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台風や大雨への
　備えは万全ですか？

　台風や突発的な大雨による集中豪
雨が近年増加しています。水害被害
は、事前に対策しておくことで、ある
程度被害を抑えることができます。
　今回は、災害時に知っておくと安全
安心な役立つ情報をお伝えします。

大雨警報・注意報が出るのはこんなときです
注 意 報…災害が起こる恐れのあるとき
警　　報…重大な災害が起こる恐れのあるとき
特別警報…さらに重大な災害が起こる恐れが著しく大きいとき

内水氾濫と外水氾濫の違い
　浸水被害をもたらす氾濫には 2 種類あります。本市では、それぞれの危険箇所を掲載した 2 種類
のマップを作成しています。住まいの近辺などを事前に確認しておきましょう。

　近年の市街化の発展や台風、ゲリラ豪雨の増加に
伴い、マンホールや道路側溝から水があふれ出す現
象のことです。都市型水害とも呼ばれ、下水道などの
処理能力を超える雨が降ることで
排水ができなくなり、地表にあふ
れ出します。本市では過去の浸水
実績を載せた「内水ハザードマッ
プ」を作成しています。浸水被害の
危険性がある場所を把握し、事前
に対策をしましょう。

　河川の増水により堤防が決壊したり、水
があふれ出る現象のことです。本市では
数十年～150年に一度の
浸水をシミュレーション
した浸水図を「防災マッ
プ」に載せています。危
険な場所を把握して、緊
急時の避難場所や連絡
方法を家族と事前に話
しあっておきましょう。

●外水氾濫●内水氾濫

平常時 内水氾濫による浸水時

ない　　すい　　　はん　 らん がい　　すい　　　はん　 らん

　



大雨時　避難のポイント

　暗くなってからの避難は危険ですので、早め
に避難しましょう。
　お年寄りや身体が不自由な方、小さな子ども
は自力で避難するのが難しいため、特に早め
の避難が必要です。

　近所の方と声を掛け合い、一人では行動し
ないようにしましょう。
　歩ける深さでも注意が必要です。水の中に
は何があるかわかりませんので、杖などで安全

を確かめなが
ら進みましょう。
流れが速い場
合は、浅くても
非常に危険で
すので注意しま
しょう。

　車での避難は控え
ましょう。冠水した道
路でエンジンが止ま
ると、緊急車両の妨
げになりますし、交通
渋滞の要因にもなり
ますのでなるべく徒
歩で避難しましょう。

　夜間や豪雨で、
避難所までの移
動が危険なとき
は、自宅の 2 階
など高い所に移
動する垂直避難
も有効です。

　事前に用意しておくことが大切です。災害時に必要なも
の、あると役立つものを紹介します。いざというときに持ち
出せるよう分かりやすいところに置いておきましょう。

・ペットボトルの水
（１日１人３リットル）
・レトルト食品や缶詰
・懐中電灯
・ラジオ
・ヘルメット

●介護食
●入れ歯
●常用の薬（お薬手帳）
●紙おむつ
●介護手帳
●障害者手帳

●哺乳ビン
●粉ミルク
●母子手帳

●大きなビニール袋
　中央部に穴を開けてレインコートとして使用できます。
●ウェットティッシュ
　水が不足している時にも顔や手をふけます。
●食品用ラップ
　お皿の上に敷いて使えばお皿が汚れず、洗う手間も省けます。
●携帯トイレ

災害時に備えた準備をしましょう！
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あったら便利リスト

え

妨
通

●停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオを準備しよう
●３日分以上の飲料水や非常食を準備しよう
●浴槽に水を張るなどして、生活用水を確保しよう
●公民館などの避難所への経路を確認しよう
●普段から家族との連絡方法を話し合おう



効果的な水防対策　水のう・土のう
●水のうを玄関先などに置くことで、ある程度まで浸水
を防げます。
　水のうは家庭でも作れます。ゴミ袋で簡単に作る方
法や使い方を紹介しますので、活用してください。

・ダンボール箱
・ビニール袋（45リットル程度）
・ビニールシート

●土のうも水害対策に有効です。袋や土砂は
ホームセンターなどで販売されていますので、
事前準備を心掛けてください。また、事前準備
が間に合わなかった場合、今年度から三重県
建設業協会鈴鹿支部や鈴鹿災害防止協力会
へ土のうの設置を依頼することが可能になり
ましたので活用してください。

