
　オープンな場で知事と市長が
対談形式で、市の具体的な課
題について議論する｢1対1対談
｣を開催します。課題に対して共
通した認識を醸成するとともに、
解決に向けて一歩でも前に進
めることを目的としています。

　10月20日㈪　16時～
17時

　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

　防災分野における男
女共同参画の推進について、
障がい者の就労のあり方･
障がい理解について
　80人（先着順）
　無料

　10月14日㈫　13時30
分から

　市役所本館　5階
503会議室

　10人（定員を超えた
場合は、委員長が状況を踏
まえて定員を決定し、必要と

認める場合は抽選により決
定）

　当日13時から13時25
分まで会場で受け付け

　中･長期的なまちづくりのため
のビジョンなどを示す新たな計
画の策定に当たり、市民の皆さ
んの声を計画に反映させるため、
第2回市民委員会を開催します。
傍聴できますので、ぜひお越しく
ださい。

　10月18日㈯　10時～
12時
　市役所本館 12階　

1203会議室
　今後目指そうとする

市の将来像や地域の状態に
ついて
　10人程度（先着順）
　当日9時30分から9

時50分まで会場で受け付け

　鈴鹿市行財政改革アクション
プランの平成26年度上半期の
実績などについて、有識者など
で構成する鈴鹿市行財政改革
推進委員会から意見をいただき

ます。傍聴できますので、ぜひお
越しください。

　10月24日㈮　14時
から

　市役所本館　6階庁
議室

　10人（応募多数の場
合は抽選）

　当日13時30分から
13時45分まで会場で受け
付け

市ホームページを自動翻訳
により、英語、ポルトガル語、スペ
イン語、中国語（簡体字）、韓国
語の5カ国語でご覧いただける
ようになりました。

市ホームページの
トップ画面右上の希望する
言語ボタンをクリックすると、
外国語版が表示されます。



　本市を拠点に活動する株式
会社モリワキエンジニアリングの
創立40周年を記念して開催さ
れる｢モリワキ祭－温故知真－｣
で、レジェンドライダーと共に国際
レーシングコースを走れる特別な
パレードランに、鈴鹿市民枠で
参加できます。奮ってご応募くだ
さい。

　市内在住で、当日会
場にバイク（ナンバープレー
ト付の公道走行可能車両）
で来て参加できる方

　11月29日㈯　16時頃
（小雨決行）
　鈴鹿サーキット 国際

レーシングコース
　レジェンドライダーが

先導役を務めるパレードラ
ンに参加

　20人　
　10月24日㈮（消印有

効）までに、はがきに｢モリワキ｣
および①住所、②氏名、③年
齢、④性別、⑤電話番号、
⑥バイク車種、⑦タンデム（2人
乗り）の有無を記入の上、商
業観光課（〒513-8701 神戸
1-18-18）へ

　この出品手続きがないと作品
を出品できませんのでご注意く
ださい。

　10月7日㈫から
14日㈫（土･日曜日を除く9
時から17時）に、出品申込
書を（公財）鈴鹿市文化振
興事業団（文化会館内、〒
513-0802 飯野寺家町810）
へ（郵送可）

　10月18日㈯　9時～16時、
19日㈰　9時～12時

　10月22日㈬　10時から

　10月29日㈬～11月2日㈰　9
時～17時（最終日16時まで）

　11月6日㈭　13時～
15時　

　
○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

　10月30日㈭、31日㈮
　17時15分～20時
　納税課
　市税の納付、納税相

談、口座振替の手続きなど



　中学校給食で使用する食材
の納入を希望する事業者の登
録を受け付けます。

　①乾物、②冷食、
③鶏卵、④練り製品･こんにゃ
く、⑤味噌・しょうゆ、⑥豆腐･
あげ、⑦麺類

　1日6,500食分の食材
について、指定した期日･時
刻･態様で、鈴鹿市第二学校
給食センターへ納入する。

○市内事業者で、鈴鹿市入札
参加資格者名簿の｢食料品：
給食用食材｣に登録されてい
ること（登録申請中も可）
○6,500食分の食材について、
品目に応じた製造･加工･保
管･配送などを適切に行うこと
ができる設備などを有してい
ること　など

　10月6日㈪から24日㈮
までに学校教育課へ

10月15日㈬
○乾物・冷食　13時から
○それ以外の食材　15時から

市役所本館　12階
1203大会議場　

　
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。下記の方
に対して、このスーツを着用して
行うトレーニング費用の一部を
助成しています。

