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　戦後70年と本市の非核平和都市宣言30年にあたる

今年、長崎市と共同で原爆被爆品などを展示しました。

展示品の柱時計は原爆が炸裂した11時2分を指した

まま止まっています。

戦後70年～平和への祈り展で
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　暑い日は冷た～いお酒がおいしく、たばこも「ほっ」と
息抜きになります。
　しかし、やはり健康は大切です。お酒やたばことの付
き合い方を、今一度見直してみませんか。

お酒は健康的に！
　「酒は百薬の長」ということわざがありますが、適量のお酒は、
疲労回復や緊張をほぐし、ストレス解消に効果があるといわれ
ています。その一方で長期間、多量の飲酒をしていると肝臓
やすい臓に負担がかかり、高血圧や肥満、痛風、糖尿病の原
因となったり、またアルコール依存症も心配です。
　短時間の多量飲酒、特に若者の「イッキ飲み」も急性アルコー
ル中毒を引き起こす可能性が高く、大変危険です。お酒を楽しむ
ために、「上手なお酒との付き合い方」を考えてみましょう。　

お酒の適量とは
　適量といっても個人差があり、ま
た同じ人であってもその日の体調に
よって酔い方が異なりますので、ほ
ろ酔い気分でとどめるのが良いで
しょう。
　具体的な量で示しますと、男性
で一般的に純アルコール量にして
約 20ｇ程度、女性や高齢者はその
半分の 10ｇ程度です。もともと飲
酒習慣がない人は飲まないことが
推奨されています。

※女性や高齢者は約半分が目安＜適度な飲酒量（純アルコール約20ｇ程度）の目安＞

焼　酎

チューハイ

ワイン

ウイスキー

日本酒

ビール

お酒の種類

グラス半分 100ml

350ml

小グラス 1杯 200ml

ダブル 1杯   60ml

1 合 180ml

500ml

お酒の量

25％

7％

12％

43％

15％

5％

アルコール度数

厚生労働省「21世紀における
国民健康づくり運動（健康日本21）[第1次]」より

健康を守るために
～お酒は控えめ
　　たばこはやめよう～

　



週２日の休肝日を
　適量を守っても、毎日飲酒すると肝臓に負担をかけてしまいま
す。たとえば、純アルコール量 20ｇのお酒を飲むと、アルコール
が肝臓で分解されるのに平均 6～ 7 時間前後かかると言われま
す。お酒を飲んだ後、就寝している間も肝臓は黙 と々働いている
のです。
　肝臓を毎日連続して酷使すると、アルコール性肝炎や肝硬変な
どの重い病気の原因にもなります。週に 2 日は肝臓を解放して休
める、いわゆる「休肝日」を設けましょう。

妊娠中は飲まないで
　妊娠中の女性が飲酒すると、胎盤を通じておなかの中の赤ちゃんの
血液にアルコールが流れ込んでしまいます。赤ちゃんは、アルコールを分
解する能力が未発達ですから、大人より影響を受けやすく、先天性異常
などが起きやすくなります。
　妊娠初期では、小頭症や薄い上唇などの特徴的な顔つきやさまざま
な奇形が、妊娠中後期では胎児発育遅延や脳中枢神経障害が生じると
言われています。全期間を通じて影響があるため、妊娠が分かったら飲
酒は控えましょう。

アルコールへの依存症で悩んでいませんか？
　アルコールの問題
は、急性アルコール中
毒やアルコール依存
症だけではありませ
ん。肝臓の病気や生
活習慣病、うつ・自殺
などの精神的な問題、
未成年の飲酒などさ
まざまな問題を引き起
こします。
　アルコールによる問
題は早期発見・早期治
療の方が禁断症状も軽
く、治療効果も高くなりま
す。減酒、断酒には本人
の意思と行動が必要
ですが、本人が相談す
ることが難しい場合は、
まず家族や周囲の人が
専門機関に相談してく
ださい。

※年末年始・祝日除く

三重県「こころのケアガイドブック」より抜粋

＜アルコールに関する相談窓口＞
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障害者総合相談支援センターあい

鈴鹿保健所

三重県こころの健康センター

（津市久居）
おおごし心身クリニック

（四日市市八田）
かすみがうらクリニック

（津市城山）
こころの医療センター

月～金曜日　　9時～16時　381-1035

月～金曜日　　8時30分～17時15分
　382-8673

毎週水曜日　　13時～16時
　059-253-7826

※初診の方は要予約
火・木・金曜日　13時30分～15時＜予約外来＞

水曜日　　　　13時30分～14時、15時～17時
土曜日　　　　8時40分～14時
火・木・金曜日　8時40分～12時＜一般外来＞

　059-255-7432

第1・3土曜日　 9時30分～12時30分
月・火・木曜日　9時30分～18時30分

　332-2277

専用電話　　　059-253-3120
受付時間　　　9時～11時30分＜初　診＞

月～金曜日　　8時30分～17時15分

　059-235-2125
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たばこは吸わない人の健康も脅かします
　たばこの煙には、本人が吸う「主流煙」と、た
ばこの先から立ちのぼる「副流煙」とがあります。
煙には多くの有害物質が含まれていますが、そ
の量は主流煙よりも副流煙の方が、数倍から数
十倍も多いことが分かっています。
　この副流煙を、自分の意思とは無関係に吸い
込んでしまうことを「受動喫煙」と呼んでいます。
こうした“好まない喫煙”でも病気にかかる危険
度は高まります。たばこを吸わない家庭と比べ
て、肺がんでは約 2倍、心臓病では約1.25 倍も
影響があります。

　また、親がたばこを吸っ
ている家庭の子どもは、ぜ
んそくにかかりやすく、さら
に重症化しやすくなります。
他にも中耳炎や気管支炎に
もかかりやすくなり、乳幼児
突然死症候群（赤ちゃんが
突然死んでしまう病気）は、
吸わない家庭に比べて約 5
倍も危険が高くなります。

　右のグラフはたばこを吸わない家
庭の子どもの影響を1とした場合、タ
バコを吸う家庭の子どもが何倍ニコチ
ンの影響を受けているかを示したグラ
フです。この値が大きいほど、受動喫
煙の影響が大きいことを示しています。
　これは、別の場所で喫煙したとし
ても、たばこの成分が喫煙者の呼気
や衣類に付着しており、空気中に漂う
ためです。このことを、サードハンドス
モーク（三次喫煙）と言います。
　大切な子どもを
サードハンドスモーク
から守るためには、家
族の禁煙が必要です。

受動喫煙により成人の家族が肺がんにかかる危険度

子どもへの喫煙の影響

換気扇を回したりドアを閉めても受動喫煙は防げません

換気扇を回
しても有害
物質はなく
なりません

屋外で喫煙しても、
有害物質は服に
ついたり息ととも
に吐き出されて、
部屋の中に入って
きます

非喫煙者の
家庭

同じ部屋
で喫煙

別の部屋
で喫煙

換気扇の下
で喫煙

ベランダ
で喫煙

ドアを閉めた
外で喫煙

家庭に喫煙者が
いない子ども 気管支喘息 肺炎・

気管支炎 中耳炎 乳幼児突然死症候群
（喫煙者2人）

乳幼児突然死症候群
（喫煙者1人）

非喫煙者 過去喫煙者 1日20本未満 1日20本以上
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「Pediatrics(2004年１１３巻4号291～295ページ)」より

