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まずは知ることからまずは知ることから
　国内の自殺者は、平成10年以降急増し、3万人を
超えていましたが、平成24年は2万7,858人、平成25
年は2万7,283人と２年連続で3万人を下回りました。
しかし、依然として1日に約70人の方が自ら命を絶っ
ている状況であり、深刻な社会問題となっています。
　平成25年の内閣府の自殺統計によると、県内で
は387人、市内でも47人の方が亡くなっています。
特徴として、働き盛りの男性が多くなっています。

　自殺は、個人の自由な意思や選択の結果と思わ
れがちですが、社会構造の問題などを背景として、
健康・経済・生活・家庭・勤務問題などさまざまな要
因が複雑に関与して、心理的に追い込まれた末の
死と言えます。
　また、１人の人が自ら命を絶つと、その周囲にいる
人たちが深刻な心理的影響を受けると言われてい
ます。自殺は、亡くなる人だけの問題ではありません。

守りたい 大切な命
～大切な人の命を支えるために あなたにできること～

　春は進学や就職、異動など、生活環境
の変化により、体や心の調子を崩しやすい
季節で、国は3月を自殺対策強化月間と定
めています。
　あなたや、あなたの周りの大切な人の命
を守るために、私たちができることを考えて
みませんか。

内閣府「地域における自殺の基礎資料」より

原因・動機別自殺者数割合

自殺者数（三重県）

健康問題
50％

経済・生活問題
17％

勤務問題9％

その他5％

家庭問題14％

男女問題3％
学校問題1％

内閣府「平成25年中における自殺の状況」を基に作成
遺書などの自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を
自殺者一人につき3つまで計上可能として集計されています。
※四捨五入のため合計が100％になりません

自殺から命を守る
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うつ病の症状がある
原因不明の身体の不調が長引く
酒量が増す
安全や健康が保てない （自分の安
全や健康を気遣う余裕がない）
仕事の負担が急に増える、大きな失
敗をする
職場や家庭でサポートが得られない
本人にとって価値あるものを失う
（職・地位・財産など）
重症の身体の病気にかかる
自殺を口にする
自殺未遂に及ぶ

　自ら命を絶った人の約75％は、死の直前
には何らかの精神疾患を持つ状態にあり、そ
の約半数近くが「うつ病等」であるという報告
もあります。
　うつ病とは、さまざまな出来事や体験で感
じる強いストレス、過度の疲労、その人の性
格や考え方などが相互に影響し合い、脳内
にトラブルが生じて心のエネルギーが低下し
てしまう病気で、誰にでもかかる可能性があ
ります。
　「怠けている」「甘えている」などと誤解さ
れがちですが、脳のトラブルによる病気である
ことを理解する必要があります。
　うつ病であることに早くに気づき、適切に対
応することは、自殺を防ぐ重要な対策の1つ
です。うつ病の症状が2週間以上続いたり、
気分の落ち込みで日常生活に支障がある場
合は、早めに近くの医療機関や相談機関で
受診・相談をしましょう。

見逃さないで！ 命のSOSサイン見逃さないで！ 命のSOSサイン
　次のサインが数多くある場合は、自殺の危険度が高まっています。身近な誰かが発しているかもしれな
いこのようなサインに気づき、相談機関や専門家に「つなぐ」ことが大切です（5ページ参照）。

うつ病は命の危険信号うつ病は命の危険信号

自殺を図った人の
精神障がいの有無

精神障がいの
内訳

自殺を図った人の
75％に精神障がいがある

精神障がいの
約半数がうつ病など

飛鳥井望「自殺の危険因子としての精神障害－生命的危険性の高い企図手
段をもちいた自殺失敗者の診断学的検討－」（精神神経誌96，1994年）より

「うつ」のサイン

感情面身体面

意欲面

気分が沈む・涙
もろくなる・自
分を責める・死
にたくなるなど

不眠・食欲不
振・体重減少・
頭痛・耳鳴り・
腹痛など

やる気が出ない・集
中力や行動力、決断
力の低下・興味や関
心がなくなるなど

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

あり
75％

なし
25％

うつ病等
46％

総合失調症等
26％

アルコール・
薬物依存症等
18％

その他
10％
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あなたにもできる 大切な人を自殺から守るための行動あなたにもできる 大切な人を自殺から守るための行動

○声を掛けるときは、体調を
　切り口にするといいでしょう。

「お父さん眠れてる？」

「食欲はあるの？」

「どうしたの？なんだかつらそうだけど」

「何か悩んでいるの？よかったら話して」

「なんか元気ないけど、大丈夫？」

　まずは「声を掛ける」ことから始めてみませんか。身近な人の心のサインに気づき、かけがえのない大切
な心と命を守りましょう。

家族や仲間の変化に気づいて、声を掛ける

○相手の話にじっくり耳を傾けて聴いてあげ
ましょう。
○話をそらしたり、訴えや気持ちの否定・表面
的な励ましは逆効果です。

「そうなんだ・・・」

「大変だったね」

「話してくれてありがとう」

「専門家に相談しては

  どうかなぁ・・・」

「電話してみようか？」

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

○自分のことを気に掛けてくれる人がいると
いうことは、とても勇気づけられるものです。

「そばにいるよ」

「いつでも相談にのるよ」

温かく寄り添いながらじっくりと見守る

○相談機関・医療機関など専門家の相談に
つなぎましょう。
○相談を受けた人も、抱え込まず必要に応じ
てキーパーソン（本人を理解してくれる家
族・友人・上司など）の協力を求めましょう。