※本市では皆さんへの配布はしておりません。
※設置依頼は有料ですのでご注意ください。
※詳しくは、防災危機管理課へお問い合わせください。

準備物



土砂災害にもご注意を
　大雨時には土砂災害
の危険性も高まります。
昨年 8 月に広島県で大
規模な被害が発生して
から約1年が経過します。
　土砂災害から命を守
るために、土砂災害時に
起こりやすい前兆を知っ
ておくことが大切です。

こんなときには

川の流れが濁り、流木が流れ始める
斜面から水が吹き出す
地面にひび割れができる
雨が降り続いているのに川の水位が下がる
腐った土の臭いがする
地鳴り、山鳴りがする

平成26年8月　台風11号　御幣林道の被害

　土砂災害に関
する警戒情報と
危険箇所情報を
知ることができ
ます。

【ホームページのお知らせ】
三重県土砂災害時情報提供システム

　今回取り上げた集中豪雨や土砂災
害のほかにも、災害にはさまざまな種
類があり、普段からそれぞれの災害に
備える必要があります。
　本市では、災害時に適切に避難勧
告などの判断ができるように「鈴鹿市
避難勧告等の判断・伝達マニュアル」
を見直しました。これにより、より迅速
に市民の皆さんに適切な情報を伝達
していきたいと考えております。市民
の皆さんも、日ごろからさまざまな情
報伝達手段で防災気象情報などを収
集し、適切な避難行動に努めていただ
きますようご協力をお願いします。

事前準備と情報収集を心掛けましょう

メルモニあんしんメール「災害」に登録しましょう

各種気象警報や避難勧告、避難指示、避難所開設
などの情報を配信します。
登録料は無料です。
※登録は、秘書広報課や地区市民センターでできるほか、
市ホームページから登録できます。

※平成27年6月1日現在、登録者数は7.277人です。

　7月15日㈬に、テストメールを送信します。登録済みの方で
メールが届かなかった方は、秘書広報課（　382-9036
　382-9040）へお問い合せください。

広報すずか特集「台風や大雨への備えは万全ですか？」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 

http://www1.sabo.pref.mie.jp/mie_gis/start.php 

注意が必要です！

　登録者の携帯電話やパソコンに電子メールで災害
情報を発信します。
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Ｆ１日本グランプリ

鈴鹿市民応援席で

　今シーズン最大の注目はHondaの参戦です。パ
ワーユニットを提供するマクラーレンチームとのコ
ンビは、1988年から4年連続で総合優勝するなど
輝かしい記録を打ち立てており、その再現が期待
されます。第6戦モナコGPで今シーズン初めての
ポイントを獲得したマクラーレン・ホンダ。今後ど
こまで調子を上げてくるか楽しみです。
　昨年圧倒的な強さを見せたメルセデスAMG
チームはチャンピオンのルイス・ハミルトン、ラン
キング2位のニコ・ロズベルグが共に残留し、今
年も開幕から8戦中7勝と好調で、2年連続のタイ
トルを狙っています。
　さらには、1勝を挙げているフェラーリ、名門ウィ
リアムズといったチームが調子を上げており、シー
ズン後半に行われる鈴鹿サーキットでの日本グラ
ンプリでは激しいレース展開が予想されます。
　鈴鹿市民応援席で今年のF1を楽しみましょう！

～市民応援席３年目の見どころ～ C席（第2コーナー～S字）に設置した｢鈴鹿市民
応援席｣を、特別価格で購入できます。

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（予定）
特別価格
大　人　20,600円（高校生以上）
子ども　4,200円（3歳～中学生）
※5日間（24日㈭～28日㈪）乗り物乗り放題つき！

購入期間
　7月5日㈰1 0時～8月3 1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。
申込み方法
1．下記の“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。
　代引き精算のみ鈴鹿市プレミアム付商品券が使えます。
※チケットは8月から順次発送します。

｢鈴鹿市民応援席｣申込み専用アドレス

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

※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
主　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

F1日本グランプリを体感しよう

　