松崎道幸「受動喫煙による健康影響（１９９８年）」と「厚生省心身障害研究（1998年）」より

国立がん研究センターの調査（２００７年）より

（夫が非喫煙者である女性が肺腺がんにかかる危険度を「1」とした場合）

（家族に喫煙者がいない子どもへの影響を「1」とした場合）

　



　多くは意志の弱さ
のせいではなく、たば
この煙に含まれるニ
コチンの影響です。ニ
コチンには麻薬にも
劣らない強い依存性
があり、喫煙者の 7
割が「ニコチン依存
症」と言われています。ニコチン依存症を自分の
意志の力だけで治すことは難しく、治療が必要
な病気とされています。

　さらに、心理的な依存も影響しています。食後
の一服などを毎回繰り返した結果、その行動とた

ばこを吸うことが一体化
してしまい、たばこを吸う
まで食事を終えたという
実感が得られなくなって
しまうのです。
　身体的な依存症と心理
的な依存をきちんと認識
し、いかに対処するかが
禁煙へのカギとなります。

　一定の基準を満た
すと、健康保険を適
用して禁煙治療を受
けられるようになりま
した。お医者さんに
相談することで、禁煙
補助剤の処方やアド
バイスを受けられ、比較的楽に禁煙ができ、成功
率も高まります。

　健康保険などを使った禁煙治療にかかる費用
（自己負担3割分）は、処方される薬にもよりますが、
約 3カ月で1万 2,000 円～1万 9,000 円。1日あた
りに換算すると、約200円で禁煙ができます。

たばこをやめたいのにやめられない・・・

禁煙はお医者さんに相談！

ニコチンパッチ ニコチンガム 禁煙治療用内服薬

みその内科ｸﾘﾆｯｸ

鈴鹿回生病院附属ｸﾘﾆｯｸ

しもむら内科

加藤内科

ひらいﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

すずきﾒﾃ ｨ゙ｶﾙｸﾘﾆｯｸ

黒田ｸﾘﾆｯｸ

松尾内科ｸﾘﾆｯｸ

ﾊｰﾄﾌﾙｸﾘﾆｯｸ北井内科

永井外科内科

小西内科ｸﾘﾆｯｸ

医 療 機 関

御薗町 5328-1

国府町 112-2

住吉２-17-7

算所 2-14-12

庄野東３-1-30

平野町 7743-1

平田東町 13-26

平田新町 2-2

安塚町宮塚 1651-3

神戸 8-27-35

中箕田町 1124-6

住　　所

372-8778

375-1155

375-6111

370-5234

375-2266

367-0100

375-2600

378-8600

381-0600

382-0576

395-0007

電話番号 医 療 機 関 住　　所 電話番号

山下内科外科

しまむらｸﾘﾆｯｸ

花木内科ｸﾘﾆｯｸ

水口内科ｸﾘﾆｯｸ

あきながﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

すずかこどもｸﾘﾆｯｸ

きのしたｸﾘﾆｯｸ

沖中内科循環器科

上田内科ｸﾘﾆｯｸ

鈴鹿ｸﾘﾆｯｸ

くまざわｸﾘﾆｯｸ

桜島町 4-3-5

白子 4-16-6

高塚町 213-28

北江島町 15-21

秋永町 787-3

秋永町 652-1

東旭が丘 2-17-8

桜島町 2-1-2

長澤町 1167-1

伊船町 2229-8

東庄内町 3882

382-5007

386-6161

370-6663

387-0851

380-6090

380-1800

380-0777

381-2727

371-6000

371-6800

371-6990

広報すずか特集「健康を守るために～お酒は控えめ　たばこはやめよう～」についてのご意見・ご感想は、健康づくり課へ

〒513-0809 西条五丁目118-3 健康づくり課　　327-5030　　382-4187　　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

チンガ

00-00

※予約などが必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。＜市内禁煙外来＞



2015鈴鹿市発

就労マルシェ
を開催します

障がい者の

　心身に障がいのある方にとって働く場所を見つけることは容易で
はありません。しかし、働くことは経済的な基盤づくりとなり、また新
たな人や社会とつながる重要な機会となります。そこで、障がい者と
事業者の出会いの場として、今年も就労マルシェを開催します。

障がい者の雇用を戦力として考える機会にしてください
企業の方へ

　たくさんの障がい者とぜひ会ってみてください。

福祉事業所とパートナーシップを築く機会にしてください
企業・自治会・ＰＴＡなどの方へ

　福祉事業所では、障がい者と共に、さまざまな仕事を請け負っています。福祉事業所が生産した商品を
展示販売しますので、ぜひお越しください。

市立体育館ところ
29日（土）11時～15時30分

8月28日（金）13時30分～15時30分と　き

　額面1,300 円の商品券を、1,000 円で購入できます。当日会場で使うこともできます。

　障がい者の視点から社会を見つめ直したパネルの展示です。

　個性あふれる素晴らしい作品の数 を々展示します。

　昨年の就労マルシェで行われたイメージキャラクター総選挙で誕生した「ジョブくん」の
ぬり絵展示会です。当日参加もできます。

　AGF鈴鹿（株）の協力によるカフェコーナー。障がい者の就労体験の一環として、障がい
者がカフェのウエートレス、ウエーターとしておもてなしします。

28日（金）・29日（土）　両日

すすす
容易で容易で
また新
い者と
。

プレミアム付ジョブくん商品券の販売

パネル展

障がい者の作品展示「マルシェギャラリー」

ジョブくんのぬり絵展示会

ベルカフェ

障 者

　



　障がい者雇用に関する助成金の相談にお答えします。

　ご家族の方も一緒に参加できます。

※事前にハローワークでの求職登録が必要です。
　あなたの希望に合った企業を見つけてください。

28日（金）

　三重県立盲学校による出張あんま・マッサージ、自助具の展示・
体験、ロボットスーツの展示会、キッズコーナーもあります。

　弁当、パン、クッキー、ゼリー、野菜、雑貨などを販売します。製
作行程を実際に見られます。

　どんな障がいであれ、その特性を笑い合えるような、やわらか
な世の中になってほしいと願いながら活動しています。　

RAMOさん（自閉症の息子と父親の音楽ユニット）
13時30分から

　古典から洋楽まで、幅広いジャンルの音楽を演奏します。
伊藤圭佑さん（津軽三味線奏者、鈴鹿と・き・め・きドリーム大使）
12時30分から

　くすっと笑える、心が温かくなる大道芸をぜひお楽しみください。
加藤みきおさん（鈴鹿野郎舞一座）
11時30分から

　サラナ保育園による和太鼓演奏

29日（土）

主　催　鈴鹿市、ハローワーク鈴鹿、就労マルシェ実行委員会
協　力　鈴鹿市障害者施策推進協議会、鈴鹿市障害者地域自立支援協議会就労部会

広報すずか特集「障がい者の就労マルシェ」についてのご意見・ご感想・問合せは、障害福祉課へ

　382-7626　　382-7607　聴覚障害者 　382-7329　　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

