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　オリンピック、サッカー・ワールドカップと並んで世界

3大スポーツと呼ばれるF1グランプリ。鈴鹿市での開催は

1987年に実現し、富士スピードウェイに舞台を移した時期

を挟んで、今年25回目の開催を迎えます。
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対　象　鈴鹿市民でチケットの送り先が
鈴鹿市内の方
定　員　1,000人
特別価格
　大　人　  2万円（高校生以上）
　子ども　4,000円（3歳～中学生）
※チケットには、10月10日㈭から14日（月・祝）まで有効
　なモートピアパスポートが含まれます。

購入期間
　8月5日㈪10時～8月31日㈯
※24時間受け付け。
※定員になり次第、受け付けを終了します。

共　催　株式会社モビリティランド／鈴鹿市
協　力　鈴鹿商工会議所／NPO法人 鈴鹿市体育協会／一般社団法人 鈴鹿市観光協会
　　　　NPO法人 鈴鹿モータースポーツ友の会

※パソコン・携帯電話をお持ちでない方は、下記へお問い合わせください。
鈴鹿サーキット営業課　　059-378-1111（代表）　受付時間 （月～金曜日）10時～17時

申込み方法
1．「鈴鹿市民応援席」申込み専用アドレスに
パソコン、携帯電話などでアクセス。

※市ホームページからもアクセスできます。

2．画面の指示に従って必要事項を記入の
上、お申込みください。

※購入時にMOBILITY STATION（鈴鹿サーキットオ
ンラインチケットサイト）への会員登録が必要となり
ます。
※申込み数は本人を含め10枚が上限です。
※精算方法はクレジットカード、または代引きとなります。
※チケットは9月から順次送付します。

　鈴鹿F1日本グランプリが25回の節目を迎える今年は、2018年までの鈴鹿F1日本グランプリの継続
開催の決定、2015年からの本田技研工業株式会社のF1世界選手権シリーズ復帰の発表など、明る
い話題が多い年となっています。
　そこで、この機会に市民の皆さんに世界最高峰の自動車レースを肌で感じていただき、「モータ－ス
ポーツ都市」鈴鹿の市民としての誇りを持っていただきたいと考え、鈴鹿サーキットと鈴鹿市の共催で
「鈴鹿市民応援席」を設置します。

Ｆ１日本グランプリ｢鈴鹿市民応援席｣を設置します

Ｆ１日本ＧＰ市民応援席

｢鈴鹿市民応援席｣申込み専用アドレス

http://www.suzukacircuit.jp/suzukashi/
市ホームページからもアクセスできます

鈴鹿市で25回目のF1開催
この記念すべき年に家族でF1を見よう！

｢鈴鹿市民応援席｣（第2コーナーからS字にかけて設置）を、特別価格でご購入いただけます。

2013年10月11日 ～13日金 日
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　世界屈指の難コース鈴鹿サーキットは、3年連続チャン
ピオンのセバスチャン・ベッテルが「神様が作ったとしか思
えない素晴らしいコースだ」と称賛するなど、多くのF1ドラ
イバーに愛されています。
　アイルトン・セナを始め、ミカ・ハッキネン、ミハエル・シュー
マッハなど歴代の偉大なチャンピオンたちは、「鈴鹿で勝
ち」、チャンピオンを決めました。
　また中嶋悟の活躍、A・セナとアラン・プロストのライバル
対決、鈴木亜久里の日本人初の表彰台、佐藤琢磨の4
位、記憶にも新しい小林可夢偉の3位表彰台獲得など、
数々のドラマが鈴鹿で生まれました。
　そして、何より世界が注目するのは、遊園地やにぎやか
なお店に囲まれ、家族一緒になってF1観戦ができる世界
唯一のサーキットであることです。
　今では「SUZUKA」の名前はブランドとなり、モータース
ポーツの聖地として世界中に知られています。

大混戦の2013年シーズン
　レッドブルのS・ベッテルとM・ウェバー、フェラーリのF・アロンソとF・マッサ、ロータスのK・ライコネン、
メルセデスのL・ハミルトンとN・ロズベルグらによる激しい戦いが続いている2013年シーズン。3年連続
チャンピオンのベッテルが強さを見せていますが、簡単に勝てない状況が続いています。
　全20戦中、日本グランプリは第15戦として開催されます。シーズン終盤の重要な一戦となる鈴鹿
F1日本グランプリは、今年も激しい戦いとなることでしょう。

中嶋悟 鈴木亜久里 佐藤琢磨 S・ベッテル 小林可夢偉

A・セナ（中央）M・シューマッハ

モータースポーツの聖地モータースポーツの聖地

50年間変わらぬコースレイアウト。ドライバーから愛され、数々のドラマが生まれた鈴鹿サーキット

2013年シーズンの見どころ2013年シーズンの見どころ
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　今年3月3日、鈴鹿サーキット国際レーシングコ
ース。カラフルなレーシングマシンが爆音とともに
何台もピット前にすべりこんでくる。その助手席か
ら次々と降り立つのは地元の中学生たち。たっ
た今、プロのレーシングドライバーの運転で時速
200㎞以上の世界を同乗体験したばかりだ。
　高揚した表情の彼らは、「ゲームと違って、す
ごく迫力があって面白かった」「ドライバーの方
がとても上手で楽しかった」などと、日常では味
わえない「プロの世界」の体験に声を弾ませた。
　「まるで打合せしたみたいにわれわれの狙い
通りのコメントでした（笑）」と冗談交じりに語る
のは、このイベントを主催したNPO法人「鈴鹿
モータースポーツ友の会」副理事長を務める福
山英朗さん（57歳、尾鷲市出身・白子在住）。
現役のレーシングドライバーであり、5度の国内
年間チャンピオン獲得や「ルマン24時間」クラ
ス優 勝、さらにアメリカ最 高 峰のレース
「NASCAR」参戦など輝かしい戦歴を持つ。
　「鈴鹿サーキット モータースポーツファン感謝
デー」が行われたこの日、鈴鹿市、鈴鹿市教育
委員会、そして同サーキットの協力を得て行わ
れた「レーシングマシン同乗体験走行」は、昨
年に引き続き2回目。今回は約50人の中学生が
参加し、5台のマシンの操縦は福山さんをはじ
め地元のレーシングドライバーが担当した。

　2013年Ｆ１日本グランプリ「鈴鹿市民応援
席」の設置を記念して、鈴鹿市とモータースポ
ーツの関わりについて、NPO法人「鈴鹿モータ
ースポーツ友の会」に寄稿していただきました。

　「鈴鹿サーキットのある鈴鹿市、モータースポ
ーツ都市宣言を行った鈴鹿市だからこそできる
ことじゃないでしょうか」と福山さん。その意義に
ついて「たとえてみれば、ダルビッシュ投手の剛
速球をバッターボックスで体験するようなもの。
普段の生活では味わえない、いわば異次元の
実感です」と続ける。「レーシングドライバーの
技術がいかに高度で安全なものかを助手席で
体験し、真のプロフェッショナルの技術に触れな
がら、また夢の実現者に親近感を持ち、自らもそ
れに向けて高い視点を持ってほしい」。
　この試みには青少年の健全な育成という目
的に加え、さらに鈴鹿市民としての誇りを持って
もらいたいという思いも込められているという。
　「レースは一見無謀に見えますが、むしろ速度
が高いがゆえの“究極の安全運転”を求められ、
そこから導き出される公道走行の安全テクニック
も数多くあります」。今後は市民向けのドライビン
グレッスン開催なども視野に入れているという。
　「モータースポーツに関わる私たちなりの方
法論で地域社会に還元できることを企画し、実
現させていきたい。鈴鹿でしかできないことを
ね」と福山さんは笑顔で締めくくった。

NPO法人 鈴鹿モータースポーツ友の会

Ｆ１日本ＧＰ市民応援席

子どもたちに本物の世界を知ってほしい子どもたちに本物の世界を知ってほしい
～「モータースポーツ都市」鈴鹿だからできること～～「モータースポーツ都市」鈴鹿だからできること～
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　2004（平成16）年、本市は世界でも類を見ない「モータースポーツ都市
宣言」を行いました。これを受けて翌年に市内の産学官有志で結成され
たのが前身の「鈴鹿モータースポーツ市民の会」です。以来、モータース
ポーツの普及・啓発をはじめ、安心・安全なまちづくりを推進してきました。
　2011（平成23）年からは入会資格を全国に拡大し、「鈴鹿モータース
ポーツ友の会」と改称、さらに翌年にはNPO法人化し、以下の活動を行
っています。

入会などの問合せ　NPO法人 鈴鹿モータースポーツ友の会 事務局（〒513-0802　飯野寺家町816
鈴鹿商工会議所内　　382-3222　　383-7667）へ　公式サイト http://www.suzuka-msa.jp

※会員には鈴鹿サーキット開催レースの観戦割引や、特別イベントへの参加権などの特典があります。

　レーシングカート体験走行会（年2回）
　解説付きレース観戦ツアーの実施
　市内各所イベントでのマシン展示
　鈴鹿市役所ロビーでのマシン展示（通年）
　鈴鹿市立図書館へのモータースポーツ書籍・雑誌贈呈
　勝速日神社（白子本町）での鈴鹿8耐参戦地元チーム壮行会　
　東日本大震災被災者のための義援金呼びかけ
　ケーブルネット鈴鹿「レーシングスピリット」制作協力（通年）
　鈴鹿市報でのコラム連載（通年）
　「モータースポーツ鈴鹿市長賞」の選定　

「モータースポーツ都市」鈴鹿を支える２団体「モータースポーツ都市」鈴鹿を支える２団体

鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会

NPO法人「鈴鹿モータースポーツ友の会」NPO法人「鈴鹿モータースポーツ友の会」

　2009年に3年ぶりにモータースポーツの聖
地『ＳＵＺＵＫＡ』で開催された鈴鹿Ｆ１日本グ
ランプリに際し、三重県、鈴鹿市と周辺4市1
町、観光、経済、交通に関する32団体で構成
される「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協
議会」を設立しました。
　『ＳＵＺＵＫＡ』にお越しになる全ての皆さん
にとって、快適で思い出深い観戦となるよう、
交通アクセスの向上などの環境整備や各種
イベントの実施によるおもてなし感の醸成など
に取り組んでいます。
　今年も10月13日㈰の決勝日を含む、10日㈭
～14日（月・祝）の5日間をＦ1ウィーク重点期
間として設定し、鈴鹿サーキットと地元・地域
が一体となった日本最大のお祭りを盛り上げ
ます。

