
　平成28年度（2016年度）から
平成35年度（2023年度）までの
新たな総合計画を現在策定中
で、今後の目指すべき姿を描い
た基本構想について、昨年度か
ら市民委員の皆さんと共に検討
してきました。この新たな総合計
画の基本構想（素案）について、
皆さんの意見をお寄せください。

　市内に在住・在勤・在
学の方、本案に利害関係を
有する方など

　7月6日㈪～8月6日㈭
　企画課、市政情報

課、地区市民センター、公民
館、市ホームページ

　件名「新たな総合
計画基本構想（素案）への
意見」、住所、氏名、意見を記
入の上、ファクス・電子メール・
郵送（〒513-8701（住所不要・
当日消印有効））で企画課へ。
または、直接企画課、地区市
民センター、公民館窓口へ

　平成24年度から市民アンケ
ートや地区別会議などを実施し、
鈴鹿市都市マスタープランの見
直し作業を進めてきました。この
度、概ね20年後の都市の将来
像を展望し、8年後を目標年度と
する都市計画に関する基本的
な方針を示した｢鈴鹿市都市マ
スタープラン全体構想骨子
（案）」がまとまりましたので、皆さ
んの意見をお寄せください。

　市内に在住・在勤・在
学の方、本案に利害関係を
有する方など

　7月6日㈪～8月6日㈭
　都市計画課、市政

情報課、地区市民センター、
公民館、市ホームページ

㈫ ㈮

　件名「鈴鹿市都市
マスタープラン全体構想骨子
（案）への意見」、住所、氏名、
意見を記入の上、ファクス・電
子メール・郵送（〒513-8701
（住所不要・当日消印有効））

で都市計画課へ。または直
接都市計画課、地区市民セ
ンター、公民館窓口へ

　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

　平成28年1月10日㈰ 
10時～11時（開場9時）
　市民会館

　7月17日㈮　14時30
分から
　市役所本館 6階庁

議室
　10人（希望者多数の

場合は抽選）
　14時から14時15分ま

で、会場で受け付け



　10月13日㈫から20日㈫（土・日・祝日を除く、必着）までの9時から17時までに、郵送ま
たは直接事業団事務所（文化会館内）へ

㈫
　10月24日㈯ 9時30分から16時まで、または25日㈰ 9時から12時までに、出品料を添えて文化

会館へ
　作品1点につき1,000円（高校生無料）

　 　10月27日㈫　10時から　 　文化会館
　 　11月4日㈬～8日㈰　9時～17時（最終日は16時まで）　 　文化会館
　入賞・入選作品と会員、審査員から出品された作品を展示します。　 　無料

　 　11月8日㈰  14時30分～16時（予定）　 　文化会館 各展示会場
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　市内に在住、在勤、在学する高校生以上の方

10号以上60号以内で額縁付
（60号は縦描きのみ）

手動可能なもので
縦・横とも2m以内、高さ2.5m以内 著しく破損しやすい作品は不可

ポスターなどはパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

アクリル付額縁は不可

20号以上80号以内で額縁付

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

黒白またはカラー、半切以上全紙まで
・パネルの規格　木製73cm×60cm以内
・組写真　　      パネルの規格と同じ

アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

・立体作品　50cm四方立方以内（1辺1m以内）
・平面作品　縦2m、横1.2m以内の展示できる
　　　　　 形態のもの（額縁など）

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

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



　特定健康診査は、糖尿病な
どの生活習慣病、特にメタボリッ
クシンドローム（内臓脂肪症候
群）の予防に着目した健康診査
です。
　対象者に受診券を順次送付
しています。同封の一覧表にあ
る医療機関他で、11月末まで受
診できますので、健康管理のた
めにぜひ受けましょう。

　鈴鹿市国民健康保
険に加入し、以下のいずれに
も該当する方
○昭和15年9月1日～昭和51年
3月31日生まれの方（平成27
年度中に40～74歳（一部75
歳）になる方）
○平成27年4月1日現在加入し
ている方、または8月末までに
届出をして加入した方
○受診時に継続して加入して
いる方

　特定健康診査受診券、
質問票、自己負担金（受診券
に記載）、鈴鹿市国民健康保
険被保険者証（短期被保険
者証、資格証明書を含む）

　これまで介護サービス利用者の負担割合は、サービス費用の一律
1割としてきましたが、今後も介護保険制度を持続していくため、平成
27年8月1日以降は、一定以上の所得がある方に2割を負担していた
だくことになりました。