ハローワーク鈴鹿　　382-8609

企業向け助成金相談会

就労継続支援事業所説明会と各種支援機関による就職相談会

あなたの希望に合 た企業を見つ

28日（金）
企業と障がい者の就職面接会

福祉事業所生産商品の展示即売会（28日も一部実施します）

その他

スペシャルコンサート

セレモニー



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

6月20日㈯・7月1日㈬・10日㈮

6月27日㈯～7月5日㈰

　昨年度より実施されているＦ1チームとの交
流事業の一環で、Ｆ1の基礎知識についての
出前授業が稲生、明生、旭が丘、郡山小学校
で行われました。授業を通じて児童たちに
知ってもらうことで、Ｆ1グランプリの開催地
に住むことの誇りや郷土愛を感じていただき、
交流チームである「フェラーリ」などとの円滑
な交流につなげていきます。

被爆品や写真を展示

　終戦から70 年、本市の非核平和都市宣言
から 30 年という節目の今年、あらためて平
和について考え感じるため長崎市と共同で
被爆品や被爆当時の写真の展示を行いまし

た。子どもから大
人まで皆さんに戦
争の悲惨さや平
和の尊さを感じて
いただきました。

原爆の悲惨さを後世に　長崎被爆体験講話
　原爆の悲惨さを後世に伝えるべく、被爆された小峰秀
孝さんが当時のことを小・中学校やふれあいホールで
語ってくださいました。当時の体験談を聞き、被爆された
足の写真を見て、原爆、そして戦争の怖さを感じていた
だくことができました。ふれあいホールではSUZUらん♪
によるコーラスも
行われ、核兵器
による悲劇を繰
り返さないよう訴
えました。

被爆品や写真を展示

か
和
被

流
出
で
知
に
交
な

峰秀
ルで
された
ていた
らん♪



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。

6月26日㈮

7月5日㈰

7月11日㈯

　追手風部屋の遠藤関が
白子中学校に来てくれまし
た。名古屋場所に向けての
意気込みや、生徒からの質
問にも笑顔で答えてくれま
した。
　生徒たちは花束や応援
旗をプレゼントし、みんな
でエールをおくりました。

　今年度、第１回目となる「市長と
話そう！鈴鹿（まち）づくりミーティ
ング」を開催し、各地域の地域づ
くり活動団体（協議会）の皆さん
と意見交換を行いました。現在、
活動団体（協議会）は、市内で１４
団体設立され、独自の活動を行
なっています。今回の意見交換で
は、各地域の活動の特色や、今後
の課題などが話し合われました。 

　漁協組合と森林組合が行っているイ
ベントで、今回は亀山市から加太みどり
の少年隊や環境に興味のある方をお招
きしました。海岸清掃や魚のつかみ取り
を体験してもらい海と触れ合っていただ
くことで、
環 境 保
全への意
識を高め
てもらい
ました。

話
ン

と
活
団
な
は
の



7月11日㈯

7月12日㈰

7月8日㈬・16日㈭

　Ｆ１日本グランプリの市
民応援席発売記念として、
今期Ｆ１グランプリに参戦
中のホンダのマシン（1992
年）がイオンモール鈴鹿に
展示されました。
　過去6年間の日本グラン
プリの写真の展示やジャズ
トランペッターの中村好江
さんによるミニライブも合わ
せて開催され、訪れた皆さ
んにモータースポーツの魅
力をアピールしました。

　鈴鹿市総合計
画 2023 の基本構
想（素案）に対する
市民の方からの意
見を伺うため意見
交換会を行いまし
た。「住みよいまち」
を目指すための方
向性などを説明し、
参加者から現状の
評価や感想、要望
などの意見をいた
だきました。

　水難事故を未然に
防ぐことを目的に、溺
れた時に役立つ着衣
泳の講習会が天名、
庄内小学校で行われ
ました。児童たちは無
理に泳がず浮いて助
けを待つ方法など、自
らの命を守る訓練を
体験し、万が一溺れ
たときに取るべき行動
を学びました。



※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年度内(4月5日号～
翌年3月5日号)2回までです。



秘書広報課　382-7601　384-2561
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

教育総務課　382-7617　383-7878
kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

かめ             い　        ひで            き

副市長 亀井秀樹
　今、地方を取巻く状況は、人口減少や地域経
済の縮小、財政の悪化など非常に厳しくなって
います。その中で、各地方自治体が地域の特性
をふまえ、いかに住みよいまちづくりを進めるか
が問われています。
　本市は、都市イメージキャッチコピー「さぁ、き
っともっと鈴鹿。海あり、山あり、匠の技あり」の
とおり、すばらしいまちであり、ここで生まれ、育
ち、仕事ができることを誇りに思っています。
　現在、本市では、「鈴鹿市まちづくり基本条
例」に基づき、将来のまちづくりの方向性や、具
体的な手法などを定める新たな総合計画の策
定に取り組んでいるところです。
　微力ではございますが、これまでの経験も生
かしながら、末松市長の補佐をさせていただき、
市民の皆さんと協働して「みんなに愛され、選
ばれる鈴鹿市」の実現に向けて全力で取組む
所存でございますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

●プロフィール
昭和 30年 11月6日、鈴鹿市生まれ。名古屋大学
法学部卒業後、昭和 53 年に三重県庁に入庁し、
防災危機管理局危機管理総務室長、健康福祉部
副部長などを歴任するとともに、伊勢市副市長、四
日市港管理組合経営企画部長なども務め、平成
27年 3月に三重県庁を退職した。

●プロフィール

教育長 玉川登美男
たま           がわ　　   と              み             お

　この度、新しい教育委員会制度における本市
初めての教育長として、これまでの教育委員長
と教育長が担ってきた職責を一身に引き受ける
立場となり、その重責に身の引き締まる思いです。
　私は市内の小中学校や市教育委員会事務局
に勤務し、退職後も健全育成活動などを通して、
各小中学校の教育支援に携わってまいりました。
　昨今、市民の皆さんから教育に対する強い
関心と期待が寄せられる中、さまざまな教育
課題の解決に向けて努力することが求められ
ています。このことを踏まえ、本市の「教育振
興基本計画」に基づきながら、保護者の皆さ
ん、地域の方々、各種団体や企業の方 と々連携
を深め、誠心誠意、全力を尽くしてまいる所存
です。社会の宝であり、未来を担う子どもたち
が、明るく、元気に、たくましく、夢や希望の実
現に向かえるよう、皆さんの御理解とより一層
の御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。

昭和 26年 5月6日、鈴鹿市生まれ。静岡大学教育
学部卒業後、三重県内の中学校に着任。昭和51年、
鈴鹿市立白鳥中学校に着任以降市内の中学校で
教諭を勤めた。平成 3 年に鈴鹿市教育委員会事務
局指導課へ配属、指導係長、学校教育課長を経て
平成 16 年からは市内小中学校の校長を歴任した。
趣味はドライブと旅行。