　メンタルパートナーとは、「自殺を考えている人や、悩んでいる人を相談窓口などへつなぐ役割が期待
される人」のことです。特別な資格は要りません。
　普段の生活にメンタルパートナーの視点を加えることで身近な人のちょっとした心の変化に気づくこと
ができ、ご自身や家族、地域や職場の人たちの心の健康づくりに役立てられます。詳しくは健康づくり課
へお問い合わせください。

早めに専門家に相談するよう促す

イラスト：細川貂 （々「ツレがうつになりまして」著者）

気づき 傾 聴

見守り つなぎ

鈴鹿市ではメンタルパートナー養成講座を行っています

自殺から命を守る
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　自殺は、さまざまな問題が複雑に絡み合い心理的に追い込まれた結
果、起こるものです。自殺を図ろうとする人は、何らかのサインを出しており、
周りの方がそのサインに気づき、手を差し伸べることで未然に防ぐことが
できます。家族や仲間の変化に気づいたら、できるだけ早く声を掛け、相
談窓口へつないでいただきたいと思います。
　また、市では、メンタルパートナー養成講座のほか、こころの健康に関す
る次の講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。

※特に記載がない場合は祝日、年末年始を除きます。

※申し込みは電話で健康づくり課へ。聴覚または言語に障がいのある方は、ファクスでご相談ください。

もしもあなたが悩んでいたら早めの相談をもしもあなたが悩んでいたら早めの相談を

広報すずか特集「自殺から命を守る」についてのご意見・ご感想は、保健福祉部健康づくり課へ
〒513-0809 西条五丁目118-3 健康づくり課　 382-2252　 382-4187　 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　ため込んでいた思いや悩みを打ち明けることで、心が軽くなるとともに、解決のヒントを得ることもできま
す。あなたからの相談をお待ちしています。

「こころの健康維持」と「こころの病の早期発見・早期治療」で命を守りましょう「こころの健康維持」と「こころの病の早期発見・早期治療」で命を守りましょう

健康づくり課長  古市素朗

相談内容

講座・講演会 と　き ところ 講師 参加料 申込み

自殺予防・自死遺族電話相談

県こころの健康センター

こころの傾聴 テレフォン

059-253-7823 毎週月曜日 13時～16時※
（祝日の場合は火曜日）

059-253-7826 毎週水曜日 13時～16時※

こころの悩みの傾聴 059-223-5237
059-223-5238 毎週月～金曜日 10時～16時※

よりそいホットライン
（社会的包摂サポートセンター）

こころの健康セミナー講演会
「心を元気にするコツ」

3月12日（木）
13時30分～15時

長野ゆき子さん
(㈲幸プランニング)

受付中※

（先着50人）無料保健センター

医師による市民健康講座
「こころの健康対処法」

3月19日（木）
13時～14時15分

浜中健二医師
（鈴鹿メンタル
 クリニック院長）

不要無料
市役所本館
12階会議室

0120-279-338 毎日 24時間

健康づくり課 382-2252 毎週月～金曜日 8時30分～17時15分※

県立こころの医療センター 059-235-2125 毎週月～金曜日 9時～16時※

三重いのちの電話
059-221-2525
0570-783-556
0120-738-556

毎日18時～23時
毎日10時～22時
毎月10日8時～翌日8時

鈴鹿保健所こころの悩みの相談 382-8673 毎週月～金曜日 8時30分～17時15分※

相談窓口 電話番号 受付時間

ひきこもり専門電話相談、依
存症専門電話相談

医療と福祉に関する相談（相
談内容により担当窓口へ案
内されます）

自殺予防いのちの電話（身体
・精神・人生・対人関係など）

死にたいほどのつらい気持ち
を聞いてほしい

健康に関すること・こころの健
康に関すること
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地域づくり協議会のイメージ

「地域づくり」って何？ なぜ必要なの？「地域づくり」って何？ なぜ必要なの？
　安全・安心に暮らせる住みよい地域社会をつくるため、住民が中心となって地域の課題を解決していく活
動や取り組みのことを言います。
　地域では、高齢化、少子化、過疎化、若者の流出、伝統文化の継承など、さまざまな課題を抱えています。
こういった課題を解決するためには、地域の住民が主体となり、行政と
協働して地域づくりに取り組むことが必要です。
　地域づくりは、一部の人たちに任せておくものではありません。住民
の皆さんが参加し、地域全体で考えることで、地域のつながりが生まれ、
地域コミュニティが充実したものになります。

核となる組織「地域づくり協議会」核となる組織「地域づくり協議会」
　地域の皆さんで地域づくりを行う上で、地域の住民や各種団体が連携して課題の解決に取り組むため
に、核となる組織が必要になります。それが地域づくり協議会です。

　本市では、より住みやすいまちを目指して、地域づくりの取り組みに力を入れています。
地域づくりには住民の皆さんの参加が必要です。
　本市では、より住みやすいまちを目指して、地域づくりの取り組みに力を入れています。
地域づくりには住民の皆さんの参加が必要です。