　65歳以上で、合計所得金額が160万円以上の方

　各自の負担割合が分かるよう負担割合を記載した｢介護保険負担
割合証｣を交付します。要介護・要支援認定を受けてみえる方には、7月
中旬ごろに利用者負担割合が記載された｢介護保険負担割合証（水
色の紙製）｣を郵送します。今後は、｢介護保険負担割合証｣と｢介護保
険被保険者証（桃色の紙製）｣とを一緒に保管し、介護サービスを利
用するときは、2枚一緒にサービス事業者や施設に提出してください。

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



　市内に在住、在勤、在学または市内の文化団体などに所属している方

　一般の部 ： 1作品につき1,000円、ジュニアの部 ： 無料
　11月6日㈮まで

放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない、小学校に就学している児童を対象に、授
業の終了後から18時ごろまで、児童をお預かりする場です。
　現在、下記◎の児童クラブで、指導員と児童の募集を行っています。 



　国民年金は、20歳以上60歳
未満のすべての方が加入する
制度です。保険料の納付を続
けることで、高齢になったときの
老齢基礎年金や、万が一のとき
の障害基礎年金、遺族基礎年
金が受け取れます。
　経済的な理由などで保険料
を納付することが困難な場合は、
申請により保険料の納付が免
除となる保険料免除制度をご
利用ください。

　原則、毎年手続きが
必要です（平成26年度免除
申請において全額免除や納
付猶予が承認された方で、継
続審査の承認を受けた方は
除く）。

　本人・配偶者・世帯
主の前年の所得によって行い
ます。所得によっては免除の
対象とならない場合もあります。

　保険年金課、地区市
民センター、年金事務所

　年金手帳、印鑑、平
成26年1月1日以降に退職
（失業）した方は、雇用保険の
離職票または受給資格者証
の写しが必要

　津年金事務所（　059-
228-9112）、保険年金課（　382
-9401）

　里山の本来あるべき機能を

保全し、住みよい環境の整備を
推進するため、自治会が行う里
山整備に対して助成を行います。

　自治会が行う、以下の
いずれかを目的とした里山整
備で、その整備面積が1反以
上であるもの。間伐率（本数
率）は、おおむね30%以上
50%未満としてください。

（1）里山の有する環境の保全や
良好な景観の形成

（2）生活環境の向上
（3）余暇や教育の場として提供

　市の積算に基づき伐
採費、搬出費などを算出して
助成します（上限200万円）

　市民で森林を支える社会づく
りを目指し、森林環境教育や緑
化推進活動など、緑の未来につ
ながる事業を行う団体に対して
助成を行います。

　森林環境教育、木工
体験教室など森を育む人づく
りにつながる事業、または植
樹、植栽などによる緑化推進
活動など緑の環境づくりにつ
ながる事業を行う団体

　事業に要した経費の
うち、木材・苗木など原材料の

購入、電動工具のレンタル、
会場の貸借などにかかった
費用の2分の1を助成します
（上限10万円）。

　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時ごろ）に
最大となる傾向にあり、そのうち
エアコンが全体の約半分を占
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。

室温は28℃を目安に
無理のない範囲でエアコン
を消し、扇風機を使用する
｢すだれ｣や｢よしず｣などで窓
からの日差しを和らげる
日中は不要な照明を消す
冷蔵庫の設定を｢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
テレビを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
リモコンの電源ではなく、本体
の主電源を切る
長時間使わない機器はコン
セントからプラグを抜く