　市内に住所を有し、身
体障害者手帳の下肢または体
幹機能障がいの1～3級の方

　鈴鹿医
療科学大学白子キャンパスコ
ミュニティハウス内 鈴鹿ロボ
ケアセンタ－

　1人10回分までのト
レ－ニング費（1回約60分）の
助成

　身体障害者手帳と印
鑑を持って障害福祉課へ

　地震による被害軽減には建
物の耐震化が有効です。市で
は、昭和56年5月31日以前に建
てられた木造住宅に対して無
料で耐震診断を行っています。
補助金制度も利用できますので、
まずは市の無料耐震診断をお
申込みください。

　対象建築物の所有
者が防災危機管理課へ申し
込んでください。詳しくはお問
い合わせください。

　解体工事（最大10万円）、耐
震補強計画（最大16万円）、耐
震補強工事（最大116万5,000
円）などの補助制度を利用でき
ます。補助を受けるにあたって
の手続きや条件など、詳しくはお
問い合わせください。

　津地方法務局では、登記の
申請に関する相談を予約制とし
ています。
　不動産登記（相続登記や住
宅ローン返済による抵当権抹
消登記など）、商業･法人登記
（会社設立･役員変更登記な
ど）の申請手続に関する相談を
される方は、事前に電話などで
予約していただくようお願いします。

　津地方法務局
鈴鹿出張所（  382-1171）



　市では、旧制三重県立神戸
中学（現在の県立神戸高等学
校）出身で、日本を代表する彫
刻家の中村晋也さんの業績を
広く知っていただくため番組を
制作しました。放送はＣＮＳテレビ
で行います。

（各30分）
○10月1日㈬～15日㈬　
　前編｢祈りと命を形に｣　
　業績を紹介しながら作品の
魅力を探ります。
○10月16日㈭～31日㈮　
　後編｢心の故郷は鈴鹿｣　
　鈴鹿とのつながりを紹介します。

　121ch：18時30分から　他
　122ch：21時30分から

　10月14日㈫～28日㈫
　8時30分～17時15分 （土･日
曜日を除く）　　　

①鈴鹿都市計画区域区分の
変更（三重県決定）
　道伯町および稲生塩屋一丁
目の一部における区域区分
の変更

　都市計画課（市役

所本館9階）または三重県都
市政策課
②鈴鹿都市計画用途地域の変
更（鈴鹿市決定）
　道伯町および稲生塩屋一丁
目の一部における区域区分の
変更に伴う、用途地域の変更

　都市計画課

　国民健康保険税は、国保に
加入している全ての方の医療
費のための大事な財源です。納
期限内に納め忘れのないようお
願いします。
　10月に国民健康保険税の納
め忘れについて、電話でお知ら
せする事業を行います。
　なお、この電話でATMなどに
振り込みをお願いすることは一
切ありません。電話は、次の業務
委託先の事業者がかけます。

　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト      
　 0120-968-703）

　専門的な知識やスキルを持
った市民活動団体が連携して
社会的ニーズや問題の解決を
目指す事業に対して、実施にか
かる経費を補助します。

　市内で活動するボラ
ンティアや市民活動の2団体
以上で連携して実施する、12
月1日㈪から平成27年2月28日
㈯までに実施できる事業

　補助対象事業に
必要な経費に相当する額（上
限6万円）

　計4事業
　11月14日㈮までに、

NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどう（ ･   387-0767
　budou@mecha.ne.jp）へ

　複数の団体が連携して実施
する事業が対象のため、他の
団体と知り合う機会としてご参
加ください。

　10月26日㈰　13時
30分～16時
　文化会館 第1研修

室
　座談会、書類作成･

事業内容相談会など



はご迷惑をおかけしますが、ご
協力をお願いします。

　平成27年2月27日㈮
まで

　鈴鹿川サイクリングロ
ード（木田橋から定五郎橋ま
での区間）

　国土交通省中部地方
整備局 三重河川国道事務
所鈴鹿出張所（  345-5593）

　県はこのたび、三重交通グル
ープホールディングス株式会社
をネーミングライツ（命名権）パ
ートナーと決定し、10月1日から
県営鈴鹿スポーツガーデンの
愛称を｢三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿｣としました。県営施設と
しての運営に変わりはありませ
んので、愛称の使用にご理解い
ただきますようお願いします。

