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特定健康診査・がん検診

7.5
2013年７月５日号

No.1391行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

　日曜日の朝、天気が良くなってきたので自転車に乗って、

撮影ポイントへ直行しました。東に向かって走る電車とア

ジサイが気持ちよさそうでした。

アジサイ良し、前方良し



　平成23年に亡くなった市民は1,572人で、が
ん、脳血管疾患、心疾患が主な原因で亡くなっ
た方は全体の半数を占めます。
　がんで亡くなった方のうち、胃がんが最も多く、
次に大腸がん、肺がんの順でした。
　また、脳血管疾患や心疾患（急性心筋梗塞）
で亡くなった方の割合が県の平均より高いという
のが特徴です。
　「高血圧」「高血糖」「脂質異常」の状態が続
くと、心臓や脳の血管が傷みやすくなり、脳血管
疾患や心疾患の病気が起こりやすくなります。
　これらの原因で亡くなる方を減らそうと、市では
特定健康診査とがん検診の受診率の向上に取
り組んでいます。

　心臓病や脳卒中、がんなどの生活習慣病は、今や国民病の一つといわれています。元気で長生き
するためには、健康的な日常生活の実践と病気の早期発見・早期治療が大切です。
　今回の特集では、皆さんの健康を守る特定健康診査（健診）と、がん検診（検診）についてお知らせ
します。

死亡原因から見えてくる鈴鹿市の現状 平成２３年鈴鹿市の死因別死亡者割合

がん
416人 27%

その他
脳血管疾患
194人 12%

心疾患
176人 11%

特定健康診査・がん検診

さ
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管
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大
切
に
〜

資料提供：三重県の人口動態統計
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67％67％　脳卒中、心筋梗塞、糖尿病などの生活習慣病は、
おなかの周りの内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型
肥満が大きく関わっていると考えられています。
　この内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、
脂質異常のうちいずれか2つ以上を併せ持った状
態をメタボリックシンドロームといいます。
　特定健康診査は、これを早い段階で見つけること
を目的として各保険者に義務づけられた健診です。
　市では、鈴鹿市国民健康保険に加入している40
～74歳の人を対象に「鈴鹿市国保特定健康診査」
を行っています。
※鈴鹿市国保以外の健康保険に加入している方は、ご加
　入の保険者にお問い合わせください。

　平成24年度の国保
特定健診の受診者は
13,336人で、受診率は
約40％でした。特に40
～50歳代の方の受診
率が低くなっています。

自分のために、家族のために、
健診を受けてくださいね！

鈴鹿市では

　特定健診の結果、生活習慣病の発症の可能性
が高いと判定された方には、特定保健指導の案内
をします。
　内容は、医師・保健師・管理栄養士などが個人の
健康状態や生活習慣に合わせた生活習慣改善の
支援で、費用は無料です。
※糖尿病、脂質異常、高血圧などで治療中の方は対象外です。

６月下旬に対象者へ受診
券を送付しました。
※平成25年8月末までに鈴鹿市
国保に加入した方（届出日が
基準になります）が今年度の特
定健診の対象者です。加入時
期に応じて受診券を送ります。

県内の指定医療機関で受
診してください。

腹囲、危険因子（高血圧、脂
質異常、高血糖、喫煙習慣）
の数値、年齢などを基に判
定します。

健診結果から特定保健指導
の対象者と判定された方に
送ります。

運動や食事を中心に、本人に
合った目標を立て、専門家が6
カ月間支援します。

「脱メタボ」を専門家が応援します。
　　特定保健指導をご利用ください。

防ごうメタボリックシンドローム
　　～特定健康診査を受けましょう～

40～49歳40～49歳 50～59歳50～59歳 60～69歳60～69歳 70～74歳70～74歳

平成24年度鈴鹿市国保特定健診年代別受診者割合

受診者割合男性 受診者割合女性

　平成24年度に国
保特定健診を受診し
た男性の2.2人に１人
がメタボリックシンド
ロームまたはその予
備群という結果でした。

鈴鹿市では
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平成24年度鈴鹿市国保特定健診受診者のメタボリック
シンドロームおよび予備群の該当者割合

資料提供：三重県国民健康保険団体連合会

資料提供：三重県国民健康保険団体連合会

メタボ該当男性： メタボ予備群

メタボ該当女性： メタボ予備群

16％16％

21％21％

26％26％

17％17％

29％29％

17％17％

30％30％

17％17％

16％16％

6％6％
5％5％
11％11％9％9％3％3％

4％4％
5％5％

健診から保健指導までの流れ

市から国保特
定健診の受
診券を送付

特定健診
の受診

健診結果
の判定

市から特定保
健指導利用
券を送付

特定保健指
導の実施

「食事」と「運動」で適切な体重
を維持し、休肝日を設けましょう！

特定保健指導の様子
（保健センター）

特定保健指導の様子
（保健センター）
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　近年、生活習慣の変化や食生活の欧米化に
より、かかりやすいがんの種類が変わってきてお
り、またかかる年齢も低年齢化しています。
　大腸がんは男女とも40代後半から、乳がんは30
代後半から、子宮頸がんは20～30代でかかる人
が増加しており、若い世代でも注意が必要です。
　がんは死亡原因の１位ですが、医療技術の進歩
により早期発見・早期治療ができ、死亡率を下げる
ことが可能となりました。そのためには「自覚症状の
ない健康なうちに」検診を受けることが大切です。
　今後、がん検診の必要性や有効性はますます
高まっています。

早く見つけて早く治療　～がん検診を受けましょう～

　市では、６種類のがん検診を行ってい
ます。健康保険の種類に関わらず、鈴鹿
市に住民登録があれば受診できます。
　検診は、市内の指定医療機関に予
約して受診する「個別検診（広報す
ずか6月5日号に掲載）」と検診車によ
る「集団検診（広報すずか毎月20日
号で案内）」があります。
　検査方法や実施日などを確認し、自
分に合った方法で受診してください。

　私はがんの家系ではないし、がんの心配
はないのでは？

かん検診　Q＆A

※医療機関よって、対応する検診や検査方
法が異なります。

※がん検診の詳細は、市ホームページをご
覧いただくか、健康づくり課へお問い合
わせください。

鈴鹿市が実施している
　　がん検診をご案内します

胃
大腸

肺
前立腺

男性 女性
胃
大腸

肺
乳

子宮

検診名 検査方法 対象年齢
肺がん 胸部レントゲン検査

40歳以上胃がん 胃カメラか胃部レントゲン検査
大腸がん 検便
前立腺がん 採血検査 50歳以上（男性）
子宮頸がん 細胞診 20歳以上（女性）
乳がん

超音波
マンモグラフィ 40歳以上（女性）
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年代別がんと診断された人の割合

出典：「公益財団法人がん研究振興財団　 がんの統計＜２０１２年版＞」
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Q

　遺伝によるがんは全体の５％程度と少な
く、大半は生活習慣が原因である方が多く、
誰でもがんになる可能性があります。

A

Q

A

Q

A

　　検診費用はいくらですか？

　検診の種類・受診場所によって異なりますが、受
診費用は500～2,200円です。70歳以上の方は
500円で受診できます。
　また市民税非課税世帯の方、生活保護世帯の方
は事前にお申し出ていただくと無料で受診（一部の
検診を除く）できます。
　さらに、大腸がん・乳がん・
子宮頸がんは国が定めた年
齢の方に無料クーポン券を
６月上旬に発送しました。こ
の機会にぜひ受診してくだ
さい。