　「ゆう活（ゆうやけ時間活動
推進）」は、朝早くから働き始め、
明るい夕方のうちに仕事を終わ
らせ、夕方からは家族や友人と



の時間を楽しむことです。
　今までの勤務時間だった“夕”
方の時間に、“悠々”とした自分
の時間を作ることで、より一層生
活を豊かにしましょう。

　三重労働局労働基
準部監督課（  059-226-2106）

　行政相談委員は、総務大臣
から委嘱を受けて、皆さまの声
に丁寧に耳を傾ける身近な受
付、相談窓口です。お気軽にご
相談ください。

　7月11日㈯　10時～
17時
　鈴鹿ハンター 2階カル

チャールーム
　国や独立行政法人な

どの行政に対する要望、提案、
相談、苦情など
　不要
　行政相談委員　坂井

（　090-5879-8624）

　行政書士グループが、毎月無
料相談会を開催しています。お
気軽にご相談ください。

　毎月最終土曜日（次回
は7月25日㈯　10時～19時）

　鈴鹿ハンター 2階大催
事場

　遺言、相続、成年後
見制度、農地転用、福祉、自
動車関連、外国人の方の諸
手続きなどの相談
　不要
　行政書士　坂井　

（　090-5879-8624）

　7月26日㈰　9時～16
時30分

　7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

　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所（　351
-1723）または自衛官募集コー
ルセンター（　0120-063-792、
12時～20時（年中無休））

　いずれも津市内（予定）

　18歳以上27歳未満
　8月1日㈯～9月8日㈫
　1次 ： 9月18日㈮・19日

㈯のうち1日

　高卒（見込み含む）
21歳未満
　8月1日㈯～9月8日㈫
　1次 ： 9月23日㈬

　18歳以上27歳未満
　随時
　受付時にお知らせします

　18歳以上27歳未満
　8月1日㈯～9月8日㈫
　9月25日㈮～29日㈫の

うち1日

　今後30年以内の発生確率
が高いとされる南海トラフ地震
に備え、防災講座や消防学校
の施設を使った訓練などを通し
て、災害から命を守るためにと
るべき行動を学びましょう。大人
も参加できます。

　小学1年生以上
　8月1日㈯・2日㈰ 1泊2日
　社会福祉センター、県

消防学校
　50人（先着順）
　学生1,000円、大人

3,000円
　7月17日㈮までに、電

話または電子メールで災害
ボランティアネットワーク鈴鹿
船入（　090-7677-3961
　funapy@mecha.ne.jp）へ

　乳幼児、小学生
　7月30日㈭、31日㈮　

10時～11時20分、13時30分
～14時50分

　図書館2階 視聴覚室
　昔話や交通安全など

のアニメーション映画
　各100人
　無料
　不要



　8月2日㈰　10時～15時
　フジコウオフロードパーク

（住吉町8440）
　100人
　無料
　自転車・手袋・ヘルメット

（レンタルあり）
　7月24日㈮までに、電

話、ファクス、電子メールで株
式会社44（フォーティフォー）
（　395-6644　395-6645 
　k44@seagreen.ocn.ne.jp）へ

　「椿の農業と地域を考える
会」が、皆さんとの交流イベント
を行います。

　8月2日㈰　9時～14
時ごろ

　イチバリキファーム（山
本町）、椿地区市民センター 
ほか

鈴鹿山麓のブルーベリーの
摘み取り体験
椿地区の今しかない未体験
ゾーン見学（協力 ： NEXCO
中日本）
昼食交流会、カブトムシプレゼ
ント
ベリージャムづくり体験、地元
産品の軽トラ市
　50人（先着順）

大人（中学生以上）1人2,500円、
小人（小学生以下）1,000円

　7月26日㈰までに、参
加者の氏名、年齢、性別、代
表者連絡先（住所、電話・ファ
クス番号）などをイチバリキフ
ァーム（本郷　090-2269-8266
　324-9282）へ

　環境への負荷が小さいという
特長から、太陽光発電は多くの
可能性を秘めたエネルギーで
す。その太陽電池を一から作っ
て、モーターを回します。皆さんも
科学・技術の楽しさに触れてみ
ませんか。

　中学生
　9月19日㈯・20日㈰　

9時～17時

　鈴鹿工業高等専門
学校 電気電子工学科
　各10人
　無料（先着順）
　8月24日㈪17時までに

鈴鹿高専ホームページで
　鈴鹿工業高等専門

学校総務課地域連携係　
（　368-1717　387-0338）

　さまざまな学校から集まった
学年の違う子どもたちが、共同
生活を送り、自主性、協調性な
どを身に付けるとともに、地域の
自然の素晴らしさを感じることで、
豊かな心を培う場を提供します。