地域づくり協議会
地域団体をネットワーク

単位
自治会 子ども

関係団体

福祉関係
団体 協働

企業
事業所

防災関係
団体

農業・漁業
関係団体

商業
関係団体

その他の
団体 住　民

小学校

中学校

公民館

地区市民センター

交番・派出所

地域づくり
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地域づくり活動のイメージ

　地域ではいろいろな団体が活動しています。まずは、関心のある
地域のイベントなどに参加してみてください。地域の活動に触れれ
ば、地域のつながりや活動の必要性がわかり、また地域のことに興
味が湧き、地域をより身近に感じることができます。
　「地域づくり」は、地域の皆さんが主役です。地域の皆さんの思い
があってこそ、「地域づくり」が実りあるものになります。生活の中で身
近な地域の活動に関心を持っていただき、ぜひ「地域づくり」に参加
してください。

自治会と地域づくり協議会の違いや関係は？自治会と地域づくり協議会の違いや関係は？
　自治会は、古くから地域社会を形成し
てきた住民の自治組織で、協力し合って
さまざまな活動を行う住民自治の基礎と
なる組織です。自治会に加入することで、
親睦や交流が深まります。災害が起きた
ときなどには互いの状況がわかっている
のでスムーズに助け合うことができるなど、
地域で安全・安心に生活していくために
自治会は欠かせないものです。
　一方、地域づくり協議会は、小学校区
などの複数の自治会にまたがる範囲を
活動範囲としていて、自治会より広い地
域の課題解決に取り組む組織です。一
つの自治会で解決できない課題に、地
域の団体などと連携して地域全体で取
り組みます。
　自治会と地域づくり協議会は、お互い
に連携し、協力して地域づくりに取り組む
パートナーという関係です。

地域づくり協議会の市内全域での設立に向けて取り組んでいます地域づくり協議会の市内全域での設立に向けて取り組んでいます

「地域づくり」に参加しましょう「地域づくり」に参加しましょう

　市内には、現在、地域づくり活動に取り組む組織が14団体あります。市では、この地域づくり協議会の市
内全地域での設立と、既存協議会の組織体制の充実に取り組んでいます。
　今後、地域の皆さんを対象に、「地域づくり協議会」についての説明会を開催する予定です。

広報すずか特集「地域づくり」についてのご意見・ご感想は、生活安全部地域課へ
　382-8695　　382-2214　　chiiki@city.suzuka.lg.jp

生活安全部長　西山哲也
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　51組の親子が参加し、お茶の種類を当てる利き茶
や、お茶を入れる手順の審査、お茶に関するクイズの総
合点を競う「すずか茶～キット」を文化会館で開催しま
した。
　お茶を通して親子のコミュニケーションを図るほか、
本市がお茶の一大生産地であることを知ってもらうた
めに行っています。
　参加者は、楽しみながらも真剣に取り組み、デッド
ヒートの末、1位から3位までが表彰されました。

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

1月25日㈰

1月25日㈰

　文化財防火デー（毎年1月26日）は、昭和24年1月26日に法隆寺の
金堂が炎上して壁画が焼損したことから制定され、全国的に文化
財防火運動が展開されています。
　本市ではその前日に、県指定有形民俗文化財を所有している江
島若宮八幡神社で、地域の方 な々ど約170人が参加して、消防訓練
を実施しました。境内の落ち葉が燃え、強風にあおられ周囲の樹木
に燃え移り、本殿への延焼拡大があるという想定で、文化財の搬
出、バケツリレー、消防ホースからの放水訓練などを行いました。

トの末、1位から3位までが表彰されました。



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。
詳しくは二次
元コードから
アクセスして
ください。

2月15日㈰

　県内の全市町のチームが
参加して第８回美し国三重市
町対抗駅伝が開催され、県庁
前から三重交通Ｇ スポーツ
の杜 伊勢（県営総合競技場）
陸上競技場までの42.195km
を、各チームさまざまな年齢の
男女10人が走りました。
　熱戦の結果、本市の代表
チームは、2時間20分1秒のタ
イムで29チーム中7位でした。
1区で区間賞を取るなど、各
選手がベストを尽くしてタスキ
をつないでくれました。

　
参加
町対
前か
の杜
陸上
を、
男女
　
チー
イム
1区
選手
をつ
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市民対話課　　382 - 9 0 5 8　　38 2 - 7 6 6 0
s h i m i n t a i w a@c i t y . s u z u k a . l g . j p

❶

地域共生から世界平和を考えるつどい

多文化共生のつどい

国際協力・国際貢献・多文化共生を語る会

鈴鹿円卓会議
　「地域共生と世界平和に関する日仏瑞三都市
共同宣言」を採択した昨年度の会議に続き、末
松市長がル・マン市（フランス）、ユースダール市
（スウェーデン）の代表者と国連、国際機関の方
を交えて、それぞれの取り組みの共有や、本市
の現状と課題について意見交換を行いました。

