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保育所(園)･市立幼稚園申込受付開始



　8月9日は、台風第11号が三重県に接近した影響
で、県内では長時間にわたる大雨に見舞われてい
ました。そして、17時20分に気象庁から三重県に大
雨特別警報が発表されました。
　特別警報は、数十年に一度の災害が迫っている
状況であり、ただちに命を守る行動が必要となる場
合に発表されるもので、全国で4例目、三重県に発
表されるのは初めてのことでした。
　本市にとって初めての特別警報に加え、刻 と々上
昇する川の水位、累積雨量や雨量予測などの情報
から、市内の広い範囲に災害が発生する危険性が
著しく高まっていました。そして、夜間に避難行動を
取ることの危険性を考慮し、市災害対策本部は、18
時30分に市内全域、全世帯に「避難指示」を発令
しました。

避難準備情報
速やかに避難できる
よう準備をしてくだ
さい。
避難勧告
人的被害発生の危険
が高まっています。早め
に避難してください。
避難指示
人的被害の発生が確
実にせまっています。
一刻も早く避難してく
ださい。

　多くの方から問い合せ、ご意見をいただきました。特に多
かった声は次のようなものでした。

どこへ避難すればい

いか分からなかっ

た。もう少し丁寧に避

難方法を教えて欲し

かった。

11：45
13：35

14：40

16：05
16：30

17：20
17：50

18：30

本市に「大雨警報」発表
鈴鹿川水系の椋川の水位がはん濫注
意水位を超過。小田町の一部（11世
帯）に「避難準備情報」を発表
小田町の一部（11世帯）に「避難勧
告」を発令
本市に「土砂災害警戒情報」発表
堀切川の水位が避難判断水位に近づ
いたため、寺家七丁目・八丁目（361世
帯）に「避難準備情報」を発表
三重県に「大雨特別警報」発表
鈴鹿川の水位がはん濫危険水位を超
過。他の主要河川の水位も上昇
市内全域、全ての住民に「避難指示」
を発令

台風第11号の対応検証
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台風第11号の対応を振り返ります
　台風第１１号の接近に伴い、市が市内全域、全世帯に「避難指示」を発令したことで、たくさんの問
い合わせが市に寄せられました。そこで、当日の経緯や災害対策本部の対応などを検証しました。
　今回は、その概要を紹介するとともに、あらためて災害時に取っていただきたい行動などについてお
知らせします。

なぜ「避難指示」を発令したか ◆8月9日の経緯

避難指示発令に対して市に寄せられた皆さんの声

避難指示が出さ

れたことで、普段よ

りも慎重に行動が

できて良かった。

避難指示の

意味が分か

らなかった。

他市では地域を指定して避難指示

を出していた。全域対象となると本当

に危険な場所が分からなくなる。

避難情報には
３段階あります

危険度

高い



今後は、市全域での発令を含め、予想される災害
やその地域を示し、災害に応じた避難先や避難方
法などの情報を提供します。

　浸水が始まると、水深が浅くても
足をすくわれることがあります。また、
側溝、マンホールなどを確認できず
に転落する恐れもあります。特に夜
間の避難は非常に危険です。屋外
に出ず、必要に応じて建物の2階
以上に垂直避難してください。

災害時に身を守ることができるのは、皆さん一人一人です。
普段から家族で話し合い、適切な避難行動がとれるよう備えていただきますようお願いします。

避難所と災害対策本部（本庁）との間で情報共有
体制を整え、避難者に対してさまざまな方法で情報
提供を行います。

　避難指示が適切だったか。具体的
な避難方法や避難先などの情報が不
足していたのではないか。

　8月27日に行った検証会議には、市長をはじめとする市災害対策本部のメンバーなどが出席し、
それぞれの部署で対応したこと、見えてきた改善すべき課題、課題に対する今後の対応策などを
話し合いました。検証結果の詳細は、市ホームページで公表していますが、ここでは主なものを紹
介します。

今回の検証結果と市民の皆さんからの意見を基に、今後も防災体制の向上を図っていきます。
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広報すずか特集「台風第11号の対応検証」についてのご意見・ご感想は、防災危機管理課へ
　382-9968　　382-7603　　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

災害対応検証会議を開き、当日の災害対策本部の対応を振り返りました

　土砂災害の危険箇所や過去の浸水箇所は、
防災マップや内水ハザードマップに記載していま
す。これらのマップは、地区市民センターや防災危
機管理課（市役所本館５階）で配布しています。

「避難指示」の発令について

　小学校などの避難所では被害状
況や気象情報が不足していた。

避難所における情報提供について

平常時から避難情報の内容の違いや避難方法の
種類について積極的に広報を行い、市民への理解
を深めていきます。

　３つの「避難情報」の違いが市民
に伝わっていないのではないか。

「避難情報」の意味について

11月に
防災講演会を
開催します。
（P26参照）

携帯電話

防災マップ

避難は「浸水前」が大原則！ 防災マップや内水ハザードマップで危険箇所の確認！

大雨時は、自ら情報収集する意識が大切！



※法律上、実の親子と同じ関係を成立させる「養子縁組」とは異なります。

　保護者のいない児童や、虐待されている児童など保護者の適切な養育を受けられない児童を、社
会全体で守り育てていくことを言います。そうした児童の生活の場として、主に次の4つが挙げられます。

