家でも頑張って作っていた。学校
では学べないことを学ばせてもら
った」と子どもの成長を喜んでいま
した。

田中哲司さんが『鈴鹿と・き・め・きエンターテイメント大使』に
就任されました

子どもはアイデアのびっくり箱
手作りロボットで　よーいスタート！

使』に就任さ

、
、

に就任し ま
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2月17日㈰

2月17日㈰

2月20日㈬

　第6回美し国三重市町対抗駅伝が開催され、
29の市・町代表チームにオープンチーム4チーム

を加えた33チームが、津市から伊勢市まで早春
の伊勢路を駆け抜けました。1区の川北陽菜さん
（石薬師小学校）、6区の中岡昇平さん（伊賀白鳳
高校）が、市の部区間賞を獲得するなどの力走で、
鈴鹿市チームは見事3位入賞を果たしました。皆
さんの応援ありがとうございました。

　市民劇団の「劇団 花さつき」が、ふれあいセンタ
ーで第6回公演「さだちゃん」を上演しました。
　35年前に妹を事故で亡くした主人公のつとむ。母
の貞子は、最近では人物誤認や徘徊症状が出て介
護が必要な状態が続いている…。介護の必要な高
齢者と暮らす家族をテーマにした約1時間のストーリ
ーは、介護する家族への応援
メッセージとなる内容でした。
　この公演は、鈴鹿市市民活
動団体支援事業として実施さ
れました。また、石薬師高校演
劇部の客演「スーパーばあちゃ

んが行く」や、地域包括支援センター協力による認
知症サポーター養成講座も開催され、多くの方が介
護に関する理解を深めました。

　今年度第6回目の「市長と話そう！鈴鹿づくりミ
ーティング」を開催しました。今回は、食生活改善
活動を促進させ、地域住民の健康増進に寄与す

る活動を行う「鈴鹿市食生活改善推進協議会
（愛称ヘルスメイト）」の皆さんと、「食生活」をテ
ーマに意見交換を行いました。
　食の安全と安心、食育推進の大事さ、ロコモテ

ィブシンドロ
ーム（運動器
症候群）の予
防などについ
て熱心に話し
合い、有意義
な時間となり
ました。

早春の伊勢路を絆のタスキでつないで3位入賞
第6回美し国三重市町対抗駅伝

劇団 花さつきが介護への応援メッセージ
「さだちゃん」を上演しました

市長と話そう！鈴鹿づくりミーティングを開催しました

市 代表

護に関する理解を深めました。

活動を促進させ、地域住民の健康増進に寄与す

ま　　　ち

ま　　　ち

た。

石薬師高校演劇部 劇団 花さつき
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きつけ

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室生徒募集

NPO俳句スクーリング
　25年度生募集

鈴鹿市民歩こう会
春季テニス教室
受講生募集

第 25回
鈴鹿水墨画・日本画展

第24回
鈴鹿能楽連盟発表会

平成25年度
能楽（謡・舞）受講生募集

剣道会員募集

シェイプアップエアロ
&ストレッチ教室

芸文協祭
「春風によせて」

市民アーチェリー
教室と会員募集

こども空手道教室

NPOきもの着付・
組ひも教室

平成25年度鈴鹿市小学生
ソフトテニス教室児童募集

楽しい
ベビースキンケア教室

平成25年度鈴鹿ハンドボール
スクール生徒募集

パン×飾り巻き寿司
教室

認知症の人と
家族の会の集い

EM勉強会
リトミック教室生徒
募集・無料体験

とき／4月2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／毎月第2火曜日・第4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／文化会館
研修室　内容／伊勢型紙の技法で絵
画を作ろう。　講師／大杉華水　※
初心者大歓迎

対象／一年間続けられる方　とき／毎
月第3金曜日　午前の部9時30分～11時
30分、午後の部13時30分～15時30分　
ところ／文化会館　定員／各10人　参
加料／3カ月無料　申込み／電話で

(1)とき／3月24日㈰　内容／初瀬街道③　
集合／近鉄川合高岡駅9時20分　参加料
／200円　(2)とき／4月7日㈰　内容／鹿化
川千本桜　集合／近鉄高角駅8時45分　
参加料／200円　※初参加者大歓迎

とき／4月13日から毎週土曜日（全10回）、ジュニア
（小学生）18時から、一般中級・初級19時20分から
（ナイター）　ところ／市立テニスコート　受講料
／一般6,500円、ジュニア5,500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

とき／3月30日㈯9時～16時30分、31日
㈰9時～16時　ところ／文化会館さつ
きプラザ　講師／佐野硯水　入場料
／無料　※入会大歓迎。多数の皆さ
まのお越しをお待ちしています。

とき／3月24日㈰9時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／舞
囃子・仕舞・素謡など19曲を発表　入
場料／無料　※鼓や笛を聴き、舞を見
るよい機会です。気軽にお越しください。

とき／毎月第1・3土曜日8時30分から　
ところ／岸岡町（ひばりが丘）　内容
／約1時間の個人指導　教材／教本・
扇　受講料／月2,000円　※3人以上ま
とまれば出張指導します。

対象／小学1年生以上　とき／毎週水・日曜日
19時から　ところ／平田野中学校体育館　
内容／永く続けられる剣道を目標にしていま
す。　説明会／3月20日（水・祝）19時から平
田野中で　※興味のある方お越しください。

とき／毎週火曜日10時～11時20分　と
ころ／楠町体育館　会費／月2,500円
※年齢を問わずどなたでも気軽にご
参加いただける内容です。託児付き教
室（月2回金曜）もあります。

とき／3月16日㈯13時30分開演　とこ
ろ／文化会館けやきホール　内容／
市内在住の歌手や白子ウインドシンフ
ォニカの素晴らしい演奏をお楽しみく
ださい。　入場料／無料

とき／3月30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　※随時会員募集中です。練習は
毎週土曜日午前中に行っています。

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

とき／4月4日㈭から第1・3木曜日13時～
15時　ところ／NDCホール（鈴鹿警察
署東1分）　内容／浴衣から普段着ま
での着付、指先を使って脳の活性に楽
しい組ひも　参加料／全6回3,000円

とき／4月1日～平成26年3月30日 主催
／三重県ソフトテニス連盟鈴鹿支部

対象／生後1カ月以上の親子と安定期
の妊婦　とき／平日10時30分からと、
13時から　ところ／南玉垣町　内容
／赤ちゃんの肌と毎日のスキンケア　
参加料／1,500円

対象／小学3年生～6年生　とき／毎
月第2・4土曜日の年間24回　ところ／
ホンダアクティブ体育館　定員／50人　
参加料／年間4,000円　申込み／4月
10日（水）までに松岡へ

とき／3月8日・15日㈮　ところ／生協鈴
鹿センター　内容／パンの発酵中に
飾り巻き寿司を巻きます。　参加料／
2,500円（材料、レシピ込）　申込み／
電話か電子メールで

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／3月13日（水）13時30分～16時　
ところ／牧田コミュニティセンター　内容
／悩み相談・情報交換　参加料／本人無
料、会員家族100円、一般200円

とき／3月15日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基
礎知識と家庭内での使い方と応用　
参加料／500円（EM菌含む）　※気軽
にご参加ください。

対象／1歳～入園前　とき／毎週金曜日
10時～12時　ところ／郡山町太陽の街第
三集会所　内容／音楽に合わせて体を
動かしたり、歌ったり、音楽遊びを楽しみ
ます。※お気軽に参加してください。

はじめての尺八教室
　参加者募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

キッズ絵画教室で
楽しく描こう

鈴鹿少年少女合唱団
　団員募集中

対象／年齢、男女問わず　とき／第1・
3水曜日19時～21時　ところ／文化会
館茶室　内容／はじめての人、尺八に
挑戦してみませんか。連絡を待ってい
ます。　参加費／月2,500円程度