　本市出身で、在仏日本国大使館での勤務経験のある森川徹さん（外務省大臣官房報道課長）によ
る記念講演や、劇団花さつきによる劇「うたは世界をつなぐかけ橋」、市内中学生の作詞により作られ
た「共生と平和のうた」を発表しました。

　多文化共生のまちづくりに取り組んでいる牧田地区
地域づくり協議会、ユースダール市、外国人市民が、事
例を交えながらそれぞれの取り組みを紹介しました。
また、外国人バンドによる演奏に合わせて踊ったり、
外国の料理を食べたりして、参加者の間で意見交換や
交流を行いました。

　鈴鹿円卓会議の内容を受け、第一部では橋本直子さん（国
際移住機関プログラムマネージャー）が「移民・難民の受入
れの現状と課題」と題した講演会を行い、第二部では西村訓
弘さん（三重大学副学長）と本市の若手職員で構成する自主
研究グループが座談会を行いました。市民の方からも積極的
な意見が出されるなど活発な座談会となりました。 

日本語教室、学習支援教室 ボランティアの方々 が、多文化共生のために活動しています。
興味のある方は、ぜひお近くの教室をのぞいてみてください。

教 室 名

鈴鹿日本語会AIUEO

桜島日本語教室

牧田いろは教室

ワールドキッズ

種　　類

日本語教室

学習支援教室

と　　　き

毎週土曜日18時～19時30分　　

毎週水曜日19時30分～21時　　

毎週土曜日10時30分～12時　　

毎週土曜日10時30分～11時30分

と　こ　ろ

河曲公民館

桜島町集会所

牧田コミュニティセンター 

（11月2日・牧田コミュニティセンター）

（11月1日 午後・文化会館）

（11月1日 午前・文化会館）

（２月４日・市役所本館1階市民ロビー）
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　地域と連携した体験活動や、豊富な知識･経験を持つ社会人の協力を
得た取り組みを行うなど、学校･家庭･地域の三者が連携・役割分担しなが
ら社会全体で子どもを育てることによって、子どもたちに「生きる力」を付け
ることを目指します。

❷

なぜ実施するの？

どんな活動をするの？
　「土曜日の教育活動」の
形態は右記のとおり３つあ
り、各学校の学校運営協
議会で協議の上、それぞ
れの実情に応じて活動し
ていきます。 土 曜 学 習

土曜の課外授業

土 曜 授 業

地域など学校以外が主体となって、希望者を対象に行う
学習などの教育活動

学校が主体となって、希望者を対象とした学習等の機会の
提供など、特色を生かして行う教育課程外の教育活動

児童生徒の代休日を設けずに、土曜日を活用して行う
教育課程内の学校教育活動

いつ実施するの？
○月1回程度（年8回程度）の実施を予定して
います。各学校の運営協議会で協議の上、年
間実施計画を立て、学校の通信やホームペー
ジを通してお知らせします。
○第3土曜日に実施することを基本とします。
※地域で行われる児童生徒を対象とした行事や活
動は、第 3土曜日以外に行われることがあります。

「土曜日の教育活動」の様子
今年度、鼓ヶ浦中学校では、地域の方と協働で海岸清掃と環境学習を行いました。
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旭が丘公民館
白子コミュニティセンター

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

ＪＡ鈴鹿玉垣支店
西玉垣集会所
三日市南自治会集会所

ＪＡ鈴鹿若松支店
若松地区市民センター
下箕田集会所
箕田公民館

ふれあいセンター
野町公民館
鈴鹿ハイツ自治会集会所

徳田ふれあい会館
天名公民館
徳居町集会所
合川公民館前旧農協倉庫

鈴鹿水産研究室
市立体育館東駐車場
愛宕下会館
ひばり会館

鼓ヶ浦公民館
伝統産業会館

千代崎海水浴場駐車場
ＪＡ鈴鹿一ノ宮支店
長太新町東自治会集会所
長太小学校職員駐車場

椿公民館
鈴峰公民館
庄内公民館

国府台第一集会所
国府公民館
住吉公民館

三重県花植木センター
加佐登公民館
深伊沢公民館
久間田公民館

石薬師公民館
自由ヶ丘集会所
木田町公会堂

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

庄野公民館
井田川公民館
平野町民会館
羽山共進集会所

郡山公民館
ＪＡ鈴鹿栄支店
ＪＡ鈴鹿稲生支店
県鈴鹿庁舎駐車場

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

対　象　生後91日以上の犬
費　用　3,200円 ●犬を押さえられる方が連れてきてください。

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

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

※案内はがきを紛失または届かなかった場合でも、会場で申込書に記入すれば、注射を受けられます。
※犬の登録が済んでいない場合は、会場でも登録できます。登録手数料3,000円を持参してください。