　乳幼児期の母親が本当に働
きやすい就労を考え、母親同士
で助け合いながら仕事ができる
｢コラボワーク｣を行います。就労
当日、メンバー同士で行う託児に
は、保育士か看護師を配置しま
す。詳しくは、事前説明会でお知
らせします。

　乳幼児期の子を持つ
母親で事前説明会に必ず参
加できる方

○事前説明会　10月30日㈭　
10時30分～12時（託児あり）
男女共同参画センター
○就労期間　11月上旬～中旬
○就労場所　合川地区の施設
野菜（イチゴやミニトマトなど）
の農家

　30人（先着順）
　無料

　10月27日㈪ま
でに、NPO法人マザーズライフ
サポーター（  386-2539）へ

　国土交通省による鈴鹿川河
川敷の護岸工事に伴い、鈴鹿
川サイクリングロードの一部区間
が通行できません。工事期間中

　ハンドメイドの自作品を販売する
｢ピュアピュアマーケット｣の出店
者を募集します。

　事前説明会（予備日で
も可）とマーケットの両日とも必
ず参加できる女性で、ハンドメ
イドマーケット初心者の方、また
今後起業を考えている方

○事前説明会と講座
　10月29日㈬10時～12時（予備
日11月1日㈯10時～11時）　
　マーケット当日の説明やブース
抽選を行うほか、｢旅する雑花
屋」Cor（コル）さんを講師に迎
えて｢ハンドメイドスキル活用術
講座｣を開催

○マーケット
　12月12日㈮10時～14時30分　
女性の起業支援事業として
ジェフリーふぇすた2014の中
で開催

　男女共同参画センター
　40店程度（先着順）
　1,000円

10月14日㈫9時から24
日㈮17時までに、氏名、連絡先
を来館または電話で男女共同
参画センター（月曜定休）へ



　心を病んでいる多くの子ども
たちの笑顔を取り戻すため、す
べての子どもたちの明るい明日
のため、大人は何ができるので
しょうか。さまざまな事情を抱えた
子どもと正面から向き合い続け
ている水谷さんの講演を聴き、
一緒に考えてみませんか。

　市内在住の方
　11月24日（月・祝）　

　13時30分～15時30分
　市民会館
　1,200人（先着順）
　無料（整理券が必要）
　住所、氏名、電話番

号、参加人数を記入の上、往
復はがきで鈴鹿市PTA連合
会事務局（〒513-0801　神
戸1-17-5）へ

　先着20人、2歳以上、
（無料）

　鈴鹿市PTA連
合会 研修部 事務局（ ･　
383-5143）

　秋季火災予防運動の一環と
して、市内小中学校の児童・生
徒から募集した防火ポスターを、
下記のショッピングセンターで展
示します。

○10月10日㈮～26日㈰　イオン
モール鈴鹿
○10月31日㈮～11月14日㈮　鈴
鹿ハンター
○10月31日㈮～11月16日㈰　イ
オン白子店（サンズ）
○11月4日㈫～16日㈰　アピタ鈴
鹿店

　広瀬町の国史跡｢伊勢国府
跡｣を中心に、古代伊勢国と周
辺地域の｢役所｣を紹介します。

　10月11日㈯～12月14日
㈰

　考古博物館　

　11月22日㈯　14時か
ら

　考古博物館 講堂　
　永井邦仁さん（愛知

県埋蔵文化財センター）

　10月18日㈯　13時～
16時

　ふれあいセンター　ふ
れあいホール（南玉垣町6600）

テーマ｢ロコモティブシ
ンドロームと上･下肢の痛みと
痺れ｣

　（13時～14時）　無料、先着
100人

○開会あいさつ　近藤哲士さん
（村瀬病院副院長）
○講演1｢上肢の痛みと痺れ｣
　村嶋洋司さん（むらしま整形外
科）、細井敬さん（鈴鹿回生病
院）
○講演2｢下肢の痛みと痺れ｣
　濱口貴彦さん（浜口整形外
科）、宮村岳さん（鈴鹿中央総
合病院）
○講演3｢頚椎･胸椎疾患につい
て｣　瀬戸正史さん（せと整形
外科）、今西隆夫さん（村瀬病
院）