　　検診に時間がかかるのでは？

　時間に余裕がない人にお勧めなのは、医
療機関で受診する個別検診です。自分の予
定に合わせて受診できます。
　検診車で受ける集団検診でも、セット（胃
がん＋肺がん、乳がん＋子宮がん）で受診で
きる検診が便利です。 ©手塚プロダクション

いつ受けますか？
今でしょ！

Q
A
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　「いつまでも健康でありたい」というのは、誰
にでも共通する願いだと思います。しかし、日ご
ろから食事や運動に気をつけ、定期的に健康
診査や検診を受けている方と、そうでない方
の違いは、確実に表れます。
　昨年、鈴鹿市の胃がん検診対象者は
50,701人でしたが、受診された方は7,039人、
受診率は13.9％でした。このうち「がん」と判
定された方は25人でした。この人数を単なる
データとして見るなら、受診者のうちのたった
の約0 . 3 6％です。しかし、ご本人にとっては
100％なのです。
　胃がんは早期治療すれば完治が可能とい
われています。「がん」と判定された方はショッ
クだったと思いますが、早期発見のお手伝い
ができて良かったと思っています。
　私が懸念するのは、検診を受けられなかっ
た43,662人の中に155人の陽性の方がいる

かもしれないということです。確率的に「自分は
大丈夫」と楽観視せず、「受診」という行動に移
して100％の結果を出してほしいと思います。
　仕事や家事ができるのは、健康であってこそ。
健康を害すると今の生活を失うかもしれません。
　私たちができるのは、あくまでもサポートです。
「いつまでも健康でありたい」という願いを実現す
るために、ぜひ健診・検診を受けてください。

50,701人のうちの7,039人のうちの25人

平成24年度がん検診推進全国大会優秀作品から

広報すずか特集「特定健康診査・がん検診」についてのお問い合わせは下記へ
特定健康診査　保険年金課　　382-9401　　382-9455　　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp
がん検診　　　健康づくり課　　382-2252　　382-4187　　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp
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。
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。

　
今
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年
家
族
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検
診
に
出
か
け
ま
す
。

保健福祉部長　松井　一人
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5月26日㈰

5月25日㈯～6月9日㈰
5月25日㈯～6月30日㈰

庄野町
西庄内町

障がいの有無の垣根を超えて
第2回ふれあいニュースポーツフェスティバル

　昨年、市制70周年記念市民事業に選ばれた
2つのホタルまつりが、今年も開催されました。
　“しょうのホタルまつり”は、幹線道路に近い
庄野町地内でホタルが楽しめるのが魅力です。期
間中は、地元の「しょうのホタルの会」の皆さんに
鑑賞ガイドを務めていただき、見どころなどを
教えていただきました。

　西庄内町の”鈴鹿ほたるの里”は、「上野自治会ほ
たるを守る会」の皆さんによる環境の保全活動が今

年10周年を迎え
ました。川と田と
山に囲まれた一
帯の生息地で
は、6月中旬の最
盛期になるとホタ
ルがより多く、よ
り高く飛翔する
のが魅力です。
　どちらも、訪
れた観賞者は
幻想的なホタル
の舞いに歩みを
止め、観賞を楽
しみました。

　障がいの有無にかかわらずスポーツ活動を
楽しむ「ふれあいニュースポーツフェスティバ
ル」は、昨年、市制施行70周年記念市民
事業として行われ、今年が2回目です。
三幸・スポーツマックス共同事業体によ
り、市立体育館で開催されました。
　障がい者や家族・友人、ボランティ
アなど約240人が参加し、午前はビーン
ボーリングや輪
投げ、カローリン
グなどの個人競
技を、午後から
は玉入れや空
中大玉転がし、

ダンスなどの団体種目を行い、気持ちのよい汗
を流しました。

6 2013・7・5

優雅に舞うホタルの季節
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西庄内町庄野町
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情報局
こちらこちら すずかすずか 鈴鹿市民歩こう会 新「原爆と人間」展

認知症の人と
家族の会の集い

赤ちゃん向け癒やし講座 EM勉強会
今話題のなぎなたを

やりませんか！

鈴鹿少年少女合唱団
夏休み体験教室

犬猫譲渡会
犬しつけ＆健康相談

夏休み親子クッキング 自然農法セミナー
第4講

鈴鹿不登校を考える
親の会

アメリカ大学奨学金
留学説明会

西部少年少女合唱団
団員募集

ノルディックウオーキング
体験会

夏休みポスターを
絵画教室で描こう！

英語わらべうた
ベビーマッサージ

第3回和楽ハーモニカ
コンサート

放送大学10月入学学生
募集中！

合気道会員募集
少年部・一般部

家族で支えあうお産 ひぐらしハーモニカ教室一門
　ハーモニカ祭り

三重県民ゴルフ競技会
鈴鹿地区大会

ハグ

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／7月22日㈪～26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9月5日号掲載分です

鈴木利昭
　383-0712

原水爆禁止鈴鹿市協議会　川北
　372-1163

下野
　370-4620

めぐHUG
  387-0248・　080-4214-9574

鈴鹿EM交流会
　382-6039

鈴鹿市なぎなた協会
廣田清巳　384-2555

佐藤
　・　358-0856

NPOグリーンネット
武藤　　358-4809

鈴鹿市食生活改善推進協議会
（ヘルスメイト）林　379-1563

鈴鹿健康生活ネットワーク
　378-0041

保井
　090-4185-1514

青少年異文化交流推進協会
三重デスク　059-245-3556

川北（事務局）　・　374-5101
辻（指導者）　386-5903

すずかのぶどう
　・　387-0767

プラチナキッズクラブ
石井　090-7916-5101

Loving　Touch
　090-4112-5510

ハーモニカ交歓委員会
根本　329-2393

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

鈴鹿合気会倉武塾　高知利壽
　090-6767-3827

マタニティライフを考える会　　090-7045-4383
　thinkmaternitylife.jimdo.com

伊藤静生
　059-223-2106

三鈴カントリー倶楽部
　371-1551　371-1778

⑴とき／7月7日㈰　内容／東海道を
歩く④　集合／平田町駅9時　参加
料／200円　⑵とき／8月18日㈰　
内容／東海道を歩く⑥　集合／JR亀
山駅9時5分　参加料／200円

とき／8月2日㈮～4日㈰9時から　※2
日は19時、3日は17時、4日は16時30分
まで　ところ／図書館ロビー　内容／
昨年2月に新しく作られたパネルを展
示し、核兵器の廃絶をめざします。

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／7月10日㈬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

対象／生後1カ月半からの親子　とき
／平日10時30分～12時　ところ／南
玉垣町　内容／ベビー向けリフレクソ
ロジー　持ち物／バスタオル　赤ちゃ
んの飲み物　参加料／2,500円

とき／7月19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／小学生以上の男女　とき／
8月18日㈰～9月25日㈬　ところ／
稲生高校なぎなた道場　講師／安
井みどり　服装／運動のできる服
装　申込み／詳しくは廣田まで

対象／年長～高校生　とき／8月
17日㈯9時～12時　ところ／文化会
館音楽室　参加料／無料　※気軽
に参加してください。コンサートで一
緒に歌いましょう。

とき／7月7日㈰10時～15時　と
ころ／鈴鹿ハンター弁天広場　
内容／飼い主を探している犬猫た
ちと、家族として迎えてくださる里
親との出会いの場

対象／小学低学年と保護者　とき／7月
31日㈬9時30分～12時　ところ／保健セ
ンター調理室　定員／15組　参加料／
500円　持ち物／エプロン・三角巾・ふき
ん2枚　申込み／詳しくは林まで