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

●会場や時間が昨年と異なるところがありますので、注意してください。
狂犬病予防注射日程表

4月4日㈯

5日㈰

6日㈪

7日㈫

8日㈬

9日㈭

10日㈮

11日㈯

12日㈰

13日㈪

14日㈫

15日㈬

16日㈭

17日㈮

18日㈯

19日㈰

13時30分～14時15分
14時30分～15時

10時～10時45分
11時～11時30分
13時～13時45分
14時～14時20分
14時35分～15時20分

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

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

13時～13時30分
13時45分～14時5分
14時20分～14時40分

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

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

13時30分～14時15分
14時30分～15時15分

10時～11時
11時20分～12時
13時30分～14時
14時10分～15時10分

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

13時～13時45分
14時～14時40分
15時～15時30分

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

13時～13時40分
13時55分～14時25分
14時40分～15時

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

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

10時～11時
11時10分～11時40分
13時～14時
14時20分～15時



　3月11日で東日本大震災が発
生してから4年が経ちます。本市
でも南海トラフ地震による津波
被害が危惧されています。この
災害の教訓を忘れないために、
避難行動を呼びかける訓練放
送を実施します。
　放送に合わせて各家庭や地
域で避難経路の確認などの取り
組みをお願いします。

3月11日㈬　14時46
分から（1分程度）

　市内沿岸部の防災
スピーカーからの放送、モーター
サイレン（一ノ宮、箕田、若松、
白子、稲生、天名分団車庫お
よび玉垣地区市民センター）、
いのちの鐘協力寺院による
鐘の乱打など

　　383-8007

　平成7年4月2日～平
成8年4月1日生まれで市内在
住か本籍のある方

　成人式の企画・運営
（イベントの検討、ポスター、パ
ンフレットの作成、広報活動な
ど）を行います。会議は、月1、2
回程度、市役所の会議室で
夜間に開催します。

　電話･ファク
ス･電子メールのいずれかで
生涯学習課へ

　4月に執行される統一地方選
挙から、稲生第2投票区の区域
内にお住まいの方は、投票所が
変更されますのでご注意ください。

　稲生高校

　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター

　3月31日㈫から新たに公共下
水道を使用できる区域が決まり
ましたので、関係図面を縦覧し
ます。

　牧田、白子、稲生、
飯野、河曲、玉垣、若松、栄
の各一部

　3月10日㈫～24日㈫
（土･日曜日を除く）　8時30
分～17時15分

　下水維持課（市役所
本館9階）

　3月16日㈪　13時30
分から

　消防本部4階　多目
的室

　10人（定員を超えた
場合は抽選）

　当日13時から13時20
分まで会場で受け付け



で、早めの手続きをお願いします。
　なお、車両によって手続きに必
要なものや機関が異なりますので、
次の担当機関へ詳細を電話にて
確認の上、手続きをしてください。

①125cc以下の原付自転車・小型
特殊自動車（農耕車を含む）
⇒市民税課（　382-9006）

②125ccを超えるオートバイ・普
通自動車⇒中部運輸局三重
運輸支局（津市雲出長常町
1190-9　　050-5540-2055）
③軽四輪車⇒軽自動車検査協会
三重事務所（津市雲出長常町
1190-10　 050-3816-1779）

①自動車税･自動車取得税⇒三
重県自動車税事務所（津市桜
橋3-446-34　　059-223-5042）

②軽自動車税⇒市民税課
（　382-9006）

　⇒三重県軽自動車税等事務
共同処理協議会（津市雲出長
常町1190-1　059-234-7076）

　3月29日㈰　8時30分
～17時15分

　3月30日㈪･31日㈫　
17時15分～20時
　いずれも納税課
　いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続
きなど

　国土交通省による鈴鹿川河
川敷の護岸工事の工期延長
に伴い、ご迷惑をお掛けします
が、ご協力をお願いします。

　3月31日㈫ま
で（当初予定は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）

　自転車などの駐輪対策に関
する事項を調査審議するため、
協議会を開催します。傍聴でき
ますので、お越しください。

　3月18日㈬　13時30
分から
　白子地区市民センター

2階会議室
　自転車などの放置防

止対策について　ほか
　5人（定員を超えた場

合は抽選）
　当日13時から13時20

分まで会場で受け付け

　軽自動車税は、4月1日現在の所
有者に課税されるため、3月はオート
バイや軽自動車などの廃車・名義
変更の手続きが集中します。長時
間お待ちいただく場合もありますの



　大手電話会社を名乗る業者
から電話があり｢無料でパソコン
のウイルスチェックをします｣｢イン
ターネットのつながり具合はどうで
すか?｣と言われ、指示されるまま
にパソコンを操作したところ、遠
隔操作でプロバイダ（インターネッ
トへの接続会社）を変更されたと
いう相談が寄せられています。そ
の結果、従来のメールアドレスが
使用できなくなったり、通信速度
が遅くなったという報告も受けて
います。
　この勧誘をしているのは大手
電話会社ではありません。次の

点にご注意ください。
勧誘されてもすぐに返事をせ
ず、内容を確認しましょう。
必要がなければきっぱり断りま
しょう。

　このようなことがあれば、鈴鹿
亀山消費生活センターへ相談し
てください。

　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター　月曜日～金曜日（祝
祭日除く）　9時～16時まで

　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。

　通帳、通帳届出印、
お客さま番号の分かるもの

（検針票など）を持って、金融
機関窓口へ

　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）

　春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くなります。市では、3月29日、4月5日に
特別日曜窓口を開設します。内容をご確認の上、ぜひご利用ください。

　毎週日曜日の9時から12時まで、
市役所本館1階市民課で日曜窓
口を開設しています。

　住民票･印鑑登録証
明･戸籍関係証明･所得課税
証明（最新年度のみ）などの交
付、印鑑登録の手続き、転入･
転出･転居・戸籍の届出、特別
永住者証明書の受け付けなど