（15時
40分～15時50分）

(16時から）
　当日受付でお申し込みください。

　無料
　むらしま整形外科（  381-

　1199）

撮影　疋田千里



介さん（石巻市 総務部次長）
○講演2　｢自分で守る!社会で
守る!!災害時に求められる3つ
のこと!!!｣　垣内俊哉さん（（株）
ミライロ 代表取締役社長）
○展示ほか（11時～16時）
　停電時に自動車を利用した社
会実験、車イスの乗車体験、
消防団の資機材の展示など

　無料
　鈴鹿市社会福祉協

議会
　不要

　障がいのあるなしにかかわら
ず、すべての人がともに生活し
暮らしやすいまちこそ、ぬくたい
（温かい）まちです。障がい者差
別をなくし、障がい者の自立と社
会参加を実現し、｢ともに生きる
社会｣を目指して開催します。11
年目の今年は、障がいのある人
たちが書いた詩をメロディーにの
せて歌うグループ｢わたぼうし｣の
コンサートを行います。

　11月15日㈯　10時～
15時30分

　人権教育センター、一
ノ宮団地解放センター

　活動の紹介、作品の
展示、楽しいイベント、コンサ
ート、飲食やこどもの遊びコー
ナーなど

　障がい者差別をなく
す強調週間実行委員会

　第1部が8時15分、
第2部が10時15分

　受付順に、第1部20人、
第2部20人に割り振り

　長靴、水筒、タオル、帽
子、虫よけスプレーなど

　10月10日㈮8時30分
から、電話で文化課へ

大規模な災害直後、公的機
関による救助や支援が十分機
能しないことを、東日本大震災で
多くの人が学びました。
　そこで今回は、東日本大震災
で甚大な被害を受けた石巻市
の職員による｢震災時の状況や
地域での取り組み内容｣と、災害
時要援護者支援に取り組む企
業による｢災害時に高齢者や障
がい者を地域でどのように支援
するか｣について聴き、皆さんに
考えていただく機会とするため
防災講演会を開催します。

　11月5日㈬　13時30
分から（開場13時）

　文化会館 けやきホー
ル、さつきプラザ

○講演1　｢災害に強いまちづくり
は、一人ひとりから｣　二上洋

　骨粗しょう症とは、骨の量が減
り、もろくなる病気です。閉経後の
女性や高齢者に多く、日本で患
者数は約1300万人と推定され
ています。骨粗しょう症は若い頃
からの生活習慣が大きく影響し
ます。骨密度チェックで普段の
生活習慣を見直してみませんか。

　市内在住の20歳以上

　10月20日㈪･21日㈫　
①9時30分～11時、②13時～
14時30分
　市役所本館 12階会

議室
　無料
　不要

　10月25日㈯　8時30
分と10時30分の2部制を予定、
雨天決行

　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條町
675番地）

　自家用車の方は飯
野地区市民センター（西條町
463番地）へ



　10月11日㈯　14時～
15時30分

　牧田コミュニティセンタ
ー（平田東町5-10　370-0058）

　度重なるストレスから28歳の
時に重度のうつ病を発症し、自
殺未遂に追い込まれるも九死に
一生を得た経験を持つシンガー。
現在は病を克服し、約10年に渡
る闘病生活から得た貴重な経
験を曲にして歌い、多くの人に生
きる希望と笑顔を届けています。

　50人
　500円
　氏名と連絡先をファク

スで、NPO法人市民ネットワー
クすずかのぶどう（ 387-0767）
または杉本（  383-2490）まで

　いのちと心を守る鈴鹿
市民の会代表 杉本（  090-
　1620-5087）

　障がいのある方が、スポーツ
の楽しさを体験し、親睦や交流
を深められるイベントです。障が
いのない方の参加やボランティ
アの参加も歓迎します。

　10月26日㈰　10時～
15時
　市立体育館
　10種目程度
　鈴鹿市障害者団体連

合会事務局 坂（  382-3441）

　22歳の若さで日本国憲法の女
性の権利条項の草案作成に尽
力したベアテ･シロタ･ゴードンさん。
ベアテさんからの｢贈りもの｣である
女性の権利を、現在の私たちは
本当に生かせているでしょうか。講
師の話を聞き、皆で語り合います。