10月は里親月間～社会的養護～

4 2014・10・5

○里親の種類

○里親になるには

養育里親

正しく知ってほしい
里親や児童養護施設のこと

　里親制度とは、何らかの事情で家庭での養育が難しくなった子どもたちが、温かい愛情と正しい理
解を持った家庭環境での養育を受ける制度です。
　今回は10月の里親月間にちなんで、社会全体で子どもたちの育ちを保障するための「社会的養護」
について、里親や児童養護施設を皆さんに正しく知っていただきたいと思います。

社会的養護とは

里親として登録された地域
の一般家庭で養育します。

　里親は「社会の責任で子どもたちを養育する」社会的養護の一つであり、児童を養育する期間も
さまざまです。

　子どもの養育に理解があり、熱意と愛情を持っている方で、一定の要件を満たしていれば里親に
なることができます。養育里親と専門里親になるためには、研修受講や施設実習が必要です。

里親とは

里　親

保護者の養育を受けられ
ない乳幼児を養育します。

乳児院

さまざまな理由で保護者と
共に暮らせない児童を、安
定した生活環境の中で養育
します。

保護者と生活ができるようになるまで、または自立して生活できるようになるまで養育する
里親です。養育期間は、1カ月未満の場合もあれば、数年間の場合もあり、さまざまです。

養子縁組
希望里親

養子縁組によって養親となることを希望する方が、養子縁組が成立するまで養育す
る里親です。

親族里親
親が死亡、行方不明などの理由で、子どもを養育できなくなったときに、子どもの扶
養義務者である親族（祖父母など）が養育する里親です。

専門里親
虐待を受けていた子どもや、非行傾向のある子ども、身体障がいや知的障がい、精
神障がいがある子どもを養育する里親です。

児童養護
施設

家庭的養護を促進するた
め、里親と同様養育者の住
居で、児童5～6人の養育を
行います。

ファミリー
ホーム



わが子も里子も同じ家族です

どんなことでも家族一緒に乗り越えていきたい
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○きっかけ
　里親制度を知ったのは、約15年前に市報の
折り込みチラシを見たのがきっかけでした。最
初の子どもがなかなか授からなくて、こういう家
族のあり方もあるんだなと夫婦で話し合いまし
た。まもなく子どもを授かった後も、里親のことは
夫婦共に忘れずにいました。その後、研修に参
加して里親の認定を受けたのは、2人目の子育
てがひと段落してからのことでした。

○里親を経験してみて
　里親経験は大変でしたが、楽しくもありまし
た。赤ちゃんを中心に家族がぎゅっと一つにまと

まる感覚があり、わが子の普段は見られない一
面にも触れることができて良かったと思います。
　ご近所に対しても、里親制度のことを正しく
理解してもらう良い機会と考えて、町民運動会
などの集まりにも積極的に里子と共に参加しま
した。

○難しく考えすぎないで
　まだまだ知られていない里親
制度について、難しく考えすぎ
て二の足を踏むよりも、ファミリー
サポートなどのボランティアの延
長として、里親になることを検討
してくれる方がこれから増えて
いってほしいですね。

　市内で里親登録をしているのは18世帯です。養育里親のお二人から体験談を伺いました。
私の里親体験談

○きっかけ
 子どもが授からず子どもと関わりたい気持ちで
始めたボランティア活動の中で、児童養護施
設の子どもたちが里親のことを「特別な心の拠
りどころ」にしているのを感じました。
　あるとき、里親になりたい気持ちをその子ども
たちに話したところ「応援しているね」と背中を
押され、まだ漠然としていた考えがこの時、決
心に変わりました。

○地域ぐるみで
　今、日々の子どもの成長が何よりうれしいで
す。楽しいことだけでなく、もちろん叱ることもあ
りますが、夫婦2人だけのときには味わえなかっ
た雰囲気を常に楽しんでいます。
　周囲には子どもがほしいと日頃から言ってき

たので、地域でも里親になったことはすぐに理
解してもらえました。地域ぐるみで育児を見守
り、支援してもらっていますね。

○さまざまな家族の形
　里親・里子と聞くと「大変」「かわいそう」「特
別」とイメージされがちですが、私たち親子にと
ってはこれが普通で当たり前の形です。
　今は、ひとり親家庭やステップファミリーなど
さまざまな家族の形があることを、学校でプラス
のイメージで子どもたちに教えてほしいし、保護
者も同じように考えてほしいと思います。
　そして、これから起こる
どんなことであっても、子ど
もと一緒に家族が成長し
て乗り越えていきたいと思
っています。

・里親になって1年5カ月。
・現在3歳半の男の子は地域のかわいい人気者。

・これまで2人の子の里親を務めた。
・どちらも生後4カ月の赤ちゃんで、1人目は
 10日間、2人目は約10カ月の養育を行った。



院長の榎本英典さんからお話を伺いました

ボランティアに参加しませんか？
　鈴鹿里山学院では、入所児童ホームステイ事業や、学習指導、行事の手伝いなど、さまざ
まなボランティアを募集しています。詳しくは直接お問い合わせください。

10月は里親月間～社会的養護～
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　予期せぬ災害や事故、親の離婚や病気、または不適切な養育を受けているなどのさまざまな事情に
より、家庭による養育が困難な子どもたちが生活しています。平成25年10月1日時点で、全国に595施
設（定員3万4,044人）、県内には12施設（定員450人）があります。現在の日本では、社会的養護のも
とで生活する児童の内、6割強の児童が児童養護施設で生活しています。
　市内にも1カ所の児童養護施設があります。