　後納制度は、過去10年間に
納め忘れた保険料を納付するこ
とにより、将来の年金額を増やす
ことができる制度です。年金を受
給できなかった方でも、後納制度
を利用することで年金が受けら
れる場合があります。

9月30日㈬まで

　すでに後納制度の申し込みを
した方で、平成17年3月以降分
の後納保険料の納付がお済み
でない方は、納付書に記載され
た使用期限（平成27年3月31日）
までに納付してください。使用期
限までに納付できなかった方で、
平成27年4月以降に納付を希望
する場合は、新たな加算額によ
る納付書を発行しますので、国
民年金保険料専用ダイヤルか
年金事務所に連絡してください。

　市税の口座振替を開始するためには、手続きに約1カ月かかります。
来年度の口座振替を希望される方は、お早めに手続きをお願いします。
申込手続きは金融機関、地区市民センター、納税課の窓口で行っています。

　通帳、通帳の届出印、納税
　通知書（納付書）

　納期内納付にご協力をお願いします。各欄のかっこ内が納期限で
す。納税通知書は、各税の第1期納付月に発送します。

　納付窓口は銀行等、コンビニエンスストア、東海4
県内（三重･愛知･岐阜･静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）、市役所（納税
課、地区市民センター）です。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。
　また、市民税･県民税および固定資産税･都市計画税には、全期
前納用納付書がついていますので、全期分を一括して納めたい場合
は、第1期の納期限日までにご使用ください。

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



　栄、天名地区のくみ取り業者
を変更します。4月1日からくみ取
りを依頼する際には、下記の担
当業者にご連絡ください。

　国府・牧田・稲生・
飯野・玉垣・若松・神戸・深伊
沢・鈴峰・庄内

　庄野・加佐登・石
薬師・白子・河曲・一ノ宮・箕
田・栄・天名・合川・井田川・久
間田・椿

○高齢者福祉に対し、情熱と
理解のある方
○介護サービス事業に従事して
いない方
○鈴鹿市または亀山市に居住
している方
○月のうち5日から10日程度、介
護施設などを訪問できる方
○介護相談活動に際し、自家
用車などで移動可能な方
○パソコン操作（文書作成、メ
ール送受信など）ができる方
○介護相談員養成研修（6月8
日㈪～11日㈭・大阪府内）に
全日程参加できる方

　鈴鹿市･亀山市内
の介護施設などを訪問し、利
用者から介護サービスの疑
問や不安、また、職員に直接
言いにくいことなどを聞き、事
業所に伝えます。活動状況を
広域連合へ報告して意見交
換を行い、事業所に対して
気づきや提案を伝えます。

　2人
　平成27年4月下旬～

平成29年3月
　活動ごとに規定の額

を支払います
　3月27日㈮までに、次

の書類を、鈴鹿亀山地区広
域連合へ持参
　・履歴書（市販のもの）
　・作文（応募の動機を800字
程度で記入。様式は自由）

○日本語をポルトガル語に翻訳
できる方
○日本語･ポルトガル語で通訳
できる方
○普通自動車免許を取得の方、
または平成27年3月末日まで
に取得見込の方
○昭和30年（1955年）4月2日
以降生まれの方

　市内の公立小中
学校

　1人
　雇用した日（4月採

用予定）～平成28年3月31日

　3月5日㈭から11日㈬
（土･日曜日を除く8時30分～
17時15分）までに、電話で
教育支援課へ

　3月16日㈪　9時～
11時

　市役所本館　11階
1102ミーティングルーム

　面接、翻訳筆記試験

○施設の清掃や用具などの
整頓などを行い、子どもの活
動環境を整えられる方
○子どもが好きで、笑顔で温か
く接してくれる方
○土曜日の勤務が可能な方
○昭和30年（1955年）4月2日
以降生まれの方

　市人権教育センター
　1人



　雇用した日（4月採
用予定）～平成28年3月31日

　3月5日㈭から11日㈬
（土･日曜日を除く8時30分～
17時15分）までに、臨時職員
登録申込書を教育支援課へ

　3月17日㈫　9時～
11時

　市役所本館　11階
1102ミーティングルーム

　面接

広報すずかの表紙写真を随
時募集しています。行事や風景
など、生活感･季節感あふれる
作品をお待ちしています。

市内で撮影されたカラ
ー写真(横判)で、未発表のもの
（サイズは問いません）

随時受付をしています。
写真（1人1点）の裏面に、郵便
番号、住所、氏名、電話番号、
作品のタイトル、撮影場所、撮
影日時、撮影に関するエピソー
ド（80字程度）を記入の上、直
接または郵送で　〒513-8701
秘書広報課へ

　3月14日㈯～6月7日㈰
10時30分から、13時30分から、
15時から
　各回180人 

○春の星座解説　｢光の花々
のメロディ｣｢しし座のギリシャ
神話｣
○新番組｢星の人魚姫｣
　アンデルセンの童話のなか
でも人気の高い人魚姫のお
話。はかなくも星の光のように
美しい愛の物語です。