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

個人情報のやりとりの記録が確認できる「マイナポータル」

　行政機関がマイナンバー（個人番号）の付いた自分の情報を「いつ」、「ど
こと」やりとりしたのかを自宅のパソコンやスマートフォンなどから確認でき
る仕組みで、平成29年1月からの利用に向けて整備されるものです。行政
機関が保有する「自分に関する情報」や「行政機関から自分に対しての必
要なお知らせ情報」などもご覧いただけます。

法人には法人番号（13桁）が導入されます

自宅のパソコンなどから確認できます

法人番号とは？
　法人には法人番号（13桁）が導入さ
れます。会社法などの法令の規定により
設立登記をした法人（設立登記法人）の
場合は、商業登記法に基づく会社法人
等番号（12桁）の前に1桁の検査用数
字を加えた番号になります。10 月以降、
設立登記法人については登記されてい
る所在地へ、設立登記法人以外で国税
に関する法律に規定する届出書を提出
している法人は、当該届出書に記載され
た所在地へ通知される予定です。

　行政分野における法人番
号の利用については、平成
28年1月以降、税分野の手
続において行うこととされて
います。例えば法人税の申告
の場合、平成28年1月以降
に開始する事業年度の申告
から法人番号を記載していた
だくことになります。

　法人番号を指定されない
法人または人格のない社団
などでも、個別法令で設立さ
れた国内に本店を有する法
人や、国税に関する法律に基
づき税務署長などに申告書・
届出書などの書類を提出す
る者など一定の要件に当て
はまれば、国税庁長官に届け
出ることによって法人番号の
指定を受けることができます。

税分野などで活用 届出をして取得可能

※法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所などには法
人番号は指定されません。

　マイナポータルを利用する際は、なりすましによりマイナンバーの付いた自
分の情報を詐取されないように個人番号カードに格納された電子情報とパ
スワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行う
ための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが検討されています。
※個人番号カードを取得しない方など、マイナポータルを利用できなくても、自分の情
報を確認できる方法が別途検討されているほか、パソコンやスマートフォンなどを
お持ちでない方にもマイナポータルを使っていただけるよう、公的機関において端
末の設置が予定されています。

なりすまし防止などセキュリティ対策強化



文化課　　382 - 9 0 3 1　　38 2 - 9 0 7 1
b u n k a@c i t y . s u z u k a . l g . j p

　資格制限はありません。
　7月21日㈫～平成28年1月15日㈮
　平成27年4月1日から締切日まで

に本人が市内で撮影したもの
※被写体に人物が含まれている場合は公表の承諾を
得てください。また、著作権・商標権などの知的財
産に接触しないようご注意ください。

①郵送または持参の場合
　JPEG形式の電子データをCD-Rに入れた
ものかA3サイズ以下のプリント写真を文化
課へ。
②インターネットの場合
　5メガバイト以内のJPEG形式の写真デー
タをURL（http://suzuka-bunka.jp/）から
送ってください。

※通信料などの費用は自己負担になります。
※応募の際には、撮影年月日、撮影場所、題名、応募
者の住所･氏名･郵便番号･電話番号･公開する際
のニックネームを記載してください。記載漏れは対

象外とさせていただきます。
　魅力ある写真として採用した15点

には、記念品を贈呈します。
　なお、応募者の中から先着500人に伝統工
芸「伊勢型紙」で染めた手ぬぐいを差し上
げます。
・すずか歴史街道賞  5点・・・鈴鹿の銘茶
・すずかカルチャー賞5点・・・鈴鹿の銘店の
　　　　　　　　　　　　 食事券
・すずかネイチャー賞5点・・・鈴鹿の銘菓
※住所・氏名など個人情報については、記念品の送
付など、本企画に必要な範囲でのみ活用します。

※応募作品は返却せず、ホームページや資料館･記
念館などのデジタルフォトフレームなどで公開活用
します。
※応募された写真の著作権は撮影者に帰属します
が、応募写真などの使用権、編集権、出版権、二次
使用権は無償にて許諾いただきます。

鈴鹿山系 金生水沼沢植物群落 神戸灯りフェスタ

石薬師寺 鼓ヶ浦海岸の海苔粗朶 伊奈冨神社

応 募 方 法 ・ 募 集 要概

私
の
お
す
す
め

あ
な
た
に
お
す
す
め



学校教育課　　382 - 7 6 1 8　　38 2 - 9 0 5 4
　ga k k o k y o i k u@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

　学校の特色を理解し、小規模な学校で学びたい、子
どもを学ばせたいという希望者に対して、市内にある
現在の住所のまま所定の条件のもと、小規模特認校と
して指定された学校に転入学できる制度です。
　地域の特色や小規模校の利点を生かした個性的な
教育活動が展開されるなど特色ある学校づくりが行わ
れています。
　自ら希望して就学することで教育や学校に対する関
心も高まり、積極性や主体性が育まれることが期待さ
れています。

小規模特認校制度とは

対象校区

対象校区

（小規模特認校）

（就学指定校）

所定の条件のもと、
希望すれば就学が可能

　文部科学大臣から教
育課程特例校の指定を
受けて、全学年で英語科
または英語活動を実施し
ています（5、6年生は週に
3回の授業を実施）。
　また、タブレット型パソ
コンなどを効果的に活用
した授業や、少人数による
きめ細やかな指導を行っ
ています。

合川小学校の特色

スカイプを活用しウガンダ人と交流 タブレット型パソコンを活用した授業

ミスインターナショナルと交流

　新1年生、新3～6年生は各学年10人程度
※新2年生は募集を行いません。

　11月2日㈪～30日㈪（申請書を合川小学校へ
提出してください。後日、面接も行います。）

※今年度の受付終了は昨年より約 3 週間早くなりますのでご注
意ください。

　11月9日㈪～13日㈮に開催予定
※学習内容や学校見学会についてのお問い合わせは合川小学校
（　372-0014）へ。

平成28年度の募集予定



生涯学習課　　382 - 7 6 1 9　　38 2 - 9 0 7 1
　s h o g a i g a k u s h u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

　市内4つの高等教育機関と連携し、市民の「さらに詳しく知
りたい」という専門的分野への学習ニーズに応えると共に、学
びの楽しさを実感していただき、生涯学習をさらに深めていく
ことを目的としています。
　今年で3年目を迎え、今年度も6講座開催します。分かりやす
く興味を持っていただけるような講座になるよう努めています。

「まなベル」とは？

・普段は聞けないような貴重な話を聞くことができてよかったです。
・講師の先生は本当に分かりやすく面白く興味よく聞かせてもらいました。
・昨年にくらべて参加者が多いです。今後もぜひ継続してください。