とき／3月12日㈫19時～21時　ところ／
白子公民館　参加料／100円　　内容
／不登校・ひきこもりのお子さんを持つ
親の集まりです。いろいろ話し、相談し
たいと思います。詳しくは連絡ください。

対象／幼児・中学生　とき／第1・3水曜日16時～19時
フリータイム　ところ／イオン白子店3階　内容／水
彩画・デッサン・デザイン画など。2・3歳児体験会行
います。　参加料／500円（体験）　※世界児童画
展・各絵画展・ポスター展多数受賞しています。

対象／年長から　とき／毎週土曜日
10時～12時　ところ／神戸コミュニテ
ィセンターほか　内容／歌って楽しい、
聴いて楽しい合唱団です。親切・丁寧
に指導します。　※見学者大歓迎

民族衣裳着付同好会 
386-3827  387-2032

事務局　中城
 383-5393

河井
 387-1689

鈴木利昭
 383-0712

鈴鹿テニス協会
川出 ・  370-1341

武田英子
 382-3479

事務局長 辻岡勝洋
 386-8422

観世流名誉師範 辻岡勝洋
386-8422

鈴心館道場（スポーツ少年団登録）
三木  378-2608

信田和美  080-2613-4703
鈴鹿市芸術文化協会

387-0560
鈴鹿市アーチェリー協会

　388-1351  suzuakyo@live.jp

鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口  386-7822

NPO着付みえ
 386-2509

田上洋
 374-0658

ベビー&ファミリーサロンめぐHUG
 387-0248  080-4214-9574

松岡富夫  378-5728 
090-1415-8255

めぐパン＆あいじょう巻子   090-7618-4540 
bread-luna@yahoo.co.jp

下野
370-4620

鈴鹿EM交流会
382-6039

山原
372-0933

尺八講師 阪田勧山
090-6760-9272

保井
　090-4185-1514

NPOすずかのぶどう
387-0767

鈴鹿少年少女合唱団
佐々木　・　374-3397

し だ

情情報局こちら
 すずかすずか

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申 込 み／3 月11日㈪～15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。

※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。

次回の募集は 5月５日号掲載分です

ハグ

ひでこ

なかじょう
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環境政策課　　382-9014　　382-2214 
　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で義務

付けられています。これに基づき、4月6日㈯から各地区で狂犬病予防集合

注射を行いますので、ご都合の良い会場で受けてください。

愛犬に予防注射を受けさせましょう愛犬に予防注射を受けさせましょう

狂犬病の予防注射情報館❶

旭が丘公民館
白子コミュニティセンター

牧田コミュニティセンター
弓削町公会堂
ＪＡ鈴鹿牧田支店
竹野町公会堂
県鈴鹿庁舎駐車場

ＪＡ鈴鹿玉垣支店
西玉垣集会所
三日市南自治会集会所

ＪＡ鈴鹿若松支店
若松地区市民センター
下箕田集会所
箕田公民館

ふれあいセンター
野町公民館
鈴鹿ハイツ公民館

徳田町ふれあい会館
天名公民館
徳居集会所前空き地
合川公民館前旧農協倉庫

鈴鹿水産研究室
市立体育館東駐車場
愛宕下会館
ひばり会館

鼓ヶ浦公民館
伝統産業会館

千代崎海水浴場駐車場
ＪＡ鈴鹿一ノ宮支店
長太新町東自治会集会所
長太公民館

椿公民館
鈴峰公民館
庄内公民館

国府台第三集会所
国府公民館
住吉公民館

三重県花植木センター
加佐登公民館
深伊沢公民館
久間田公民館

石薬師公民館
自由ヶ丘集会所
木田公会堂

野辺町集落センター
河曲地区市民センタ－
神戸コミュニティセンター
神戸公民館

庄野公民館
井田川公民館
平野町民会館
羽山共進集会所

県鈴鹿庁舎駐車場
太陽の街第一集会所
ＪＡ鈴鹿栄支店
ＪＡ鈴鹿稲生支店

　狂犬病は動物・人間共通
の感染症で、発症すると治
療方法がない、非常に恐ろ
しい病気です。世界の多く
の国では現在でも発生して
いて、いつ海外から侵入し
てくるかもしれません。品種、
室内飼いの区別にかかわらず、
狂犬病予防注射は必ず毎年
受けましょう。注射を受けた
犬には注
射済票が
交付され
ます。

対　象　生後91日以上の犬
費　用　3,200円

◆接種の際の注意点

●犬を押さえられる方が連れてきてください。
●首輪や胴輪は抜けないようにしっかりと装着してください。
●ふんの後始末ができるよう、ご用意ください。
●注射はどの会場でも受けられます。
●日程が合わない場合は、動物病院で注射を受けてください。
※注射料金は、各動物病院へお問い合わせください。

●犬の登録が済んでいる方には、事前に案内はがきを郵送します。内容
を確認し、誤りがあれば訂正して、必ず会場にお持ちください。

※案内はがきを紛失または届かなかった場合でも、会場で申込書に記入すれば、注射を受けられます。

●犬の登録がない場合でも、会場で登録ができます。登録手数料
3,000円を持参してください。

●犬が高齢、妊娠中、病気などの場合は、自分で判断せずに、必ず獣
医師の診察を受けてください。場合によっては「狂犬病予防注射猶予
証」（有料）の発行を受け、環境政策課へ提出することで、予防注射
を最長1年猶予できます。

狂犬病予防注射日程表
4月6日㈯

7日㈰

8日㈪

9日㈫

10日㈬

11日㈭

12日㈮

13日㈯

14日㈰

15日㈪

16日㈫

17日㈬

18日㈭

19日㈮

20日㈯

21日㈰

13時30分～14時30分
14時45分～15時30分

10時～11時
11時15分～11時45分
13時～14時
14時15分～14時45分
15時～15時45分

13時～13時30分
13時45分～14時10分
14時25分～14時45分

13時～13時45分
14時～14時30分
14時45分～15時15分
15時30分～16時

13時～13時30分
13時45分～14時5分
14時20分～14時40分

13時～13時20分
13時35分～14時5分
14時20分～14時50分
15時5分～15時35分

13時～13時20分
13時35分～14時5分
14時20分～14時40分
14時55分～15時15分

13時30分～14時15分
14時30分～15時15分

10時30分～11時30分
13時～13時45分
14時5分～14時35分
14時50分～15時50分

13時30分～14時15分
14時30分～15時15分
15時30分～16時

13時～13時45分
14時～14時40分
15時～15時30分

13時～13時30分
13時45分～14時15分
14時30分～15時
15時15分～15時45分

13時～13時50分
14時5分～14時35分
14時50分～15時20分

13時～13時20分
13時35分～14時5分
14時20分～14時50分
15時5分～15時25分

13時～13時30分
13時45分～14時15分
14時30分～15時
15時15分～15時45分

10時30分～11時20分
13時～14時
14時15分～14時45分
15時～16時

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

ものづくり人材育成研修情報館❷

本市では、市内の中小企業支援の一環として、人材育成研修を無料で行って

います。ここでは、平成25年度の研修内容を紹介します。

112013・3・5

ものづくり産業支援センター
人材育成研修を行います
ものづくり産業支援センター
人材育成研修を行います

　鈴鹿市ものづくり産業支援センターでは、市内の中小企業支援を目的として、企業ＯＢアドバイザー
の派遣、人材育成研修、関連機関との連携、困りごと相談など、さまざまな支援活動を行っています。
このうち、人材育成研修ではそれぞれの立場に応じたプログラムを用意しています。

◆人材育成研修とは
　平成 19 年にスタートした人材育成研修の受講者
は、市役所で行う集合研修と、集合研修に参加でき
ない企業に出向いて行う出前研修を合わせて、50 社、
400人に達しています。
　研修では、経験豊富な企業ＯＢアドバイザーが講
師となり、他の研修では味わえない記憶に残る内容と
なっていますので、リピーター企業が毎年増えていま
す。ぜひご活用ください。