　11月2日㈰　13時30分
～16時

　男女共同参画センタ
ー ホール

　近藤真さん（岐阜大
学地域科学部教授、憲法学
専門）
　100人（先着順）
　無料
　氏名、電話番号を、来館

または電話･ファクス･電子メールで
男女共同参画課へ（予約優先）

　1歳～小学3年生を先
着10人程度、無料、10月24日㈮
までに申込み

　参宮街道が伊勢詣の旅人で
賑わっていた江戸時代に思いを
はせ、街道を楽しみ、交流を図り
ましょう。

　10月18日㈯　10時～
15時（予備日19日㈰）

　白子公民館、白子東町
公園、伊達忠兵衛邸、比佐豆
知神社、白子地区の名所旧跡

○｢江戸｣がテーマの仮装行列
○景観ウオッチウオーク（寺家方
面）
○忠兵衛茶屋
○光太夫クイズ
○伊勢型紙体験彫り
○パフォーマンス、フードコート
ほか

　詳しくは白子
公民館（川北）まで

　三重県シルバー人材センター
連合会主催の福祉・家事援助
サービス推進大会が開催され
ます。

　10月23日㈭　10時～15
時

　県総合文化センター 
男女共同参画センター多目的
ホールとレセプションルーム

　県内各シルバー人材
センターによる事業紹介のパ
ネル展示、会員による手工芸
品や手作りお菓子の展示･販
売、長沼理恵さん（津地区医
師会ケアマネージャー･保健
師）の講演
　無料
　（公社）三重県シルバー

人材センター連合会（  059-
　221-6161）



　鈴鹿短期大学こども学専攻
による子育て支援教室です。

　未就園児とその保護
者

　10月7日㈫～平成27
年1月14日㈬の毎週火･水曜
日　10時～11時30分（受付9
時30分から）

　鈴鹿短期大学内 D
棟1階 ほっとルーム

○一緒に遊ぼう（手遊び、パネル
シアター、体操、読み聞かせ、手
作りおもちゃなど）
○育児相談

　無料

　参加される保護者の
方とお子さん全員の氏名（ふり
がな）･年齢（月齢）、住所、電話
番号、参加希望月･曜日を記し
て、開催日の前日までにファクス
または電子メールで鈴鹿短期
大学（　372-3903   koukai@
　suzuka-jc.ac.jp）へ

　鈴 鹿 短 期 大 学
（　372-3900）

　11月8日㈯　13時30分
～16時

　鈴鹿短期大学　B204
　講義室（郡山町663-222）　

　｢保護者と連携する保
育者の専門性とは｣

　横山美香さん
（書塾講師、三重県自閉症協
会事務局長）、小島佳子さん
（鈴鹿短期大学助教）

　渋谷郁子さん
（大阪成蹊大学准教授）

　無料
　不要　
　鈴鹿短期大学（  372-

　3900   372－3903　yamanoe
　@suzuka-jc.ac.jp）

　小学生と保護者が一緒にオ
セロゲームを楽しみ交流をはか
ります。

　小学1年生から6年生
とその保護者

　11月9日㈰　9時～12時
　男女共同参画センター
　低学年と高学年に分

かれ、成績に応じて順位を付け
ます。賞品多数（参加賞あり）

　80人
　鈴鹿市子ども会連合

会加盟の子ども会会員は無
料、会員以外は250円

　10月20日㈪までに、氏
名、性別、学年、年齢、子ども
会名、住所、電話番号を記入
し、ファクスで鈴鹿市子ども会
連合会事務局へ

　鈴鹿市子ども会連合会
事務局（ ･  382-4886　毎週
水･木曜日14時30分～17時）

　11月2日㈰　8時30分
から（雨天時は11月9日㈰）

　鈴鹿ハンター 弁天
広場

○健脚コース（50㎞）（ロードレ
ース用自転車に限る）
○チャレンジコース（38㎞）
○ファミリーコース（18㎞）

　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

　10月28日㈫までに、申
込書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハンター白子店
（南江島町10-3）へ
※申込書は、上記申込み先に
備え付けてあります。
※小学生以下は、保護者同伴
者でお願いします。

　鈴鹿サイクリング協会 
北野（　090-3458-8327）

　昨年実施したシンポジウム
｢保育者の専門性を問う｣に続く
第2弾です。2人の話題提供
者、1人の指定討論者の議論を
もとに、フロアの参加者の方 と々
一緒に考えたいと思います。



　受講生を追加募集します。｢まな
ベル｣は、各高等教育機関を会場
として、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。
今年度のテーマは｢SUZUKAの
魅力 再発見！｣です。