○環境整備部会の取り組み
　交通渋滞の緩和を図るため、公共交通機関
の利用促進や推奨ルートの案内を推進します。
　・シャトルバス専用レーンの設置
　・公共交通機関利用促進キャンペーンの展開
　・自動車交通推奨ルートのご案内
　・リアルタイム渋滞・交通情報の提供

○おもてなし部会の取り組み
　9月5日号情報館でお知らせします。

解説付きレース観戦ツアー解説付きレース観戦ツアー

東日本大震災被災者のための義援金呼び掛け東日本大震災被災者のための義援金呼び掛け

未　画　像未　画　像
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　人は誰でも「人や社会とつながりたい」という思いがあります。しかし、心身に障がいのある方に
とっては、働きたいと思っても就労に結びつかない現実があります。
　今回は、障がい者の就労の現状と就労促進に向けた取り組みについてお知らせします。

　人は誰でも「人や社会とつながりたい」という思いがあります。しかし、心身に障がいのある方に
とっては、働きたいと思っても就労に結びつかない現実があります。
　今回は、障がい者の就労の現状と就労促進に向けた取り組みについてお知らせします。

　「働くこと」は、経済的な基盤づくりとなるだけ
でなく、社会の一員として自覚をもち、社会貢献
を感じることになります。そして、それは「自信と
生きがい」につながります。
　しかし、障がい者の雇用状況は非常に厳し
く、働きたくても働けない方がたくさんいます。
　ハローワークでは、1人以上の身体障がい者
または知的障がい者を雇用することが義務づ
けられている常用労働者56人以上規模の企
業を対象に、毎年6月1日現在の障がい者の雇

用状況について集計しています。
　障がい者の法定雇用率が1.8％であるのに
対し、昨年度より若干改善しているものの、平
成24年度の鈴鹿管内の雇用率は1.7％に留ま
っています。
　さらに、平成25年4月1日から障害者雇用促
進法の内容が改定（次ページ参照）され、障が
い者を受け入れる企業側にとっても、障がい者
の雇用促進は大きな課題となっています。

障がい者の就労 

※重度身体障がい者と重度知的障がい者（短時間労働者以外）は1人を2人としてカウント
　短時間労働者（重度身体障がい者と重度知的障がい者以外）は1人を0.5人としてカウント

資料提供：ハローワーク鈴鹿障がい者の雇用状況

区分 年度
（基準日6月1日） 企業数

常用労働者数
（人）

障がい者の数
（人）

鈴鹿管内
平成24年度 103 16,587.0 282.5

実雇用率
（％）

1.70

雇用率達成
企業割合（％）

48.5
平成23年度 100 15,756.0 256.0 1.62 45.0

三重県
平成24年度 877 165,042.5 2,584.0 1.57 50.2
平成23年度 884 164,616.5 2,488.5 1.51 49.4

全国
平成24年度 76,308 22,577,527.0 382,363.5 1.69 46.8
平成23年度 75,313 22,260,915.5 366,199.0 1.65 45.3

障がい者の雇用の現状と課題障がい者の雇用の現状と課題
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　就職希望者に一定期間、必要な知識、能力向上の訓練などを行う「就労移行支援事業」と就職
が困難な障がい者に、生産活動などの知識や能力向上のために必要な訓練や就労の機会提供を
行う「就労継続支援事業」という障害福祉サービスがあります。「就労継続支援事業」は、雇用契約
を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2つに分類されます。

障害者雇用促進法

障がい者の就労（働くこと）を支援する強い味方「就労継続支援事業所」障がい者の就労（働くこと）を支援する強い味方「就労継続支援事業所」

これらの事業所で働いている方々の生の声を聞きました。これらの事業所で働いている方々の生の声を聞きました。

中川満さん 利用歴３年
アクティブ鈴鹿 農業部門 わか菜の杜
（就労継続支援Ａ型事業所）

今年４月に改正された障がい者に関する法律の概要

　平成25年４月から、従業員
規模が50人以上の事業者に
対し、障がい者を従業員数の
一定比率雇用するよう、従業
員規模と障害者雇用率（民間
2.0％、国・地方2.3％など）の
改正が行われました。

障害者優先調達推進法
　平成25年4月から、国や地
方、独立行政法人などに対
し、障がい者が福祉事業所な
どで作る商品（製品）の購入
やサービス等業務委託を優
先的に行うよう義務付けられ
ました。

障害者総合支援法
　障がい者が、障がいの程度
（状況）や心身の状態などに
応じて受けられる各種の福祉
サ－ビスを定め、地域社会に
おける日常的な生活を総合的
に支援するなかに、平成25年
4月から「難病」の項目が追加
されました。

　病気が原因で記憶障害になり、家族に金銭面で迷惑をかけたくない、なんと
か自立したいと職業リハビリを受け、最終的にアクティブ鈴鹿に入社しました。
　同じ作業を繰り返しているうちに、身体全体で作業所のルール、仕事の内
容が身につき、今では担当する水耕栽培のパネル洗浄の仕事を、一人で段
取りを決めて行うことができるようになりました。
　無職のときは不安な気持ちでしたが、今は精神的にとても落ち着いています。

家入龍太さん 利用歴10年（通算）
アクティブ鈴鹿　自動車部門
（就労継続支援Ａ型事業所）

　特別支援学校の紹介でアクティブ鈴鹿へ入社しました。現在は完成品
の検査という責任のある仕事を任されています。
　事故が原因で車いすの生活になりましたが、手や頭を使って出来る仕事
を任せてくれる会社に感謝しています。
　やれることは限られるものの、人らしく生きるということは、健常者も障がい
者も変わらないと思います。

服部光義さん 利用歴8カ月
八野就労支援センター きれいまかせ太君

（就労継続支援Ｂ型事業所）

　一人暮らしをしていましたが、現在はグループホームで生活しながら、八野
就労支援センタ－の「きれいまかせ太君」で働いています。
　庭木の剪定、草抜き、ハウスクリーニング、遺品整理が作業内容です。やり
がいを感じていますし、いい人たちに囲まれて楽しいです。
　障がい者の働ける場所や作業内容は、限られていると感じます。就労の
機会が広がることを望んでいます。

2013・8・5 7



　障がい者の雇用促進や福祉事業所の製品・サ－ビスの優先調達を進める法律の主旨、雇用の実態、
福祉事業所の意義、障がい者への理解を深めるとともに、障がい者の就労を促進するため、ハローワーク
鈴鹿、障がい者関係機関、行政が連携して「人や社会とつながる　就労マルシェ」を開催します。
　障がい者は企業のイメージをつかみ、企業や市民は障がい者の思いを感じる機会となるイベントです。

障がい者の就労 

障がい者の就労促進と「障がい」の理解を深めるために
「就労マルシェ」を開催します

障がい者の就労促進と「障がい」の理解を深めるために
「就労マルシェ」を開催します

「人や社会とつながる　就労マルシェ」「人や社会とつながる　就労マルシェ」「人や社会とつながる　就労マルシェ」
とき　8月29日（木）11時～16時　　ところ　市立体育館

　一般企業による就職面談コーナー
　就職説明会（10月初旬予定）を前に、理解を深
めるための相談会
　（参加企業十数社予定）

　障がい者雇用に取り組む企業（約3社）による
助言コーナー
　障がい者雇用にかかる環境整備やノウハウなど

　啓発相談支援コーナー
　ハローワーク鈴鹿や障害者就業・生活支援セン
ター「あい」による相談会
　障がい者地域人材育成事業（精神障害者保健
福祉手帳のある方）の相談説明

一般就労ゾーン一般就労ゾーン

創業（起業）ゾーン創業（起業）ゾーン

一般就労ゾーン一般就労ゾーン

商談・交流
ゾーン
商談・交流
ゾーン

福祉的就労ゾーン福祉的就労ゾーン

　福祉事業所（約7社）でつくる商品、サービス
の展示、販売など

障がい者雇用
に取り組む
企業による
助言コ－ナ－

啓発相談
支援コ－ナ－

一般企業に
よる就職面談
コーナー

福祉的就労ゾーン福祉的就労ゾーン

　自由に利用できるテーブル席
※5月～6月に実施したアンケート結果の展示

商談・交流ゾーン商談・交流ゾーン

　ＡＧＦの協力によるフリードリンクコーナー
ドリンクバードリンクバー

　福祉事業所２社による弁当販売コーナー
ランチ販売ランチ販売

　サイバーダイン（株）（つくば市）が開発した
下肢トレーニング装具「ロボットスーツＨＡＬ®福
祉用」の体験コーナーと助成事業の説明
※関連記事、くらしの情報17ページ参照

ロボットスーツ体験ゾーンロボットスーツ体験ゾーン
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　これまで、市の障がい者の就労支援は、ハローワーク鈴鹿が進める秋の就職説明会の補助的役
割を行っていました。今年は、ハローワーク鈴鹿、鈴鹿亀山障害者就業・生活支援センターあい、福
祉事業所などと実行委員会を組織し、障がい者の「働くこと」や障がい者と企業・市民との双方向の
意思疎通を考えた「就労マルシェ」の事業を企画しました。

○障がい者の雇用を「戦力」として考えてみる機会にしてください。
　　障がい者の「働く」機会の提供は、障がい者の経済的支援だけでなく、社会参加の意義を感じ
ていただくとともに、企業の法令順守や社会的責任もつながります。
○企業、自治会、ＰＴＡなどの方で、福祉事業所とのパートナーシップを築
いていただく機会にしてください。
　　部品の加工・検品のほか、清掃、梱包、包装、封入作業、イベント時
の記念品などの要望に取り組むことで、社会とつながる機会がうまれ
ます。

　一方で、雇用や商品・サービスなどの業務を請け負った場合は、
責任、品質、納期などプロとしての仕事を提供しなければなりま
せん。
　共通する意識や「おもいやり」をとおして、双方がつながる共
生社会が構築できればと望んでいます。 社会福祉事務所長　和田　康男

広報すずか特集「障がい者の就労」についてのご意見・ご感想・お問い合わせは障害福祉課へ
　382-7626　　382-7607　聴覚障害者　　382-7329　　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　4人の講師を迎え、障がい者の就労に関する講演を行います。
　11時15分から　「日東電工株式会社　亀山事業所の障がい者雇用の取組み」
　対象　障がい者本人と家族、福祉事業所、一般企業など
　講師　青木誠子さん（日東電工グル－プ　日東ビジネスサポート亀山事業所　障がい者雇用促進事務局）
　内容　障がい者雇用率2.0％＋αを目標に活動し、就労者の働きやすい職場環境の整備に取り組
　　んでいる日東電工株式会社亀山事業所の事例紹介