◆平成25年度人材育成研修受講者の募集
○ベーシック研修

対　象　新人や一般社員
内　容　ものづくりに携わる社会人としての基礎知識
や心構え（講義とグループ活動）

と　き　4月13日㈯、20日㈯、27日㈯の3日間コース
定　員　24人（１社２人まで）　　参加料　無料
申込み　3月5日㈫から4月5日㈮までに、産業政策課
ものづくり産業支援センター（市役所別館第3）へ

○リーダー研修

対　象　班長や係長
内　容　現場での問題点の把握や対応処理、主要施策
の立案や部下の指導方法（講義とグループ活動）、市内
中小企業の現場確認や鈴鹿高専での実習など

※平成 25 年度からは、リーダーとしての幅を広げるため管
理編と技術編を一本化したカリキュラムに変更します。

と　き　5月18日㈯、25日㈯、6月1日㈯、7日㈮、
15日㈯、22 日㈯、29 日㈯、7月 6日㈯、13 日㈯の
9日間コース

定　員　24人（１社２人まで）　参加料　無料
申込み　4月1日㈪から5月10日㈮までに、産業政策課
ものづくり産業支援センター（市役所別館第 3）へ

○マネジメント研修

　平成 25 年度から新設予定のプログ
ラムです。工場長や課長を対象に、管
理職として必要な資質を育成します。
※マネジメント研修は秋に実施予定ですの
で、詳細が決まり次第ご案内します。

○出前研修

　企業ＯＢアドバイザーが直接企業に
出向いて研修を行います。年間を通じ
て実施し、研修内容についてはご要望
に沿うよう対応しますので、ご相談くだ
さい。

ベーシック研修の様子

マネジメント研修マネジメント研修

リーダー研修リーダー研修

ベーシック研修ベーシック研修

経営者経営者

工場長工場長
課　長課　長

係　長係　長
班　長班　長

一般社員
新　人
一般社員
新　人

人
材
育
成
の
範
囲

⬇⬇

⬇⬇
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市民対話課　　382-9058　　382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

多文化共生情報館❸
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◆コミュニケーション支援の取り組み

◆だれもが住みやすいまちとは・・・

○やさしい日本語の職員研修
　本市では、窓口業務を行う職員を対象に「やさしい日
本語」研修を年1回行っています。ここでいう「やさしい
日本語」は、「易しい（簡単な）日本語」と「優しい（親切
な）日本語」の二つの意味を持っています。研修に参加
した職員からは、福祉の分野でも活用できるのではな
いかとの感想が出ています。
○ピクトグラム（絵文字）の活用
　主に駅や空港などの公共空間で使われるピクトグラ
ムは、文字で表現する代わりに、視覚的な図で直感的
に伝える手段です。平成23年度から「安全・安心フェ
スタ」にブースを出して、ピクトグラムを使ったクイズを
行い啓発と普及を図っています。毎回100人ほどの方
が参加されています。

　「やさしい日本語」や「ピクトグラム（絵文字）」は、
外国人市民だけに有効な手段ではありません。子ども
にも理解しやすく、高齢の方にも親切な伝え方なのです。

　外国人市民にしか伝わらない取り組みではなく、誰にでも伝わる取り組みを推進することが、「だれ
もが住みやすいまち」づくりにつながります。
　多文化共生の推進は、外国人市民だけを支援するのではなく、少数の人たちの状況を理解しようと
しながら、多くの日本人市民にも共通する、効果的な方法を見つけようと努めることです。
　具体的にはどのような方法が効果的なのでしょうか。

参考ホームページ
「認知・知的障害者の知識表現支援技術の開発」
（　http://sa.carc.jp/pict/index.html）

多文化共生と
「だれもが住みやすいまち」
多文化共生と
「だれもが住みやすいまち」

「外国人が住みやすいまちは、日本人も住みやすい」という言葉を聞いたこと

はありませんか。多文化共生のキーワードとしてよく用いられるこの言葉には、ど

のような意味があるのでしょうか。

　今年1月24日に、鈴鹿国際大学との共催で「多文化共
生推進セミナー」を開催しました。本市からは大森副市
長がパネル討論に参加し、多文化共生推進指針に基づ
いたコミュニケーション支援のための取り組みを推進し
ている現状を報告しました。
　日本人が異文化を理解しよう、外国語を学ぼうとする
気持ちを持つことが重要なのはもちろんのこと、外国人
市民に向けた日本語学習機会の保障と、「やさしい日
本語」や「ピクトグラム」などの分かりやすい情報提供
の推進が重要と位置づけて取り組んでいます。

職員対象の「やさしい日本語研修」

多文化共生推進セミナー（1月24日）

学校が火事の時は
グラウンドへ歩いて
逃げましょう

➡➡➡➡

ピクトグラム（絵文字）の例



あなたと大切な人の
命を守るために

3月は｢自殺対策強化月間｣

健康づくり課   382-2252　 382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　自殺は心理的に追い込まれ
た末の死であり、その多くが防ぐ
ことのできる社会的な問題です。
一人一人の行動が、地域や社
会の絆づくりを強化し、支えあい、
自殺予防につながります。
◆あなたにもできる自殺予

　防のための行動

○気づき　家族や仲間の変化
に気づいて、声をかける
○傾聴　本人の気持ちを尊重
し、耳を傾ける
○つなぎ　早めに専門家

に相談するよう促す
○見守り　温かく寄り添いなが
ら、じっくりと見守る

問合せ　三重県こころの健康セ
ンター（  059-223-5241）

嘱託職員(臨床心理士)を
募集します

子育て支援課   382-9140    382-9142

   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

業務内容　児童の発達検査・
記録事務・保護者相談、市内
の保育所、幼稚園および小中
学校への巡回相談を通じて
の専門的指導や助言

対　象　以下を満たす方
・昭和28年4月2日以降生まれ
・臨床心理士の資格を有し、実
    
募集人員　1人程度
申込み　3月5日㈫から13日㈬
（土・日曜日を除く8時30分から
17時15分）までに、採用試験

申込書を子育て支援課子ど
も家庭支援室へ。詳しくは、お
問い合わせください。

◆採用試験

と　き　3月18日㈪　10時から
ところ　市役所西館　2422
会議室

公共下水道の
供用開始の縦覧をします

下水管理課   382-9026    384-3938

    gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　3月31日㈰から新たに公共下
水道が使用できる区域が決まりま
したので、縦覧します。
対象地区　牧田、白子、稲生、
飯野、一ノ宮、玉垣、若松、栄
の各一部

と　き　3月11日㈪～22日㈮
（土・日曜日、祝日を除く）　8時
30分～17時15分

ところ　下水管理課

お 知 ら せ

特別日曜窓口を開設します 市民課   382-9013    382-7608     shimin@city.suzuka.lg.jp

◆市民課日曜窓口もご利用くだ

さい

　毎週日曜日の9時から12時まで、
市役所本館1階市民課で市民課
日曜窓口を開設しています。
窓口内容　住民票・印鑑証明・戸
籍関係証明などの交付、印鑑
登録、戸籍届、住民異動届、特
別永住者証明書カードの受け
付けなど

※内容によっては、取り扱いできない

場合があります。また、税証明、住

民基本台帳カード、電子証明は取

り扱いできません。

　春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くなります。市では、3月31日、4月
7日に特別日曜窓口を開設します。内容をご確認の上、ぜひご利用ください。
※3月31日は、四日市市・桑名市・いなべ市・亀山市・松阪市・東員町・菰野町、4月7日は、亀山市・松阪市の各本