　福祉や環境、まちづくりなどの
さまざまな分野で公益的な活動
を行っているボランティアや市民
活動団体を紹介するパネル展を
開催します。

　3月19日㈭～24日㈫
　平　日　8時30分～17時15分
　土曜日　10時～17時
　日曜日　9時～17時

　市役所本館　1階市
民ギャラリー

　市内で文化活動を行う団体
や個人の活動の成果を発表し
ます。美術作品の展示やステー
ジでのコンサートや舞踊など、多
彩な催しが行われます。

　3月21日㈯･22日㈰
　文化会館
　無料（お茶会への参

加は有料）
（21日㈯9時～17時、22

日㈰9時～16時）
○美術部門（洋画･日本画･彫
刻･美術工芸･写真･書道）、
第1～3研修室
○文学部門（短歌･川柳･俳
句･連句･詩･小説評論）、
美術工芸室

㈯

○生活文化部門
　・いけばな展　21日㈯･22日㈰ 
10時～16時、さつきプラザ

　・お茶会　22日㈰ 9時30分
～15時、茶室（むつみ会、
裏千家）、和室（皇風煎茶
礼式）

○演劇・舞踊部門（ダンス･舞踊）
　21日㈯　10時30分

から（開場10時）
　けやきホール

○音楽部門（吟と舞）
　22日㈰　9時30分か

ら（開場9時）
　けやきホール
　鈴鹿市芸術文化協

会事務局（　387-0560）



　鈴鹿の桜の名所｢旭化成ケミ
カルズの桜並木｣で、市民の皆
さんが楽しめるさまざまなイベント
が開催されます。

　4月4日㈯･5日㈰　10
時～17時　雨天決行

　旭化成ケミカルズ㈱
鈴鹿事業場南側駐車場（グ
ランド周辺）

○地元グルメ、ご当地グルメ大集合
○こども縁日
○フリーマーケット
○ステージイベント（オープニン
グイベント、ダンスパフォーマン
ス、おやじバンド演奏、アイドル
フェス、地元地区のど自慢大
会など）
○桜ぬりえ作品展示　など

　平田商店会　鈴鹿さ
くら祭り実行委員会

　源氏の会
　鈴鹿さくら祭り実行委

員会　事務局（　378-0007）

　1ブース 2.5ｍ×2.5ｍ
　両日とも80ブース（応募

多数の場合は申込先着順）
　1ブース1,000円（2日

間通し1,500円）

　フリーマーケット申し込
みサイト（源氏の会）
　　http://webhit.xsrv.jp/
　download/

　仲村真俊（源氏の会
会長）
　masatoshi3888@yahoo.co.jp

　昨年10月に開催された、実
行委員会主催｢鈴鹿バルーン
フェスティバル2014フォト・スケッ
チコンテスト｣の入賞作品を展
示します。

　3月25日㈬～31日㈫
　平　日　8時30分～17時15分
　土曜日　10時～17時
　日曜日　9時～17時

　市役所本館　1階
市民ギャラリー

㈯

　消防署では、救命手当ての講
習会（心肺蘇生法、AED自動体
外式除細動器の取り扱いなど）を
行っています。受講を希望される方
は下記のとおりお申し込みください。

　市民の方（中学校以上）、
　市内の事業所にお勤めの方

○10人以上の場合の出張講習
（最大40人程度まで）
普通救命講習Ⅰ（3時間）
普通救命講習Ⅱ（4時間）
普通救命講習Ⅲ（3時間）
救命入門コース（90分）

○個人で受講の方対象の定
　期講習会（定員30人）
普通救命講習（3時間）　　

　毎月第1日曜日　9時～12時
上級救命講習（8時間）
　5月、10月、2月の第3日曜日
　9時～18時

　電話予約受け付けを
3月24日㈫9時から開始します。
中央消防署救急救助グループ
（　382-9165）に電話予約後、
｢救急法講習会依頼書｣を
提出してください（個人の方は
提出不要）。

グランプリ作品「大空へ」
井上アヤ子さん（亀山市）

グランプリ作品　髙橋美優さん（鈴鹿市・小4）



　市内中小製造企業の
新規採用従業員、一般従業
員（全3回の研修に参加でき
る方）

　4月11日･18日･25日の
各土曜日　9時～16時30分
（25日は13時30分終了）

　市役所別館第3　2
階ものづくり産業支援センター
会議室
　現場で役立つものづく

りの心得と基礎知識について
の講義、グループ活動

　20人（先着順）
　無料
　3月5日㈭から27日㈮ま

でに、産業政策課ものづくり産
業支援センターへ

　農業の原点である稲作につ
いて考え、当時の社会にどのよう
な影響を与えたのかについて振
り返ります。

　3月15日㈰　14時から
　考古博物館　講堂
　水谷豊さん（三重県

埋蔵文化財センター）
　無料

　鈴鹿高専への入学を
目指している中学生、ものづく
りが好きな中学生、パソコンが
好きな中学生

　3月27日㈮　9時30分
～16時30分

　鈴鹿工業高等専門
学校　電子情報工学科

　マイコン電子制御、距
離センサーとマイコンを使用し
た電子工作

　20人（応募者多数の
場合は抽選）

　無料 （傷害保険料50
円が必要）

　3月20日㈮までに、鈴
鹿高専ホームページで
　（地域の皆様＞｢公開講座･
大会｣＞小･中学生対象｢もの
づくり体験教室（小･中学生
向け公開講座）｣）
　鈴鹿高専　総務課