　13時から　「カイテキでいこう！」
　対象　うつ病・引きこもり・発達障がい者・精神障がい者本人と家族、就労系事業所、一般企業など
　講師　加藤悦子さん（仕事ノアル暮らし（瀬戸市）　就労移行支援事業所の代表、臨床心理士）
　内容　「認知行動療法」のカリキュラムに強みをもった各種訓練や元海外派遣協力隊員の体験を
　　いかした取り組みにより、社会適応性向上と働きがいにつなげる体験談

　13時50分から　　「働く、ということ」
　対象　重度障がい者本人と家族、webサイトを考える企業など
　講師　佐藤仙務さん　（株式会社仙拓（東海市）社長　脊髄性筋委縮症の障害程度区分6の障がい者）
　内容　1㎝動く指先で、IT分野の中でデザインを中心にサービスを提供している常時介護（寝たき
　　り）の19歳社長の体験談と「働くこと」の意味を提供

　14時40分から　「バリアバリューから社会を変える～障害をマイナスから価値へ～」
　対象　障がい者本人と家族、福祉事業所、一般企業など
　講師　垣内俊哉さん　（株式会社ミライロ（大阪市）社長　骨形成不全症の障がい者、平成24年度
　　「みんなの夢AWARD3」の大賞受賞）　
　内容　大学生の時に、自身の経験を元にバリアフリーマップ制作事業を立案。事業アイデアが多くの
　　ビジネスプランコンペに入賞し、国内で13の賞を受賞するなど高い評価を受ける社長の体験談

創業（起業）ゾーン創業（起業）ゾーン

「就労マルシェ」の実施にあたって「就労マルシェ」の実施にあたって
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6月15日㈯市長と話そう！鈴鹿づくりミーティングを開催しました
　今年度第1回目の「市長と話そう！鈴鹿づくり
ミーティング」を開催し、「劇団花さつき」の皆さん
と、「芸術文化と地域活性化について」をテーマ
に意見交換を行いました。

　「劇団花さつき」は、2004年に本市で撮影され
た小栗康平監督の映画「埋もれ木」のボランティ
アスタッフとして活動されたのをきっかけに立ち
あがった市民劇団です。

　約15分の寸劇を上演の後、演劇文
化と教育、生涯学習の発表の場、観
光名所のＰＲなどについて活発な意
見交換が行われました。

6月28日㈮地域づくり活動団体が取り組みを発表

　「地域づくり活動団体報告会」を市役所で開催
し、天名、合川、郡山の3つの地域づくり活動団体
が発表しました。
　また、加佐登、石薬師、牧田、稲
生、椿、若松、井田川、庄内の8つの
地域づくり活動団体を加えた11団体
が、市民ギャラリーで展示中の紹介
パネルの解説を行いました。

　それぞれ団体の皆さんは、避難訓練などの防災
活動や、地域の絆づくりの活動など、各地区の課題
解決に向けた取り組み内容について話しました。
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7月6日㈯
国指定天然記念物「金生水沼沢植物群落」で
観察会を開催しました

7月13日㈯
亀山市の子どもたちを招いて
海と森林を結ぶ交流事業が開催されました

　海と森林が密接な関係であることを理解し合い、
力を合わせて環境保全に取り組もうと、平成18年か
ら行われています。今年5月には鈴鹿市の子どもたち
が亀山市で木の笛づくり体験をしたり、森の役割に
ついて学びました。
　今回は、亀山市の子どもたちを、白子漁港周辺に招
いて開催しました。まず鼓ヶ浦海岸で清掃活動をし、
その後、三重県水産研究所鈴鹿水産研究室に移動し
て、アサリが海水をきれいにしてくれていることを実験
を交えて説明してもらったり、伊勢湾のゴミは、ほとん
どが川から流れてきていることなどを学びました。
　漁港では、魚のつかみ取り体験をしました。子どもた
ちは夢中になってタイやアジなどを捕まえていました。

力
ら
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つ
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そ
て
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ど

ち
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　金生水沼沢植物群落で、今年度２回目の
観察会を開催しました。
　同植物群落は、暖地性植物と寒地性植物
が多種混生し、特に食虫植物を含む湿地性
植物が豊富であることから、昭和12年に国の
天然記念物として指定されました。
　観察会では、金生水沼沢植物群落調査会
代表の加田勝敏さんに、沼沢の歴史や、動植物
などについて説明していただきました。参加者
は親しみやすい説明に耳を傾け、希少な植物
を写真に収めていました。
　年内にあと３回開催する予定です。今後の
広報すずかで参加者を募集します。

も り

ノカンゾウノカンゾウ



情報局
こちらこちら すずかすずか

第23回鈴鹿シニアテニス
大会参加者募集

鈴鹿市民歩こう会
親子で楽しく
スキンケア

 
EM勉強会

鈴鹿市伝統文化
こども教室（後期）

NPOきもの着付教室 実用筆ペン教室
認知症の人と

家族の会のつどい
親子体操

（赤ちゃんクラス体験）

鈴鹿不登校を考える
親の会

自然農法セミナー
第5講

秋季テニス教室
受講生募集

和風会
第44回吟道大会

｢健康と栄養セミナー｣
調理実習と講演

韓国の小中高生との交流
参加者募集

｢バス旅行｣に一緒に
行きませんか

日本語スピーチコンテスト
参加募集

英語スピーチコンテスト
参加者募集

こども絵画コンクール
2013

短歌募集 J＆Bダンス

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／8月12日㈪～16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10月5日号掲載分です

大貫布佐江
387-2715

鈴木利昭
 383-0712

めぐHUG　 387-0248
080-4214-9574

鈴鹿EM交流会
382-6039

今村慶子
 383-1740

きもの着付本部
樋口　 386-2509

木平桂洞
386-0587

下野
370-4620

親子フィットネスサークル
　oyako.fitness@gmail.com

保井
 090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

鈴鹿テニス協会　川出
　370-1341 　suzuka_ts@yahoo.co.jp

和風会会長
田端龍英　 375-0257

公益社団法人三重県栄養士会
 059-224-4519

IIFC国際理解実践センター
市川　 090-8865-5917

鈴鹿市手をつなぐ親の会
神田　・　0595-82-9031

鈴鹿国際大学　学生支援課
372-3933

鈴鹿国際大学　学生支援課
372-3933

鈴鹿短期大学　学生支援課
下田寛之　 372-3898

佐佐木信綱顕彰会
　・　374-3140

J＆Bカレッジ
090-8133-0412

対象／60歳以上の男性、50歳以上の女
性　とき／9月3日㈫9時開始（予備日10
日㈫）　ところ／市立テニスコート　定
員／男女各50人（先着順）　参加料／
1,000円　申込み／8月20日㈫まで

とき／8月18日㈰（雨天時は25日
㈰）　内容／東海道を歩く⑥　亀
山～関（6kmコース・9kmコース）　
集合／JR亀山駅9時5分　参加料
／200円　※初参加者大歓迎

対象／生後1カ月半からの親子、安定
期の妊婦　とき／平日10時30分か
ら　ところ／南玉垣町　内容／乳児
からの肌とスキンケア　持ち物／筆
記用具　参加料／1,500円

とき／8月16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／小中学生　とき／8月7日㈬～9月7日㈯に
6回、9時30分～11時　ところ／神戸コミュニティ
センター　内容／楽しく着装、礼儀作法を学ぶ　
定員／15人　参加料／無料　持ち物／浴衣、半
幅帯、腰紐2本、伊達締1本（貸し出しあり）

とき／9月～11月の第2・第4金曜日10時～
12時　ところ／玉垣会館和室　内容／
道具を使わず手結びで楽に楽しく楽 着々
付　参加料／全6回3,000円　※着物な
どの販売は一切ありません。

とき／毎月第2・第4土曜日9時30分～
11時または第2・第4水曜日9時30分～
11時30分　ところ／寺家会館（寺家三
丁目24-6）　参加料／月2,000円　
※気軽にご参加ください。

とき／8月14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・情報交換など。お気軽に
お越しください。　参加料／本人無料、
会員家族100円、一般200円

対象／生後2カ月～11カ月の赤ちゃんと
ママ　とき／8月29日㈭、9月5日㈭
午前　ところ／玉垣会館　内容／赤ち
ゃんと触れ合いながら産後のボディケ
ア　参加料／500円　申込み／メールで

とき／8月13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。気軽に参加してください。
詳しくはご連絡ください。

とき／8月25日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／秋冬野菜の特徴と栽培、種まき、野
菜個 の々栽培のあり方　講師／板坂
康行　資料代／300円

とき／9月7日から毎週土曜日（全10回）、ジュニ
ア18時から、一般中級と一般初級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、クラスをメールで

とき／10月13日㈰9時30分開演　ところ
／ふれあいセンター　内容／吟詠発表
会・合吟コンクール　入場料／無料　※
皆さま、お気軽にお越しください。会員
募集中です(教室は7カ所あります)。

対象／一般男女　とき／9月14日㈯
9時30分～15時　ところ／文化会館　
内容／野菜とラーメンの工夫食　定員
／60人（調理実習は先着30人）　参加
料／無料　申込み／8月末日まで

対象／小学生～高校生　とき／8
月23日㈮・24日㈯　ところ／青少年
センター　内容／合宿して交流し
ます。　定員／15人　参加料／
4,000円　※ボランティアも募集中

対象／特別支援教育を受けている小中高生の親
子　とき／8月29日㈭8時50分　社協集合　参
加料／1人1,000円（昼食代と高速代）　内容／東
邦ガスエネルギー館とコカコーラセントラル工場
見学　※気軽にお問い合わせください。

対象／県内に居住の外国人の方　とき／
10月27日㈰10時から　ところ／鈴鹿国際
大学　内容／外国人日本語スピーチコンテ
ストを開催します。　※詳しくは鈴鹿国際
大学ホームページをご覧ください。

対象／県内の高校生　とき／10月26
日㈯10時から　ところ／鈴鹿国際大
学　内容／英語スピーチコンテストを
開催します。　※詳しくは鈴鹿国際大
学ホームページをご覧ください。

対象／未就学児、小学生　テーマ／
わたしのがっこうゆめのがっこう　
申込み／9月20日㈮まで　※詳し
くは鈴鹿短期大学ホームページを
ご覧ください。

出詠料／1,000円　申込み／8月31日㈯
までに〒513-0012　石薬師町1707-3　
佐佐木信綱記念館内　佐佐木信
綱顕彰会へ　※一人一首。詳しくは 
　http://karutamichi.info/をご覧ください。

とき／9月5日から毎週木曜日　
10時30分から　ところ／市立体育
館　内容／くびれ・引き締め効果抜
群のダンス　参加料／6,500円（10
回）　申込み／9月4日㈬まで

き   ひら  けい  どう
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大雨が降って、稲刈り後の稲わらなどが海へ大量に流れ込むと、漁業に深刻