とき／7月28日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンタ
ー　内容／病害虫対策(害虫個
体・病原菌の特徴と対策)　講師
／板坂康行　参加料／300円

とき／7月9日㈫19時～21時　ところ／
白子公民館　参加料／100円　※不
登校のお子さんを持つ親を中心とした
集まりです。初めての方も気軽に参加
してください。詳しくは連絡ください。

対象／中学2年生～社会人(25歳ま
で)　とき／7月27日㈯13時～16時　
ところ／三重県総合文化センター小会
議室　参加料／無料　申込み／要予
約　※卒業まで支給。返済不要。

対象／6歳～高校3年生　とき／毎週
土曜日10時～11時30分　ところ／深伊
沢小学校　内容／15年の歴史ある合
唱団です。幅広い年齢層で楽しく練習
しています。※見学・体験者大歓迎

とき／7月13日㈯、27日㈯9時～12
時(雨天中止)　ところ／鈴鹿青少年
の森　集合／第2駐車場(サーキット
道路沿い)　定員／30人　参加料／
200円　※ポールは準備します。

対象／小学1年生～中学3年生　とき／8月
14日㈬、28日㈬14時～19時　ところ／市立
体育館会議室　参加料／1,000円(1時間)　
申込み／電話で受付　※毎年数多く受賞し
ています。個別で分かりやすい指導です。

対象／生後１カ月から　とき／7月16
日㈫、31日㈬10時30分から　ところ
／鈴鹿ハンター2階　内容／ベビーマ
ッサージと英語エクササイズ　参加
料／各1,000円　※バスタオル持参

とき／7月14日㈰13時開演　ところ／四
日市市勤労者・市民交流センター　内
容／合奏、独奏、ゲストによる演奏　入
場料／無料　※ハーモニカの音色を楽
しみませんか。ぜひお越しください。

対象／18歳以上　申込み／8月31日
㈯まで　※放送大学は、BSデジタル
放送やケーブルTV放送などで学べる
通信制の大学です。入学試験はなく、
興味ある1科目から勉強できます。

対象／少年部(4歳～中学生)　一般
部(女性・中高年も在籍)　とき／毎
週水曜日19時から　ところ／市立
武道館　※見学・体験入学無料。直
接稽古日にお越しください。

とき／8月11日㈰　13時30分～15時30分　とこ
ろ／ぐみの木保育園　内容／生命誕生の神秘、
妊娠中・分娩中の夫婦でのすごし方、骨盤ケアな
どを助産師がお伝えします。　参加料／1人1,500
円　※詳しくはホームページをご覧ください。

とき／8月3日㈯12時30分開演　とこ
ろ／三重県総合文化センター小ホー
ル　入場料／無料　※歌あり踊りあ
り「何でもあり」のハーモニカ祭り　
皆さん一緒に楽しみませんか！！

対象／県内在住・在勤者など　と
き／8月27日㈫　ところ／三鈴カン
トリー倶楽部　参加料／一般1万
3,220円　高校生以下9,220円　
定員／160人　※4人一組で申込みを。

ラ ビ ン グ 　 　 タ ッ チ
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図書館　　382-0347　　382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

図書館のサービス情報館➊

快適で利用しやすい図書館をめざして快適で利用しやすい図書館をめざして
図書館は開館して今年で32年を迎えました。昨年度実施した図書館利用

者に対するアンケートの結果と、図書館のサービスについてお知らせします。

アンケート実施内容

　図書館における利用の実態や満足度を把握し、今後の図書館運営に生かすため、利用者アン
ケート調査を行いました。

■図書館全体の満足度

(18 項目から主なものを抜粋)　

回 答 数　671件
調査方法　アンケート配布・選択回答式

調査対象　図書館利用者
調査内容　図書館の満足度など

調査期間　平成 24 年 11月1日～30日

駐車場・駐輪場

館内の清潔さ

休館日

職員の接遇

リクエストサービス

インターネットサービス

資料の探しやすさ

資料の充実度

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

　満足度の平均は、「満足」「やや満足」が合わせて 32％、「普通」
が 44％を示しています。一方、不満度の平均は 13％で、中でも
「駐車場・駐輪場」関係で 27％の人が不満と回答しています。
　このグラフの他にも、図書館運営で最も取り組んでほしい内
容は、「資料の充実」が 29％で最も多く、「施設・設備の充実」、「予
約・リクエストサービスの充実」を望まれているという結果が
出ました。自由記述の意見では、多くの人から図書館が今後取
り組む課題が寄せられています。皆さんからいただいた意見や
要望は、可能な限り改善に努めていきます。

■項目ごとの満足度

※今回のアンケート調査は、
図書館利用者の他に、公
民館や江島カルチャーセ
ンターなど出先機関にお
いても行い、696 件の回
答をいただきました。こ
れらの調査結果は、市の
ホームページや図書館で
ご覧いただけます。

満足
18%

やや満足
14%

普通
44%

やや不満
9%

不満
4%

無回答
11%
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ご存じでしたか？こんなサービス ● 数字で見る図書館 

■本や資料を探したいとき

■本が見つからないとき
（予約・リクエスト・相互貸借サービス）

■調べたいことがあるとき
（レファレンスサービス）

■「おはなし会」を行っています
（幼児・児童向けサービス）

　この他にも、身体の不自由な方に利用していただくための特別閲覧室、親子コーナー、本の相談
コーナー、学習室などを備えています。
　サービス内容を周知し、また、その内容を向上させていくため、アンケート結果をもとに、今年度中
に「鈴鹿市図書館サービス方針」を策定します。たくさんの方に利用していただけるように努めていき
ますので、お気軽にご利用ください。

　図書館では、予約多数
の人気図書や鈴鹿市に関
する資料の寄贈をお願い
しています。図書館へ直
接お持ちください。  なお、
その後の取り扱いについ
ては、図書館にお任せく
ださい。

 ● 蔵書冊数

　342,034冊（雑誌を含む）

 ● 貸出人数

　189,963人 

 ● 貸出冊数

　663,255冊

 ● 登録者数

　56,353人　

＊市民1人当たりの蔵書数

　1.7冊（全国平均 3.1冊）

＊市民1人当たりの貸出冊数

　3.3冊（全国平均 5.7冊）

＊登録者率

　28％（全国平均 40.2％）

利用時間　火曜日～金曜日　9 時～19 時
　　　　　土・日曜日・祝日　9 時～17時

休 館 日　月曜日　第1（資料整理日）・第 3火曜日
　　　　　年末年始　特別整理期間（7日以内）

〒513-0802　飯野寺家町 812
■鈴鹿市立図書館

予約の多い人気図書
寄贈のお願い

予約・リクエストカード

第1土曜日14時 30 分～　ぶっくま
第2 日曜日14時 30 分～　グループトントン
第3土曜日14時 30 分～　鈴鹿おはなしの会「アリス」
第 4土曜日10 時 30 分～　おはなしかい　にこにこ

 ４つのボランティアグループが絵本の読み聞
かせなどを行っています。申し込みは不要で
す。毎回20～40人の親子が参加しています。

　さまざまな質問や調査について、調べ方の
お手伝いをします。お気軽にご相談ください。 

　館内に設置してある図書館蔵書検索シス
テム（ＯＰＡＣ）で図書の検索ができます。イ
ンターネット上でも利用できます。

 ● 目的の本が貸出中のときは、貸出予約をして優
先的に本を借受けることができます。

 ● 目的の図書が図書館にないときは、図書購入
のリクエストを受け付けます。また、他の図
書館から借り受ける相互貸借も利用できます。
ただし、希望に沿えない場合もあります。