【お願い】市民応援席では「WELCOME TO SUZUKA」の
ビッグフラッグ(横断幕)を掲げるパフォーマンスに
協力していただきます（雨天中止）。



　世界各地で行われるレースで上位入賞者にポイ
ントを与え、年間でその獲得ポイントを競うチャン
ピオンシップシリーズが始まったのは1950年。これ
が現在に続く、フォーミュラ・ワン（F1）の原点です。

　今シーズンは世界各国19のサーキットを転戦
するＦ１グランプリ。1962年に作られた鈴鹿
サーキットでは1987年からF1が開催されています。
高度な運転技術が要求される世界屈指の名
コースと評価され、いつの時代も多くのドライ
バーが毎年この一戦を楽しみにしています。

　マクラーレンはイギリスに拠点を置く名門
チームです。アイルトン・セナやゲルハルト・ベ
ルガーらの活躍により日本中のファンを魅力し
たチームで、今シーズンから再びHondaととも
にグランプリを戦っています。

知っておきたい
日本グランプリを楽しむために

知識豆

・ワールドチャンピオン
2回（2005年、2006年）

・今シーズン、フェラー
リチームからマクラー
レンチームに移籍

・日本をこよなく愛し、
特に“武士道”に憧れ
ているなど、日本との
つながりが深い。

・ワールドチャンピオン
1回（2009年）

・マクラーレンチームに
は2010年から在籍。

・第3期のHonda F1に
初優勝をもたらした。

・今年、日本人のモデル
の道端ジェシカさんと
結婚した。現役F1ドラ
イバー随一の親日家。

2人ともワールドチャンピオン経験者です。

2人のドライバーマクラーレン・ホンダが誇る

22
カーナンバー

ジェンソン･バトン14
カーナンバー

フェルナンド･アロンソ
1981年7月29日生まれ（33歳） 1980年1月19日生まれ（35歳）

われるレ スででで上位
Ｆ１の起源

シ ズンは世界各国19のサ キ トを転
世界屈指の鈴鹿サーキット

市民応援席からの眺め

ラ レンはイギリスに拠点を置く
名門チーム マクラーレン

　市民応援席では、第2コーナーからS字コー
ナー入り口までを見渡すことができます。決勝
レースが始まると、スタート直後のポジション
争いを制し、1番最初に通過していくマシンが
決まる場所です。
　一体感や盛り上がりは他の席と比べても最
高で、レース展開次第では一生忘れることの
できない感動を味わうことができるかもしれ
ません。毎年熱心なファンが集まるスタンドと
しても知られています。私たちもここから熱い
声援を送りましょう。



　

もっと身近に
日本グランプリを
Ｆ１

発売記念イベント市民応援席

と　き　７月11日㈯・12日㈰・18日㈯・19日㈰
　　　　10時～17時
場　所　専門店街 1階北コート

ホンダ･レーシング･F1チーム

RA108に体験搭乗してみよう

★マシン展示に加え、小学生以下限定でコッ
クピットへの体験搭乗を行います。各日、10
時30分、12時30分、14時30分、16時30分の4
回実施で、各回先着20人限定です。

7月11日㈯
･12日㈰

場所　専門店街 1階北コート

MP4/7がやってくる
マクラーレンホンダ

★マシン展示に加え、11日㈯には、鈴
鹿と･き･め･きカルチャー大使で、
ジャズトランペッターの中村好江さ
んのミニライブを開催します（11時、
13時の2回）。

場所　専門店街 1階北コート

ホ7月18日㈯
･19日㈰

発発市民民応援席民応民応応援援援席応 席席席
7月6日㈪～19日㈰

7月6日㈪
～19日㈰ 日本グランプリ写真展

熱田護

場所　専門店街 2階フードコート前広場

　鈴鹿市出身のフォトグラファー熱田護さん撮影によ
る日本グランプリ（2009年～2014年）の写真24点を展
示します。迫力ある写真の数々がグランプリの熱気を
伝えてくれます。

10時～17時10時 17時10時 7時時10時 7時時10時 17時10時 7時時
7月11日㈯

場所　専門店街 1階センターコート

F1マシンを作ろう
ダンボールクラフトで

　本田技研工業株式会社鈴鹿製作所の協
力により、ダンボールを使ったＦ１マシン作り
を楽しんでいただけます。

場所　専門店街 2階フードコート前広場所 専場場所所 門店街専専門店 2階階フ街街 2階 ドコフフードコ ト前前広ー 前 場広広場場所所 専門店街 2階フ ドコ 前広場