な影響を与えますので、ご協力をお願いします。

農林水産課　　382-9017　　382-7610　　norin@city.suzuka.lg.jp 
　　河川課　　382-7614　　382-7612　　kasen@city.suzuka.lg.jp

稲わらや草は河川や海に
流れ込まないように早めに処分してください
稲わらや草は河川や海に
流れ込まないように早めに処分してください

稲わら早期処分のお願い情報館❶
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本市のノリの生産は、県下有数の生産量を誇り
ます。10 月初めから、沿岸部ではノリの種付けが
始まり、冬の風物詩である伊勢湾の黒ノリ養殖の
シーズンになります。
一方、田んぼでは、まもなく稲刈りの最盛期を迎え

ます。また、台風が接近しやすい時期でもあります。
稲刈り後の稲わらをそのままにしておくと、台風など
で大雨が降ったときに、側溝や水路に詰まって浸水
被害を拡大させたり、河川を経由して海へ大量に流
れ込むことがあります。草やゴミも同様です。
海でこれがノリ網に付着するとノリの生育が悪く
なり、品質が悪化します。取り除くには、手作業し
か方法がありませんので、生産者は大変困ります。
ノリの生産者以外の漁業者も、漁港内に流れこん
でしまうと漁に出られないため、回収作業に追われ
てしまうことがあります。
このため稲わらは早期にすき込みをしていただ
きますようにお願いします。一般の方も、草やゴミを
適切に処分してください。また、台風の強い風で物
が飛び、ゴミにならないようにしておきましょう。

稲わらの早期すき込みには、田んぼにとってこんなメリットがあります

○水路などへの流出抑制
○浮わらの抑制
○根腐れの原因となるガスの発生の抑制
○こぼれ籾による品質低下の抑制
○雑草繁殖の低減　など

　気温が高いほうが稲わらの分解は早く進みます。
分解が早く進むことで、次の効果があります。

◇早期すき込みによる効果

　土壌の保水性が向上し、有機物やケイ酸などが土壌還元されます。

◇稲わらのすき込みによる地力増進効果

　稲わらは土と混ぜることで分解が進みます。地表に置いたままですと、乾燥したり、土との接触がな
いため分解が進みません。収穫後は、乾燥・調製などで忙しい時期ですが、できるだけ早期にすき込
みをしてください。

稲わらが流れ込んだ漁港

稲わらを引き上げる漁業者

黒ノリ養殖

稲刈り後の稲わら



今年度から新たに市民大学として開校する、すずか市民アカデミー「まなベル」の

受講者を募集します。

すずか市民アカデミー「まなベル」を
開校します
すずか市民アカデミー「まなベル」を
開校します

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

すずか市民アカデミー「まなベル」情報館❷
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◆「まなベル」とは？

◆「まなベル」に参加するには？
　申込みが必要です。応募方法などは次のとおりです。

　いつでも自由に学習でき、さまざまな形で自己実現できるような生涯学習社会の構築をめざして、すず
か市民アカデミー「まなベル」を開校します。市内の高等教育機関４校が、それぞれの特徴を生かした専
門性のある教育内容を、分かりやすく楽しい講座として提供します。今年度は全部で6講座です。
　市民の皆さんが学びの楽しさを実感し、「さらに詳しく知りたい」という専門的分野への学習意欲に応
え、生涯学習をさらに深めるきっかけづくりの場とします。

 

 

 
１ 対　　象   市内に在住、在勤、在学で、原則全６講座を受講可能な１８歳以上の方

 
 
２ 申込方法   ①住所 ②氏名 ③年齢 ④電話番号 ⑤市内在住･市内在勤･市内在学の別を

記入の上、はがき、ファクス、電子メールでお申し込みください（電話は不可）。

５ 定　　員   約80人(定員を超えた場合は抽選)

７ とき・ところ

６ 受講料   
・全６講座で、3,000円（傷害保険料を含む）
・受講決定の通知と一緒に「納入済通知書」を送付しますので、指定の納期限
 までに、指定金融機関でお支払いください。
・払込み後の返還はできません。

 
４ 申込期間 8月7日㈬～ 28日㈬（必着）

 
 
 
３ 申込先   

生涯学習課 
〒513-8701　神戸一丁目18番18号
　382-9071　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

2013・8・5

9月28日㈯・10月7日㈪鈴鹿国際大学、鈴鹿短期大学、18日㈮鈴鹿医療科学大学、
11月9日㈯鈴鹿工業高等専門学校、27日㈬鈴鹿医療科学大学、
12月7日㈯鈴鹿工業高等専門学校
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生涯学習課（市役所本館11階）　　382-7619　　382-9071

2013・8・5

今年度のテーマは「発見！郷土すずか」
郡山町663番地222　　372-2121　　372-2827
鈴鹿国際大学　　鈴鹿短期大学

岸岡町1001番地1　　383-8991　　383-9666
鈴鹿医療科学大学

白子町　　368-1908　　387-0338　
鈴鹿工業高等専門学校

９月28日㈯  13時～14時30分
「鈴鹿・再発見の愉しみ」
講師：佐治　晴夫さん（鈴鹿短期大学）
内容：毎日新聞に8年間にわたっ
て連載してきた記事をもとに、鈴
鹿での生活を顧みながら、外から
みた鈴鹿の面白さ、戸惑いなどを
含めて、文化都市への展望につい
て考えます。

10月7日㈪  13時30分～15時
「鈴鹿を世界遺産に登録することは可能か？」
講師：高嶋　重次さん（鈴鹿国際大学）
内容：浮世絵「東海道五十三次」にも登
場する富士山が世界文化遺産に登録さ
れました。石薬師宿と庄野宿も世界遺産
登録できるでしょうか。そもそも世界遺
産とは何か、そして鈴鹿の観光資源をPR
する施策として何が必要かを考えます。

10月18日㈮  10時～11時30分
「鈴鹿の食材で健康寿命を延ばそう」
講師：堀田　千津子さん
内容：健康寿命を延ばすために
は、栄養・運動・休養などの生活習
慣の改善を行うことが必要です。
特に『食生活(栄養)』は重要な鍵
となります。今回は、鈴鹿の食材
を上手く取り入れ、四季折々の食
事を楽しみながら、健康保持およ
び増進への挑戦を紹介します。

11月27日㈬  13時30分～15時
「薬草と触れ合える鈴鹿で漢方薬を
用いた伝統医療を学ぶ」
講師：西村　甲さん
内容：「鈴鹿青少年の森」に薬用植物
園が併設されています。身近に薬草が
あるのですから、薬草の特徴や伝統医
療について学んでみませんか。本講座
では、民間薬、漢方薬の特徴と、漢方薬
を用いたメタボリックシンドローム、老化
の予防対策について解説します。

１１月9日㈯  10時～11時30分
「鈴鹿の伝統産業「伊勢型紙」を
ヒントにした工学教育プログラム」
講師：江崎　尚和さん
内容：伊勢型紙彫師の卓越した技
に、コンピュータ図形処理とレーザ
ー加工で挑戦することによって、学
生たちは先進的な工学技術を学ん
でいます。その実践例や応用例を
紹介し、鈴鹿発の製品づくりを受講
生の皆さんと一緒に考える機会に
したいと思います。

12月7日㈯  10時～11時30分
「鈴鹿高専ロボコン出場ロボット「エン
ペラー」から学ぶロボットのからくり」
講師：打田　正樹さん
内容：毎年NHKで放送される高専ロ
ボコンの指導教員をしています。昨
年は、当校学生の鈴鹿発の技術で東
海北陸地区大会で優勝し、全国大会
ではベスト4まで勝ち進みました。出
場ロボット「エンペラー」のデモ(受講
者参加型)を踏まえながら、ロボット
の仕組みを分かりやすく説明します。

か？」
学）
も登
録さ
遺産
界遺
をPR
す。

「まなベル」に関するお問い合わせは
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保険年金課　　382-7627　　382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

福祉医療費助成制度情報館❸

福祉医療費の受給資格証を更新します福祉医療費の受給資格証を更新します
福祉医療費助成制度は、障がい者、一人親家庭、子どもなどの医療費を

助成する制度です。この制度の認定を受けている方の受給資格証を今年

も更新します。

見
本

平成 25 年度（平成 24 年分）の所得額によって判定後、更新した受給資格証を 8月下旬に対象者
へ郵送します。また、後期高齢者医療制度に加入中の方は、受給資格証がありませんが、その代わりに
決定通知書が郵送されます。
なお、所得制限額を超えるなど、医療費助成の対象に該当しなかった方には、その旨を通知します。

※転入された方など、本市で平成24年中の所得が確認できない方は、所得課税証明書の提出をお願いする場合があります。

●所得制限額
各助成制度には、下記の所得制限があります。合計所得金額から各種控除を行った額になりますので

目安としてください。

●身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
●療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、
B1(中度)をお持ちの方、または知能指
数が50以下の方
●精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

●18歳未満児（年度末児童）
を扶養している一人親家
庭などの母または父およ
びその児童
●父母のいない18歳未満児

●0歳から12歳到達年度末ま
で（中学校就学前）の子ども
●13歳到達年度から15歳到
達年度末まで（中学１年生
～3年生）の子ども

●各医療保険法の規定による自己負担相当額
●入院時の食事療養に係る標準負担額（市民税非課税世帯の方で、加入健康保険より減額認定を受けた方のみ対象）
※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、通院分のみ対象
※13歳到達年度から15歳到達年度末まで（中学生）の子ども医療費は、入院分のみ対象

対
象
者

対
象
医
療
費

障がい者医療費 一人親家庭等医療費 子ども医療費

※13歳到達年度から15歳到達年度末まで（中学生）の子ども医療費助成制度は、平成24年1月1日以降の入院分の
みが助成対象です。受給資格証はなく、入院後にその都度 (２年以内 )申請いただくことになります。
※申請方法など、詳しくは、市のホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/index6.html)
をご覧いただくか、保険年金課医療給付グループへお問い合わせください。

※昨年度から受給資格証には福祉医療で届出されている健康保険証の情報も表示されています。健康保険
証の情報に変更があった場合は、対象者の健康保険証をお持ちいただき、速やかに保険年金課か地区市
民センターで届出を行ってください（郵送可）。