○家庭的な環境で
　鈴鹿里山学院ができ
て2年半がたちます。現
在、3歳から高校3年生ま
での28人が、協調性や
思いやりの心を育みなが
ら共に生活しています。

職員は、保育士と児童指導員が14人、保育士
補助3人が中心となって365日24時間の生活支
援を行うほか、臨床心理士が心のケアなどに対
応しています。施設長、事務員、用務員を合わ
せた21人全員が、子どもたちの家族です。

○学校・地域との連携
　小学校とは、毎月定期的に連絡会議を開催
して連携を取っています。また、学校行事や保
護者会、授業参観やプール当番などには、保護
者として積極的に参加しています。市内で初め
ての児童養護施設なので、地域での関係づくり
は時間を掛けて丁寧にやっていきたいと考え、

七夕祭や敬老会、クリスマス会など、地域の
方々に参加を呼びかけて行事を行っています。

○今後の取り組み
　家庭の養育機能の低下や地域のつながり
が希薄になり、子育てしにくい社会になってき
ているといわれます。今後は、施設内の子ども
の支援にとどまらず、地域の中で施設の機能
や専門性を生かした子育て支援などの取り組
みを推進していく必要があると考えています。

○正しく理解してほしい
　施設が身近にないこと、そして、施設で生活
する児童の割合も全国児童数の約0.13％と少
ないだけに実態が理解されにくく、マスコミや口
コミ先行で間違った情報も伝わってしまいがち
です。まずは私たち施設のことや、ここで生活し
ている子どもたちのことを正しく理解していただ
きますようお願いします。その上で必要な支援を
していただけたらと思っています。 

児童養護施設とは

・平成24年4月に定員30人で開設。
・生活空間を4区画に分けて少人数での生活を実現し、家庭の
 ように落ち着いた雰囲気のなかで生活できるように支援。
・北勢地域で3カ所目の児童養護施設。国が示す「地域分散 
 化、小規模化」の動きに重なる。

上箕田一丁目6-2　　381-6021　 381-6020



『里親さんのこと、もっと知ってほしい』
プロジェクト

里親に興味が
あるのだけど・・・
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広報すずか特集「10月は里親月間」についてのご意見・ご感想・お問い合わせは子ども家庭支援課へ
〒513-8701  子ども家庭支援課　　382-9140　 382-9142　 kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp

（厚生労働省「社会福祉施設等調査報告」「福祉行政報告例」による）

　社会的養護を必要とする対象児童数は、全国で約4万6,000人で、年々増加しています。
ここ十数年でみると、里親・ファミリーホームへの委託児童数は約2.6倍、児童養護施設の入所児童数
は約1割増となっています。

データで見る社会的養護

　この特集を読み、「子育て支援で社会的貢献をしたい
なあ」「自分も何かしたいけどどんな関わりができるかしら
？」と感じた方のお越しをお待ちしています。

対　象　里親制度（社会的養護）に関心のある市内在
住の方

と　き　11月1日㈯　13時30分～15時30分（受付13
時から）

ところ　社会福祉協議会（神戸地子町383-1）
内　容
　①里親制度・社会的養護のお話（三重県職員）
　②里親体験記（里親さんから実体験に基づいたお話）
　③社会的養護なんでも相談・質問会
定　員　100人（先着順）　　
参加料　無料
主　催　鈴鹿市
協　力　三重県里親会北勢支部、三重県北勢児童相
談所
申込み　子ども家庭支援課（　382-9140　382-9142）まで
お問い合わせください。

　児童虐待の件数増加や、地域
における養育環境の難しさなどか
ら社会的養護を必要とする子ども
の数は増え続けています。
「自分にできることがあるかも・・・」
という思いをお持ちでしたら、ぜひ
お尋ねください。
問合せ

北勢児童相談所
　347-2030

5,500

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

32,000
（人） （人）

28,000

30,000

26,000

24,000

22,000

20,000

◆もっと社会的養護について知りたい方は・・・

○里親・ファミリーホームへの委託児童数 ○児童養護施設の入所児童数

平成11年度末
2,122人

平成24年度末
5,407人

平成7年10月
27,145人

平成25年10月
28,831人

5
年
度

10
年
度

15
年
度

20
年
度

10
年
度

15
年
度

20
年
度

25
年
度

24
年
度

（
平
成
）

5
年
度

（
平
成
）



元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

8月25日㈪

　平田野中学校の移転改築事業が完了し、竣工
式を行いました。鉄筋コンクリート造2階建てで、
教室棟はロの字の回廊型です。2階にすべての普

通教室を、1階には
音楽室や理科室な
どを配置しています。
　２学期から生徒
たちは新校舎で勉
学に励んでいます。

8月29日㈮・30日㈯

　市立体育館で、「鈴鹿発　障がい者の就労マルシ
ェ」が開催されました。障がい者雇用に積極的に取
組む企業による講演会や、企業と障がい者の面談
会、福祉事業所によ
る野菜や手芸品の
販売などが行われま
した。
　面談会では、真剣
に話し込む姿が見ら
れました。