鈴鹿市出身 トグラ 熱田護さん撮影によ

10 2015・7・58

ント発売記念イベン発発売発売売発 記記念念売記 イベベ念 ンベ発発発発
㈰㈰㈰ イオンモール鈴鹿

７月７月1111 ㈯日㈯日㈯ 112日2日㈰㈰ 1818日㈯㈯日㈯
市民応援席の申込み受付

※アイルトン・セナとゲルハルト・ベルガーの２人のドライバーに
より1992年のF1世界選手権で５勝を挙げたマシン

※ルーベンス・バリチェロとジェンソン・バトンの2人のドライ
バーにより2008年のF1世界選手権を戦ったマシン



情報をチェック！
で

Ｆ１日本グランプリは

　鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会は、2008年
の設立以降、F1日本グランプリの観戦で鈴鹿市を訪れた
方々が快適に楽しんでいただけるよう、環境整備やおも
てなし事業に取り組んでいます。
　協議会のホームページ『SUZUKA２１』では、さまざ
まなおもてなしイベントの情報や交通情報の他、日本グ
ランプリ終了後には、豪華なプレゼントがあたるアンケー
トなども実施しています。
　特に8月下旬からは特別サイトを開設し、Ｆ１を見に行
く人はもちろん、観戦券をお持ちでない方も楽しめるイ
ベント情報や、渋滞に巻き込まれたくない方におすすめ
の交通情報も掲載します。 鈴鹿地域の観光情報やお得な情報を掲

載している「協議会日誌」は365日更新し
ていますので、ぜひ一度ご覧ください。

構成団体(官民35団体)

○国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所　○国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所
○国土交通省中部運輸局三重運輸支局　○三重県雇用経済部観光局　○三重県鈴鹿建設事務所
○三重県鈴鹿地域防災総合事務所　○鈴鹿警察署　○津市　○四日市市　○桑名市　○亀山市
○菰野町　○(公社)三重県観光連盟　○(一社)鈴鹿市観光協会　○鈴鹿商工会議所
○鈴鹿商工会議所青年部　○鈴鹿市旅館業組合　○(公財)三重北勢地域地場産業振興センター
○鈴鹿市商業団体連合会　○中日本高速道路株式会社名古屋支社四日市工事事務所　
○中日本高速道路株式会社名古屋支社桑名保全･サービスセンター　○東海旅客鉄道株式会社
○近畿日本鉄道株式会社　○伊勢鉄道株式会社　○(公社)三重県バス協会
○三重交通株式会社　○鈴鹿市旅客自動車協会鈴乃会　○（一社）鈴鹿市医師会
○ＮＰＯ法人鈴鹿モータースポーツ友の会　○鈴鹿市自治会連合会
○株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット　○鈴鹿サーキット協力会
○ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート名古屋　○鈴鹿市議会　○鈴鹿市

　382-9020　　382-0304　　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

商業観光課 観光･モータースポーツ振興グループへ
広報すずか特集｢Ｆ１鈴鹿市民応援席｣についてのご意見・ご感想は、
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で
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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。

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

5月下旬～6月上旬

6月12日㈮

6月14日㈰

　大阪市なんばウォークで観光PRキャンペー
ンを行いました。夏休みに多くの方に鈴鹿を訪

れてもらえるよう、末松市
長によるクイズ大会や鈴
鹿8耐に親子で参戦する
親子ライダーによるトーク
ショーなどを行い本市の
魅力をアピールしました。

　今年も市内でホタルが飛んでいまし
た。西庄内町の鈴鹿ホタルの里では、たく
さんのホタルが幻想的な光を放ちながら
舞っていました。訪れた皆さんは、歓声を
挙げながらその美しい光に見入っていま
した。自然生息するホタルを守るため、地
元の上野自治会ほたるを守る会の人たち
が温かく見守ってくれています。

　明生小学校の6年生が和文化体験学習の一環として平安時
代の生活を学習したり、十二単と
束帯の着装体験を行いました。
今回着た十二単は重さが約１４
kgあり、平安時代の文化を肌で感
じる貴重な体験となりました。名
前の由来や暮らし方など、平安時
代の世界観を楽しく学ぶことがで
きました。