開催日時とボランティアグループ名

鈴鹿市の歴史を知りたい、夏休みの自由研究の参考になる本を教えてほしい。

平成25年3月31日現在
（全国平均は「日本の図書館2011」による）

例えば・・・
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熱中症を
予防しましょう

健康づくり課   382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　熱中症の発生は7月と8月
がピークになります。熱中症を
正しく理解し、予防に努めま
しょう。
◆熱中症予防のポイント

○温度計を置くなどして、部屋の
温度をこまめにチェックする

○室温が28℃を超えないように、
エアコンや扇風機を上手に
使う
○のどが渇かなくてもこまめに
水分補給をする
○大量に汗をかいたら塩分も
補給する
○幼児は体温調節機能が十分
発達していないため注意する
○高齢者は暑さに対する調節
機能が弱くなるため、室内で
も熱中症になることがあるの
で注意する
○外出の際は体をしめつけない
涼しい服装で、帽子をかぶる
など日よけ対策をする 
○無理をせず、適度に休憩を
とる 
○日頃から栄養バランスの良い
食事と体力づくりを心掛ける

7月7日は
市民課日曜窓口を
お休みします

市民課   382-9013    382-7608

   shimin@city.suzuka.lg.jp

　市民課では、毎週日曜日の
9時から12時まで窓口を開設
していますが、7月7日㈰は制度
改正準備のため臨時でお休み
します。ご不便をおかけします
がご了承ください。

電子証明書を
利用される方へ

市民課   382-9013    382-7608

    shimin@city.suzuka.lg.jp

　7月2 9日㈪、30日㈫の2日
間、公的個人認証サービス認
証局の更新作業に伴い、電
子証明書の新規発行・更新と
失効の手続きができません。
　なお、窓口における電子証
明書のパスワード変更などは
通常どおり手続きできます。
　また、7月26日㈮から30日
㈫までの間は、公的個人認証
サ ービスポータル サイト
（  http://www.jpki.go.jp/）
での電子証明書の有効性確
認や電子証明書の失効申請
もできなくなるため、ご注意くだ
さい。
※詳しくは上記サイトをご覧くだ

さい。

市有地を
一般競争入札により

売却します

教育総務課   382-9049    383-7878

    kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　旧神戸中学校の学校用地
のうち、第2グラウンド用地です。
手続き方法などお気軽にお問
い合わせください。
◆物件

所在地　十宮四丁目813番1
外1筆

地　目　学校用地
地　積　5,626㎡
所有者　鈴鹿市
用途地域　第一種中高層住
居専用地域

予定価格(売却最低価格)　

　1億2,238万9,000円
◆入札

と　き　9月6日㈮10時から
ところ　市役所本館　10階
1004入札室

申込み　7月11日㈭から8月30日
㈮（土･日･祝日を除く）までの9
時30分から16時までに、直
接、教育総務課へ

※郵送による申し込みはできません。

※入札参加資格など詳しくは教育

総務課(市役所本館11階)へ

◆現地説明会

と　き　7月12日㈮　9時30分
から

ところ　売却物件所在地

くくらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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第46回鈴鹿市美術展の作品を募集します

(公財)鈴鹿市文化振興事業団     384-7000    384-7755     since-97@s-bunka.net

対　象　市内に在住、在勤、在学する高校生以上の方
部門・規定　

※自作の未発表の作品に限ります。※1部門1人1点とします。

※日本画・洋画・美術工芸の額装作品は、必要最低限のつり金具だけをつけてください。

※全ての作品においてガラス付き額縁は出品できません。

◆出品手続き　

①出品申込書を提出　10月8日㈫から18日㈮（土･日･祝日を除く）までの、9時から17時までに、文化振興
事業団（文化会館内）へ提出（郵送可）。

※15日(火)は文化会館が休館日ですので、東側(第1駐車場側)入口でインターフォンを押してお呼びください。

②作品の搬入  10月19日㈯、20日㈰いずれも9時から16時までに、出品料を添えて、文化会館へ
　出品料　作品1点につき1,000円（高校生無料）
※詳しくは、文化振興事業団ホームページをご覧いただくか、公民館に備え付けの募集案内をご覧ください。

◆公開審査   と　き　10月22日㈫　10時から   ところ　文化会館
◆展覧会　

と　き　10月30日㈬～11月3日（日･祝）　9時～17時（最終日は16時まで）  ところ　文化会館   
内　容　入賞・入選作品と会員・審査員から出品された作品を展示します。
入場料　無料
◆ギャラリートーク　

と　き　11月3日（日･祝）　14時30分～16時（予定）  ところ　文化会館各展示会場 

規　　　　　　　定

日本画
10号以上60号以内で額縁付
（ただし、60号は縦描きのみ）

アクリル付額縁は不可

洋　画 20号以上80号以内で額縁付
ポスターなどはパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

彫　刻
手動可能なもので
縦・横とも２m以内、高さ2.5m以内

著しく破損しやすい作品は不可

美術工芸
・立　体　50cm四方立方以内（1辺1m以内）
・壁面型　F80号(縦)以内で額縁付

アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

写　真
黒白またはカラー　半切以上全紙まで
・パネルの規格　　木製73cm×53cm以内
・組写真　　　　　パネルの規格と同じ

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

書　道

・額装または枠張り
　仕上がり寸法は半切以上　12平方尺以内
　縦210cm（7尺）・横182cm（6尺）以内
・折帳、巻子
　縦45cm以内×横300cm以内

 作品は全て表装
 楷書以外は所定の様式（ハガキ大）の釈文を添付
 アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
（会員はアクリル付額縁可）
 軸装の出品は不可

部　門
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お 知 ら せ

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

内　容　遺言、遺産分割協議
など相続登記に関する相談、
売買・贈与・担保権抹消など
不動産登記に関する相談、
会社・法人登記に関する相
談、金銭トラブルなど身近な
法律相談、借金や自己破産
に関する相談、成年後見に
関する相談など

問合せ　三重県司法書士会
鈴亀支部（  0595-97-3620）

鼓ヶ浦・千代崎海水浴場
周辺の交通規制と

駐車場開設を行います
商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

◆交通規制

と　き　7月6日㈯･7日㈰、13日
㈯～15日(月･祝)、20日㈯～8
月25日㈰　各日9時～17時

ところ　鼓ヶ浦海水浴場･千
代崎海水浴場の周辺道路

内　容

　鼓ヶ浦:駐車禁止
　千代崎:通行禁止･駐車禁止
◆駐車場開設

と　き　7月5日㈮～8月25日㈰
　各日9時～17時

ところ　鼓ヶ浦第一･第二駐
車場、千代崎駐車場

料　金　普通車:500円、大型
車:1,600円、自動二輪車:100
円

問合せ　鼓ヶ浦 観 光 協 会
（ 388-0205）、千代崎観光協
会（  388-0206）

鈴鹿8時間耐久
ロードレースに

無料でご招待します
商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　モータースポーツへの理解を
深めていただくため実施します。
対　象　桑名市・四日市市・菰
野町・鈴鹿市・亀山市・津市
（鈴鹿F1日本グランプリ地域
活性化協議会に参画してい
る5市1町）在住・在学の未就
学幼児から高校生まで