　高校生以上

○講座②
　10月11日㈯ 13時～14時30分
鈴鹿国際大学
　｢スポーツ･ツーリズムin鈴鹿
～モータースポーツ都市宣言
から10年～｣　高嶋重次さん
○講座③
　10月16日㈭ 10時30分～12時
鈴鹿医療科学大学（千代崎
キャンパス）
　｢鈴鹿発！ロボットスーツによる
脳卒中リハビリテーション｣　
畠中泰彦さん
○講座④
　10月22日㈬ 10時～12時　
　鈴鹿医療科学大学（千代崎
キャンパス）
　｢食と健康～鈴鹿の食材を通
して考えよう～｣　長村洋一さん
○講座⑤
　11月1日㈯ 10時～11時30分
鈴鹿工業高等専門学校
　｢鈴鹿高専でまなベル　太陽
電池の基礎からソーラーカー
まで｣　辻琢人さん、山田伊
智子さん、鈴木昌一さん、山
田太さん
○講座⑥
　12月6日㈯ 10時～11時30分
鈴鹿工業高等専門学校
　｢鈴鹿高専で開発されたロボ
コンから学ぶロボットのからくり

○11月13日㈭9時30分～15時
30分　｢子どもの病気｣｢子ど
もの栄養｣
○11月20日㈭9時30分～15時
45分　｢幼児の安全と対応｣
｢子どもの遊びと生活｣
○11月21日㈮10時～15時
　｢子育て支援事業の必要性｣
｢登録について｣｢事業を円滑
に進めるために｣

　男女共同参画センタ
ー（ホール･研修室）

　医師･臨床心理士ほか
　30人　
　無料（ただし、テキ

スト代2,000円必要）
　2歳以上を5人まで

　鈴鹿ファミリー･サポート
･センター（ ･  381-1171）へ

　消費税増税に負けないため
に、自慢の商品･サービスを、今
まで以上にお客様にアピールす
る、効果的なＰＲをセミナーで説
明します。

　事業を営んでいる方
　10月17日㈮　15時30

分～17時
　鈴鹿商工会議所 2階

特別会議室
　｢お客様の心をつかむ

ＰＲ方法とは｣｢0円で挑戦、積
極的広報活動のススメ｣｢プレ
スリリースの作り方｣

　武田秀一さん（武田
経営研究所代表）　
　30人（先着順）
　無料
　10月10日㈮までに、電話

で鈴鹿商工会議所（　382-
　3222）へ

2014｣　打田正樹さん

　各60人程度（先着順）
　1講座500円（高校生

は無料。人数制限あり）
　各講座開催の前日ま

でに、住所、氏名、年齢、電話
番号、希望する講座番号と講
座日を、はがき･ファクス･電子
メールで生涯学習課へ

　ファミリー･サポート・センターは、
子育てを助けてほしい人（依頼
会員）の要望に応じて、子育ての
お手伝いができる人（提供会員）
を紹介し、相互の信頼と了解の
上、一時的にお子さんを預かる会
員組織（有償ボランティア）です。
　今回、一時的にお子さんを預
かったり、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。

　市内在住の方（資格･
年齢は問いません）

　
○11月11日㈫10時～16時
　｢提供会員の役割と心得｣
｢小児看護｣
○11月12日㈬9時30分～15時
30分　｢気になる子どもの支
援｣｢子どもの発達とこころ｣　