8月31日㈰

　県消防学校で、市民、企業、防災関係団体、
行政などが参加して、南海トラフを震源とした地
震と大雨による土砂災害・河川氾濫の同時発生
を想定した訓練を実施しました。

　救急搬送訓練
や、消火訓練、水
防訓練などさまざ
まな訓練を行い、
参加者は、協力し
合って真剣に取り
組んでいました。

シ



8月31日㈰

　フジコウオフロードパークにおいて、「自転車
でトライアル・モトクロス体験会」が開催されまし

た。トライアルやモトク
ロスのプロによるデモ
走行を見学したり、自
転車でオフロードの走
行体験をしたりするな
ど、子どもから大人ま
で楽しんでいました。
　　

9月7日㈰

　鈴鹿ハンターにおいて、救急と健康に関する
イベントを開催しました。AEDの使い方や医師
による健康相談、血液検査、骨密度測定、歯科

相談など
を行い、た
くさんの方
が参加さ
れました。

9月13日㈯

　みんなで元気になろうと市内で祭りや花火大
会が開催されました。鈴鹿ハンターでは、（一社）
鈴鹿青年会議所主催で「すずか元気まつり」と
「地域活性まつり」が開催され、元気なまちづくり
に関するパネルディスカッション、昔の遊び体験、

ご当地キャラクターによる尻相撲大会な
どが行われました。

　夜には、白子港で鈴鹿花火実行委員会（地元中
小企業による委員会）による「鈴鹿元気はなび大
会」が開催され、訪れた大勢の人 は々砂浜に座って
きれいな花火を眺めていました。

験、
な

きれいな花火を眺めていました。

このマークのある写真は、スマートフォンで動画が見られます。

※スマートフォンの機種などにより、アプリが動作しない場合があります。

動画始めました



9月13日㈯

　真山隼人さん（浪曲師）と伊藤圭佑さん（津軽
三味線奏者）に鈴鹿シティセールス特命大使（鈴
鹿と・き・め・きドリーム大使）として就任していた
だくことになり、委嘱式を行いました。
　真山さんは、鈴鹿市出身の19歳。平成23年に全
国最年少浪曲師としてデビューし、全国各地で出
演しています。
　伊藤さんも鈴鹿市出身で、26歳。プロとしてソロで
活動するほか、平成24年、3人組の和洋楽器ユニット
「i-session」を結成して世界各地で公演しています。
　お二人とも今後トップレベルでの活躍が期待さ
れています。

平成27年

鈴鹿市
成人式

と　き　平成27年1月11日㈰　10時～11時（開場9時）
ところ　市民会館
※対象の方への通知はしません。ご自由にお越しください。 
問合せ　生涯学習課（　382-7619　　382-9071）

三
鹿
だ

国
演

活
「i

れ

伊藤圭佑さん 真山隼人さん

アイ セ ッ シ ョン
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児童保育課　　382-7606　　382-7607　学校教育課　　382-7618　　382-9054
　jidohoiku@city.suzuka.lg.jp　　　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

子ども・子育て支援新制度スタートに伴い、支給認定申請が必要になります
新制度では、市立保育所や私立保育園、
市立幼稚園への申込みに当たって、教育・保
育の必要性に応じた支給認定の申請が必要
になります。認定区分は、次の3つとなります。ま
た、就労を理由とする保育の場合、保護者の
就労時間に応じて利用時間が決まります。

「子ども・子育て支援新制度」は、幼児期の教育・
保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推
進することを目的とした新しい仕組みです。平成 24
年 8 月に成立した子ども・子育て支援法などに基
づいて、平成27年度から本格実施される予定です。

※平成27年度に市内の私立幼稚園へ入園される場合は、認定の申請は必要ありません。
※平成26年10月1日現在、本市では認定こども園と地域型保育（小規模保育等）の事業は実施していません。
※年齢は平成27年4月1日の満年齢です。

＜保育料について＞
保育料（市立保育所・私立保育園・市立幼稚園）は、国の定める基準を上限に、市が保護者の所得

に応じて決めることになります。現在、現行の負担水準を目安に検討しているところです。

平成27年度市立保育所および私立保育園への入所（園）申込方法

対　象　市内在住の0歳から5歳までで､保護者が就労（育休復帰含む）、出産前後、保護者の疾病
や障がい、家族の介護、求職活動、就学中などの理由により家庭で保育ができない乳幼児

※上記以外でも入所できる場合があります。
申込み　第 1希望の保育所（園）で入所申込書と支給認定申請書を受け取り（児童 1人につき1部）､
必要事項を記入の上、10月1日㈬から16日㈭までに（土･日曜日、祝日を除く9時～ 16 時）、その保
育所（園）へ提出してください（複数の保育所（園）に申し込むことはできません）。
問合せ　児童保育課　　382-7606　　382-7607

子ども
の年齢

保育の
必要性 利用施設等 利用時間

1号認定

2号認定

3号認定

認定区分



　保 育 所 名
牧田保育所
白子保育所
神戸保育所
玉垣保育所
合川保育所

　所 在 地
大池二丁目2-2
北江島町 5-30
神戸四丁目４-40
東玉垣町1386-１
三宅町1749

電話番号
378-2010
386-2010
382-0537
382-2737
372-0058

　保 育 所 名
河曲保育所
算所保育所
深伊沢保育所
西条保育所
一ノ宮保育所

　 所 在 地
十宮町 283
算所五丁目17-1
深溝町 352
西条二丁目5-1
一ノ宮町 500-45

電話番号
383-1643
378-4569
374-2797
382-6511
383-0407

　保 育 園 名
長太の浦保育園
くまだ保育園
栴
せん

檀
だん

保育園
岸田保育園
旭ヶ丘保育園
ながさわ保育園
庄内青い鳥保育園
鼓ヶ浦保育園
石薬師保育園
あおい保育園
白鳩保育園
いそやま保育園
第２石薬師保育園
ひので保育園
ほうりん保育園
ひばり保育園