庁窓口も開いています。詳しくは、各市町へお尋ねください。

※3月31日は、税証明(一部を除く)も発行できます。
●特別日曜窓口一覧

開設窓口 階数 窓口内容
3月31日

8時30分～
17時15分

4月7日
9時～
12時

市民課
 382-9013

保険年金課
 382-9401

子育て支援課
 382-7661

学校教育課
 382-7618

納税課
 382-9008

市民税課
 382-9006

1階

住民票・印鑑証明・戸籍関係証明など
の交付、印鑑登録、転入・転出・転居
の手続き、戸籍の届出、特別永住者証
明書の受け付け

国民健康保険、国民年金の手続き、後
期高齢者医療、福祉医療費（心身障がい
者・１人親・子ども）助成の手続き

市立小・中学校の転校相談、新入学の
手続き、市立幼稚園の入園相談など

市民の納付、納付相談、口座振替手続き
など

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃
車・名義変更などの手続き（鈴鹿市発
行のナンバープレートのみ）

児童手当・児童扶養手当の手続き

 

○ ○

1階 ○ ○

1階 ○ ○

11階 ○ ○

2階 ○

2階 ○
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務経験を有する方                 

電　話 電子メール ホームページファクス

くらしの情報くらしの情報



確定申告の内容を
間違えたときは
訂正ができます

市民税課   382-9446    382-7604

   shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　平成24年分の確定申告書
を提出した後に、計算誤りなど
申告内容の誤りに気付いた場
合、確定申告書の提出期限ま
でに、訂正した確定申告書を
再度提出することができます。
◆確定申告書の提出期限

所得税　3月15日㈮
消費税・地方消費税　4月1日 
　㈪
　必要な書面は、国税庁ホーム
ページの｢税務手続の案内｣
か税務署の窓口で入手できま
す。また、提出期限を過ぎた場
合には、以下の方法で訂正す
ることができます。
◆更正の請求（税額を多く申告 
　していたとき）
　請求内容が正当と認められ
た場合は、納めすぎた税金が還
付されます。
○更正の請求ができる期間
　原則、法定申告期限から5年
以内です。

・平成24年分の確定申告の場合
所得税：平成30年3月15日㈭
消費税：平成30年4月2日㈪

◆修正申告（税額を少なく申告
　していたとき）
　修正申告によって納付すべき
新たな税額は、修正申告書を提
出する日までに延滞税と併せて
納付してください。
○修正申告ができる期間
　税務署から更正を受けるまで
はいつでもできますが、なるべ
く早く申告してください。

　更正の請求書と修正申告
書は、国税庁ホームページの｢確
定申告書等作成コーナー｣で
も作成できます。ただし、年分
によってはご利用いただけな
い場合もあります。詳しくは、国
税庁ホームページをご覧くださ
い。
問合せ　鈴鹿税務署 個人課
税部門（ 382-0353（ダイヤル
イン））

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課   382-7831    382-7660

   nozei@city.suzuka.lg.jp

　口座振替の手続には、約1カ
月かかりますので、お早めに。申
込手続は金融機関、地区市民
センター、納税課の窓口で行っ
ています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

し尿くみ取り業者の担当地区を一部変更します

廃棄物対策課   382-7609    382-2214    haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　4月から、一ノ宮地区のくみ取り業者が変更になります。くみ取りを依
頼する際には、下記の担当業者にご連絡ください。

蛍光管の拠点回収施設が増えます

廃棄物対策課   382-7609    382-2214    haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　4月から、公民館とふれあいセンターでも｢蛍光管｣の拠点回収が始
まります。

※利用時間：月～金曜日(祝日・年末年始を除く)　8時30分～17時15分

※ライターはガスを抜いてください。

※｢平成25年度版　家庭ごみの分け方・出し方｣の裏面に記載された拠点回

収一覧には、ふれあいセンターでは受け付けしていないような表記になっ

ていますが、4月以降はふれあいセンターでも受け付けます。

※回収できるのは家庭ごみに限ります。店舗・事務所・工場などの事業系ご

みは各事業所で適切に処理してください。

乾電池 蛍光管 使い捨て
ライター

あきかん
（アルミ缶、スチール缶別）

市役所（廃棄物対策課） ○ ○ ○ -

地区市民センター ○ ○ ○ -

公民館 ○ ○ ○ ○

ふれあいセンター ○ ○ ○ ○

保育所（市立） ○ - - ○

小中学校（市立） ○ - - ○

回収場所
回収品目
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お 知 ら せ

業者名 電話番号 ファクス  担当地区名  

㈱朝日工業 386-1093 386-5836
牧田・稲生・飯野・玉垣（岸岡町の一部を除く）  

神戸・栄・天名・深伊沢・鈴峰・庄内・国府

㈲勝栄興業 383-0555 383-8080
庄野・加佐登・石薬師・白子・河曲・合川

井田川・久間田・椿・一ノ宮

㈲丸昭清美社 383-5298 383-3818 箕田・若松（岸岡町の一部を含む）

※一ノ宮地区のくみ取り業者を㈲丸昭清美社から㈲勝栄興業へ変更します。  

※岸岡町の近鉄線から東側は若松地区になります。  

公
共
施
設
で
の
拠
点
回
収

くらしの情報くらしの情報



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　3月31日㈰　8時30分
～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月28日㈭・29日㈮　
17時15分～20時

ところ　いずれも納税課
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。

簡易専用水道に係る
届出先が変わります

営業課   368-1672    368-1685

   egyo@city.suzuka.lg.jp

　現在、三重県に提出いただい
ている簡易専用水道の設置な
どの届出先が、平成25年4月1日
から鈴鹿市水道局に変わります。
　簡易専用水道とは、市の水
道から供給される水だけを水源
として、その水を受水槽にためて
から給水する水道のうち、受水
槽の有効容量が10㎥を超えるも
のをいいます。
　届出の必要があるのは、簡易
専用水道を設置・変更・承継・廃
止した場合です。

わいわい春まつりの
ボランティアを募集します

(財)鈴鹿国際交流協会

 383-0724    383-0639

    sifa@mecha.ne.jp

　丸一日国際交流ができるビッ
グイベント｢わいわい春まつり｣。
会場は世界の踊りあり、演奏あり、
遊びあり、屋台ありで大賑わい
です。鈴鹿に住むたくさんの外
国人と楽しい時間を共有できる
よう、一緒にお祭りを盛り上げま
せんか。
と　き　4月21日㈰
ところ　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

内　容　屋外ステージ、国際
屋台、出店ブース、民族衣装
コーナーなどのお手伝い、東
日本大震災支援募金の呼び
かけ

申込み　鈴鹿国際交流協会
へ。ファクス、電子メールの場
合は、郵便番号、住所、氏名、
電話番号を記入してくださ
い。

平成25年度の市税納期をお知らせします

納税課   382-7831    382-7660　　nozei@city.suzuka.lg.jp

　納期内納付にご協力をお願いします。各欄のかっこ内が納期限です。

納税通知書は、 各税の第1期納付月に発送します。
◆納付書での納付　納付窓口は銀行など、コンビニ、東海4県内（三
重・愛知・岐阜・静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）、市役所（納税課、地
区市民センター）です。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。
　　また、市民税・県民税および固定資産税・都市計画税には、 全期
前納用納付書をつけました。全期分を一括して納めたい場合に、第
1期の納期限日までにご使用ください。

◆口座振替　納期限の前日までに、指定口座の残高をご確認ください。
　　市民税・県民税および固定資産税・都市計画税の口座振替をさ
れている方で、 全期前納をお申し込みの方は、 第1期の納期限日に
1年分を一括して振り替えます。

◆12月は、25日が納期限となりますのでご注意ください。
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税 目 
 

納付月 

市民税・県民税 

（普通徴収） 
固定資産税 

都市計画税 軽自動車税 
国民健康保険税

（普通徴収） 

４月  
全期
1期（4月30日）

全期
1期（7月1日）

2期（9月2日）

2期（7月31日） 1期（7月31日）

2期（9月2日）

3期（9月30日）

4期（10月31日）

5期（12月2日）

6期（12月25日）

7期（1月31日）

8期（2月28日）

9期（3月31日）

3期（12月25日）

4期（2月28日）

3期（10月31日）

4期（1月31日）

全期（5月31日）

 