と　き　7月27日㈯、28日㈰
レース名　“コカ・コーラ　ゼ
ロ”鈴鹿8時間耐久ロードレー
ス第36回大会

受け付け　各日とも11時までに
鈴鹿サーキットメインゲートチ
ケット券売所へ

※事前申し込みは不要です。

問合せ　鈴鹿サーキット事業
推進室 催事企画グループ
（  378-3238   378-4568）

※在住・在学の証明ができる保

険証や学生証などをお持ちく

ださい。

※必ず保護者同伴でご来場くだ

さい。

※保護者は有料です。観戦 2 日通

し券：特別料金 4,400 円 ( 税

込み )。28 日の決勝日のみの観

戦も同料金です。

※自由席エリアでの観戦になりま

す ( 指定席は別途料金が必要 )。

※鈴鹿サーキット直営駐車場は、

別途 1,000 円が必要です。満車

の場合は、民営駐車場をご利用

ください。

※レース開催内容・直前情報は、

鈴鹿サーキットホームページ

(   http://www.suzukacircuit.jp/)

　をご覧ください。

指定管理者を
募集します

総務課   382-9005    382-2219

    somu@city.suzuka.lg.jp

　指定管理者の指定期間満了
に伴い、下記の公の施設の指定
管理者を募集します。
　募集要項は担当課の窓口で
配布するほか、市ホームページ
からダウンロードできます。
　なお、指定管理者は、提出さ
れた書類などを審査した上で、
候補者として選定し、議会の議
決を経て指定します。
※説明会の日時は、募集要項に記

載しています。

◆労働福祉会館

募集期間　7月16日㈫から8月
16日㈮まで

担当課　産業政策課 （  382-
   8698）
◆白子駅東有料自転車駐車場

募集期間　7月16日㈫から8月
16日㈮まで

担当課　地域課（  382-9022）
◆河川防災センターおよび鈴

鹿川河川緑地(運動施設・公園

施設)

募集期間　7月8日㈪から8月9日
㈮まで

担当課　防災危機管理課、スポ
ーツ課、市街地整備課

※募 集 要 項 は 防 災 危 機 管 理 課

(  382-9968) で配布します。

司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課   382-9004    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　予約は不要です。
と　き　8月3日㈯　9時30分～
13時（最終受付は12時30分）
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国民年金保険料
免除制度をご存じですか

保険年金課    382-9401     382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金は、20歳以上60歳
未満の全ての方が加入する制
度です。保険料の納付を続ける
ことで、高齢になったときの老齢
基礎年金や万が一のときの障
害基礎年金、遺族基礎年金が
受け取れます。経済的な理由な
どで保険料を納付することが困
難な場合は、申請により保険料
の納付が免除となる保険料免
除制度をご利用ください。
※申請は原則、毎年手続きが必要

です ( 平成 24 年度免除申請に

おいて全額免除や納付猶予が

承認された方で、継続審査の承

認を受けた方は除く )。

免除申請の受付期間

○平成24年度分（平成24年7月
～平成25年6月分）
　7月31日まで
○平成25年度分（平成25年7月

～平成26年6月分）
　7月から
申込み　保険年金課、地区市
民センター

※平成 24 年 3 月 31 日以降に退

職 ( 失業 ) した方は、雇用保険

の受給資格者証または離職票

の写しをお持ちください。

※免除判定は、本人・配偶者・世帯

主の前年の所得によって行い

ます。所得によっては免除の対

象とならない場合もあります。

EM活性液の配布事業を
終了します

環境政策課   382-9014    382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、平成14年度からEM
活性液の無料配布を行ってきま
したが、6月末で配布事業を終
了します。
　長期間にわたりEM活性液に
よる水質浄化などにご理解とご
協力をいただきありがとうござい
ました。

犬・猫の避妊手術費の
一部を助成します

環境政策課    382-9014     382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成25年4月1日から
平成26年3月31日までに避妊
手術した犬・猫の飼い主（鈴
鹿市民）

※犬は登録済で、平成 25 年度狂

犬病予防注射済みであること。

猫は、飼い猫であること。

助成額　雄の犬:1,500円、雌の
犬:3,000円、雄の猫:1,500円、
雌の猫:2,000円

申込み　平成26年3月31日㈪ま
でに、環境政策課または市内
の各動物病院に備え付けの
申請書に必要事項を記入の
上、環境政策課へ

※予算が無くなり次第終了します。

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　7月28日㈰　9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　7月30日㈫、31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。

保険年金課     382-7605     382-9455     hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　現在発行している認定証の有効期限は7月31日㈬です。
8月以降も認定証の交付を希望される方は、新たに申請が必要と
なりますのでご注意ください。

※70 歳未満の方の場合、保険税に未納があると交付できません。

※地区市民センターで申請の場合、認定証は郵送になります。

対象の認定証

70歳未満の方

70歳以上
75歳未満の方

対象者

◯限度額適用認定証
 （住民税課税世帯）
◯限度額適用・
   標準負担額減額認定証
 （住民税非課税世帯）

◯限度額適用・
   標準負担額減額認定証
 （住民税非課税世帯）

保険年金課

保険年金課
地区市民センター

申請場所

国民健康保険「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の

申請手続きをお忘れなく
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市民課   382-9013    382-7608

    shimin@city.suzuka.lg.jp

問合せ

○自衛隊三重地方協力本部四日
市地域事務所（　351-1723、

　8時～19時）
○自衛官募集コールセンター
（　0120-063-792、12時～20
時（年中無休））

◆一般曹候補生

　陸・海・空自衛隊の曹となる自
衛官を養成します。現場のプロ
フェッショナルとして活躍できます。
資　格　18歳以上27歳未満
※平成26年4月1日現在

申込み　8月1日㈭～9月6日㈮
試験日　1次:9月16日（月・祝）、
17日㈫のうち1日

試験会場　四日市市内（予定）
◆航空学生

　海・空自衛隊のパイロットまたは
戦術航空士（海のみ）を養成します。
資　格　高卒（見込み含む）で
21歳未満

※平成26年4月1日現在

申込み　8月1日㈭～9月6日㈮
試験日　1次:9月16日（月・祝）、
17日㈫のうち1日

試験会場　久居駐屯地（津市）
◆自衛官候補生(2等陸･海･空士)

　陸は2年、海・空は3年を任期
とした採用制度です。任期の延
長も可能で、選抜試験に合格す
れば曹への道も開かれています。
資　格　18歳以上27歳未満
※平成26年4月1日現在

申込み　8月1日㈭～9月6日㈮
試験日　男子:受け付け時に案
内、女子:9月22日㈰～26日㈭
のうち1日

試験会場　四日市市内（予
定）、久居駐屯地（津市）

◆自衛官採用制度説明会

と　き　7月6日㈯、28日㈰、8月

18日㈰　10時～16時
ところ　神戸コミュニティセンタ
ー（神戸9-24-52）

平成25年度介護保険
負担限度額認定申請を

受け付けます
鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課

   369-3201    369-3202

    skkaigo@mecha.ne.jp

　介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）、介護老人保健
施設、介護療養型医療施設、
地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護、短期入所
サービス（ショートステイ）利用時
の自己負担費用のうち、食費、
居住費（滞在費）について、本
人と世帯全員が住民税非課税
の方は、申請により負担が軽減
されます。
　なお、次の区分に応じて、利
用者が負担する段階が分けら
れます。
①生活保護受給者または老齢 
　福祉年金受給者
②（合計所得金額＋課税年金
　収入額）が年額80万円以下
　の方
③上記の①または②に該当しな
　い方
申請期間　平成26年6月30日
　㈪まで
認定有効期間　申請した月の
　1日～平成26年6月30日
※現在交付されている「介護保険