　11月6日㈭　9時～12時
（雨天時は11月13日㈭または14
日㈮）

　鼓ヶ浦サン･スポーツラ
ンド 多目的グラウンド

　白子周辺の施設を見
学しながらウオーキング（約4キ
ロ）。続いて、伝統産業会館で伊
勢型紙しおり作成を体験

　日本ノルディック協会イン
ストラクター資格者

　30人（先着順）
　500円（スポーツ保険、し

おり作り代含む）

　10月5日㈰から26日㈰の
9時から20時に、参加料を添え
て鼓ヶ浦サン･スポーツランド窓
口または市立体育館窓口へ

　鼓ヶ浦サン･スポーツラ
ンド（　386-3745）

　離職者の就労支援と福祉人
材の確保のため開催します。

　県内に住民登録して
いる満65歳未満の方

　11月17日㈪～平成27
年1月30日㈮

　三重県社会福祉会
館（津市桜橋）ほか

　39人（応募者多数の
場合は抽選）
　無料（教材費は必要）
　10月30日㈭（必着）まで

に、三重県社会福祉協議会へ

　三重県社会福祉協
議会（　059-227-5160）

　一般の方
　12月5日㈮　14時～15

時40分（受付13時30分から）
　労働福祉会館　1階

（神戸地子町388）
　ノロウイルスによる食

中毒を予防するための講習
　鈴鹿保健所の職員　

他
　100人（先着順）
　無料
　鈴鹿食品衛生協会
　氏名、参加人数、連絡

先を、電話またはファクスで鈴鹿
食品衛生協会へ
　鈴鹿食品衛生協会

　（　・　382-9806）

　11月12日㈬　13時30
分～15時30分
　文化会館 さつきプラザ
　｢短歌とユーモア｣｢旅

行記とユーモア｣
　橋本俊明さん、加藤

恵子さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　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

　球技やディスクゴルフなどの
スポーツにチャレンジしながら全
身運動を楽しみ、コミュニケーシ
ョンの取り方や、体の使い方を
学びます。鈴鹿を中心に活動し
ている、サッカーチームFC鈴鹿
ランポーレや、女子ハンドボール
チーム三重バイオレットアイリス
の選手による交流指導も予定し
ています。

　小学1～3年生

　11月2日～12月7日の
毎週日曜日（全6回）　9時30
分～11時30分　

　鈴鹿青少年センター
とその周辺

　子ども30人程度（応
募者多数の場合は抽選）
　3,000円（全6回分）

　10月4日㈯から19日
㈰17時（必着）までに、氏名、
性別、学年、保護者名、ディ
スクゴルフの保護者参加の
有無（参加の場合は年齢
も）、昼食希望日と希望数、
住所、郵便番号、電話番号
をはがきかファクスで、鈴鹿
青少年センターへ送付また
は直接持参（様式は自由）



　10月7日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで

　新米ママ大歓迎。肌と肌の
触れ合いで赤ちゃんとより深い
絆を育みます。ママビクスでママ
の美容も忘れずに。

　2カ月から歩く前までのお
子さんと母親

　10月15日㈬　午前の
部：11時～12時30分、午後の
部：13時30分～15時
　各30組（先着順）
　1,050円

　8月8日、鈴鹿市議会議場において、市内各小･
中学校の代表40名が集い、｢鈴鹿市子ども議会｣
が開催されました。
　この｢鈴鹿市子ども議会｣は、子どもがまちづくり
への興味関心を高め、主体的にまちづくりに参加し
ようとする態度を育む機会として、開催されました。
　平成24年7月に制定された｢鈴鹿市まちづくり基
本条例｣では、第6条において｢子どもは、生きる、守
られる、育つ、参加する権利を有することから、健や
かに成長する環境を享受できるとともに、まちづくり
に参加することができる｣と｢子どもの権利｣につい
て定めていることが特徴の一つとなっています。

　子ども議員は、バリアフリー、男女共同参画、多
文化共生などさまざまな視点からまちづくりの課題
について考え、子ども議員だからこその気づきや意
見を発表してくれました。また、参加後の感想には、
｢鈴鹿市がやっている取り組みを知ることができ、鈴
鹿市のことをもっと好きになった｣｢鈴鹿市の考えを
聞くことができたので、学校で発信していきたい｣な
どの声がありました。
　子ども議員の皆さんには、この経験をより多くの
人に伝えていただき、仲間と一緒に自分たちででき
ることに取り組み、今後、鈴鹿のまちづくりの担い手
として活躍してくれることを期待しています。

夜のフラダンス教室でリラック
スタイム 

　一般女性
　10月20日、11月3日･17

日、12月8日･22日の各月曜日
20時～21時

　20人（先着順）
　3,750円（全5回）

　遊べる、学べる運動＆英語レ
ッスン

　歩けるお子さん～未就
園児

　10月22日㈬　10時30
分～11時30分
　20人（先着順）
　1,250円

　初級のパワーヨガ教室

　一般成人
　10月24日、11月7日･21

日、12月12日･19日の各金曜日
　20時10分～21時10分

15人（先着順）
　3,750円（全5回）

　期間内にスタンプを13個集め
ると無料利用券をプレゼント
します。

　11月16日㈰まで
　水泳場･庭球場･体

育館
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