５月    

６月  
  

７月   

８月   

９月    

０１ 月   

１１

１

月    

２月   

１月   

２月   

３月    

電　話 電子メール ホームページファクス
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※｢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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福祉タクシー乗車券の
交付申請を受け付けます

障害福祉課   382-7626    382-7607

  shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　重度障がい者の方がタクシー
を利用する場合に、その料金の
一部を助成する福祉タクシー事
業を行っています。現在交付し
ている乗車券の有効期限は3月
31日までです。4月1日以降に利
用する場合は、新たに交付申請
が必要です。
対　象　
○身体障害者手帳の下肢また
は体幹機能障がいの1・2級、
視覚障がいの1・2級、内部障
がいの1級
○療育手帳のA1（最重度）・A2
（重度）
○精神障害者保健福祉手帳
の1級

助成額　630円券15枚と1,000
円券5枚を年間1冊。1回の乗
車につき、複数枚利用できま
す。ただし、釣り銭は受け取れ
ません。

申込み　3月15日㈮から、障害
福祉課へ。該当する手帳をお
持ちください。地区市民センタ
ーでも、申込み・受取りができま
すが、一定の日数がかかりま
す。

※内部障がいとは、心臓・じん臓・

肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこうま

たは直腸・免疫の各機能障がい

の総称です。

平成26年鈴鹿市成人式
実行委員会の委員を

募集します

生涯学習課   382-7619    382-9071

   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成5年4月2日から平
成6年4月1日生まれで、市内
在住か本籍のある方

内　容　成人式の企画・運営
（イベントの検討、ポスター・パ
ンフレットの作成、広報活動な
ど）。月1、2回程度、市役所本
館会議室で夜間に会議を行
います。

申込み　生涯学習課へ
※第1回の会議は、5月に予定してい

ます。

平成25年度救急法講習会の
申し込みを受け付けます

中央消防署   382-9165    382-9166

   chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　消防署では、救命手当ての
講習会（心肺蘇生法、ＡＥＤ自
動体外式除細動器の取り扱い
など）を行っています。受講を希
望される方はお申し込みください。
対　象　市内に在住・在勤の方
内　容　
○10人以上の場合の出張講習
（最大40人程度まで）
　普通救命講習Ⅰ（3時間）、普
通救命講習Ⅱ（4時間）
○個人で受講の方 定期講習
会（定員20人程度）
　普通救命講習（3時間）毎月
第1日曜日9時から12時、上級
救命講習（8時間）2月、5月、
10月の第3日曜日9時から18時

申込み　3月25日㈪9時から、電
話で中央消防署へ。電話で
予約後、講習会の依頼書を
提出していただきます。

※平成25年4月から平成26年3月

までに開催するものが対象です。

※電話は、大変混み合う場合があ

りますので、ご了承ください。

お 知 ら せ
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※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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国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課   382-9401    382-9455

   hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金制度では、国内に
居住する20歳以上60歳未満ま
でのすべての方に、加入が義務
付けられています。退職などに
伴い、年金の被保険者の種別
が変わる方は、届出が必要です。
届出をしないと将来の年金額が
減ったり、給付されなくなったりし
ますのでご注意ください。
問合せ　津年金事務所　国
民年金課（ 059-228-9188（IP
電話・PHSからは 03-6700
    -1165））
○国民年金被保険者の種別

・第1号被保険者　20歳以上60
歳未満の自営業者、学生、フ
リーターの方など

・第2号被保険者　会社員や公
務員（厚生年金加入者、共
済組合員）

・第3号被保険者　会社員や公
務員に扶養されている20歳
以上60歳未満の配偶者

○20歳になったとき（第1号
被保険者）
　誕生月の前月に、年金事務
所から加入届書が送付されま
す（厚生年金、共済組合の加入
者は除く）。必要事項を記入の
上、加入手続きをしてください。
○会社などを辞めたとき（第

1号被保険者）
　国民年金の加入届出が必要
です。扶養されている配偶者も
同時に届出が必要です。退職日
が分かる書類、年金手帳を持っ
て、保険年金課か地区市民セ
ンターで手続きをしてください。
○会社などに勤めたとき（第
2号被保険者になったとき）
　会社などが年金事務所へ届
出をしますので、本人の届出は
不要です。扶養されている配
偶者（第3号被保険者）も同様
です。

震災特別ラジオ番組を
生放送します

秘書広報課   382-9036    382-9040

   hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿ヴォイスFMが、東日本大
震災発生から2年の節目に、特
別ラジオ番組｢あの日から2年
“今”そして“未来”｣を生放送で
お届けします。
　鈴鹿のメディアだからできる
鈴鹿に特化した市民のための
防災情報をお届けします。
と　き　3月11日㈪　12時～
15時

周波数　FM78.3MHｚ
内　容　防災危機管理課や
消防本部、災害ボランティアネッ
トワーク鈴鹿などの方 に々出演
いただき、行政・市民それぞれ
の視点で、防災の知識を学ぶ

3時間の生放送番組です。
問合せ　㈱鈴鹿メディアパーク 
企画制作部（  3 7 8 - 6 2 6 7  
      3 7 8 - 6 2 6 8　 ansh in@
   suzuka.fm）

第4回
鈴鹿市都市イメージ

キャッチコピー
検討委員会を傍聴できます

企画課    382-9038    382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　市の都市ブランドの確立を図
るため、市が持つさまざまな魅力
や個性から連想ができ、広く共
感を得ることができる「都市イメ
ージキャッチコピー」を作成する
ための検討を行う委員会を開催
します。
　第4回検討委員会では、優秀
作品5点の中から最優秀作品1
点を選考します。
と　き　3月13日㈬　9時30分
から

ところ　市役所12階　1205
会議室

内　容　最優秀作品の選考
申込み　9時から9時20分まで、
会場で受け付けます。

定　員　5人（応募多数の場
合は抽選）



北伊勢で遊ぼう！
花と食の回廊
スタンプラリー

商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　北勢地域の10市町で構成す
る｢北伊勢広域観光推進協議
会｣が主催する、各市町の花の
名所を巡るスタンプラリーです。
　期間中に各地の参加施設で
スタンプを集め、郵送で応募する
と、抽選で北伊勢地域の特産
品などが当たります。
　スタンプの台紙となるパンフレ
ットは、商業観光課・鈴鹿市観光
協会・各スタンプラリー参加施設
などで入手できます。配布数に
は限りがありますのでお早めに。
と　き　3月2日㈯～6月30日㈰
（スタンプ設置期間は各施設
によって異なります）

市内の参加施設　
・しだれ梅（3月2日～3月下旬）　
菅原神社（  374-2103）

・不断桜（3月2日～6月30日）　
子安観音寺（  386-0046）

・植木（4月13日～21日：鈴鹿市植
木まつり期間中）　鈴鹿フラ
ワーパーク（  382-9020（商業
観光課））

・ムラサキツツジ（4月上旬～中旬）
伊奈冨神社（  386-4852）

・オオサツキ（5月中旬～6月上旬）
江西寺（だるま寺）（  374-2796）

鈴鹿さくら祭り2013

商業観光課   382-9016    382-0304

   shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　サクラの名所｢旭化成ケミカ
ルズの桜並木｣で、市民の皆さ
んに楽しんでいただけるさまざま
なイベントを開催します。
と　き　4月6日㈯・7日㈰　10
時～21時　雨天決行

ところ　旭化成ケミカルズ
（株）鈴鹿工場南側駐車場
（グランド周辺）、駐車場700
台有り

内　容　
○ご当地グルメ大集合
○子ども縁日　10時～18時
○フリーマーケット　10時～15
時
○ステージイベント（桜コンサート
など）
○桜ぬりえ作品展示　など
※変更になる場合があります。