障がい者医療費

本人所得額扶養親族
などの数

0人
1人
2人

配偶者および
扶養義務者所得額

養育者、配偶者および
扶養義務者所得額

以降１人増えるごとに38万円を加算以降１人増えるごとに
21万3，000円を加算

以降１人増えるごとに
38万円を加算

本人所得額 保護者所得額

622万円
660万円
698万円

236万円
274万円
312万円

192万円
230万円
268万円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円

一人親家庭等医療費 子ども医療費

受給資格証の更新受給資格証の更新

福祉医療費助成制度の概要福祉医療費助成制度の概要



ロボットスーツHAL R

福祉用
着用トレーニング費用の

一部を助成します
障害福祉課    382-7626     382-7607

　みえライフイノベーション総合
特区（鈴鹿拠点）における｢ロボ
ットスーツHAL R福祉用｣着用
のトレーニングを開始します。
　ロボットスーツHAL R福祉用
は、下肢に障がいのある方々や
脚力が弱くなった高齢の方々の
脚力・歩行機能をサポートする
動作支援ロボットです。
　下記の重度障がい者の方に
対して、着用トレーニング費用の
一部助成を行います。
助成対象　市内に住所を有し、
　かつ身体障害者手帳の下肢
　または体幹機能障がいの1・2
　級の方
トレーニング開始　9月5日㈭
　から
トレーニング場所　鈴鹿医
　療科学大学白子キャンパス
　内　鈴鹿ロボケアセンター
　トレーニング施設（サイバーダイ
　ン㈱100％出資子会社）
助成内容　1回あたりのトレーニ
　ング（60分コース）の10回分
※本市助成事業とタイアップし

た特別メニューです(専用トレ

ーニングパンツの無償貸し出

しなど)。

助成申込み　8月26日㈪から障害 
　福祉課で受け付けを開始します。
※トレーニングを受けられるか

否かは、鈴鹿ロボケアセンタ

ートレーニング施設内での初

回カウンセリング(有料　税込

2,000円)の結果によりますの

で、ご留意ください。

※トレーニングについての問合

せ、予約受け付けは、鈴鹿ロ

ボケアセンタートレーニング

施設（  389-7762）へ

　　みえライフイノベーション総合

特区とは、県内の医療系ネット

ワークを活用しながら、三重

大学を中心に統合型医療情報

データベースを構築し、地域

産業の活性化を目指す取り組

みです。県内に6つの地域拠点

が設置され、鈴鹿市はその一

つに位置付けられています。

児童扶養手当の
現況届が始まります

子育て支援課    382-7661     382-7607

　児童扶養手当の受給資格者
（母子家庭の母など）は、8月30
日㈮までに子育て支援課で現
況届の手続きをしてください。手
続きをしないと、8月以降の資格
について更新ができません（2年
間手続きをしなかった場合、資
格を喪失します）。
※日曜窓口を開設する予定です。平

日の来庁が困難な方はご利用くだ

さい。詳しい日程などは、8月5日

(月)以降に順次郵送する案内に記載

していますのでご覧ください。

※住所や氏名、家族構成などに変更が

あった場合は、市民課での手続きと

は別に、子育て支援課への届出が必

要です。この届出をしていないと、

現況届の案内が届きません。また、

法律に基づき、手当の支払いを差止

めることがありますので、該当され

る方は、至急子育て支援課までご連

絡ください。

し尿収集を休業します
廃棄物対策課    382-7609     382-2214

　8月14日㈬、15日㈭は、し尿収
集を休業します。
※収集の依頼は、各地区の担当業

者または鈴鹿市清掃協同組合

    (  382-3331) へ

夏季の節電・省エネ対策に
ご協力を

環境政策課     382-7954     382-2214

　夏季は、冷房の利用などでエ
ネルギー消費が増大します。特
に、日中（13時～16時頃）に最大
ピークとなる傾向にあり、そのうち
エアコンが約半分を占めています。
　熱中症などに十分注意し、無
理のない範囲での節電・省エネ
の取り組みをお願いします。
○エアコン

・室温は28℃を目安にする。　
　（設定温度を2℃上げた場合）
　⇒10％削減
・｢すだれ｣や｢よしず｣などで
　窓からの日差しを和らげる。
　⇒10％削減
・無理のない範囲でエアコンを
　消し、扇風機を使用する。
　⇒50％削減
※除湿運転やエアコンの頻繁な

オン・オフは、電力の増加にな

る場合があります。

○照明

・日中は不要な照明を消す。
　⇒5％削減
○冷蔵庫

・設定を｢強｣から｢中｣に変え、扉
　を開ける時間をなるべく減らし、食
　品を詰め込みすぎないようにする。
　⇒2％削減

○テレビ

・省エネモードに設定するととも
　に、画面の輝度を下げ、必要
　な時以外は消す。
　⇒2％削減
※○％削減の数字は、経済産業省

が作成した｢夏季の節電メニュ

ー(ご家庭の皆様)｣に基づきます。
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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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幼稚園児を募集します
学校教育課    382-7618     382-9054

◆市立幼稚園

募集園児

○4歳児　市内に在住し、平成
　21年4月2日から平成22年4月
　1日までに生まれた幼児
○5歳児　市内に在住し、平成
　20年4月2日から平成21年4月
　1日までに生まれた幼児
定　員

○4歳児　国府、加佐登、白子、
　稲生、飯野、玉垣、神戸：各35
　人、旭が丘：70人
※応募者多数の場合は抽選

○5歳児　市内の市立幼稚園
　全23園で募集します。希望者
　は全員入園できます。
※入園希望者が15人に満たない

時は、当該年度は休園します｡

ただし、対象幼児数が少ない

地域では、10人程度であれば

開園します。　

※｢鈴鹿市立幼稚園再編整備計画

( 案 )｣が現在検討されているた

め、一部の園にあっては、開園

されない可能性があることを

ご承知ください。

申込み　9月2日(月)から20日㈮
　まで（土・日曜日、祝日を除く、8
　時30分～17時）に、｢入園願｣
　（8月1日から各幼稚園で配

　布）に必要事項を記入の上、
　入園希望の幼稚園へ
※併願はできません。

◆私立幼稚園　　　
　次の各幼稚園で、平成26年
度に入園する幼児を募集します。
詳しくは各園へお問い合わせく
ださい。
募集園児　3歳～5歳児
入園願書渡し　8月7日㈬から
願書受付　9月2日㈪から、各幼
　稚園に備え付けの入園願書
　に必要事項を記入の上、直
　接各幼稚園へ

交通安全対策会議
公募委員を募集します

地域課    382-9022     382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

　本市では、鈴鹿市交通安全
条例に基づいて、鈴鹿市交通
安全対策会議を設置していま
す。市が実施する交通安全に
関する総合的な施策の審議を
行う会議に、市民の皆さんのご

意見を反映するため、委員の公
募を行います。
　交通事故のない社会実現の
ために一緒に考えていただける
方のご応募をお待ちしています。
対　象　市内に在住、在勤、
　在学の18歳以上の方
開催回数　年数回程度
募集人員　2人
任　期　平成25年11月から2 
　年間
報　酬　本市規定により支払
　います。
申込み　9月5日㈭（17時必着）
　までに地域課、地区市民セン 
　ターに備え付けの申込書に必
　要事項を記入の上、｢鈴鹿市
　の交通事故はどうすれば減
　らせるか｣をテーマに800字
　程度にまとめた作文を添えて、
　地域課へ直接持参か郵送、
　電子メールで
※申込書は、市ホームページからも

入手できます。

鈴鹿市私立幼稚園協会

 

 

すずか幼稚園 　382-3272（代）

第2すずか幼稚園 　386-6129 

道伯幼稚園

 

　378-6713（代）

 

白百合幼稚園

 

　386-6228

 

白子ひかり幼稚園

 

　386-1150

 

サン幼稚園

 

　372-2123

 

第一さくら幼稚園

 

　380-0188（代） 

第二さくら幼稚園

 

　378-4085（代） 

くくらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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平成26年度採用市職員を募集します

人事課    382-9037    382-2219　 jinji@city.suzuka.lg.jp

◆平成26年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

※採用予定数については、今後の採用計画などの見直しにより変更されることがあります。

※職種区分「消防」以外を受験される外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。

※すべての職種について、地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。

◆第1次試験

と　き　9月22日㈰　9時から
ところ　鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（消防以外の職種）、消防本部（消防）
申込み　8月5日㈪から29日㈭までに、｢職員採用試験申込書｣を人事課へ（土・日曜日を除く8時30分から
　17時15分、郵送の場合は29日17時15分到着分まで有効）
※申込書の請求は、人事課へ直接または郵便で請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書き

で、｢希望職種｣と｢職員採用試験申込書希望｣と記入の上、返信用封筒(宛先を記入し、80円切手を貼った

12cm×23cm程度のもの)を必ず同封し、〒513-8701　神戸1-18-18　人事課人事研修グループ宛に請求し

てください。申込書は、市ホームページ「職員採用」からも入手できます。

職種 

採用予定人数 
主な業務内容 資格免許等 年齢 学歴 

 

事務 1 

（身体障がい者）

2人程度 
、

企画、庶務、予

算、経理、調査

指導等の一般行

政事務 

○身体障害者手帳の交付を受けている方 

○介護者なしに事務職としての職務の遂

行が可能な方 

○活字印刷文による出題に対応できる方  

昭和53年4月2日以降

の生まれの方 

学校教育法に定める大

学院、大学、短期大学、

修業年限が 2年以上の

専修学校専門課程、高

等専門学校、高等学校、

特別支援学校高等部な

ど高等学校に準ずる学

校を卒業した方または

平成26年3月末日まで

に卒業見込の方 

※技術については上記

の学校においてそれぞ

れの職種に関する専門

課程・科目を履修して

いることが必要です。

事務 2 

16人程度 

－ 
 

技術 

（土木） 

5人程度 

土木に関する技

術的業務 

技術 

（建築） 

1人程度 

建築に関する技

術的業務 

技術 

（機械） 

1人程度 

機械に関する技

術的業務 

  

 

保育士 

3人程度
 幼児の保育業務 

 
保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも取

得の方または平成26年 3月末日までに取

得見込の方 

 

 昭和58年4月2日以降

の生まれの方 

幼稚園教諭 

1人程度 

消防 

2人程度 

火災予防、救急、

救助、消火活動

等の消防業務 

日本国籍を有し、青色、赤色および黄色の

色彩識別ができる方 

 

労務職員 

（調理員） 

1人程度 

学校、保育所等

での給食の調理

など 

調理師免許を取得している方または平成

26年3月末日までに取得見込みの方 

昭和53年4月2日以降

の生まれの方 
－ 
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　工場等における省エネ空調技術
○三惠工業㈱　次世代折りた
　たみ椅子座パット結合方法の
　研究
○㈱プリンシプル　グローバル
　商品化を目指したプラズマ式
　内視鏡保管庫の開発・試作
※この制度は、次世代産業に関し