　小学5年生～中学
2年生
　8月19日㈬～22日㈯

3泊4日と、秋に1日（日帰り登
山）

　県立鈴鹿青少年セン
ターと周辺

　野外炊飯、創作活動、
キャンプファイヤー、水辺の活

　深谷公園内にライトを設置し、
集まった昆虫を観察します。

　8月1日㈯　19時～
20時
　深谷公園（八野町）

　篠木善重さん（三重
昆虫談話会）
　無料
　20人（先着順）
　7月24日㈮17時15分ま

でに、住所・氏名・電話番号・
参加人数を電話、ファクス、電
子メールのいずれかで環境
政策課へ

　トライアルやモトクロスプロライ
ダーのデモ走行を見学しながら、
自身の自転車に乗ってオフロー
ドコースで遊んでいただき、面白
さを知っていただく体験型イベン
トです。
　デモ走行は鈴鹿と・き・め・きモー
タースポーツ大使の小島庸平選
手、トライアル全日本チャンピオン
小川友幸選手が走ります。ランニ
ングバイク（子ども用ペダルなし自
転車）体験会も同時開催します。



動などを予定
　2万円程度
　36人（応募多数の場

合は抽選）
　7月3日㈮から22日㈬

17時までに、センター所定の
用紙に記入し、92円切手を貼
った返信用封筒（長形3号、
住所・氏名を記入）を添えて郵
送で県立青少年センターへ

　25mプールが、流れるプール
に大変身。ボール広場やちびっ
こ広場などお子さんが楽しめる
イベントが盛りだくさんです。

　おむつのとれたお子さ
んから

　7月18日㈯・20日（月・
祝）、8月2日㈰　13時～15時

　次の期間中は、25mプール児
童優先レーンのみ、直径60cm
以下のドーナツ型に限り使用で
きます。

　7月18日㈯～8月30日㈰

　伝統産業会館で、ハンカチ染
めの型紙体験教室を開催します。

　小学4年生以上（大

人も参加できます）
　7月26日㈰、8月23日㈰

13時～16時
　伝統産業会館 研修室
　色別の型紙を彫り、ハ

ンカチに模様を型染めします。
　3色以上の色鉛筆、筆

記用具、汚れてもよい服装
　各30人（先着順）
　300円
　7月12日㈰9時から電

話で伝統産業会館（　386-
7511）へ

　市内在住の概ね3～
12歳の子ども

　8月6日㈭・7日㈮　9時
30分～15時
　図書館 2階視聴覚室
　とびだす絵本を作ります
　各48人（先着順・保護

者の付き添いを除く）
　400円（材料費）

　7月15日㈬9時から図
書館2階視聴覚室で受け付け

　全日程に参加でき、受
講後にボランティアとして活動
できる方

　9月14日㈪・15日㈫・18
日㈮・25日㈮・29日㈫の5日間
10時～12時、13時～15時

　県視覚障害者支援セ
ンター（津市桜橋2-131）

①視覚障がい、ボランティアに
ついて
②正しく伝えるための音訳基礎
知識、実習
③音訳グループ紹介など、活動
に向けての案内

　無料（教材費864円
必要）

　8月21日㈮
（必着）までに、電話、ファクス、
電子メールで三重県視覚
障害者支援センター（　059-
213-7300　059-228-8425　
　mieten@zc.ztv.ne.jp）へ

　厚生労働省の委託を受けて、
シルバー派遣就業を目指す方
を支援するために、（公社）三重
県シルバー人材センター連合
会が実施します。

　60歳以上の求職者
　9月8日㈫～11日㈮の4

日間　9時30分～16時30分
　考古博物館（国分町

224）
　埋蔵文化財などの遺

跡発掘に必要な知識と技術
を習得し、遺跡発掘関連へ
の派遣就業を目指します。

　15人
　無料
　7月14日㈫から8月11

日㈫までに鈴鹿市シルバー
人材センターへ



　トゥインクルは、0歳から3歳まで
の子どもとその保護者が、遊ん
だり交流したりする場所です。中
学生から大学生世代の方が、
赤ちゃんと触れ合い、生命の大
切さを知り、ボランティアに参加
する機会になるよう企画しました。

　市内在住・通学の中
学生から大学生世代の方

8月2日㈰　10時～12時「ボラ
ンティアって?子どもの権利を
考えてみよう」、13時～15時
「積み木ワークショップ」
8月23日㈰　9時30分～12時
「赤ちゃんと出会ってみよう」、
13時～15時　「助産師が送
るいのちの授業」、15時30分
～16時30分「まとめ」