　 所 在 地
長太栄町三丁目4-34
下大久保町481-5
国府町 2539-1
岸田町1491
中旭が丘一丁目2-29
長沢町1095
東庄内町 3797-2
寺家三丁目40-15
石薬師町1735-1
白子本町 2-27
加佐登一丁目8-10
東磯山二丁目26-18
自由ヶ丘二丁目18-14
平野町1167-1
北長太町4119
岸岡町 2707-174

電話番号
385-0302
374-1952
378-0918
374-1955
386-1647
371-0151
371-2317
386-2071
374-1398
387-5220
378-1610
387-6012
374-0730
373-7000
385-0190
386-7982

　 保 育 園 名
あかつき保育園
くすのき保育園
野町保育園
サラナ保育園
高岡ほうりん保育園
トーマスぼーや保育園
ハートピア保育園
みそら保育園
ドリームハウス保育園
サン保育園
竹野の森こども園
ぐみの木ほいくえん
第二長太の浦保育園
おおとり保育園
かもめ保育園

　 所 在 地
地子町 906-2
若松西六丁目28-11
野町西二丁目15-10
岸岡町 3527
高岡町1843-7
平田東町10-13
算所町 563-3
岸岡町 3280
寺家町1308
郡山町 560-5
竹野町 305-2
安塚町 331-74
南長太町 2303
白子町 2006-1
加佐登町2059-2

電話番号
382-5201
385-5388
386-2338
368-3766
349-1100
375-2468
381-1555
380-6339
388-3398
372-8066
384-3215
382-5409
395-2200
386-2611
389-5115

私立保育園

市立保育所

平成27年度市立幼稚園への入園申込方法

　幼 稚 園 名
☆国府幼稚園
　庄野幼稚園
☆加佐登幼稚園
　牧田幼稚園
☆白子幼稚園
☆旭が丘幼稚園
　愛宕幼稚園
☆稲生幼稚園
☆飯野幼稚園

　 所 在 地
国府町 3519-1
庄野東二丁目5-35
高塚町1087-1
岡田町 701
白子一丁目12-12
東旭が丘五丁目3-33
南若松町 83
稲生三丁目10-1
三日市南二丁目1-7

電話番号
378-4523
378-4524
379-1518
―｠
387-5325
387-5326
387-6072
387-5338
382-3698

　幼 稚 園 名
　河曲幼稚園
　一ノ宮幼稚園
　長太幼稚園
　箕田幼稚園
☆玉垣幼稚園
☆神戸幼稚園
　栄幼稚園
☆椿幼稚園
　井田川幼稚園

　所 在 地
十宮町 719-2
一ノ宮町 557
長太旭町五丁目4-5
南堀江一丁目2-26
北玉垣町 734
神戸七丁目4-12
五祝町1068
山本町 750
和泉町 814

電話番号
382-3420
383-5211
385-1203
385-1493
382-3663
382-3275
387-6246
371-3715
378-3322

☆印が付いている園は、2年保育実施園です（4歳児も募集している園）。
※今年度休園している牧田幼稚園へのお問い合わせは、牧田小学校(　378-0516)へ

　5歳児は下の表の18園で、4歳児は☆印のついた9園で募集します。
対　象　市内在住の4歳児（平成 22年 4月2日～平成 23年 4月1日生まれ）
　と5歳児（平成 21年 4月2日～平成 22年 4月1日生まれ）
定　員　5歳児：希望者は原則として全員入園できます。
　　　　4歳児：定員は35人（旭が丘は70人、椿は4歳・5歳児を合わせ35人）
　　　　　　　　※応募者が多数の場合は抽選になります。
申込み　いずれかの幼稚園で入園願を受け取り（1 人につき 1 部）、必要事項を記入の上、
10月1日㈬から24日㈮までに（土・日曜日、祝日を除く8時 30 分～ 17 時）、入園を希望する幼
稚園へ提出してください（複数の園に申し込むことはできません）。

※幼稚園でお渡しする支給認定申請書に必要事項を記入の上、5歳児は入園願と一緒に、4歳児は各園で実施
する面接日に幼稚園に提出してください。
　　なお、入園希望者が 15 人に満たないときは、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 人程度でも開園します。
問合せ　学校教育課　　382-7618　　382-9054