　今年
た。西庄
さんのホ
舞ってい
挙げな
した。自
元の上
が温か
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本市の30年後の人口予想（万人）
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企画課　　382 - 9 0 3 8　　38 2 - 9 0 4 0
k i k a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

※本市の公共施設基礎データ
○公共施設数 　230施設
　・教育系 　45  ・行政系 36
　・市民文化系 　45  ・子育て支援 40
　・公営住宅 　19  ・社会教育系   7
　・スポーツ、レクリエーション系    7
　・その他 　31

　本市が大きく発展した昭和40年代から
50年代にたくさんの公共施設が造られたた
め、建て替えや修理が必要な古い施設が増
えてきています。しかし、収入が増えない中、
施設の維持管理にかけられる予算は限られ
ています。

本市の公共施設の現状は…

約半分の施設が築30年以上

財政状況 将来の人口見通し

築30年以上の公共施設は学校、公営住宅に多い
　築30年以上の公共施設が約5割を占めます。
10年後には7割を超えます。

　収入が増えない中、福祉や医療にかかるお金
が増えています。

　高齢化社会の進行により、働く世代の人口が
少なくなります。公共サービスに求められる内容
も変わっていきます。

　学校教育系施設や公営住宅は、早い時期から
大規模に整備されたため、老朽化しているもの
が多いです。

10年以上
15年未満
4.7%

50年以上 2.4%
45年以上～50年未満
5.3％

35年以上～
40年未満

16％
30年以上～
35年未満
17.3%

25年以上～
30年未満
14.6%

20年以上～
25年未満
9.1%

15年以上～
20年未満
4.5%

0年以上～
10年未満
16.7%

40年以上～
45年未満
9.4%

市民文化系施設
子育て支援施設
スポーツ施設等

公営住宅
22.7％

学校
57.0％

50.4％



今後の取り組みは…

　人口減少や年齢構成の変化、市民ニ
ーズの多様化などから従来の施策では
公共施設の維持管理、有効的な利活用
を図るのは困難になってきています。
　今後安心して施設を利用していただけ
るように、「つくる」から「賢く使う」方針
で、3つの視点から公共施設マネジメン
トに取り組んでいきます。

施設の量はお金の
やりくりができる
範囲内に収め
ます。

保有量の適正化

利用者の満足度は
保ちつつ費用を
減らす工夫を
します。

運営管理の適正化

安心・安全を
確保しつつ施設を
長く使って
いきます。

長寿命化の推進

平成26年度

市民の皆さんに公共施設の状況などを「見える化」しました。
・現状と課題を抽出し、それを記載した「公共施設マネジメント白書」を作成し、市ホームページ
に専用ページを開設し掲載しました。

平成27年度

公共施設などの今後の在り方について、市民の皆さんと情報を共有します。
・公共施設などを総合的かつ計画的に管理するための計画（公共施設等総合管理計画）を市
民の皆さんの意見を取り入れながら作成します。
・パネル展や計画周知イベントなどで公共施設などの現状と課題について市民の皆さんに情報
を発信します。

平成28年度以降

公共施設等総合管理計画の実施方針に基づき取り組みます。
・公共施設などの長寿命化、維持保全、再編などを進めていきます。

市 民 の 皆 さ ん と 一 緒 に
考 え て い き ま す

☆鈴鹿市は３つの視点で取り組みます

公共施設マネジメントを行います

☆公共施設の現状と課題を知り、　
☆公共施設をどうすればいいか考え、
☆公共施設を適切に維持管理していきます。

これからも
安心して公共施設を
利用していくために

■「つくる」から「賢く使う」へ■「つくる」から「賢く使う」へ



企画課　　382 - 9 0 3 8　　38 2 - 9 0 4 0
k i k a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

「通知カード」と「個人番号カード」の違いは何？

住民基本台帳カードはどうなるの？ 
　平成28年1月に予定している個人
番号カードの交付開始以降、住民基
本台帳カードの新規発行は行われな
い予定ですが、平成27年12月以前に
発行された住民基本台帳カードにつ
いては、有効期間内は引き続き利用
できます。
　なお、住民基本台帳カードをお持
ちの方が、個人番号カードを取得した
場合は、その時点で住民基本台帳カ
ードは廃止となり、回収されます。