昨年度の参加者の感想

「まなベル」に参加するには？
　事前申込が必要です。応募方法などは次のとおりです。

対 　 　 象

申 込 方 法

申 込 先

申 込 期 間

定 　 　 員

受 講 料

開催日・会場

高校生以上の方なら、どなたでも受講できます。

①住所　②氏名　③年齢　④電話番号　⑤希望する講座番号と講座日
を記入の上、はがき・ファクス・電子メールのいずれかで、お申し込みくだ
さい。（電話は不可）

生涯学習課　〒513-8701 神戸一丁目18番18号
　382-9071　　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

8月5日㈬～9月9日㈬（必着）

60人程度（先着順）

・1講座500円（傷害保険料を含む）、全6講座一括申込の場合は2,500円
・受講料は当日お支払いください。
・受講料払込後の返金はできません。
※高校生は無料（人数制限あり）

9月12日㈯・11月7日㈯ 鈴鹿大学短期大学部、鈴鹿大学
9月26日㈯・11月14日㈯ 鈴鹿工業高等専門学校
10月8日㈭・10月23日㈮ 鈴鹿医療科学大学
   　　　（千代崎キャンパス・白子キャンパス）

1

2

3

4

5

6

7



今年度のテーマは「未来へつなぐ鈴鹿のおくりもの」

9月12日㈯ 13時～14時30分
「未来へ拓く鈴鹿の教育」

講師 : 長澤貴さん（短期大学部）
内容 : 世界的に変化する教育の
流れを各種データから読み取り、
世界での教育の取り組みについ
て見ていきます。その流れの中
で、日本やアジアで爆発的な広
がりを見せている「学びの共同
体」の取り組みについて知り、挑
戦を続ける本市の鼓ヶ浦中学校
の教育実践を紹介します。

講座①
11月7日㈯ 13時～14時30分
「鈴鹿市の観光資源を再検証する

―観光都市・鈴鹿の創生は可能か―」
講師 : 高嶋重次さん（鈴鹿大学）
内容 : 訪日外国人観光（インバウ
ンド）客数が毎年記録的に伸びる
中、交流人口確保の有効手段で
ある観光について本市はどう対
応しているのか、その実状と経済
波及効果を検証し、「観光都市・
鈴鹿」の実現可能性を探ります。

講座⑤

10月8日㈭ 13時30分～15時
「鈴鹿の食材であるお茶に

ついて考えよう」
講師 : 棚橋伸行さん
　　 （千代崎キャンパス）
内容 : お茶にはさまざまな種類
や効能などが知られています。
今回は、かぶせ茶の生産で全国
有数の産地として知られている
本市のお茶を含めて「お茶を知
る」、「お茶を楽しむ」、「お茶と暮
らし」などに関して紹介します。

講座③
10月23日㈮ 13時30分～15時
「鈴鹿産ハナビラタケで健康と美を！」
講師 : 鈴木宏治さん
　　 （白子キャンパス）
内容 : キノコの一種のハナビラタケ
には、アガリクスの4～5倍も多いβ
(1-3)グルカンが含まれています。こ
のグルカンには自然免疫力を高め
る作用があり、健康維持に役立つ
と考えられています。自然免疫力を
高める食品や鈴鹿産ハナビラタケ
の効能効果について紹介します。

講座④

9月26日㈯ 10時～11時30分
「ロボット技術で拓く鈴鹿の未来」
講師 : 白井達也さん・田添丈博さ
ん・浦尾彰さん
内容 : 日常生活にも浸透してきた
ロボット技術の基本的な仕組みに
ついて学びませんか?ロボット技
術を理解することで、世間を騒が
したドローンや今後の活躍が期待
されるレスキューロボット、福祉ロ
ボットに関するニュースをより一層
深く理解できるようになります。

講座②
11月14日㈯ 10時～11時30分

「鈴鹿市で水素のある生活を創りませんか?」
講師 : 南部智憲さん
内容 : 日本は世界に先駆けて、水
素を活用したエネルギー社会の構
築を目指しています。鈴鹿高専で
は世界最高性能を発揮する新しい
水素製造技術の開発に成功しまし
た。水素とはどのようなエネルギ
ー源で、私たちの生活はどのよう
に豊かになっていくのか、これから
の本市の未来を考えましょう。

講座⑥

383-8991 　383-9666岸岡町 1001 番地 1鈴鹿医療科学大学

368-1717 　387-0338白子町鈴鹿工業高等専門学校

372-2121 　372-3903郡山町 663番地 222鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部



保険年金課　　382 - 7 6 2 7　　38 2 - 9 4 5 5
h o k e n n e n k i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p 見

本

※受給資格証には福祉医療で届出されている健康保険証の情報も表示されています。健康保険証の情報に変更があ
った場合は、対象者の健康保険証をお持ちいただき、速やかに保険年金課か地区市民センターで届出を行ってくださ
い（郵送可）。

●身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方
●療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中
度)をお持ちの方、または知能指数が50
以下の方
●精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

●18歳未満児（年度末児童）を
扶養している一人親家庭な
どの母または父およびその
児童
●父母のいない18歳未満児

●各医療保険法の規定による自己負担相当額
●入院時の食事療養に係る標準負担額（住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から減額認定を
受けた方のみ対象）
※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の障がい者医療費は、通院分のみ対象
※13歳到達年度から15歳到達年度末まで（中学生）の子ども医療費助成制度は、入院分のみが助成対象です。
受給資格証の交付はなく、入院費の支払い後にその都度（2年以内）申請してください。

●0歳から12歳到達年度末
（中学校就学前）の子ども
●13歳到達年度から15歳到
達年度末まで（中学生）の
子ども

対
象
者

対
象
医
療
費

障がい者医療費 一人親家庭等医療費 子ども医療費

※申請方法など、詳しくは、市ホームページ(　http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/index6.html)をご覧いた
だくか、保険年金課　医療給付グループへお問い合わせください。

福祉医療費助成制度の概要

　平成 27年度（平成 26 年分）の所得額によって判定後、更新した受給資格証を8月下旬に対象者へ
郵送します。また、後期高齢者医療制度に加入中の方には、受給資格決定通知書を郵送します。なお、所
得制限額を超えるなど、医療費助成の対象に該当しなかった方には、その旨を通知します。
※転入された方など、本市で平成26年中の所得が確認できない方は、所得課税証明書の提出をお願いする場合があ
ります。

受給資格者証の更新

　各助成制度には、下記の所得制限があります。判定の対象となる所得金額は、合計所得金額から各種
控除を行った額になりますので目安としてください。

所得制限額

障がい者医療費

本人所得額扶養親族
などの数

0人
1人
2人

配偶者および
扶養義務者所得額

養育者、配偶者および
扶養義務者所得額

以降1人増えるごとに38万円を加算以降1人増えるごとに
21万3,000円を加算

以降1人増えるごとに
38万円を加算

本人所得額 保護者所得額

622万円
660万円
698万円

236万円
274万円
312万円

192万円
230万円
268万円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円

一人親家庭等医療費 子ども医療費



　児童扶養手当の受給資格
者（母子家庭の母・父子家庭
の父など）は、8月31日㈪までに
児童保育課で現況届の手続き
をしてください。手続きをしない
と、8月以降の資格について更
新ができません（2年間手続きを
しなかった場合、資格を喪失し
ます）。