　児童保育課　　382-7606　　382-7607
　jidohoiku@city.suzuka.lg.jp

●牧田保育所　　378-2010
㈯
㈬
㈬
㈬
㈮
㈬
㈬
㈬

●白子保育所　　386-2010
㈯
㈬

㈬
㈬
㈬
㈬
㈬

㈮

㈬
㈬

●神戸保育所　　382-0537
㈯
㈭
㈭

●玉垣保育所　　382-2737
㈯
㈮
㈬
㈬
㈮

●合川保育所　　372-0058
㈯
㈮

㈪
㈬
㈬

●深伊沢保育所　　374-2797
㈯
㈬

㈫

●算所保育所　　378-4569
㈯
㈬
㈬
㈬
㈬

●西条保育所　　382-6511
㈯　
㈫
㈫
㈫

㈭

㈪ ㈫

●河曲保育所　　383-1643
㈯　
㈬
㈬
㈬
㈬
㈬
㈬

●一ノ宮保育所　　383-0407
㈯　
㈭
㈮

㈭
㈬
㈫
㈫



　378-0016　　378-4902

　382-0142　　382-8604

　381-0400　　382-4203

　372-0001　　372-2294

長寿社会課　　382 - 7 9 3 5　　38 2 - 7 6 0 7
　　ch o j u s h a k a i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

❸

庄野、飯野、箕田、天名地区の地区市民センターで 来年3月まで月2回 相談窓口を開設します
「高齢者心配ごと相談」毎日を安心して暮らしていただくための

　本市には4カ所の地域包括支援センターがあり、高齢者
の皆さまからさまざまな相談を受けています。また、鈴鹿市
社会福祉協議会も、鈴鹿市社会福祉センターにおいて「ふ
れあいふくし相談」を行っています。
　このような相談を、さらに身近なところで気軽にしていた
だけるよう、試行的に10月から来年3月までのおおむね月２
回、庄野、飯野、箕田、天名地区の地区市民センターにおい
て相談窓口を開設します。4つの地区以外に住んでいる方も
ご利用いただけます。
　この相談事業の名称は、高齢者の方に「毎日を心配ごと
なく安心して暮らしていただきたい」という思いから、「高齢
者心配ごと相談」としました。ぜひお気軽にご相談ください。

庄野町17番7号
庄野地区市民センター

西條町463番地
 飯野地区市民センター

中箕田町1131番地の1
 箕田地区市民センター

御薗町2340番地の1
 天名地区市民センター

各団体が連携・協力して実施します
 この相談事業は、次の図のように地区社会福祉協議会の方に相談員を務めていただき、市や鈴鹿市
社会福祉協議会、地域包括支援センターが連携して実施します。

高齢者・高齢者の家族

相 

談

（地区社会福祉協議会による相談窓口）
地区市民センター

地域包括支援センター

（相談事業全体をサポート）
鈴鹿市・鈴鹿市社会福祉協議会報 告

支

支 援

連 

携

　相談窓口を開設する日時は、各地区の自治会回覧でお知らせします。4つの地区以外に住んで
みえる方は、お気軽に長寿社会課へお問い合わせください。

援



健康づくり課　　382 - 2 2 5 2　　38 2 - 4 1 8 7
kenkozukur i@city .suzuka. lg . jp

❹

あかね小児科クリニック
あきながレディースクリニック
朝川クリニック
旭が丘ファミリークリニック
朝日皮膚科
あなざわクリニック
いいだ皮膚科・形成外科
家田クリニック
イタニ・クリニック
いちかわ内科クリニック
市場内科医院
上田内科クリニック
浦川内科クリニック
浦田内科クリニック
尾池整形外科
おおたキッズクリニック
おかべ泌尿器科・皮フ科
沖中内科循環器科
おざき内科クリニック
笠間医院
加藤内科
川村外科内科
岸本内科
北村記念しばた小児科医院
きのしたクリニック
くまざわクリニック
くまざわ整形外科
黒田クリニック
小寺内科循環器科
ごとう整形外科
小西内科クリニック
駒田医院
西城外科内科
坂倉ﾍ ｲ゚ﾝｸﾘﾆｯｸ
坂本外科胃腸科医院
さわ内科胃腸科クリニック

383-7666
380-6090
374-5500
386-1222
387-5312
380-2600
380-2700
388-8778
386-0605
380-0810
385-5313
371-6000
382-6611
378-7008
388-3115
381-0002
386-7886
381-2727
370-5119
382-0669
370-5234
379-3900
383-5515
386-0362
380-0777
371-6990
378-7701
375-2600
382-2633
367-0510
395-0007
386-0507
385-5511
386-0007
382-0462
368-0003

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

対　象　市内に住民登録をしている65歳以上の方、
または60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼
吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制
限される程度の障がいを有する方、およびヒト免疫
不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとん
ど不可能な程度の障がいを有する方

期間・回数　10月15日㈬～平成27年1月31日㈯までに１回

ところ　下記実施医療機関
費　用　1,500円（生活保護受給者は無料）
持ち物　予診票（下記医療機関・健康づくり課・地
区市民センター・長寿社会課にあります）、健康
保険証、健康手帳（接種の記録をします。ご希
望の方は健康づくり課・保険年金課・地区市民
センターで交付します）

※市外で接種する場合は、予診票をご自身で受け取ってから接種してください。
※10月から高齢者用肺炎球菌ワクチン（23価）は、定期接種となりました。市独自の費用助成も継続します。インフルエンザ
ワクチンと両方の接種をすると、より効果的に肺炎を予防できます。詳しくは、健康づくり課または実施医療機関まで。