て、産学、研究機関などの連携

による研究開発の強化と市内製

造業の活性化を図るため、事業

者などが行う新技術の研究開発

を補助する制度です。

鈴鹿亀山道路
100人協議会の参加者を

募集します

土木総務課    382-9072     382-7612

　市民の意向を反映した道路
整備や道路サービスの向上の
ため、鈴鹿市・亀山市を中心とし  
た三重県内の幹線道路網のあ
り方について広く意見を求める
ための集いを開催します。
対　象　市内在住または在勤
　で、第1回と第2回（①～③のい 
　ずれかの会議）に参加できる方
とき・ところ

○第1回　9月1日㈰15時～17
　時30分　鈴鹿市文化会館
　さつきプラザ
○第2回　①11月13日㈬18時
　～20時　亀山市役所　3階
　大会議室、②11月14日㈭18
　時～20時　鈴鹿市役所　
　12階1203会議室、③11月17
　日㈰15時～17時　三重県庁
　講堂
定　員　100人程度
※応募多数の場合抽選

参加料　無料
申込み　8月1 6日㈮までに、
　県ホームページ（   http://www.
　pref.mie.lg.jp/doroki/hp/
　johosys/）から。

 または県道路企画課、市土木    
　総務課に備え付けの申し込
　み用紙で　
問合せ　三重県道路企画課  
　（  059-224-2739）

原爆の日と終戦記念日に
黙とうを

生活支援課    382-9012     382-7607

　8月6日㈫、9日㈮に、広島市と
長崎市で、原爆死没者の冥福
と世界恒久平和を願う式典が
行われます。
　また、8月15日㈭には日本武道
館で、先の大戦において亡くなら
れた方 を々追悼し、平和を祈念
するため、全国戦没者追悼式
が行われます。
　それぞれの式典の中で、1分
間の黙とうが捧げられるのに合
わせ、皆さんも、恒久平和の実
現を願い、ご一緒に黙とういただ
きますようお願いします。
○広島市
　8月6日㈫　8時15分から
○長崎市
　8月9日㈮　11時2分から
○全国戦没者追悼式
　8月15日㈭　12時から

｢さぁ、きっともっと鈴鹿。｣
ロゴマークを
ご利用ください

企画課    382-9038     382-9040

　鈴鹿市都市イメージキャッチ
コピーのロゴマークができました。
　ポスターやチラシ、名刺など幅
広くご利用いただけますので、
鈴鹿市をＰＲしていただく際にぜ
ひご活用ください。デザインのデ
ータは市ホームページから入手
できます。
　なお、利用にあたっては、ホー
ムページに掲載の使用マニュア
ルに従ってご利用ください。

展望ロビーと
市民ギャラリーの

一般開放を休止します

管財営繕課    382-9009     382-8188

　8月17日㈯、24日㈯、25日㈰、
31日㈯、9月1日㈰は工事のため、
市役所本館15階展望ロビーと1
階市民ギャラリーの一般開放を
休止します。当日はご利用いた
だけませんのでご了承ください。

70歳になるとがん検診の
自己負担額が変わります

健康づくり課    382-2252     382-4187

　市が実施する胃・前立腺・子
宮がん検診について、70歳にな
る年度（4月1日から翌年3月31日
まで）から、がん検診自己負担額
が500円になります。肺・大腸・乳
がんは変更ありません。
　また、市民税非課税世帯の
方、生活保護世帯の方は無料
です（前立腺・乳がん検診、たん
の検査は除く）。
※70歳以上の市民税非課税世帯の

方は、8月上旬に送付される介護

保険納入通知書の保険料段階

で確認します。第1段階から第4

段階の方が市民税非課税世帯に

該当しますので、当てはまる方は

受診時に必ず介護保険納入通

知書をお持ちください。

モノづくり元気企業
支援事業補助金の

交付先が決まりました

産業政策課    382-7011     384-0868

　本年度の交付先は次のとお
りです。
○㈱エース設備　園芸培土
　造粒システムの開発
○ＭＤＩ㈱　エアコンに代わる

お 知 ら せ
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納税の夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

と　き　8月29日㈭、30日㈮　
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　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。

銃砲刀剣類登録審査会が
開催されます

文化課    382-9031     382-9071

と　き　8月27日、11月19日、平  
　成26年1月21日の各火曜日
受付時間　10時～11時30分、
　13時～14時　
ところ　三重県津庁舎（津市
　桜橋3-446-34）
手数料　新規登録：1件6,300円、
　登録証再交付：1件3,500円
※三重県収入証紙でお願いします。

問合せ　三重県教育委員会
　事務局　社会教育・文化財
　保護課（  059-224-2999）
※尾鷲庁舎での別日程もあります。

市営テニスコートの
一部工事を行います

市立体育館    387-6006     387-6008 

　江島総合スポーツ公園の一
部コートの人工芝張り替え工事
を行うため、期間中は使用コート
の制限を行います。
工事期間　8月6日㈫～15日㈭
　（雨天時順延あり）
使用可能コート　1番、6番～
　12番    

水道料金のお支払いは
便利な口座振替を
ご利用ください

営業課    368-1670     368-1685

　水道料金のお支払いは、金
融機関の本人指定の預（貯）金
口座から引き落とす口座振替が
便利です。下水道や農業集落
排水を使用している家庭では水
道料金と一緒に引き落としされ、
次回のメーター検針時に、領収
書に代わり｢水道料金等振替済
通知書｣をお渡しします。
　口座振替手続きは、お客さま
番号の分かるもの（検針票など）、
通帳、通帳届出印を持参の上、
金融機関でお願いします。
問合せ　鈴鹿市水道料金等
　検針・収納業務受託事業者
　第一環境㈱（水道局内　
　　368-1671）

国民年金保険料の
お支払いは

便利な口座振替を
ご利用ください

保険年金課    382-9401     382-9455

　国民年金保険料の口座振替
納付での当月末納付（当月末
振替の早割)は、毎月納付(翌月
末振替）・毎月現金納付の保険
料より50円割安となります。1年・6
カ月（上半期・下半期）前納も、
口座振替で納めると現金前納よ
り安くなります。
　口座振替手続きは、年金手帳
（基礎年金番号が分かるもの）、
通帳、通帳届出印を持参の上、
金融機関でお願いします。
※下半期6カ月前納(10月分～翌年

3月分)の手続きは、平成25年8

月末までにお申し込みくださ

い。納付書の毎月納付より合計

で1,030円安くなります。　

問合せ　津年金事務所　国   

　民年金課（  059-228-9188）

栄公民館で
巡回相談を行います

市民対話課    382-9004     382-7660

　行政相談委員と公証人がご                                       
相談をお受けします
と　き　9月5日㈭　13時～15  
　時（予約不要）
内　容

○行政相談委員　国の機関に
　対する要望について
○公証人　公正証書の作成に
　ついて
※公正証書とは、法律に従って作成

する公文書で、裁判などで強い

証拠になります。遺言書、金銭貸

借に関する契約書、土地建物の

賃貸借契約書などがあります。

第2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

と　き　8月20日㈫　13時30
　分から
ところ　男女共同参画センタ
　ーホール
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

不動産公売が行われます

納税課    382-9008    382-7660

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を行います。公
売に参加できる資格に制限が
ありますので、詳しくはお問い合
わせください。
と　き　8月27日㈫　10時30
　分～11時
ところ　三重県津庁舎　6階
　大会議室
問合せ　三重地方税管理回収機
　構　徴収課（ 059-213-7355
　　http://www.zei-kikou.jp/）
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申込み　9月6日㈮（郵送の場
　合は消印有効）までに人権政
　策課へ

国際交流などを実施する
団体の活動を支援します

(公財)鈴鹿国際交流協会

   383-0724    383-0639

　協会の賛助会員が、国際交
流・国際親善・多文化共生など
を目的とする活動に、1団体10万
円を上限に支援します。
※賛助会員にはいつでも加入でき

ます。(賛助会費：1万円(企

業・団体)、2,000円(個人))

対象団体　団体・企業賛助会
　員、個人の賛助会員5人以上
　で構成する団体、協会にボラ
　ンティア登録している人数5人
　以上で構成する団体
募集団体数　6団体以内
対象事業要件　平成25年度に
　実施予定の事業で、参加の
　機会が市民に開かれている
　こと
※詳細は、事業支援補助金交付要

綱に基づきます。

申込み　8月30日㈮までに、事
　業計画書と収支予算書を持
　って、直接、鈴鹿国際交流協
　会へ

鈴鹿市公式ツイッターを
フォローしてください

秘書広報課    382-9036     382-9040

アカウント名　suzuka_city
配信する情報　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。

教育講演会
教育研究所    382-9056     383-7867

　梶田叡一さん（奈良学園理
事・元中央教育審議会副会長、
元文部科学省全国的な学力調
査に関する専門家会議座長、
元兵庫教育大学長）による講演
会を開催します。
　市内の幼稚園・小中学校の
教職員が集い、｢生きる力｣を支
える｢確かな学力｣とは何か、ま
た、｢確かな学力｣を支える言葉
の力や活用力の育成のあり方
について学びます。
 一般の方も参加できますので、
ぜひお越しください。
と　き　8月20日㈫　13時30
　分～16時
ところ　市民会館
テーマ　｢確かな学力｣に支え
　られた｢生きる力｣の育成を

第4回天体観望会
～望遠鏡で夏の大三角を

探そう～
文化会館    382-8111     382-8580

　夏の星座と金星の解説を行
います。
対　象　小学生以上
※中学生以下は保護者同伴

と　き　8月17日㈯　19時～
　20時30分
ところ　文化会館屋上天体
　観測場、プラネタリウム 
定　員　150人（先着順）　
参加料　無料
申込み　当日18時30分から、
　文化会館2階プラネタリウムギ
　ャラリーへ
※曇天や雨天時は中止します。当

日の16時30分に判断しますの

で文化会館へお問い合わせく

ださい。

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

が行われます
指導課    382-9028     383-7878

対　象　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育諸学
校への就学を猶予または免除さ
れた方など
と　き　10月28日㈪　10時～
　15時40分
ところ　三重県庁　講堂棟3
　階　第131・132会議室　（津
　市広明町13番地）　
試験科目　国語・社会・数学・理
　科・外国語（英語）　
願書受付期間　8月28日㈬～9
　月13日㈮（消印有効）
問合せ　三重県教育委員会
　事務局　高校教育課　キャ    
　リア教育班（  059-224-2913）

人権啓発・人権教育
研修会に参加しませんか

人権政策課    382-9011     382-2214

　研修会の参加経費を市の規
定に準じて助成します。
対　象　市内在住・在勤の方
　で、後日報告書を提出してい
　ただける方
とき・ところ

①部落解放研究第47回全国
　集会（香川県高松市）　11月
　6日㈬～8日㈮
②第65回全国人権・同和教育
　研究大会（徳島県徳島市）
　11月23日（土・祝）・24日㈰
③第28回人権啓発研究集会
　（津市・四日市市）　平成26
　年2月6日㈭・7日㈮
※③は資料代のみが助成対象