　平成27年10月5日以降、順次住民票を有するすべての方に、12桁のマ
イナンバーを通知するために送られます。通知カードは、紙製（予定）で、
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。

通知カード

　通知カードと共に届く個人番号カード交付申請書を提出いただく
ことで、平成28年1月以降に交付されます。
　個人番号カードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと
ともに、本人の顔写真が表示されます。本人確認のための身分証明
書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明
書を用いて、e-Tax（国税電子申告・納税システム）をはじめとした各
種電子申請を行うことができます。

個人番号カード

通知カード（イメージ図）

個人番号カード表面（イメージ図）

個人番号カード裏面（イメージ図）

発行

利用

平成28年1月

住民基本台帳カードを発行 個人番号カードを発行

住民基本台帳カードは発行しない

有効期間まで有効

28年1月以降も有効
住民基本台帳カード取得から10年間有効

個人番号カード
取得

個人番号カードを
取得時点から廃止

〈住民基本台帳カードを引き続きご利用する場合〉

〈個人番号カードを取得する場合〉
住
民
基
本
台
帳

　
　

カ
ー
ド
取
得

住民基本台帳カード



子ども家庭支援課　　382 - 9 1 4 0　　38 2 - 9 1 4 2
k o d omo k a t e i s h i e n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

　児童虐待に関する相談対応件数は増加を
続け、特に子どもの生命が奪われるなど重大
な事件は後を絶たちません。児童虐待問題
は、依然として社会全体で早急に解決すべき
重要な課題となっています。

　このことから厚生労働省では、子どもたちや子育
てに悩む保護者のSOSを早期に発見するため、児
童相談所全国共通ダイヤルを7月1日㈬から、より通
報・相談が行いやすい「189」の3桁の番号にしまし
た。皆さんの一報が子どもを救うきっかけになりま
す。「もしかしたら虐待では？」という場合には、ぜ
ひご連絡ください。

児童虐待とは・・・

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、おぼれさせる　など

身体的虐待
家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にする、
車の中に放置する、病院に連れて行かない　など

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポル
ノグラフィの被写体にする　など

性的虐待
言葉による脅し、無視、兄弟間での差別扱い、子
どもの目の前で家庭内暴力をふるう　など

心理的虐待

ネグレクト（育児放棄）

こんなときには189（児童相談所）へすぐお電話ください

あの子、もしかした
ら虐待を受けている
のかしら…

子育てがつらくてつ
い子どもにあたって
しまう…

近所で子育てに悩ん
でいる人がいる…

1 8 9
にお電話

お近くの
児童相談所

専門家が
対応します

●連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関す
る秘密は守られます。
●   0570-064-000でもお近くの児童相談所につながります。

いち　はや　く

児童相談所以外の相談先
　児童相談所以外にも虐待の相談ができる相談先が
あります。悩むことがありましたらご連絡ください。まず
はお話しいただくことが解決への第一歩です。



土木総務課　　382 - 9 0 7 2　　38 2 - 7 6 1 2
　do b o k u s omu@c i t y . s u z u k a . l g . j p

　新名神高速道路の三重県区間および国道23号中
勢バイパスなどの、中部圏と近畿圏をつなぐネット
ワークが平成30年代前半までに多く開通する予定で
す。鈴鹿亀山地域を中心とする産業集積地のさらな
る発展には、高速道路へのアクセス性強化や災害に
強い東西軸の道路整備が必要です。そのため鈴鹿亀
山道路の都市計画決定に向け、道路の概略計画を
推進しています。
　現在、おおむねのルートや基本的な構造などを検
討しており、環境影響評価手続きとして方法書の作
成を行っています。