負担限度額認定証」の有効期

限は、「平成25年6月30日」で

す。7月1日以降も継続して認

定を受けようとする人は、7月

31日(水)までに鈴鹿亀山地区広

域連合介護保険課に書類が到

着するよう申請を行ってくだ

さい。                                

展望ロビーなどの
一般開放を休止します

管財営繕課   382-9009    382-8188

    kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

　参議院議員選挙投票日は、
市役所本館の1階市民ギャラリ
ーを参議院議員選挙投票所と
して使用しますので、市民ギャラ
リーと15階展望ロビーの一般開
放を休止します。当日はご利用
できませんのでご了承ください。

はかりの定期検査を
行います

産業政策課   382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　取り引きや証明用に使用する
はかり（計量器）は、2年に1度の
検査が必要です。対象となるは
かりを使用している事業者は必
ず受検してください。
対　象　商店･露店などの商品
売買用、病院･薬局などの調剤
用、病院･学校などの体重測定
用、生産者の生産物販売･出荷
用、工場･事業所などの材料購
入･製品販売用、農協･漁協など
の物資集荷･出荷用、運送･宅
配業などの貨物運賃算出用、貴
金属などの買取価格算出用

※今回の定期検査までに計量士に

よる代検査を受けたはかりは

免除されます。

と　き　7月9日㈫、10日㈬　10
時～15時

ところ　神戸コミュニティセンタ
ー（神戸9-24-52）

手数料　種類や能力によって
異なります。当日、現金でお支
払いください。

問合せ　三重県計量検定所
（　059-223-5071）

お 知 ら せ
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第1回男女共同参画
審議会が傍聴できます

男女共同参画課   381-3113    381-3119

    danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月24日㈬　10時から
ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室1

定　員　10人（先着順）
申込み　会議開始15分前まで
に男女共同参画課へ

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト2013の
参加者を募集します

農林水産課   382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

　｢椿の農業と地域を考える会｣
が、市民の皆さんとの交流･ご縁
づくりを行うプロジェクトの今年第
2弾です。
と　き 　8月3日㈯　9時～13
時ごろ

ところ　山本町（椿地区）の　
『イチバリキファーム』ブルーベリ
ー園、椿地区市民センターなど

内　容　ブルーベリー摘み取り
体験、カブトムシの森探検、ジ
ャムづくり、スイーツ付昼食で
交流会、地元産品の軽トラ市

定　員　50人（先着順）
※グループ参加の場合、大人1人

につき子どもは3人以内

参加料　大人（中学生以上）
1人2 ,000円、小学生以下
1,000円

申込み　7月21日㈰までに参加
者全員の氏名、年齢、性別、
代表者の連絡先（住所、電
話・ファクス番号）を矢田会長
（　090-2680-3536　371-0237）
へ

※天候などの理由で内容は変更と

なる場合があります。

※｢椿縁結びプロジェクト｣フェイス

ブックページもご覧ください。

夏休み子ども映画会
図書館   382-0347    382-4000

    toshokan@city.suzuka.lg.jp

対　象　幼児、小学生
と　き　7月25日㈭、26日㈮　
10時～11時30分、13時30分
～15時

ところ　市立図書館　2階視
聴覚室

内　容　名作童話や交通安全
などのアニメーション映画

定　員　各100人
参加料　無料
※申込みは不要です。

企画展
｢小さきものたち

－にんぎょうのれきし－｣
考古博物館   374-1994    374-0986

    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　夏休みの子ども向けに、土偶・
人形土製品・ひとがたなど人形
の歴史を紹介します。
と　き　7月13日㈯～9月1日㈰
ところ　考古博物館
※休館日を確認の上、お越しくだ

さい。

◆企画展関連講演会

演　題　｢古代の祭りとひとがた｣
講　師　船越重伸さん(斎宮歴
史博物館学芸員)

と　き　7月15日（月・祝）　14
時から

鈴鹿モータースポーツ
友の会

｢カートミーティング｣
商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　8月4日㈰　9時～16
時（雨天決行）

ところ　モーターランド鈴鹿
（三宅町3616）
◆レンタルカート走行　

　未経験者歓迎します。
内　容　フリー走行と1時間耐
久レース（サプライズゲスト予
定）

定　員　72人
参加料　会員5,000円、非会員
8,000円（入会費・年会費含む）

◆キッズカートスクール

対　象　小学生以下
定　員　10人
参加料　会員無料、非会員
3,000円（入会費・年会費含む）

※どちらのコースも、参加料に昼

食代を含みます。

申込み　7月29日㈪までに、
鈴鹿モータースポーツ友の会
ホームページ（  http://www.
   suzuka-msa.jp/）から申込書
をダウンロードして、ファクスで
事務局（ 383-7667）へ。定員
になり次第締切り。

問合せ　鈴鹿モータースポーツ
友の会事務局（鈴鹿商工会
議所内）（ 382-3222）

催 し 物
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高齢者のための技能講習
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

   382-6092    382-6093

対　象　55歳以上の求職者
※ハローワークでの求職登録が必要

と　き　9月18日㈬、19日㈭、20
日㈮、24日㈫、25日㈬、26日㈭、
27日㈮

ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター

内　容　｢ワード｣｢エクセル｣を
活用したパソコン事務に加えて、
簿記の基礎知識と会計ソフトを
使った簡易な経理処理を習得

定　員　25人
受講料　無料
申込み　7月10日㈬から8月9日
㈮までに、鈴鹿市シルバー人
材センターへ

伊勢型紙夏休み体験教室
産業政策課   382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学4年生以上（大
人も参加できます）

と　き

○1回目：7月28日㈰　13時～15時
○2回目：8月25日㈰　13時～15時
ところ　伝統産業会館　研
修室

内　容　伊勢型紙を使った
LEDあかりの工作体験

定　員　各回50人（先着順）
参加料　300円
申込み　7月14日㈰9時から
電話で伝統産業会館（  386-
   7511）へ

講座・教室
12時

ところ　男女共同参画センタ
ー　ホール

内　容　映画上映とゲストトーク
（コメンテーター　鈴山雅子
さん）

定　員　120人（先着順）
参加料　無料
申込み　参加者の氏名を男女
共同参画課へ

レッツ・チャレンジ2013
県立鈴鹿青少年センター

    378-9811    378-9809

     suzukayc@mecha.ne.jp

　さまざまな学校から集まった
学年の違う子どもたちが共同
生活を送り、山や海の活動、
野外炊飯などの自然体験活動
にチャレンジします。熊野古道
登山やヨット体験も予定してい
ます。
対　象　小学5年生～中学2年
生

と　き　8月20日㈫～24日㈯　
4泊5日

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターと県内各地（熊野）

参加料　2万5,000円
募集人数　36人程度（応募多
数の場合は抽選）

申込み　7月5日㈮から24日㈬ま
でに、センター所定の用紙に
記入し、90円切手を貼った返
信用封筒（長形3号、住所・氏
名を記入）を添えて直接持参
か、〒513-0825　住吉町南谷
口　県立鈴鹿青少年センター
へ郵送（当日消印有効）