地域連携係（　368-1717
　387-0338）

　学生と一緒に授業に参加する
｢授業公開｣の受講生を募集します。

　18歳以上
　4月8日㈬～7月29日㈬

前期15回

　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学
　全44科目

　一科目1万円

　再就職やキャリアアップに役
立つ社会人向けの教育プログ
ラムです。学位に比べ、より短期
間に修得できます。修了者には、
学校教育法に基づく履修証明
を交付します。

○鈴鹿国際大学
1．世界の地域を学ぶコース
  前期：3科目、後期：2科目
2．おもてなしを学ぶコース
  前期：3科目、後期：3科目
○鈴鹿短期大学
1．音楽療法入門コース
  前期：4科目、後期：2科目
2．ドッグ･ケアプログラム
  前期：3科目、後期：3科目
　各コース4万円
　授業公開は3月27日㈮、

履修証明プログラムは4月30日
㈭までに、希望する講義また
はコース名、郵便番号、住所、
氏名、電話番号を記入の上、
はがき・ファクス・電子メールの
いずれかで

　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学　学生支援課
　（　372-3922　 372-3935）
 suzukoku-jk@m.suzuka-
iu.ac.jp



　3月10日㈫から22日㈰までに、参加料と
保険料を添えて、各会場へ（テニス教室･ヨガ教
室は市立体育館で受け付け）



　笑うことをきっかけに、こころと体
の両方をリフレッシュしませんか。

　市内在住の方
　3月25日㈬　14時～

15時30分
　保健センター
　講話と実技

　水分補給の飲み
物･運動のできる服装
　30人（先着順）
　無料
　3月9日㈪から、電話で

健康づくり課へ

　3月10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

　2カ月から歩く前までの

お子さんと母親
　3月18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

　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

　3月19日㈭　10時30
分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　小学生
　3月27日㈮･28日㈯　

10時～11時
　10人（先着順）
　1,500円（全2回）

　バレエ初心者の女性
　4月6日･20日、5月18日･

25日、6月8日･22日　各月曜日
11時～12時

　10人（先着順）
　7,500円（全6回）

　歩けるお子さん～未
就園児

　4月9日･22日、5月7日･
21日、6月4日･18日　各木曜
日（4月22日のみ水曜日）
   11時～12時

　15組（先着順）
　7,500円

　①3歳～年長、②小学生
　4月15日･22日　各水曜日

　①16時～17時15分、
　②17時15分～18時45分

　各10人（先着順）
　1回1,250円

　鈴鹿市人権教育センターでは｢キラキラこども
村｣というイベントを行っています。これは、幼稚
園･保育園の年長児以上の子どもを対象に、集
団遊びや創作体験活動をする関わり合いの中
で、一人一人が自分らしく表現したり、仲間とつ
ながったりする力をつけるのが目的です。
　1月の｢キラキラこども村｣の昼休みの時間の
ことでした。その日は、室内の遊戯室で80人ほど
の子どもたちが参加をしていました。突然、部屋
の片隅で誰かが腕相撲大会を始めました。また、
違うところではじゃんけんをして負けたら後ろに
つながっていくという遊びが始まりました。そんな
きっかけから、あちらこちらで遊びの輪が広がり、
子どもたちの楽しそうな笑顔が広がっていきま
した。それは、遊びの中から子ども自身が活動

をつくり出している姿でした。
　｢キラキラこども村｣には、スタッフ以外の大人
はいません。でも、子どもたちには仲間とつながっ
ていく力があります。大人がきっかけをつくり、意
図的に働きかけることで、子どもたちの持ってい
る力を引き出せるときがあります。
　一度知り合った子どもたちは、次には困ったと
きに相談をしたり、助け合ったりする仲間になるこ
ともできます。
　今の大人が子どものころと違って、遊ぶ場所
や時間は減ってきています。でも、子どもたちが仲
間と一緒に取り組む力は、きっと昔も今も変わらな
いはずです。仲間づくりのそんなきっかけを、地域
や家庭、学校でつくってみてはどうでしょうか。

※納税は、便利な口座振替で



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

最近、友人と話していると親の介護が話題になるこ
とが多くなりました。私の身内にも認知症でグループ
ホームやデイサービスを利用している人がおり、家族の
精神的・肉体的・金銭的な負担が少なからずあります。
しかし、年金や介護保険などの社会保障制度がな
かったら、もっと負担は大きくなるのでしょう。
保険料を支払っても、自分が歳を取った時にもらえ

るかどうか分からないと考えがちですが、親などが

サービスを受け、それで私たちの生活が保たれてい
るとすれば、既に若い世代も制度の恩恵を受けてい
るといえるのではないでしょうか。
今後、ますます社会保険制度の運用は難しくなって

いくことでしょう。課題が大きすぎて、個人レベルでは
何もできないようにも感じますが、せめて自分の「健康
寿命」を少しでも延ばし、お世話になる期間を短くしよ
うと、食事と運動により気を遣うようになりました。（依）

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」
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