大規模施設の天井崩落防
止対策の一環として西部体育
館のつり天井改修工事を行う
ため、西部体育館を休館します。
迷惑をお掛けしますが、ご協力
ください。

　12月1日㈫～平成28
年3月31日㈭（予定）

西部体育館管理事
務所（　371-1476）

　第1段階の方の介護保険料
について、公費負担による保険
料の軽減を行います。

　3万4,140円（軽
減前）→ 3万730円（軽減後）

　病気などのやむを得な
い理由により、義務教育諸学
校への就学を猶予または免
除された方など

　10月28日㈬　10時～
15時40分

三重県庁 講堂棟3階
第131・132会議室（津市広明
町13）　

　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）　

　8月24日㈪～9
月11日㈮（消印有効）までに
県教育委員会へ

県教育委員会事務局 
高校教育課（　059-224-2913）

　8月14日㈮から16日㈰まで、し
尿収集を休業します。

　日本年金機構において、外
部からのウィルスメールによる不
正アクセスによって同機構が保
有している情報の一部が外部
に流出したことが判明しました
が、次のようなことはありません
ので注意してください。
○日本年金機構や年金事務所
からこの件で電話をすること
はありません。基礎年金番号
の変更に関する連絡は、後日
文書をお送りします。
○日本年金機構からこの件で
お金を要求することは一切あ
りません。
○日本年金機構がATMの操
作をお願いすることは一切あ
りません。
○個人情報（家族構成など）を
確認することはありません。

　津年金事務所　　　
（　059-228-9112）　年金機
構情報流出に関する専用電
話窓口（  0120-818211）



（次の要件すべてに該当する方）
　1.市内に在住または勤務している方
　2.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
　3.現に住宅に困っている方
　4.市税の滞納がない方
　5.公営住宅法に定める基準以下の収入の方
　6.暴力団員でない方

8月7日㈮から28日㈮まで（土・日曜日を除
く8時30分～17時15分）に、所定の申込書類に
必要書類を添えて、直接住宅課へ

応募者多数の場合は、9月17日㈭・18日㈮
　（予定）に公開抽選会で決定します。

10月下旬



　　平成28年度採用市職員を募集します
        人事課    382-9037     382-2219

電　話 電子メール ホームページファクス

212015・8・5

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

◆平成28年4月1日採用分　募集職種、採用予定人数、受験資格

※採用予定人数については、今後の採用計画などの見直しにより変更することがあります。

※職種区分｢消防｣以外を受験する外国籍の方は、永住者または特別永住者の在留資格が必要です。

※すべての職種について地方公務員法第16条欠格条項に該当しないことが条件です。

◆第1次試験

と　き 9月20日㈰　9時から
ところ 鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（消防以外の職種）、消防本部（消防）

申込み　8月5日㈬から28日㈮まで（土・日曜日を除く8時30分～17時15分）に、「職員採用試験申込書」を
郵便または直接人事課へ　※郵送の場合は、8月28日(金)17時15分到着分まで有効

申込書の入手方法　人事課へ直接または郵便で請求するか、市ホームページ｢人事・職員採用｣で入
手してください。　※郵便で請求する場合は、封筒の表に朱書きで、｢職員採用試験申込書希望｣と記入の上、

返信用封筒（宛先を記入し、82円切手を貼った12cm×23cm程度のもの）を必ず同封し、人事課（〒513-8701

神戸1-18-18　人事課人事研修グループ宛）に請求してください。

職種
採用予定人数 主な業務内容 資格免許等 年齢 学歴

事務1
（身体障がい者）

1人程度

企画、庶務、予
算、経理、調査、
指導等の一般行
政事務

○身体障害者手帳の交付を受けている方
○介護者なしに事務職としての職務の遂

行が可能な方
○活字印刷文による出題に対応できる方

昭和55年4月2日以降
の生まれの方

事務2
21人程度

—
昭和60年4月2日以降
の生まれの方

技術
（土木）
1人程度

土木に関する技
術的業務

技術
（機械）
2人程度

機械に関する技
術的業務

保健師
1人程度

保健に関する相
談･指導業務

保健師免許を取得の方または平成28年3
月末日までに取得見込みの方

昭和50年4月2日以降
の生まれの方

昭和55年4月2日以降
の生まれの方

保育士・
幼稚園教諭
7人程度

幼児の保育業務
保育士資格・幼稚園教諭免許をいずれも
取得の方または平成28年3月末日までに
取得見込みの方

消防
5人程度

火災予防、救急、
救助、消火活動
等の消防業務

日本国籍を有し、青色、赤色および黄色の
色彩識別ができる方

技能
（業務員）
1人程度

清掃施設・水道
施設・道路の維
持管理業務など

—

—

労務
（調理員）
1人程度

学校・保育所等
での給食の調理
業務など

調理師免許を取得している方または平成
28年3月末日までに取得見込みの方

昭和60年4月2日以降
の生まれの方

学校教育法に定める

大学院、大学、短期

大学、修業年限が2年

以上の専修学校専門

課程、高等専門学校、

高等学校、特別支援

学校高等部など高等

学校に準ずる学校を

卒業した方または平成

28年3月末日までに

卒業見込みの方

※技術については上記

の学校においてそれ

ぞれの職種に関する

専門課程・科目を履修

していることが必要に

なります。



集会（大分県別府市）　11
月10日㈫～12日㈭
②第67回全国人権・同和教育
研究大会（長野県長野市）
11月21日㈯・22日㈰
③第30回人権啓発研究集会
（大阪府大阪市）　平成28
年2月4日㈭・5日㈮
　若干名

9月4日㈮までに人権
政策課へ（郵送の場合は当
日消印有効）

　8月6日㈭に広島市で、8月9日
㈰に長崎市で、原爆死没者の
めい福と世界恒久平和を願う
式典が行われます。
　また、8月15日㈯には日本武道
館で、先の大戦において亡くなら
れた方 を々追悼し平和を祈念する
ため、全国戦没者追悼式が行わ
れます。
　それぞれの式典の中で、1分
間の黙とうが捧げられるのに合
わせ、皆さんも恒久平和の実現
を願い、共に黙とういただきます
ようお願いします。
○広島市　8月6日㈭　8時15
分から
○長崎市　8月9日㈰　11時2
分から
○全国戦没者追悼式　8月15
日㈯　12時から

　8月1 9日㈬までに、
（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム　長谷川
（　370-0511　370 -0505
　http://www.iatssforum.jp/）
へ

　本市のノリの生産は、県内有数
の生産量を誇ります。10月初めか
ら、沿岸部ではノリの種付けが始
まり、冬の風物詩である伊勢湾の
黒ノリ養殖のシーズンになります。
　一方、田んぼでは、まもなく稲刈
りの最盛期を迎えます。また、台風
が接近しやすい時期でもあります。
稲刈り後の稲わらをそのままにして
おくと、台風などで大雨が降ったとき
に、側溝や水路に詰まって浸水被
害を拡大させる原因となり、河川を
経由して海へ大量に流れ込むこと
があります。草やゴミも同様です。
　海でこれがノリ網に付着すると
ノリの生育が悪くなり、品質が悪化
します。取り除くには、手作業しか
方法がありませんので、生産者は
大変困ります。ノリの生産者以外
の漁業者も、漁港内に流れこんで
しまうと漁に出られないため、回収
作業に追われてしまいます。　　
　このため稲わらは早期にすき
込みをしていただきますようにお
願いします。