第42回消防救助技術
東海地区指導会

中央消防署   382-9165    382-9166

   chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　東海3県各消防本部の救助
のスペシャリストが鈴鹿に集まり、
人命救助技術を競う大会が開
催されます。上位優秀チームは8
月に広島県で開催される全国
大会への出場権が得られます。
と　き　7月24日㈬　9時15分
～14時50分（荒天順延25日
㈭）

ところ　県消防学校（石薬師
町452）

入場料　無料

追悼ベアテ・シロタ・ゴードンさん
「ベアテさんからのメッセージ」
男女共同参画課   381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　22歳の若さで男女平等を定
める憲法24条などの草案作成
に携わり、戦後の日本女性の地
位向上に尽力したベアテさんを
しのんで、彼女のドキュメンタリー
映画『私は男女平等を憲法に
書いた』を上映します。
※鈴鹿市男女共同参画団体自主

　事業です。

と　き　8月10日㈯　10時～

催 し 物
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夏休み手作り絵本教室
図書館   382-0347    382-4000

    toshokan@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の方
※小学校低学年以下は、保護者の

同伴が必要です。

と　き　7月31日㈬、8月1日㈭
　9時30分～15時

ところ　図書館　2階視聴覚
室

内　容　テーマ｢ゆめのある絵
本｣（かたい表紙の絵本を作
ります）

定　員　各50人（保護者の付
き添いを除く）

※定員に達し次第締切り

参加料　450円（材料費）
※お釣りが要らないようにご準備

ください。

申込み　7月18日㈭9時から、図
書館2階視聴覚室で受け付
けます（先着順）。電話での申
し込みや、家族以外での複数
の申し込みはできません。

親子体操教室
市立体育館   387-6006    387-6008

参加料　子ども1人1,500円、大
人1人2,500円（スポーツ保険
料を含む）

申込み　7月19日㈮までに、参
加料を添えて直接、市立体育
館へ

◆すくすくクラス

対　象　3歳～就学前の子と
保護者　　

と　き　7月23日㈫・25㈭・30
㈫、8月1日㈭・6日㈫・8日㈭・20
日㈫・22日㈭　全8回　10時
～11時30分

ところ　市立体育館・武道館
定　員　20組
◆わんぱくクラス

対　象　小学1年生～4年生の
児童と保護者　

と　き　7月23日㈫・25日㈭・
30㈫、8月1日㈭・6日㈫・8日㈭・
20日㈫・22日㈭　全8回　13
時30分～15時　

ところ　市立体育館・武道館
定　員　20組

鈴鹿工業高等専門学校
平成25年度ものづくり

体験教室
企画課   382-9038    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿高専への入学を目指し
ている方、ものづくりが好きな方、
パソコンが好きな方など、ぜひご
参加ください。
ところ　鈴鹿工業高等専門
学校

参加料　無料（傷害保険料50
円が必要）

申込み　鈴鹿高専ホームペー
ジから

問合せ　鈴鹿高専 総務課地域
連携係（ 368-1717 　387-
　0338）
◆機械工学のひとこま(機械

　工学科)

対　象　小学5・6年生と中学生
と　き　8月21日㈬、22日㈭　9
時30分～15時30分

定　員　各日20人
締切り　8月7日㈬
※応募者多数の場合は中学生を優先

します。

◆電気の実験教室(電気電子

　工学科)

対　象　中学生
と　き　8月5日㈪、6日㈫　9時
30分～15時30分

定　員  各日10人 
締切り　7月22日㈪
◆マイコン電子制御(電子情報 

　工学科)

対　象　中学生
と　き　8月5日㈪、6日㈫　9時
30分～16時30分

定　員　各日15人
締切り　7月22日㈪
◆身のまわりのおもしろ化学

　実験(生物応用化学科)

対　象　中学生
と　き　8月6日㈫・7日㈬（原則
両日参加）10時20分～16時

定　員  48人
締切り　7月22日㈪
◆材料科学の夏の祭典2013

（材料工学科）

対　象　中学生
と　き　8月8日㈭、9日㈮　10
時～15時30分

定　員　各日20人 
締切り　7月26日㈮
◆情報オリンピックに参加して

　みよう！(プロコンプロジェクト)

対　象　中学生
と　き　8月21日㈬・22日㈭（原
則両日参加）9時30分～15時
30分

定　員　20人 
締切り　8月7日㈬
◆ウインドカーを作ろう(教育

　研究支援室)

対　象　小学4～6年生
と　き　8月9日㈮13時～16時
30分

定　員　20人 
締切り　7月22日㈪
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くくらしの情報くらしの情報 問合せ　鈴鹿短期大学（　372-
　3900）

鈴鹿国際大学
シウダック研究会
第108・109回例会

企画課   382-9038    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

◆第108回例会

と　き　7月17日㈬　16時15
分～18時

ところ　鈴鹿国際大学　国
際文化ホール

内　容　｢学際系学部における
観光学教育の意義と役割｣

発表者　友原嘉彦さん（四日市
大学総合政策学部専任講師）

◆第109回例会

と　き　7月24日㈬　16時15
分～18時

ところ　鈴鹿国際大学　第
二会議室（A棟2階）

内　容　英語講演｢｢訳者あと
がき」と日本の翻訳者たちの
個性｣

発表者　イザベル・ビロドーさん
（鈴鹿国際大学国際人間科
学部特任講師） 

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開発と
文化研究センター（シウダック）
へ（  372-2121    372-2827
       siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

県営鈴鹿スポーツガーデン
夏休みイベント・教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

   372-2250    372-2260

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

◆夏休みプールイベント

○夏だ！プールだ！ちびっ

こ祭りだ!!

　流れるプールやボールで遊べる
広場が出現します。

が料理を美味しく「塩」を
減らす」米川泰正さん（食理
学者）
○演題3「食の安全・安心に
関する知識力―食品添加物
編その2―」長村洋一さん
（食理学者）
○演題4「健康食品管理士から
の一言「何が違うの？病院の
おくすりと健康食品｣」北市清
幸さん（岐阜大学医学部附
属病院薬剤部）　

定　員　200人（先着順）
参加料　無料
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（千代崎キャンパス）庶務課
（  383-8991    383-9666）

鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学公開講座
企画課   382-9038    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月20日㈯
ところ　鈴鹿短期大学（郡山
町663-222）

受講料　各講座1,000円
◆ワークショップ講座（10時～
12時）
内　容　「エレクトロニクス入
門」
講　師　伊藤康明さん（鈴鹿
　短期大学特任教授）
◆ライフセミナー講座（13時
～15時）
内　容　「音楽という名のくすり
箱～音楽療法の臨床現場から
～」
講　師　佐治順子さん（鈴鹿
短期大学教授）　　　

申込み　7月19日㈮までに、講座
名、郵便番号、住所、氏名、電
話番号を記入の上、ファクス
か電子メールで、鈴鹿短期大学
（  372-3903　koukai@suzuka
　-jc.ac.jp）へ

鈴鹿市民大学文芸学科 
｢文学と風土～この人
ありて花咲きし｣第2回

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

   384-7000    384-7755

     since-97@s-bunka.net

と　き　7月10日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館　さつきプ
ラザ

内　容　｢『放浪記』を読む～
森光子と林芙美子～捨身の戦
闘準備｣｢井上ひさしの評伝
劇～評伝にみる現代史｣

講　師　河原徳子さん、清水
信さん

定　員　100人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講希望日・住所・
氏名・電話番号を記入の上、
はがき、ファクス、電子メール
で、鈴鹿市文化振興事業団
（〒513-0802　飯野寺家町
810）へ