※これらの予防接種は、義務ではなく、本人が希望する場合に行うものです。よく理解の上、かかりつけ医で接種しましょう。

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

サンクリニック太陽の街
塩川病院
嶋内科
しまヒフ科クリニック
しまむらクリニック
しまむら外科内科
しもむら内科
白子クリニック小児科
すずかいとう皮膚科クリニック
鈴鹿回生病院附属クリニック
鈴鹿クリニック
すずかこどもクリニック
鈴鹿さくら病院
鈴鹿腎クリニック
鈴鹿玉田医院
すずきメディカルクリニック
せと整形外科
高木病院
竹島医院
玉田内科循環器内科
知念外科内科
椿診療所
道伯町林医院
冨田内科
留奥内科
永井外科内科
中尾医院
中澤内科
長瀬内科
中谷医院
中野整形外科
中村医院
新田外科内科
ハートフルクリニック北井内科
萩原内科胃腸科
白鳳クリニック

372-0212
378-1417
382-1504
369-3636
386-6161
380-1600
375-6111
388-8988
380-4112
375-1155
371-6800
380-1800
378-7107
381-0880
382-8877
367-0100
375-0225
382-1385
381-1500
381-0011
387-5611
371-3511
379-3868
386-7768
387-0070
382-0576
372-0043
385-0337
386-5121
379-2220
382-6110
386-6911
386-0137
381-0600
383-0011
378-2311

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

服部医院
花木内科クリニック
浜口整形外科
羽山クリニック
はる整形外科クリニック
ばん小児科
樋口胃腸科・内科クリニック
平井医院
ひらいファミリークリニック
ひらぬま内科クリニック
ひろせ胃腸科外科
別府内科クリニック
前川小児科医院
前田医院
ますずがわ神経内科クリニック
松尾内科クリニック
松岡ハートクリニック
まつだクリニック
松本クリニック
三重膠原病リウマチ痛風クリニック
三重心身クリニック
水口内科クリニック
みその内科クリニック
宮崎産婦人科
むらしま整形外科・リハビリテーション科
村瀬クリニック
村瀬病院
村田整形外科
森下クリニック
八木医院
矢田医院
やばせクリニック
山下内科外科
山本胃腸科
湯浅整形外科
吉野クリニック

388-1682
370-6663
386-6211
378-3113
380-1200
374-0020
386-2012
378-1054
375-2266
381-3535
383-3993
386-1117
387-3988
374-1200
369-0001
378-8600
385-1056
378-0456
388-4000
380-0220
375-1100
387-0851
372-8778
378-8811
381-1199
388-3700
382-0330
381-3322
378-1331
383-1661
386-1225
384-3910
382-5007
387-2090
383-1338
370-0008

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌



　公益社団法人 鈴鹿市シルバー人材センター（業務時間　8時15分～17時）
　神戸一丁目17-5　市役所別館第3（1階）
　382-6092　　382-6093　　suzuka-sjc@sjc.ne.jp

●当センターでは、市内に在
住し、原則 60歳以上の健
康で働く意欲のある方を募
集しています。
●入会方法・仕事の依頼方
法など、詳しくは下記へお
問い合わせください。

シルバー人材センターとは

シルバー人材センターのしくみ（請負の場合）

お受けできる仕事の内容

　シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、国・市からの
支援を受けて運営している公益社団法人です。
　豊富な知識・経験・技能を持ったシルバー世代が、仕事を通じて社会参加をすることで、自らの健
康や生きがいの充実を図り、地域社会の発展に寄与することを目的としています。
　本市では現在約670人の会員が、企業、家庭、公共団体などから高齢者に適した仕事を請け負
い、就業しています。また、今年度からシルバー派遣事業にも取り組んでいます。

自主・自立、共働・共助

草刈り作業 家事援助

※仕事の受注・契約はセンターが行います。発注者・センターと会員の間に雇用関係はありません。

④就業

①入会
　希望の仕事を登録

②仕事の内容相談
　契約依頼・発注

⑤契約金の支払い

シルバー人材センター
（事務局）

会　員発注者
（企業・家庭・公共団体など）

シルバー人材センター
（事務局）

③仕事の提供
⑥配分金の支払い

会　員発注者
（企業・家庭・公共団体など）

会員の声　市川隆さん
平成23年10月から鈴鹿市シルバー人材センター
の会員になり、ただ今草刈班の一員として、先輩
諸氏の指導・指示の下、「安全第一」を心掛けて
就業をしています。
今後は、「安全は全てに優先する」を基本に就

業し、お客様から「さすがはシルバー人材センターや」と、うれし
い言葉をいただけるよう努力します。

市民の皆さんへ

問合せ

産業政策課　　382 - 8 6 9 8　　38 2 - 0 3 0 4
s a n g y o s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

❺

できる仕事事事事事事事事事事事事事事事事の内

り作業 援助

剪　定
事務関連

※他にもさまざまな仕事をお受けしています。



伊 勢 湾

津 市

亀山市

菰野町

四日市北

国道１号
北勢バイパス

亀山西

仮称 鈴鹿
スマート

新名神
高速道路

鈴鹿 １

東名阪自動車道

四日市

１

23

306

伊勢湾岸自動車道

四日市市

新名神高速道路

亀山

東海環状自動車道

鈴鹿市

鈴鹿川

国道２３号
中勢バイパス

土木総務課　　382-9072　　382-7612
　dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

（仮称）鈴鹿ＰＡスマートインターチェンジ
完成イメージ図

概　要
新名神高速道路（四日市JCT～亀山西JCT）
　新東名高速道路とともに、我が国の産業・文化・
社会経済活動の振興に大きく寄与することが期待
される高速道路です。
　市内については、大久保町から西庄内町までの
約5.8kmを通ります。