　トゥインクル（桜島町
6-20-3）　他

　助産師　他
　10人（先着順）
　無料
　電話またはファクスで

NPO法人こどもサポート鈴鹿
｢トゥインクル｣（　・　383-1322
10時～16時30分（土・日曜日・
祝日を除く））へ

　7月8日㈬　13時30分
～15時30分

　文化会館 さつきプラザ
　｢佐藤愛子とエッセイ｣、

｢山田風太郎と日記｣
　加藤恵子さん、藤田

充伯さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　住所、氏名、電話番号

を記載の上、はがき・ファクス・電
子メールなどで、（公財）鈴鹿市
文化振興事業団（〒513-0802
飯野寺家町810）へ

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

　鈴鹿工業高等専門学校
　鈴鹿高専ホームページ

（地域の皆様→公開講座・
大会）で

　鈴鹿高専総務課地域
連携係　368-1717　387-
0338

　中学生（3年生優先）

　8月21日㈮　9時30分
～15時30分

　20人（先着順）
　8月6日㈭17時まで

　中学生
　8月8日㈯・9日㈰　9時

30分～16時
　各20人（先着順）
　7月24日㈮17時まで

　中学生
　8月19日㈬　9時30分

～16時
　20人（先着順）
　8月4日㈫17時まで

　中学生
　8月11日㈫　10時～

16時15分
　32人（先着順）
　7月27日㈪17時まで

　小学6年生～中学生
　8月8日㈯・9日㈰　10

時～15時30分
　各20人（先着順）
　7月24日㈮17時まで

　中学生以下と保護者
1人

　8月2日㈰　10時
～13時　おにぎらずとデザー
ト、22日㈯　10時～13時　ナ
ンとカレーとデザート

　農村環境改善センタ
ー（岸田町1549-12）

　豊田栄美子さん（ア



　デートDVとは、交際中の若いカップルの間
で起こる暴力のことです。平成 24 年度に三重
県男女共同参画センターが実施した県内の
高校生、大学生に対するアンケート調査では、
交際経験のある女性の約 3 人に 1 人、男性
の約 6 人に1 人が、交際相手による暴力の被
害経験がありました。身体や心への暴力だけ
でなく｢束縛｣も、相手を支配しようとする暴力に
含まれます。
　本来、人を好きになることは素晴らしいことで
す。幸せな気持ち、満ち足りた思いは、お互い
を高め合い生きる力やエネルギーにもなります。
でも、どんな場面でも、どんな相手でも同じこと
ですが、大切な人を傷つけないために大事な
ことは、相互尊重と対等性です。人はだれでも
尊重され、それぞれにふさわしい環境の下で、

人間らしく生きる権利を持っています。これは男
性であろうと女性であろうと、すべての人に与
えられた権利なのです。｢暴力はどんなことが
あっても許されない｣という｢常識｣をみんなでつ
くりましょう。
　そのために、どんなに小さなことでも一人で悩
まないで、親、先生、友達など周りの信頼できる
人や公的機関に相談しましょう。また友達が被
害に遭っていたら、批判せずにしっかり話を聞き、
公的機関などへの相談を
すすめてあげてくださいね。

グリロマン）
　18組（最少催行組数

10組）
　2,000円（2回分材料

費・保険代込）

　7月5日㈰から7月25日
㈯までの9時から21時までに、
参加料を添えて農村環境改
善センター窓口へ

　農村環境改善センター
（　374-3455）

　小学1年生～4年生の
子と保護者 

　7月21日㈫・23日㈭・28
日㈫・30日㈭、8月3日㈪・11日
㈫・18日㈫・25日㈫　13時30
分～15時　全8回

　武道館 第一道場

　20組
　子ども1,500円、大人

2,500円（別途保険料1人
800円）

　7月5日㈰から7月12日㈰
までの9時から20時までに、参
加料を添えて市立体育館へ

　7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

　夏休み限定の教室です。マッ
ト運動の基礎といろいろな運動
を交えて運動の基礎となる体作
りをします。

　年中～小学生
　8月3日・17日　各月曜日

9時15分～10時45分
　20人（先着順）

　1,500円（全2回）

　柔軟性、脚力アップを目指し
ます。

　年長～小学生
　7月25日㈯ 11時～12時
　15人（先着順）
　800円

　①3歳～年中、②年
長～小学生低学年

　7月28日㈫・30日㈭　
①9時30分～10時20分、
②10時30分～11時20分

　各15人（先着順）
　2,500円（全2回）

金