定　員　若干名
※予算の範囲内。応募者多数の場

お 知 ら せ

催 し 物
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トイなおす
(おもちゃ病院)

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
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お持ち込
みください。当日都合の悪い方は、
事前に廃棄物対策課までお持ち
込みいただくことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課へ
取りに来ていただきます（当日修
理が完了したものは、当日お渡し
することもできます）。
※廃棄物対策課での保管期間は1

年間です。廃棄物対策課から

連絡がありましたら、お早め

に取りに来てください。

と　き　8月25日㈰　10時～ 
　15時（受付は14時まで）
ところ　図書館　2階視聴覚室
※テレビゲーム・キッズコンピュ

ーター、ぬいぐるみ、大型遊

具、幼児用電動バイク、楽器

などは修理できません。

企画展｢伊勢型紙
－摺絵とやきもの－｣

文化課    382-9031     382-9071

　伊勢型紙技術保存会製作の
伊勢型紙復刻作品や見本染め、
型紙で絵付けをした陶磁器、江
戸小紋染めの着物、古代型紙
などを展示します。
と　き　8月22日㈭～25日㈰　
　10時～16時（最終日は15時まで）
○彫刻実演　8月24日㈯、25日
　㈰　13時～15時
○彫刻体験は随時実施（小学4
　年生以上）
ところ　伊勢型紙資料館（白子
　本町21－30　 368-0240）
入館料　無料
主　催　国認定重要無形文化財
　保持団体 伊勢型紙技術保存会

     鈴鹿高専のロボット
｢エンペラー｣と遊ぼう

考古博物館    374-1994     374-0986

　ロボコン出場ロボット｢エンペ
ラー｣のパフォーマンスをお楽し
みください。
と　き　8月11日㈰　1回目11
　時から、2回目15時から
ところ　考古博物館　ホール
協　力　鈴鹿工業高等専門学校
観覧料　無料　　
※操作に協力していただく小学3

年生以上(各回5人)を抽選で決

めます。ご希望の方は開始の

15分前にエントランスにお集

まりください。

あけびのつるでカゴや
ランプシェードを編もう
考古博物館    374-1994     374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上
※小学生は保護者同伴

と　き　9月8日㈰　A：9時30
　分から、B：13時30分から
ところ　考古博物館　講堂
定　員　各20人　
参加料　1,800円程度
申込み　8月23日㈮までに、往　
　復はがきに、講座名、希望時
　間、希望者の住所・氏名・年齢・
　電話番号、返信の宛名欄に代
　表者の住所・氏名を記入の上、
　考古博物館（〒513-0013　国
　分町224)へ。電子メールでも
　受け付けます。
※はがき1枚につき2人まで

※応募多数の場合は抽選

第6回千代崎海岸
クリーン大作戦 

廃棄物対策課   382-7609    382-2214

と　き　8月25日㈰　10時～
　12時
ところ　千代崎海岸海水浴
　場　西側から白子方面
内　容　海岸清掃
参加料　無料
後　援　三重県、鈴鹿市
申込み　鈴鹿魂（   zenrikishake
　@gmail.com）

第20回鈴鹿市
グラウンド・ゴルフ大会
スポーツ課    382-9029     382-9071

対　象　市内在住の小学5年
　生以上
と　き　9月23日（月・祝）（予備
　日29日㈰）
ところ　県営鈴鹿スポーツガー
　デン　サッカー・ラグビー場
内　容　ブロック別での個人戦
参加料　無料
申込み　8月30日㈮（必着）まで
　に、スポーツ課、公民館、地区
　市民センターに備え付けの申
　込用紙に氏名・性別・年齢・連
　絡先を記入の上、〒513-0045
　北堀江二丁目14－1　鈴鹿
　市グラウンド・ゴルフ協会　大
　川正彦宛て
◆代表者会議

と　き　9月13日㈮　13時30
　分から
ところ　市立体育館　大会
　議室

すり　え
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くくらしの情報くらしの情報 次世代育成支援に関する
調査報告と意見交換会

子育て支援課    382-7661     382-7607

対　象　子育て支援団体等関
　係者（乳幼児などの保護者を
　含む）
と　き　8月24日㈯　10時～
　12時
ところ　男女共同参画センタ
　ー　ホール
内　容　調査報告と意見交換会
コーディネーター　松井真
　理子さん（四日市大学教授）
参加料　無料
問合せ　特定非営利活動法人
　21世紀の子育てを考える会.
　鈴鹿（  090-1415-3749）

笑いとこころの
健康づくり講演会

｢笑い上手は、生き方上手｣
健康づくり課    382-2252     382-4187

　笑いの伝道師として精力的
に活動されている方の講演会
です。講演後、メンタルパートナ
ー養成講座を行います。
と　き　9月4日㈬　13時30分
　～15時30分
ところ　ふれあいセンターふれ
　あいホール（南玉垣町6600）
講　師　橋元慶男さん（鈴鹿
　医療科学大学医療福祉学
　科臨床心理コース教授）
定　員　200人
参加料　無料
申込み　8月8日㈭から、市健康
　づくり課、鈴鹿保健所（　382-
　8672）で整理券をお渡しし
　ます。

ところ　鈴鹿工業高等専門
　学校
定　員　80人　
②｢理系女子が働く職場訪問｣

と　き　8月27日㈫　9時30分
　出発
集合場所　鈴鹿工業高等専門
　学校
定　員　40人
申込み　8月20日㈫までに、件
　名｢理系のたまご2013申込み｣と
　し、本文に、希望講座の番号
　（①・②）、郵便番号、住所、
　氏名（ふりがな）、電話番号、
　学校名・学年、保護者名、保
　護者・先生の参加の有無を記
　入の上、電子メール（　tamago
　2013@jim.suzuka-ct.ac.jp）で
問合せ　鈴鹿高専総務課・地域 
　連携係（　368 - 1701（内線
　1717）　387-0338）

セイロン瓜 de
夕涼みイベント

企画課    382-9038     382-9040

　大きく成長したセイロン瓜の
栽培見学、留学生との交流会
など、子どもたちも楽しめるイベ
ントです。夜には鈴鹿の夜景を
楽しんでください。
と　き　8月10日㈯　14時～      
　20時　
ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿
　短期大学
内　容　セイロン瓜探検、セイ
　ロン瓜料理、プレ写真コンテス
　ト、各種出店（予定）
会　費　無料（一部有料）
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学　　
　（  372-3900）
※詳しくは大学ホームページ

　(　http://www.suzuka-iu.ac.jp/)

　をご覧ください。

国際理解料理講座
｢本場中国の餃子作り｣

(公財)鈴鹿国際交流協会

  383-0724     383-0639

      sifa@mecha.ne.jp

　中国のお話をたくさん聞きな
がら、本格的な餃子作りをしませ
んか。
と　き　9月8日㈰　10時～14時
ところ　文化会館　調理室
　講　師　房こうこうさん（天津
　市出身、鈴鹿国際大学卒）
定　員　32人（先着順、賛助
　会員優先）
参加料　一般800円、賛助会員
　500円
申込み　8月30日㈮必着で、
　はがき、ファクス、電子メールで、
　郵便番号、住所、氏名、電話
　番号を記入の上、協会（〒513-
　0801　神戸1-18-18）まで

続け、理系の卵たち！
描け、貴女の未来予想図！

男女共同参画課    

 381-3113     381-3119

　理系女子の活躍する場（就職
先）は、予想以上にたくさんあります。
 ｢理系｣とはどんなことをするの
か、どんな就職先があるのかよく
分かるイベントを開催します。
対　象　女子中高生
参加料　無料
①｢理系分野で活躍する女性の 

　講演会｣

と　き　8月23日㈮　9時30分
　～16時30分

催 し 物
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　れの輝き｣
定　員　100人
参加料　無料
問合せ・申込み　9月10日㈫ 
　までに、すずか生涯学習インス
　トラクターの会事務局（ 090-
　8 8 6 4 - 0 2 1 1　 3 8 6 - 6 7 4 4
　　tka-ichi@mecha.ne.jp）へ
※第2回は、平成26年1月25日(土)

　を予定。テーマは｢鈴鹿市の戦

　中・戦後｣。

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体

　支援事業として実施します。詳し

　くは、鈴鹿市民活動情報サイト

　　http://genki365.net/gnks02/

　pub/index.phpをご覧ください。

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3回
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

    　384-7000     384-7755

と　き　8月14日㈬　13時30
　分～15時30分
ところ　文化会館　さつきプラ
　ザ
内　容　｢三浦哲郎を読む～
　血からの解放と平凡への憧
　憬｣｢矢須岡信の生涯～伊勢
　から川柳を吠えた男｣
講　師　藤田充伯さん、青砥
　たかこさん
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は、当日

　会場でも受け付けます。

※全6回シリーズで、11月までの

　第2水曜日に開催。詳しくは、

　鈴鹿市文化振興事業団へ

脱メタボのための運動教室
健康づくり課    382-2252    382-4187

　｢なかなか痩せない｣、｢痩せ
てもすぐ体重が戻ってしまう｣そ
んな方必見。効果的なストレッチ、
筋トレなど学びながら痩せられる
お得な教室です。食欲の秋に負
けないカラダ作りをしませんか。
対　象　65歳くらいまでの体重 
　を減らしたい方（生活習慣病
　の治療中の方を除く）
申込み　電話で健康づくり課
　へ
◆働く男のカラダ管理塾

対　象　男性限定
と　き　9月4日㈬、10月10日㈭
　全2回、各19時～20時30分
ところ　男女共同参画センタ
　ー
定　員　15人
◆痩せる！カラダの作り方

対　象　男女問わず　
と　き　9月11日㈬、10月24日㈭
　全2回、各13時30分～15時30分
ところ　保健センター
定　員　30人

｢鈴鹿の歴史・再発見｣
講座(第1回) 

地域課    382-8695     382-2214

　私たちが住んでいる鈴鹿市
は、実は古代の時代から歴史の
表舞台に登場する場所なので
す。時間の層に埋もれがちな鈴
鹿の歴史を再発見します。
と　き　9月14日㈯　10時～
　11時30分
ところ　文化会館　さつきプ
　ラザ
講　師　福島礼子さん（ケーブ
　ルネット鈴鹿ディレクター・エッ
　セイスト）
テーマ　｢鈴鹿の歴史、それぞ