問合せ　鈴鹿さくら祭り実行委
員会 （株）ストーリア 水谷
（　375-1500）
主　催　平田商店会
共　催　源氏の会
◆フリーマーケット出店者

　募集

大きさ　1ブース2.5ｍ×2.5ｍ
登録料　1ブース1,000円（2日
間通し1,500円）

定　員　各日50ブース（先着
順）

申込み　申込み用ホームページ
（　http://webhit.xsrv.jp/
　down l oad/）、源氏の会 
会長  嶋田浩也（　090-9173-
　7154）へ

プラネタリウム
春の番組

文化会館   382-8111    382-8580

と　き　3月16日㈯～6月9日㈰
　10時30分から、13時30分
から、15時から

定　員　各180人
内　容　
○春の新番組　誰も知らなかっ
た星座～南米天の川の暗黒
星雲～、春の星座解説～神
話と共に～

入場料　無料
※3月12日(火)から15日(金)まで

は、投映を休止します。

※休館日など、事前にお問い合わ

せの上、お越しください。

【誰も知らなかった星座】
 南米では、星が少ない黒い部
分で星座を形作っていました。

【おおぐま座とこぐま座の神話】
　北斗七星は、星座ではなく、
「おおぐま座」の一部なのです。

【らくだ座の神話】
　「らくだ座」と名付けられた星
座は、現在では「キリン座」と呼
ばれています。

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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第22回鈴鹿市
芸術文化協会祭

文化課   382-9031    382-9071

   bunka@city.suzuka.lg.jp

　市内で文化活動を行う団体
や個人の活動の成果を発表す
る｢鈴鹿市芸術文化協会祭｣を
開催します。美術作品の展示や
講演会、ステージでのコンサート
や舞踊など、多彩な催し物が行
われます。ぜひ会場にお越しくだ
さい。
と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　文化会館
内　容

◆展示（16日：9時30分～17時、
　17日：9時30分～16時）
○美術部門（洋画・日本画・彫
刻・美術工芸・写真・書道）

と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　第1、2、3研修室
○文学部門（短歌・川柳・俳句・
連句・詩・小説評論）

と　き　3月16日㈯・17日㈰
ところ　美術工芸室・陶芸室
※記念発表会:16日(土)13時30分か

ら(13時開場)、陶芸室　、演題：

鈴鹿市詩の会による｢鈴鹿市の

現在｣

○生活文化部門

・華道部会　3月16日㈯・17日㈰、
さつきプラザ、生花作品、盆栽

・茶道部会　3月17日㈰、茶室・
和室、参加は有料

・香道部会　3月17日㈰、第4・5
研修室

◆舞台発表

○コンサート｢春風に寄せて｣

と　き　3月16日㈯　13時30分
から（13時開場）

ところ　けやきホール
○舞踊・ダンス・奇術

と　き　3月17日㈰　10時から
（9時30分開場）
ところ　けやきホール

※入場無料、ただし、お茶会への

参加は有料です。

問合せ　鈴鹿市芸術文化協
会事務局（  387-0560）へ

考古博物館速報展
｢発掘された鈴鹿2012｣

考古博物館   374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　2012年に鈴鹿市内で行った
発掘調査の成果をいち早く報
告します。
と　き　3月22日㈮～6月23日
㈰

ところ　考古博物館　特別
展示室

◆博物館入門講座第2回｢土

　師器と古墳時代史｣

と　き　3月23日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　早野浩二さん（愛知
県埋蔵文化財センター）

聴講料　無料

鈴鹿と菰野の
絆ウオーキング

スポーツ課   382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月10日㈰　受付：9時
から　出発式：9時30分（雨天
決行、警報発令時は中止）

ところ　弁天山公園（近鉄平
田町駅から徒歩3分）

コース　
○8kmコース　神戸の寝釈迦
まつり・神戸公園・四季の道コ
ース
○15kmコース　庄野宿・加佐

登・神戸の寝釈迦まつり・神戸
公園・四季の道コース

持ち物　弁当（必要に応じ
て）、水筒、タオル、帽子、雨
具、健康保険証など

参加費　大人・子ども200円、小
学生未満無料（当日受付時
に徴収)

申込み　スポーツ課、鈴鹿市民
歩こう会事務局（  387-1489）、
元気アップこものＳＣ（ 394-5018）

※小学生以下の方は、保護者同伴

でご参加ください。

※当日参加もできます。ただし、参

加記念品などがない場合があり

ます。

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展

地域課   382-8695    382-2214

   chiiki@city.suzuka.lg.jp

　福祉や環境、まちづくりなどの
さまざまな分野で公益的な活動
を行っているボランティアや市民
活動団体を紹介するパネル展を
開催します。
と　き　3月22日㈮～27日㈬　
平日：8時30分～17時15分　
土曜日：10時～17時　日曜日：
9時～17時

ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー

電　話 電子メール ホームページファクス
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市民活動団体支援事業
活動報告会＆講演会

地域課   382-8695     382-2214

   chiiki@city.suzuka.lg.jp

　市では、地域を問わず、広く社
会の公益に寄与することが期
待できる自主的、自発的な非営
利の市民活動を行う団体に対
して、事業費の一部を補助して
います。
　今回、平成24年度に補助金
の交付を受けて事業を実施した
4団体の活動報告会と講演会を
行います。
と　き　3月24日㈰　13時30
分～15時30分

ところ　市役所本館12階　
1203会議室

内　容　
○報告会　すずか生涯学習イ
ンストラクターの会、傾聴同好
会鈴鹿支部、劇団 花さつき、
鈴鹿をよくする会
○講演会　｢若者との協働を考
える｣　講師：蒔田勝義さん
（鈴鹿医療科学大学准教
授）

申込み　不要

鈴鹿短期大学
生活コミュニケーション学

研究所主催
ミニシンポジウム

企画課   382-9038    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

　東日本大震災では、ペットたち
にとっても甚大な被害が出まし
た。非常時に備え、どのような準
備が必要かを考えます。
と　き　3月12日㈫ 　10時30
分～12時

ところ　鈴鹿短期大学　

B103教室（B棟1階）
内　容　
1　災害救助時の動物救護活動
　山越哲生さん（特任助教）
2　ペットの防災対策　櫻井秀
　樹さん（助教）
3　災害に備えた犬との暮らし
　松本暁子さん（非常勤助
　手）

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿短期大学 生活
コミュニケーション学研究所
（川又俊則研究室）（（  372-
   3900（代表）   kawamatat@
   suzuka-jc.ac.jp)

安全で安心な
まちづくり研修会

青少年課   382-9055    382-9053

   seshonen@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月20日（水・祝）　10
時～12時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

内　容　
○｢鈴鹿市内の情勢について｣
講師：鈴鹿警察署
○｢誰もが安全で安心して暮ら
せるまちづくりに向けて｣　講
師：大野正博さん（朝日大学
法学部教授）

定　員　200人
入場料　無料
申込み　青少年課か地域課
（  382-8695）へ
託　児　無料、3人程度（先着
順）、3月15日㈮までに青少年
課へ

※研修会の中で、市長から長年活

動を継続している自主防犯活

動団体に、感謝状が贈呈され

ます。

講談で学ぶ
｢認知症｣と｢成年後見制度｣

市民公開講座

長寿社会課   382-7935    382-7607

   chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　高齢化が進む日本社会にあ
って急激に増加している｢認知
症｣を理解するとともに、判断能
力が低下した方 を々支える仕組
み｢成年後見制度｣について市
民公開講座を行います。
と　き　3月23日㈯　13時～
16時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

内　容　
○第一部　成年後見講談　
13時10分から　講談師：神田
織音さん
○第二部　成年後見制度の
概要について　14時15分から
○第三部　パネルディスカッショ
ン～それぞれの立場から～
 14時30分から　コーディネータ
ー：藤井孝博さん（鈴亀地区
介護支援専門員協会会長）
パネリスト：今村初音さん（介
護支援専門員）、舘博文さん
（専門職後見人）、下野和子
さん（認知症の人と家族の
会）、北角幸一さん(後見サポ
ートセンターみらい)