　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。

　市内在住・在勤の方

①部落解放研究第49回全国

　下記のいずれにも該
当する方
○昭和31年4月2日以降生まれ
で、地方公務員法第16条の
欠格条項に該当しない方
○発達検査（WISC-ⅢおよびK
式発達検査程度）の実務を
1年以上経験している方

　児童の発達検査、
子育て・発達相談など
　1人程度
　10月1日～平成28

年3月31日
　8月5日㈬から26日㈬ま

で（土・日曜日を除く8時30分～
17時15分）に、採用試験申込
書、有資格証の写し、レポートな
どを子ども家庭支援課へ

　9月5日㈯（予定）

　IATSSフォーラムは東南アジ
アの将来を担う若者の人材育成
を行う研修機関です。研修期間
中、研修生（会話は英語）を受け
入れ、日本の生活を体験させて
いただけるご家庭を募集します。

　10月10日㈯・11日㈰
（1泊2日）

　18家族（応募多数の
場合は抽選）



　鈴鹿市総合計画
2023基本構想について
　5人程度（先着順）
　当日13時から13時20

分まで、会場で受け付け

　8月28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

　8月23日㈰　10時～
15時（受付は14時まで）

　図書館 2階視聴覚室

　8月19日㈬　13時30
分～15時30分
　市役所本館 6階庁議室

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドクター
がお応えします。
　ご希望の方は、当日おもちゃと
説明書をお持ちください。当日都
合の悪い方は、事前に廃棄物
対策課までお持ち込みいただく
ことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で取りに来ていただきます（当日
修理が完了したものは、当日お
渡しすることもできます）。

3歳～5歳児
9月１日㈫から入園願

書に必要事項を記入の上、
直接各幼稚園へ

9月1日㈫から18日㈮まで（土・日曜日、祝日を除く8時30分～
17時）に、入園願に必要事項を記入の上、入園希望の幼稚園へ

 



　市内の幼稚園・小中学校の教
職員が集い、今こそあらためて認
識すべき｢人権意識｣について学
びます。一般の方も参加できます
ので、ぜひお越しください。

　8月19日㈬　13時30
分～16時
　市民会館
　｢あーよかったな　

あなたがいて～｢優しさ｣と
いう温かい貯金～｣

　仲島正教さん（教育
サポーター）

　発掘調査担当者が調査時の写
真を紹介しながら遺跡の解説をし
ます。小中学生を対象にした解説
ですが、一般の方も参加できます。

　　
○8月12日㈬　10時45分から 
｢伊坂城跡｣　
○8月20日㈭　10時45分から 
｢釜垣内遺跡｣　
　考古博物館　考古シ

アター
　県埋蔵文化財センタ

ー職員
　無料（参加者は企画展

と常設展を無料で観覧できます）
　不要

　小学生以上

　9月6日㈰　①9時30
分から、②13時30分から
　考古博物館　ホール
　各20人

1,800円
　8月26日㈬までに、講

座名・希望時間・住所・氏名・
電話番号を記入して、往復
ハガキ（返信の宛名欄に代
表者の住所・氏名を記入）か
電子メールで考古博物館（〒
513-0013国分町224）へ　

　着物に使われる半衿の型紙
展示を通して、お洒落な型模様
をお楽しみいただく企画です。
併せて伊勢型紙技術保存会
製作の伊勢型紙復刻作品や
試験染め、江戸小紋染め着物
を展示します。

　8月20日㈭～23日㈰
10時～16時（最終日は15時
まで）
○彫刻実演　8月22日㈯・23日
㈰　13時～15時
○彫刻体験は随時（対象は小
学4年生以上）
　伊勢型紙資料館（白

子本町21-30　 368-0240）
　無料
　国認定重要無形文

化財保持団体　伊勢型紙
技術保存会

　12月13日㈰　8時15分
から（雨天決行）

　鈴鹿サーキット国際
レーシングコース

　10㎞、5.6㎞、2㎞、
2kmジョギング、競技用車い
す5.6㎞、生活用車いす1.5㎞

　1,000円～3,500円

　先着7,500人（10km：
2,500人、5.6km：2,500人、2km：
2,500人）

（それぞれ締切日が異なります）
①インターネット　10月15日㈭ま
でに下記のホームページから 
○鈴鹿シティマラソン公式ホーム
ページ　 http://suzukacity-
　m.com
○ランネット　　　　　　　　
　http://www.runnet.jp/
②郵便振替　8月17日㈪から28
日㈮までに専用郵便振替用
紙の希望枚数・住所・氏名・参
加種目・電話番号をエントリー
センター（（株）ファインシステム
　079-420-6663）に伝え、専用
郵便振替用紙が届いたら9月
1日㈫から14日㈪までに郵便
局で申し込みと参加料の振り
込みをしてください。

中学生以上

　受付、選手誘導、
給水など（7時ごろ～12時ごろ）

　9月18日㈮までにスポ
ーツ課へ



　市内在住の小学5年
生以上

　9月23日（水・祝）（予
備日26日㈯）

　三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　サッカー・ラグビー場
　無料
　8月14日㈮（必着）ま

でに、申込用紙に氏名・性別・
年齢・連絡先を記入の上、郵
送で鈴鹿市グラウンド・ゴルフ
協会 太田義明（〒513-0012
　石薬師町2132-3）へ

　8月22日㈯　10時～
15時（雨天決行）
　三重交通Gスポーツ

の杜鈴鹿 体育館

○100ブースのフリーマーケット
○ラーメン、焼きそば、からあげ、
ミニクロワッサン、カレーパンな
どの飲食物販売
○ワンコインブース（骨盤矯正
体験など）
○SSGスポーツクラブ発表会
（10時30分から）
○三重大学ジャグリング部
｢ジャグリアーノ！｣による演技
（13時から）

　無料

大学院工学研究科 准教授）
パネルディスカッション

「鈴鹿市災害ボランティアセン
ターを効果的に運用するために
必要なこと・もの・ひとについて」

川口淳さん

　馬路義人さん（鈴鹿青年会
議所　理事長）
　小川美香さん（鈴鹿医療科
学大学保健衛生学部　医
療福祉学科　助手）
　臼井健家さん（鈴鹿市ボラン
ティア連絡協議会　防災部
会長）
　戸口孔二さん（鈴鹿市災害ボ
ランティアコーディネーターズ
代表）
　200人
　無料
　不要
　鈴鹿市社会福祉協議会 