介護職員初任者研修
(旧ヘルパー2級)講習

長寿社会課    382-7935     382-7607

　離職者の就労支援と福祉人
材の確保のため実施します。
対　象　三重県内に住民登録
している満65歳未満の方　

と　き　9月17日㈫～11月15日
㈮

ところ　三重県社会福祉会
館（津市桜橋）ほか

定　員　40人（応募者多数の
場合は抽選）

参加料　無料（テキスト代など
一部自己負担あり）

申込み　8月1日㈭～30日㈮必
着

問合せ　三重県社会福祉協
議会（  059-227-5160）

簿記講座
商業観光課    382-9016     382-0304

　日商簿記3級レベルの複式簿
記の習得を目指し、初めて学ぶ
方でも分かりやすく、簿記の原理
を説明します。
と　き　9月12日㈭～11月11日
　㈪（毎週月曜と隔週木曜の
　全14回）18時30分～20時30
　分
ところ　鈴鹿商工会議所 
定　員　40人（先着順）
参加料　鈴鹿商工会議所会
　員と学生：1万2,000円、一般
　（非会員）：1万8,000円
申込み　受講料を持参し鈴鹿
　商工会議所（  382 - 3222、
　担当：伊藤）へ

講座・教室
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参加料　一科目1万円
申込み　8月5日㈪から30日㈮ま
　でに、希望する授業科目(複
　数可)を明記し、郵便番号、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、鈴鹿国際大学・鈴鹿短
　期大学学生支援課（〒510-
　0 2 9 8　郡山町6 6 3 - 2 2 2
　  3 7 2 - 3 9 2 2    3 7 2 - 3 9 3 5
　　suzukoku-jk@m.suzuka-
　iu.ac.jp）へ

　国際大学教授）
受講料　各1,000円
◆楽しいおやこクッキング教室

対　象　小学3年～6年生と保
　護者
※両日とも参加できる親子(子ども

1人に対して保護者1人)

と　き　8月20日㈫、27日㈫　
　各10時～14時
ところ　鈴鹿短期大学　調
　理実習室
内　容　20日:省エネクッキング、
　27日:備蓄品クッキング
受講料　1組3,000円（2回分）

鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学授業公開
企画課    382-9038     382-9040

　大学・短期大学の授業に学生
と一緒に参加する｢授業公開｣の
受講生を募集します。
対　象　18歳以上
と　き　9月23日（月・祝）～平
　成26年1月27日㈪（15回）
ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿 
　短期大学
内　容　授業科目、曜日、時間

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

申込み　8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、電子メールで、鈴鹿短期
　大学（   372-3903　koukai@
　suzuka-jc.ac.jp）へ
※おやこクッキングは、小学生の

氏名、学年、保護者名も

問合せ　鈴鹿短期大学　　
　（  372-3900）
◆ワークショップ・ライフセミ 

ナー講座

と　き　8月24日㈯
ところ　鈴鹿国際大学
内　容　｢マクロの中華世界と 
　ミクロの中国｣
①10時～12時
　｢『茶』を題材にした考察｣
②13時～15時
　｢老北京の生活文化｣　
講　師　細井和彦さん（鈴鹿

講座・教室

平成25年度中後期スポーツ教室
市立体育館    387-6006　武道館    388-0622

教室名 ピラティス＆ストレッチ 健康社交ダンス 太極拳 弓道

期間 ９月～１２月

とき
水曜日

10時45分～11時45分 10時30分～11時30分 9時30分～11時30分9時30分～11時
金曜日 木曜日 水曜日

ところ 市立体育館 市立体育館会議室 市武道館研修室 市武道館

回数 10回 10回 10回 12回

定員 30人 30人 15人 40人

参加料 4,000円 3,400円 3,000円 3,000円

保険料 800円 800円 800円 1,850円

申込み

９月～１１月

市立体育館 市武道館

対象 一般男女 一般男女 一般男女一般女性

申込み　8月5日㈪から25日㈰までに、参加料と保険料を添えて、直接各会場へ
※参加者は、市内在住者を優先します。
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2013・8・5

の8 月 納税

○市民税・県民税・・・2期

○国民健康保険税・・・2期

【納期限は9月2日(月)です】

県営鈴鹿スポーツガーデン
夏休み特別体験教室

ステップアップアスレチック
県営鈴鹿スポーツガーデン

   372-2250     372-2260 

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

　跳び箱や鉄棒を中心にワンポ
イントレッスンします。2学期を前
にみんなで特訓しましょう。
対　象　小学生
と　き　8月19日㈪・26日㈪　
　17時～18時
定　員　10人（先着順）
参加料　1,500円
申込み　8月7日㈬から、水泳場
　窓口かホームページで

鈴鹿地域職業訓練センター
8・9月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

   387-1900     387-1905

申込み　事前に電話でお問い
合わせのうえ、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ（先着
順）

了証｣取得講座。この資格がな
いとアーク溶接の業務に従事で
きません。
と　き　9月3日㈫～5日㈭　8
　時30分～17時
受講料　8,000円（別途教材費
　1,050円）
◆フォークリフト運転技能

講習(31時間講習)

対　象　普通自動車運転免許 
　証をお持ちの方　
と　き　学科講習　9月19日
　㈭　8時20分～17時30分、実
　技講習　Ⅰコース：9月22日㈰・2
　8日㈯・29日㈰、Ⅱコース　9月
　24日㈫～26日㈭　8時～17時
　15分
受講料　2万6,500円
　

◆巻上げ機運転特別教育

　労働安全衛生法に基づく｢修
了証｣取得講座。この資格がな
いと巻上げ機運転の業務に従
事できません。
と　き　8月20日㈫・21日㈬　9
　時50分～16時20分　
受講料　8,400円（別途教材費
　1,000円）
◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法に基づく｢修
了証｣取得講座。この資格がない
と玉掛の業務に従事できません。
○Ⅰコース　学科：8月26日㈪・27
　日㈫、実技：8月28日㈬・29日㈭・
　30日㈮の中で選択　8時45
　分～17時
○Ⅱコース　学科：9月9日㈪・10
　日㈫、実技：9月11日㈬・12日㈭・
　13日㈮の中で選択　8時45
　分～17時
受講料　1万円（別途教材費
　1,600円）
◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法に基づく｢修

　　夏休みに入り、子どもたちは学校を離れ、そ
れぞれの地域で過ごしています。
　　本市では、毎週土曜日と夏休みの水曜日を
中心に、「共生交流ひろば」を人権教育セン
ターで開催しています。これは障がいのあるな
しや国籍に関係なく、市内の子どもたちが共
に学んだり遊んだりする関わり合いを通して一
人一人が自分らしく表現したり、なかまとつな
がる力を育むことを目的としています。
　　ここでは、参加している子どもたちがその日
のメニューに沿って一日を過ごします。よく見る
と、子どもたちそれぞれの過ごし方は違いま

す。自分でやりたいことを上手に時間を見つ
けて行っています。
　　それは、同じ空間で過ごしていることで、自
分を分かってくれている人がいる安心感であ
ったり、共に活動することが当たり前だと思え
る雰囲気があるからではないでしょうか。子ど
もたちが自分らしく過ごせる場所の必要性を
感じるとともに、それを支える周囲の大切さに
気付かされます。
　　未来を担う子どもたちが、健やかに豊かに
育っていくために地域にも共生の居場所が必
要ではないでしょうか。

共生の居場所づくり

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



マザーズライフサポーター

　育児まっただ中のお母さん

私たちは、育児中の主婦で、子

育て講座に参加したメンバーが集

まってできたグループです。

当初は自分たちの子育ての悩

みなどを話し合っていましたが、

命について考える講演と映画上

映会を企画してみたところ、500

人もの方に参加していただけまし

た。これをきっかけに、もう少し

他のお母さんたちのためにできる

ことや、子育てしやすい地域社会

にするためにできることがあるの

ではないかと思い、活動の範囲を

広げることにしました。

　情報紙を発行しています

活動展開のためには資金が必

要です。さまざまな財団に企画を

提案し、いくつか採用していただ

くことができました。隔月で発行

しているフリーペーパー「nico＊

mama」はその一つです。子育てを

応援している法人や、子どもと行

きやすいお店、保育園の園庭開

放などを、子どもを連れて取材し、

ママの目線で紹介しています。現

在、約150カ所の公共施設やお店

に置いていただいています。

また、この10月には託児付きの

カフェをオープンする予定です。

将来的には、専業主婦への就業

支援なども行っていきたいと考え

ています。

　お母さんを温かく見守ってほしい

子どもを育てるのは、親が果た

すべき義務ですが、簡単なことで

はありません。もし地域の方々に

温かく見守っていただけたら、と

てもうれしいことです。

お母さんたちが、子育てのプレ

ッシャーから解放され、自信を持

って子育てできる地域社会になる

ことを願い、これからも取り組み

を続けていきます。
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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！
脇田一輝選手はスポーツドライビングに適した自動

車用冷却装置用品を全国販売している鈴鹿市在住の

レーシングドライバー。1991年に入門レースのFJ1600か

らレース活動をはじめ、地元メディアに取り上げられた

ことも多くありました。90年代には全日本GT選手権や

スーパー耐久などで活躍した後、アメリカのNASCARに

も挑戦。ここ最近は指導者としても活躍し、自らチーム

を率いるなど多彩な活躍をされています。

明るく優しい人柄の脇田さんのチームには「鈴鹿を走

りたい」というアマチュアドライバーが集い、脇田さんは

週末にレクリエーションのような感覚でフォーミュラ

カーレースを楽しむ場を提

供しています。「もっと気軽

にレース参戦を」と語る脇

田選手は、今後も鈴鹿を拠

点にモータースポーツの楽し

さを伝える活動を続けてい

くそうです。フォーミュラ

カーに趣味で乗りたい方

は脇田さんを訪ねてみては

いかがでしょう？

■ 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）

脇田一輝選手（レーシング
ドライバー／チームオーナー）

ような感覚でフォーミュラよう 覚でフうな ーミュな感覚 フォーミュララ

　先日、金生水沼沢植物群落観察会に初めて参加しま
した。子どもと二人で行く予定だったのですが、8時に
なっても起きなかったので、一人で参加しました。
　沼沢の景色はとてもきれいで、鈴鹿にもこんなとこ
ろがあるのだとうれしく思いました。ここは、以前、地
子町と西條町と飯野寺家町の共有地で、湧き水が豊
富だったことから、この3つの町が水を引いて農業な
どに使っていたそうです。水が近隣に恵みをもたらし

たことが、「金生水」と名付けられた由来であろうと
言われています。
　そんな金生水沼沢も、周辺地域の都市化による乾
燥化で湧き水が減り、湿性の希少植物が危機的な状
況となりましたが、復元に向けて、地元や関係者の努
力が続けられています。
　ご尽力に感謝するとともに、このきれいな景色が、
未来へ引き継がれていくことを願います。（高）

わ き だ 　か ず て る