参加費　無料
定　員　200人（先着順）
申込み　鈴鹿市後見サポート
センターみらい（  373-5737）

主　催　鈴亀地区介護支援専
門員協会、三重県地域包括・在
宅介護支援センター協議会、鈴
鹿市後見サポートセンターみら
い（鈴鹿市社会福祉協議会）

講座・教室
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平成25年度鈴鹿市
ジュニアゴルフ教室

スポーツ課   382-9029    382-9071

   supotsu@city.suzuka.lg.jp

　ジュニアの皆さんが広くゴルフ
に親しんでいただくために開催
します。
対　象　市内に在住・在学の
小・中学生

※小学生は、原則ゴルフ経験者に

限る。

と　き　4月から原則毎週土

曜日の午後
ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴峰
ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド練
習など

会　費　入会金1,000円、月会
費1,000円

定　員　若干名（申込多数の
場合は抽選）

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　3月20日㈬までに、鈴

峰ゴルフ倶楽部内　鈴鹿市
ゴルフ協会（ 371-0711　371-
   1518）へ

                                                

　

電　話 電子メール ホームページファクス
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平成25年度前期スポーツ教室 
市立体育館   387-6006　武道館   388-0622

申込み　3月5日㈫から21日㈭までに、参加料と保険料を添えて、各会場へ
※保険料（1,850円）は1つで複数の教室に適応できます。ぜひ、複数の教室へご参加ください。

※参加者は、市内在住者を優先します。　

※定員のある教室は、平成24年度後期に当該教室に参加していない方を優先的に受け付けます。

※申込者が定員を超えた場合は、平成24年度後期教室参加者の中で抽選を行います。

※カーヴィーダンス教室、太極拳教室は先着順とします。 

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。

教室名 期間 曜日 時間 会場 定員 参加料 保険料

バドミントン 4月～8月（15回） 木 9時30分～11時30分 40人 3，500円

卓球 4月～9月（15回） 水 9時30分～11時30分 60人 3，500円

テニス 4月～7月（12回） 水 9時～11時 45人 3，000円

シニアテニス 4月～9月（15回） 金 9時～11時 25人 3，500円

10時～11時30分 50人

13時～14時30分 50人

バレーボール 4月～9月（15回） 木 10時～12時 市立体育館 50人 3，500円

柔道 4月～9月（20回） 土 19時～21時 80人 5，500円

剣道 4月～9月（20回） 土 19時～21時 80人 5，500円

弓道 4月～8月（12回） 木 19時～21時 30人 3，000円

太極拳 4月～7月（10回） 木 9時30分～11時 15人 3，000円

2，500円 800円

3，000円 1，850円

ハンドボール 4月～9月（各8回） 月 16時30分～18時 市立体育館 男女各20人 3，000円 800円

さわやか 4月～9月（15回） 金 13時～14時30分 市立体育館・公園 50人 3，500円

健康 4月～9月（15回） 木 19時～21時 80人 3，500円

女性健康 4月～9月（15回） 金 9時30分～11時30分 150人 3，500円

簡単エアロビック 4月～9月（15回） 水 9時30分～10時30分 100人 3，500円

わいわいソフトバレー 4月～9月（12回） 月 9時30分～11時 80人 3，000円

リラックスヨガ 4月～9月（15回） 火 9時30分～10時30分 100人 3，500円

健康社交ダンス 4月～7月（10回） 金 10時30分～11時30分 大会議室 30人 3，400円

カーヴィーダンス 4月～6月（10回） 木 13時30分～14時30分 大会議室 20人 4，000円 800円

対象

一般男女

一般女性

50歳以上男女

50歳以上男女

小学生男女

一般・学生男女

中学生以下男女

1，850円

一般男女

市営コート

ヨガ 一般男女 水 市武道館 3，000円

一般女性

55歳以上男女

なぎなた 水 19時～20時30分4月～8月（12回） 30人

市立体育館

小学1年～中学3年男女

小学1年～中学3年男女

65歳以下男女

4月～9月（12回）

1，850円

市武道館

800円

一般男女
1，850円

一般男女

一般男女

市立体育館

一般女性

一般男女

一般男女

一般男女
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県営鈴鹿スポーツガーデン
春休み短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

372-2250    372-2260

  http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　3月11日㈪から、水泳
場窓口かスポーツガーデンホ
ームページへ

◆こども水泳教室 

　夏に向けて水泳の基礎を習
います。
対　象　年長児から小学6年生
まで

と　き　3月25日㈪～29日㈮　
全5回　16時～17時

定　員　30人（先着順）
参加費　6,000円
◆トランポリン・飛込み教室

　トランポリンで楽しく体を動かし、
高飛込みの基礎を習います。
対　象　25m程度泳げる園児
から高校生まで

と　き　4月3日㈬～5日㈮　全
3回　10時～12時

定　員　15人（先着順）
参加費　2,500円
◆集まれカンフーキッズ

　映画で見るカンフーをかっこ良
くきめよう！
対　象　年長児から小学6年生
まで

と　き　3月29日㈮・30日㈯　
10時15分～11時

定　員　20人（先着順）
参加費　1,500円
◆親子フラ体験会

　親子でフラダンスを習います。
対　象　3歳からの親子
と　き　4月1日㈪・3日㈬　10
時30分～12時30分

定　員　20組（先着順）
参加費　2,000円

鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学
授業公開

企画課   382-9038    382-9040

   kikaku@city.suzuka.lg.jp

　授業公開の受講生を募集し
ています。授業公開では、大学・
短期大学の授業に学生と一緒
に参加していただきます。
対　象　18歳以上の方
と　き　4月8日㈪～7月29日㈪
（前期15回）
ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
短期大学

参加費　1科目1万円
申込み　3月5日㈫から25日㈪ま
でに、希望する授業科目(複数
可)、郵便番号、住所、氏名、電
話番号（自宅・携帯）を記入の
上、はがき、ファクス、電子メー
ルで、鈴鹿国際大学・鈴鹿短
期 大 学 学 生 支 援 課（〒
510-0298　郡山町663-222 
　372-3922（直通） 372-3935    
　suzukoku-jk@m.suzuka-
　iu.ac.jp）へ
※下記以外の開講予定科目もあり

ます。詳しくは、お問い合わせく

ださい。

授業科目  曜日

 

時間

 観光地論 

月

 

1 限 

スポーツビジネス論 1 限 

ブライダルコーディネイト 2 限

 

民俗学 2 限 

国際ボランティア論 2 限 

現代社会と法Ⅰ 3 限 

地域研究・中国Ⅰ 3 限 

ホテルマネジメントⅠ 3 限

ペット生活論（短期大学科目） 4 限

EU 経済論Ⅰ 4 限 

 

授業科目  曜日

 

時間

月

 

 

 

 

 

 

東洋史概論 4 限

 

国際産業開発論 4 限

 

観光事業論 5 限

 

政治学原論Ⅰ 

火
 

1 限

 

スラブ文化論Ⅰ 2 限

 

日本文化史 2 限

 

民法・財産法Ⅰ 3 限

 

英語学Ⅰ 3 限

マーケティング論 4 限

発達臨床心理学 4 限

社会学概論Ⅰ 4 限

スポーツマネジメント 4 限

民法・家族法 

水

 

1 限

地域研究・東南アジアⅠ 1 限

演習Ⅰ 2 限

国際経済分析Ⅰ 2 限

スポーツ企業論 3 限

こころの癒しと音楽
（短期大学科目）

 5 限
 

観光文化・社会論Ⅰ 

木
 

1 限 

経営学総論Ⅰ 1 限 

授業公開生のための
深ぼりレクチャー

 2 限
 

哲学概論 3 限 

観光政策・行政論Ⅰ 4 限 

ヨーロッパの中のドイツⅠ

金 

1 限 

言語学概論Ⅰ 1 限 

国際関係論Ⅰ 1 限 

音楽療法概論（短期大学科目） 1 限 

文化人類学Ⅰ 2 限 

音楽療法各論Ⅱ（成人、高齢
者領域）（短期大学科目）

 