鈴鹿亀山道路の必要性

亀山ジャンクション上空から
鈴鹿市方面を望む

配慮書
環境保全のために適正な配慮をしなけ
ればならない事項について検討

方法書
どのような方法で調査・予測・評価を
行うか検討

準備書
調査・予測・評価・環境保全対策の
検討結果

評価書
一般の方などに意見を聴き、修正・決定

事業実施へ

都市計画手続
複数の概略の案の設定

複数の概略の案の評価

都市計画の概略の案を決定

都市計画の案の作成

都市計画の案の公告・縦覧

都市計画の案の都市計画審議会附議

都市計画の告示・縦覧

環境影響評価手続

配慮書の作成

現地調査
準備書の作成

評価書の作成

構
想
段
階

計
画
段
階

方法書の作成

現在

　7月18日㈯　13時30分～17時（12時30分開場）
　亀山市文化会館 大ホール（亀山市東御幸町63 JR亀山駅より徒歩7分）

第1部　基調講演
「新しい世紀の道づくり」～鈴鹿亀山道路の早期整備に向けて～
講師　谷口 博昭さん (一財)国土技術研究センター理事長
第2部　パネルディスカッション
「地域活性化に果たす道路の役割　～鈴鹿亀山道路で考える」
講師　村山 顕人さん　東京大学 大学院 工学系研究科
　　 　　　　　　　  都市工学専攻 都市計画研究室 准教授
　新名神と鈴鹿亀山地域の幹線道路整備を進める会　 　鈴鹿商工会議所・亀山商工会議所

『鈴鹿亀山道路』シンポジウムを開催します

ラップなど先着500人にプレゼント
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考古博物館　　374 - 1 9 9 4　　37 4 - 0 9 8 6
　ko k o h a k u b u t s u k a n@c i t y . s u z u k a . l g . j p

体験学習 ※夏休み期間中の開館日は毎日開催

遺跡発掘体験

　9時～10時、13時～14時
　勾玉300円、土笛200円

　小・中学生

　講座開始時間の30分前から15分前まで
エントランスホールで受け付け

　11時～11時30分、15時～15時30分
　100円

勾玉・土笛作り

　7月22日㈬、8月13日㈭ ①9時30分、②10時45
分、③13時30分、④15時、各回10人、材料費
100円

　8月14日㈮ ①9時30分、②13時30分、各回16人、
材料費400円

　8月6日㈭ ①9時30分、②13時30分、各回30人、
材料費500円

　丸型　7月29日㈬、8月12日㈬　角型　8月7日
㈮、8月19日㈬　①9時30分、②13時30分、各
回10人、材料費300円

　7月23日㈭、8月5日㈬・27日㈭ ①9時30分、
②13時30分、各回10人、材料費100円

　8月20日㈭ ①9時30分、②13時30分、各回10人、
材料費300円

　8月21日㈮ ①9時30分、②13時30分、各回5組、
材料費100円

　8月26日㈬ ①9時30分、②13時30分、各回16人、
材料費400円

　8月28日㈮ ①9時30分、②10時45分、③13時30
分、④15時、各回15人、材料費500円

自然素材で工作をしてみよう

夏休み限定！ 体験講座

火おこし体験

　7月24日㈮ ①9時30分、②10
時45分、③13時30分、④15
時、各回10人、材料費100円

陶土での鈴づくり

　8月22日㈯ ①9時30分、②13
時30分、各回10人、材料費
300円

縄文時代の布づくり

　8月8日㈯ ①10時30分、②14時30分
オカリナを吹いてみよう

　7月25日㈯ ①9時、②13時30分
㈯

各回20人（要予約）　参加料：無料
　7月17日㈮までに電話で考古博物館へ

　7月31日㈮ ①9時30分、②13時30
分　各回10人、材料費200円

　8月6日㈭・12日㈬・20日㈭　10時45分から

プチ考古学者体験講座



　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

部　門

日本画

洋　画

彫　刻

美術工芸

写　真

書　道

規　　　　　　　　　　定

　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
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

担当コーナーが変わり、私は「くらしの情報」などを担
当することになりました。各課から提出された原稿の表
現などを整えた後、奇数ページから偶数ページには記事
がまたがらないように、また、Ａ３サイズの用紙を使ってい
ることから広報紙全体のページ数が4の倍数になるよう
に調整しながら配置して作成しています。この作業、まる
でパズルのように感じられます。
パズルと言えば、昔勤めていたホームセンターの物流

センターでの仕事もパズルのようでした。仕入先から
届いた商品を店舗ごとに仕分けた後、約1メートル四方
のパレットの上に高さ2m以上に積む作業は、まさに立
体パズル。きれいな直方体に積み上げることができた
ときは満足な気分になれました。
広報すずかのパズルは2次元ですが、校正で文量が
増減し、後からピースの大きさが変わってしまう点が難
しいところです。（高）