地域福祉課（　382-5971）へ

　同じ病気の方のお話を聞い
たり、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。

　がん患者、がん患者
の家族の方

　8月24日㈪　13時30
分～15時30分
　保健センター　
　無料
　不要
　三重県がん相談支援

センター（  059-223-1616）

　ブロック別での個人戦を行い
ます。

　土星・月などを望遠鏡を使って
観察します。

　小学生以上

　8月22日㈯　18時30分
～20時30分

　文化会館 屋上天体
観測場・プラネタリウム 
  土星・月・二重星（アル

ビレオ）の解説と観望
　150人（当日先着順）
　無料
　当日18時から、文化会館

2階プラネタリウムギャラリーへ

　大規模災害時、全国から本市
へボランティアの方がお越しいた
だいた場合、社会福祉協議会に
よりボランティアセンターを運営し
ていただきます。その際に必要と
なる運営マニュアルがこの度策
定されましたので、これを記念し
て講演会を開催します。

　8月23日㈰　14時～
16時30分（受付13時30分から）

　ふれあいホール（南
玉垣町6600）
　
記念講演会「巨大災

害をのりこえるために必要
なこと」

　川口淳さん（三重大学



　ブラジルの手作りパンを作り、その
パンでブラジルのパーティーには欠
かせないサンドイッチ｢カルネ・ロウカ｣
を作ります。また、料理を食べながらブ
ラジルの文化を紹介してもらいます。

　9月12日㈯　10時～
14時　
　文化会館 調理室
　手作りパンでサンドイッ

チ、スープ、プリン（予定）
　林・マリア・アリセ・マチ

コさん（ブラジル出身）
　32人（先着順・賛助会

員優先）
　一般 1,000円　賛助

会員 700円
　9月3日㈭までに郵便番

号・住所・氏名・電話番号を記
入の上、はがき、ファクス、電子
メールで鈴鹿国際交流協会
（〒513-0801神戸1-18-18）へ
　

　国の地方創生交付金を活用し
て、創業支援セミナーを開催します。
第1部では、京都大学発ベンチャー
で電気自動車製造業のGLM㈱を
立ち上げた著名な起業家を講師に
招き、創業に関する講演会を開催
します。第2部では創業に関するガ
イダンスを行います。創業・起業に興
味のある方はぜひご参加ください。

　8月23日㈰　13時開場
第1部　13時30分～15時
　第2部　15時15分～16時15分

　白子ストーリアホテル
　（白子駅前2955）

　小間裕康さん
（GLM（株）代表取締役社長）

　60人（先着順）
　無料
　8月17日㈪までに電話

で産業政策課へ

　福祉・介護職場の人材確保の
ために実施します。

　県内に住民登録して
いる満75歳未満の方で、研
修修了後に県内の福祉・介
護職場に就労することを誓約
できる方

　9月10日㈭～10月29
日㈭

　8月3日㈪～31日㈪
（必着）

　11月4日㈬～平成
28年1月29日㈮

　9月14日㈪～10月19
日㈪（必着）

　三重県社会福祉会
館（津市桜橋2-131）
　各講座39人

　無料（教材費は実費
負担）

　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
　10月13日㈫～15日㈭、

19日㈪･20日㈫の5日間　9時
30分～16時30分

　鈴鹿市シルバー人材
センター

　高齢者の豊富な経
験を活かし地域で育児支援
の活動ができる人材を育成
します。修了者には、女性労
働協会認定の｢保育サービ
ス修了証｣が発行されます。

　15人

　無料
　8月11日㈫から9月15

日㈫までに電話で鈴鹿市シ
ルバー人材センターへ

　鈴鹿市シルバー人材センターが
独自事業として実施します。

　鈴鹿市シルバー人材
センターで就業（剪定）を希
望される60歳以上の方
　9月2日㈬・3日㈭　9時

～16時
　鼓ヶ浦公民館
　樹木の剪定技能の

講習
　20人

　無料
　8月5日㈬から25日㈫

までに電話で鈴鹿市シルバ
ー人材センターへ



　8月5日㈬から20日㈭ま
での9時から20時まで（ただし
10日㈪は休館日）に参加料・
保険料を添えて、ウオーキン
グ・スロージョギング教室は市
立体育館または石垣池公園
管理事務所へ、弓道・なぎな
た教室は市武道館へ

　鈴鹿市体育協会へ

　50歳以上の方
　9月1日～12月22日の

火曜日　全14回　9時30分
～11時30分

　石垣池公園（第1回目
と第14回目は鈴鹿回生病院）

　50人（先着順）
　6,000円（保険料･血

液検査代を含む）

　50歳以上の方
　9月4日～12月11日の金

曜日　全14回　9時30分～

11時30分
　石垣池公園（第1回目

と第14回目は鈴鹿回生病院）
50人（先着順）
　6,000円（保険料･血

液検査代を含む）

　一般男女
　9月9日～12月2日の水

曜日　全12回　9時30分～
11時30分
　武道館
　30人（先着順）
　3,000円（別途保険料

800円）

小学生以上
　9月2日～11月25日の

水曜日　全12回　19時～21
時
　武道館
　30人（先着順）
　中学生以下2,500円、

高校生以上3,000円（別途保
険料1,850円）

　近年、子どもたちの自尊感情を高める取り組
みの必要性が注目されています。自尊感情は、
｢良い面も悪い面も全部含め、ありのままの姿で
良い｣と自分自身を認めたりする気持ちのこと
です。
　以前、小学校高学年のある子どもが｢自分
が嫌だ｣と言いました。家族、仲間、先生など周
囲の人たちはとても心配しました。そこで、学校
でも家庭でも｢人と比べる必要はないよ｣｢その
優しさは、あなたの持ち味だね｣｢あなたの笑顔
でホッとしたよ｣など、｢一人の人間として価値
がある｣というメッセージを伝え続けました。少し

ずつですが表情が明るくなり、中学校でも仲間
と楽しく学校生活を送っているそうです。
　周囲の関わり方や言葉の掛け方で、自尊感
情は大きく左右されます。自尊感情が高まれば、
いろいろなことに興味関心が高まったり、他人も
大切にできたり、前向きな生活を送ったりするこ
とができるのではないでしょうか。
　子どもの自尊感情を高めるために、まずは身
近なところから｢その考えっていいね！｣｢その気
持ち、分かるなあ｣など、お互いを認め合い、尊
重し合える雰囲気をつくり、子どもたちを育みた
いものです。
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

夏の暑さもピークに差し掛かり、夏ばてや熱中症が
怖い季節になりました。最近食欲が落ちてきました。水は
一日2リットルくらい飲むのですが、ご飯のおかわりは一回
だけになりました。何をするにも体が資本ですので、皆さ
んも体調管理には気を配りましょう。
夏だからこそ楽しめることもたくさんあります。海水

浴にプール、花火大会、肝試しなどです。私は家族全員
で流れるプールや、夜空を彩る色鮮やかな花火を満喫し

ようと考えています。夏休み期間で混雑するのが気が
かりです。
混雑といえば交通渋滞が思い浮かびます。連休

中は特に高速道路などで発生しますが、私は渋滞
が大嫌いなので、朝方や夜更けの空いている時間
帯を選んで移動するようにしています。休みを快適
に過ごすためにいろいろと工夫したいものですね。
（誠）