※定員に満たない場合、当日会場

でも受け付けます。

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」

健康づくり課   382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月27日㈯　13時～
16時20分

ところ　千代崎キャンパス　
JART記念館100年記念ホ
ール（岸岡町1001-1）

内　容　　

○演題1「野菜を食べよう！」大槻
誠さん（鈴鹿医療科学大学）
○演題2「レシピのブラックボックス

講座・教室
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の7 月 納税

○固定資産税・都市計画税・・2期

○国民健康保険税・・・・1期

【納期限は7月31日㈬です】

と　き　8月6日㈫～10日㈯　
12時～14時

定　員　16人
参加料　7,500円
○ボールでチャレンジin体育館

対　象　小学生
と　き　8月2日㈮　10時～12時
定　員　20人
参加料　500円
○夏休み工作教室

　ペットボトルの船を作ろう。
対　象　小学生
と　き　8月4日㈰　10時～11
時30分

定　員　20人
参加料　500円

と　き　8月4日㈰・10日㈯・23日
㈮　13時～15時

※小学1年生以下のお子さんは水

着を着た保護者の方の付き添い

が必要

参加料　無料（入場料別途）
○浮き輪が使用できます

　7月22日㈪から8月31日㈯まで、
直径60cm以下のドーナツ型に
限り、25ｍプールの児童優先
コースで浮き輪が使用できます。
◆夏休み短期教室

申込み　7月22日㈪までに水泳
場窓口かホームページで。
応募多数の場合は抽選。

○武田美保シンクロ教室

対　象　小学生（背泳ぎ・クロール・
平泳ぎが25ｍ程度泳げる女子）

　人権・平和意識の高揚と人権文化の創造を
図るため、毎年夏に｢人権を考える市民のつど
い｣を開催しています。
　今年は｢2013平和への祈り展｣と題して｢非
核平和パネル展｣と同時に開催します。今もなお、
核兵器のない平和な世界は、地域や国を超え、
人として当たり前の願いとなっています。本市に
おいても、世界の平和と核兵器の廃絶を願って、
非核平和都市となることを宣言しています。戦
争の悲惨さを、未来永久に風化させることなく、
平和な社会を築いていかなければなりません。
　あらためて、平和とは何か、みんなで生命の
大切さについて考えてみませんか。
－2013平和への祈り展－

◆非核平和パネル展

と　き　8月2日㈮～4日㈰　10時～19時（最
終日は17時まで）

ところ　文化会館　さつきプラザ
内　容　原爆等パネル・資料展示、アニメ映画
等ビデオ随時上映、平和学習、参加コーナー

（平和クイズ等）など
◆人権を考える市民のつどい

と　き　8月3日㈯　13時30分～16時10分
（開場13時）
ところ　文化会館　けやきホール
演　目　「原爆被災者による講演」（50分）
　　　　「ミュージカル火垂るの墓」（100分）
定　員　500人（先着順）
入場料　無料（整理券必要）
整理券配布方法

①7月22日㈪から8月2日㈮（8時30分～17時15
分（土・日除く））まで、人権政策課窓口（市役所
本館4階）で配布
②7月22日㈪から30日㈫に、住所、氏名、電話
番号、枚数、「人権を考える市民のつどい整理
券希望」とはがきに記入し、〒513-8701　
神戸一丁目18-18　人権政策課へ
※①、②ともに1人4枚まで

※1歳以上の託児あり（先着10人）。7月30日㈫
までに、人権政策課へ

2013平和への祈り展

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

訂正とおわび

 6月5日号11ページ｢がん
検診で健康チェック」の記
事で、新田外科内科の胃
がん検診検査方法を「②
（カメラのみ）」と記載しまし
たが、正しくは｢①（バリウム
のみ）｣です。訂正しておわ
びします。
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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！
　本田技研工業㈱鈴鹿製作所の従業員によるクラブ

レーシングチーム「Honda鈴鹿レーシングチーム」が

今年も8耐に挑戦します。

　既に50年以上の歴史がある伝統のチームで、鈴鹿8耐

には1978年の第一回大会から参戦し続ける数少ない存

在で、今も若い世代のクラブ員たちが先輩たちの意思を

引き継いで活動を続けています。今年はライダーに安田

毅史選手、北口浩二選手、そして入社したばかりの18歳、

日浦大治朗選手の鈴鹿市在住の3人組ですから、鈴鹿

市民の皆さんにぜひ応援していただきたいチームです。

　ここ数年、メキメキと実力を付け、昨年は見事に

5位完走！しかし、目標はもっと高い所にあります。

チームの歴代最高位は4位。まだ先輩たちも成し

遂げていない鈴

鹿8耐の表彰台

を今年こそつか

むため、オール鈴

鹿のレーシング

チームは全力で

真夏の8時間を

駆け抜けます。

■ 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）

Honda鈴鹿レーシングチーム
（鈴鹿8耐参戦）

高位は4位。まだ先輩たちも成し位は4位 まだ先 たちも し位は4 まだ先 たちも し

Hon 鈴鹿レ ングチnda シンa鈴 チ ム

　朝の連続テレビ小説が面白いですね。廃線の危機
にひんしている鉄道会社がある町を舞台に、内気だっ
た主人公がけん引役となって、町おこしを行う。テンポ
がよくて、じーんとくる場面も織り交ぜられ、ついつい
見てしまいます。
　故郷を出て今は鈴鹿で暮らしている私。町おこしっ
て何だろう、どうしたら成功するんだろう？と、仕事半
分興味半分で町おこしの本を何冊か読んでいます。

　だんだん分かってきたのは、外部の関心を引くだ
けではなく、地元の若い人たちが自分たちの町の魅
力をあらためて発見できるのが、本当の町おこしで
あるらしいこと。一過性のブームに終わらず続けて
いくには、幅広い世代が関わって楽しめること。
　朝のテレビを（録画で）見るたびに、故郷のことを
思って身につまされたり、広報のあり方について考え
を巡らしたりと、忙しい私なのでした。（保）

ひ うら だい じ ろう

きた ぐち こう じ

やす   だ 

たか　し

　中学生が「Ene-1GP」に挑戦

　私たちは、8月4日㈰に鈴鹿サー
キットで開催される「Ene-1GP（エ
ネワングランプリ）」に出場する中
学生チームです。
 みえサイエンスネットワーク※が参
加者を募集しているのを知り、応
募しました。県内のさまざまな中
学校から集まり、初めて出会った
者同士ですが、車づくりへの関心
を共通項として、力を合わせて取
り組んでいます。

　最先端技術で車づくり

　レースは、単三電池40本のエネル
ギーだけで国際レーシングコースを
3周し、そのタイムを競うものです。
先生方の指導の下、電気自動車を
組み立てました。自動車と言えば金
属加工と溶接を思い浮かべますが、
ボーイング787で使われている炭素
繊維強化プラスチックを使うことに
よって、私たち中学生でも、ハサミと
接着剤で製作できました。最先端技
術のすばらしさに驚かされました。

　夢に向かって頑張ります

　レースの目標は、完走です。1周

5.8kmで高低差もあるコースを3

周することは簡単でありません

が、ベストを尽くします。　

　メンバーの多くは、将来の夢と

してロボットクリエイターなど、も

のづくりに関わる仕事に就きた

いと思っています。今回経験した

ことを生かして、今までになかっ

たものを創造し、世の中に送り出

せるように頑張ります。

みえサイエンスジュニア

※未来の地域を担う人材を育成するために教育機関や企業などが連携し、鈴鹿工業高等専門学校が運営
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