完成予定年度　
四日市JCT～四日市北JCT　平成27年度
四日市北JCT～亀山西JCT　平成30年度

（仮称）鈴鹿PA スマートインターチェンジ
　新名神高速道路の一部として鈴鹿市山本町に設
置されます。ETC車載器を搭載していれば乗り降り
が自由にできるインターチェンジです（セミトレーラ
連結車にも対応）。24時間、上下線共に利用できます。
完成予定年度　平成30年度

進捗状況
　約4年後の平成30年度供用開始を目指して、事業が進
められています。

新名神高速道路
　鈴鹿市内では、ほぼ用地取得が完了し、野登山を貫くト
ンネルの掘削工事や橋脚工事を行っています。

（仮称）鈴鹿PA スマートインターチェンジ
　パーキングエリアについては、トンネル掘削で発生した
土を運搬して現在造成をしています。
　スマートインターチェンジについては、平成24年4月に
鈴鹿市長から国土交通大臣に連結許可の申請をし、同月
許可が下りました。その後、構造・形状などの詳細な調整
を行い、構造の詳細が決定したことから、今年8月に山本
町自治会・中日本高速道路㈱・市の3者で設計協議確認
書調印式を行ったところです。今後、市と中日本高速道路
㈱により用地取得や建設工事を進め、新名神高速道路と
の同時供用開始を目指しています。

（仮称）野登トンネル東坑口

（仮称）鈴鹿パーキングエリア

設計協議確認書調印式
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商業観光課  　38 2 - 9 0 2 0　　38 2 - 0 3 0 4
shogyokanko@city .suzuka. lg . jp

❼

■競技飛行・イベント　10月11日㈯～13日（月・祝）
■ところ　鈴鹿川河川緑地（庄野橋付近）

■バルーンイリュージョン　10月12日㈰　19時から
■ところ　鈴鹿サーキット　国際レーシングコース

～イベント内容～

■熱気球教室
■熱気球係留フライト(有料)
■モーターパラグライダーデモ
飛行
■スケッチコンテスト
■フォトコンテスト

■鈴鹿の飲食・物産ブース
　（鈴鹿市物産協会など）

■企業ＰＲなど
▪Hondaブース製品展示
▪高速道路事業ＰＲおよび
　模擬走行体験
▪三重河川国道事務所車両展示
▪自衛隊車両展示
▪ＡＧＦ鈴鹿㈱ブース
▪高機能ガスコンロ実演
▪公共交通ＰＲブース
▪イワタニ 三重㈱PRブース

■チャレンジ教室（一部有料）
▪ＨＯＮＤＡドリームハンズ
▪小物作り
▪かぶせ茶粉蒸しまんじゅう作り
▪間伐材を使ったキーホルダー作り
▪鈴鹿墨体験
■その他イベント
▪すずか熱気球市民クラブブース
▪鈴鹿川の生き物展
▪フリーマーケット
▪ＪＡ鈴鹿の朝市
▪ スーパーボールすくい・わなげ　ほか

※イベントは天候により中止される場合があります。
※チラシは地区市民センターにあります。また、市ホーム
ページのトピックスに掲載しています。
※大会期間中は風などの気象状況により気球がやむを
得ず田畑などに着陸する場合があります。細心の注意
を払って着陸し、後ほどパイロットがごあいさつに伺い
ますので、ご理解をいただきますようお願いします。
※当日の開催の有無を下記の
　ホームページで確認できます 

　　 http://kokoten.com/u1/
　　suzukaballoon/

鈴鹿バルーンフェスティバル実行委員会　　090-6468-2012　　090-3582-5087
※10月11日㈯・12日㈰は6時～17時30分、13日（月・祝）は6時～13時

※競技飛行は6時15分と
　14時30分からフライト開始
　（13日は午前のみ）

開催内容は日によって異なります。詳しくはチラシか市ホームページのトピックスをご覧ください。

※18時以降は入園無料
　（ただし、駐車料金は必要です）

会場付近の一部道路が3日間交通規制されます

期間中の
問合せ

http://www.suzukaballoon.com/
公式ホームページ

鈴鹿バルーンフェスティバル2014



　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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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

今号から紙面の新しい趣向として、映写機のマーク
がある写真にスマートフォンをかざすと、動画が見られ
るようになりました（9ページを参照）。
これには「拡張現実」という技術を使っています。聞
きなれない言葉ですが、現実世界を補う情報を付加す
ることで、目の前にある現実以上の情報を提示するこ
とから、こう呼ばれています。広報すずかでは、文字や
写真だけでは表現しにくい情報を、動画をプラスする

ことで分かりやすく伝えるために導入しました。
写真だけでは伝わらないイベント会場の雰囲気
などを感じていただければと思います。今後は利用
方法を拡大し、特集など他のページでも使っていき
ますので、ご期待ください。（保）
※スマートフォンを持たない方や、機種によっては見られ
ない場合もあるので、YouTube（「鈴鹿市公式」で検
索）でも同じ動画を配信しています。

モーター
スポーツ

楽しもう！支えよう！

－ －
㈯ ㈰

鈴鹿市民オフィシャル募集中！　　www.suzuka-msa.jp
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