2 限
 

ロシア語Ⅰ 3 限 

中国語Ⅱ 3 限 

エコツーリズム論 3 限 

日本語学概論Ⅰ 4 限 

ロシア語Ⅱ 4 限 

中国語Ⅰ 4 限 

ロシア・CIS 経済論Ⅰ 5 限 



電　話 電子メール ホームページファクス

232013・3・5

ード、エクセル、パワーポイント、
インターネット、写真や音楽の
活用、写真編集、親子講座
（お小遣い帳、名刺作成）など
料　金　1回受講講座：1,500
円、2回受講講座：2,500円、3
回受講講座：3,500円、親子講
座は親子2人で2,000円

定　員　各講座（各日）10人程度
（応募者多数の場合は抽選）
申込み　3月5日㈫から19日㈫
（当日消印有効）の間に、郵便
番号、住所、名前、電話番号、
年齢、講座名、講座日時、昼
食の希望の有無を記入の上、
はがきかファクスで鈴鹿青少
年センターへ

※申込状況により、休講になる場合

があります。

※いずれの講座もパソコンの持込

み可能です。(インターネット講座

を除く)

※レストランで昼食(別途500円) を

とれます(要事前申込)。

　寒さの中に春の気配を感じる季節となりました。
　いじめ問題など殺伐とした事件が多い昨今で
すが、そのような時こそ｢思いやりの心｣が求めら
れるのではないでしょうか。
　｢思いやり｣という言葉を一言で言い表すと、相
手の立場や気持ちになって考えるということです
が、この短い言葉には、相手に対して温かく、優し
い気持ちがあるのではないでしょうか。
　もし、相手の気持ちを考えずに、自分の好き勝
手な言動をとってしまうと、相手を傷つけたり、苦し
めたりと嫌な思いをさせてしまいます。｢思いやりの
心｣を持つためには、人として平等な立場に立ち、
相手に対して何をするのがいいのか、また、不快
にさせないためには何をしてはいけないのかを、

深く考えて行動することが大切です。
　生きていく中で、相手に対する温かい｢思いやり
の心｣があれば、いじめ問題、高齢者や幼児への
虐待、女性に対する暴力などさまざまな人権侵害
もなくなるのではないでしょうか。
　｢思いやりの心｣とは、何か特別な気持ちを持
つのではなく、日常の中で、相手の気持ちを意識
するよう心がけていけばいいのではないでしょうか。
　私たち一人一人が、｢思いやりの心｣を養うこと
により、自分自身の心が豊かになり、自然と相手に
対しての気遣いや優しい気持ちが芽生えるので
はないでしょうか。みんなが、ほんの少しの気遣い
を持つことで、人間味のある温かい世の中になる
と思います。

思いやりの心とは

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の3 月 納税

○国民健康保険税…９期

【納期限は4月1日(月)です】

春のほのぼの教室(パソコン)

鈴鹿青少年センター   378-9811    378-9809

   suzukayc@mecha.ne.jp

　初心者向けから中級者向けま
で、各講座を開催します。パソコン
の使い方を学びたい方やお困り
の方、興味のある講座を選んで
参加してください。日時、内容、料
金など詳しくは、青少年センター
へお問い合わせください。
　また、講座の休憩時間には、ち
ょっとしたお茶菓子を楽しみながら
交流を深めたり、講座の前後には、
特製ワンコインランチを講師の先
生やセンター職員、参加者の皆さ
んで一緒に楽しみませんか。
対　象　一般講座は18歳以上
の方、親子講座は小学生と保
護者

と　き　4月8日㈪～26日㈮（講
座により異なる）　午前の部：9時
～12時、午後の部：13時30分～
16時30分

ところ　県立鈴鹿青少年センター
内　容　パソコン入門・基礎、ワ

健康教室｢笑いヨガ｣

健康づくり課   382-2252    382-4187

   kazuki-shimizu@@city.suzuka.lg.jp

　笑いを生活に取り込み、笑うこと
をきっかけに自分の体と心の両方
をリフレッシュ！
と　き　3月25日㈪　10時～12時
ところ　保健センター（すこやか
ホール）

内　容　講話（笑いの効能）、笑い
ヨガの実技（笑ったり、動いたり）

持ち物　飲み物、運動できる服装
定　員　30人（先着順）
申込み　3月6日㈬から19日㈫まで
に、電話かファクスで健康づくり
課へ
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

　県内で唯一の声優部

　私たち声優部は15年以上の長

い歴史を持っています。放送部は

他の高校にもありますが、声優

部はウチにしかありません。これ

はちょっぴり自慢です。現在、部

員は13人です。毎日1時間半の発

声練習や台本読み合わせなどの

練習、他に、役割だけを決めた即

興劇も行います。

 発表の主な機会は学校の文化祭

です。昨年はオリジナル台本による

ボイスドラマ3本を上演しました。

　紙芝居上演というチャレンジ

　3月2日にふれあいセンターで

行われた「～いいね！男女共同参

画社会～」では、紙芝居をスクリ

ーンに映写して上演しました。誰

もが知っている昔話「ももたろ

う」を男女共同参画の視点でアレ

ンジした「モモタロー・ノー・リタ

ーン」を原作に、聴いて分かりや

すいように作り替え、場面ごとに

絵を描いてオリジナルの紙芝居を

創り上げました。配役は部内オー

ディションで決定し、それぞれの

持ち味が生かせたと思います。

　声優部の部活動には、皆で同じ

夢を追いかけている楽しさがあり

ます。これからもいろんなことに

チャレンジしていきます。
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闘え！闘 鈴鹿人のえ！
小島一浩選手は福岡県出身の18歳。5歳でレースをは

じめ、鈴鹿サーキットで開催されるオートバイレースに参

戦するために鈴鹿市に移り住み、稲生高校普通科で3年

間勉強しながらレースに参戦してきました。2年生の時に

は「鈴鹿サンデーロードレース」で排気量600ccクラスの

年間チャンピオンに輝き、昨年はプロのレーサーと共に

「全日本ロードレース選手権」に参戦。学業との両立を何

とかこなし、めでたくこの春に卒業。それと共に小島選

手はレース活動に理解ある熊本県内の製造業社に就職

するため、鈴鹿の街を離れます。

今後は社会人生活が落ち着いたところでレース復帰をめ

ざします。いつか近い将来、ライ

ダーとして鈴鹿サーキットに帰っ

てくるはず。「鈴鹿での3年間は

有意義で充実していました。鈴

鹿の皆さんに感謝しています。

友達と離れるのは寂しいですが、

こっちで学んだことを活かして

レース活動も頑張ります」と語

る小島選手の鈴鹿8耐ライダー

としての凱旋に期待しましょう！

■ 語り手　辻野ヒロシ

（鈴鹿サーキット実況アナウンサー・鈴鹿モータースポーツ友の会副理事長）
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こ じま か ず ひ ろ

　2月は寒い日が続きましたが、最近ようやく春を感じ
るようになりました。春を感じる瞬間は、人それぞれ。
皆さんにとって春を感じる瞬間はどんなときでしょう
か？私にとってはコウナゴです。
　例年、3月上旬のコウナゴ漁の解禁日に、白子漁港へ
水揚げの様子を取材に行きます。水揚げが始まる早朝
は、まだまだ寒いですが、一隻目の船が帰ってくると、仲
買人などこの日を待ちわびた人たちの活気が寒さを

忘れさせてくれます。伊勢湾にはひと足早く春がや
ってきているんだなと思うと心も温かくなります。
　鈴鹿には、コウナゴの他にも、国分のシダレウメ、
神戸の寝釈迦祭りなどなど、春を感じるものがたく
さんあります。鈴鹿の春を探しに出かけてみてはい
かがでしょうか。今年は寒さが厳しかった分、ひと際
大きく春の足音が聞こえてきそうですね。（直）
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