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早く大切な命を救いたい
一分一秒でも

～緊急時にあなたができること～

　本市消防署の救急隊はおよそ
1時間に1回の割合で出動してい
ます。昨年の出動件数は前年より
増加しています。緊急時の救命の
ために、私たちに何ができるでしょ
うか。いざというときに役立つ救
急方法と併せてお伝えします。

？

急方法法とと併せてお伝え伝 しまします。す。

一日あたり約21.8人救護しています

本当に必要な方のもとへ救急車が早く到着できるために

　平成26年中の救急車出動状況は合計8,490件
でした。本市消防署の救急隊が一日平均約23.3件、
１時間１分に１回の割合で救急出動し、１日あた
り約21.8人を救護したことになります。

　救急車はタクシーではありません。安易な利用が増えると、
本当に必要とされている方への対応が遅れてしまいます。
一分一秒でも早く救える命のもとへ到着できるよう、緊急性が
ない場合はむやみに呼ばないようご協力をお願いします。

※緊急性があると判断した場合は119番通報をしてください。
利用を控えるあまり、取り返しのつかないことにならない
よう冷静な判断をお願いします。

●靴ずれで足が痛い

●指を切った

●日焼けで肩が痛い

本当に救急車が
必要ですか？

平成26年中の救急状況
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このような症状は緊急事態です！ううううなななな 状状状状状状ははははは 事事事事事 すすここここのののよよようううななな症症症症症状状状状状はははは緊緊緊緊緊急急急急事事事事事態態態態ででですすすこここののののののよよううなな症症状状はは緊緊急急事事態態でですすここのののようこのよよよここここ ううううのののの うな症状は症症症症症症なななな 状状状状状状なななな は緊急事急急急ははははは 事事事事事緊緊緊緊緊緊 事事態態ですすででで事事 すす態態態 す
迷わず119番通報しましょう！

応急診療所などもご利用ください

●突然の激しい頭痛

●突然の高熱

●ふらついて立っていられない

●顔色が明らかに悪い

●急な息切れ

●突然の激しい胸痛・腹痛

●呼吸困難

●痛む場所が変わる

●吐血・下血

●意識がない

　（呼びかけても返事がない）

●大量出血のある外傷

●広範囲のやけど

　夜間や休日に救急車を呼ぶほどでもないが治療を受けたいとき、どこの病院に行けばいいか迷ったときは、
応急診療所や救急医療情報センターをご利用ください。

鈴鹿市応急診療所 三重県救急医療情報センター

みえ子ども医療ダイヤル

西条五丁目118-1 382-5066 382-7740

　救急患者の応急診療を行っています。必ず事前に電
話などで診察可能かご確認ください。
持ち物　健康保険証、お薬手帳（服薬中の情報がわかるも
の）、診療費（お持ちの方は福祉医療費受給者証など）。

※薬の処方は原則1日分です。

診療時間

受付時間

診 療 日

診療科目

9時30分～12時、
13時～16時30分　

9時～16時（歯科は年末年始と
大型連休以外は午前のみ）

日曜・祝日・年末年始
（12月30日～1月3日）

内科・小児科・歯科

昼間の診療

19時30分～
22時30分

19時～22時

毎　日

内科・小児科

夜間の診療

※「家庭でできる
応急手当があり
ます」には応急
手当の方法など
が載っています。
市ホームページ
「健康・医療」から
ご覧いただけます。

382-1199

　診療可能な医療機関を確認できます。

　＃8000
　18歳未満の子どもの病気・薬・事故に関す
る問い合わせについて、医療関係の専門相談
員が電話で応じます。

（24時間対応）

または 232-9955

！
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●社会福祉センター

★鈴鹿市応急診療所
●図書館

●文化会館

●鈴鹿郵便局 ●市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

（総合保健センター内）

受付時間　19時30分～翌朝8時



　
救おう！みぢかな命！
救急車が到着するまでの救命処置を知っておきましょう
　万が一のときには救急隊が到着す
るまでの間、救命処置を行うかどうか
で生存率が大きく変わります。「救命
の連鎖」をつなぐのはあなた自身で
す。今回は心肺蘇生などの一次救命
処置の流れについて説明します。皆さ
んの行動が命を救いますので、勇気
を持って行動しましょう。 4つの輪がつながることで、救命の可能性が高まります。

知っておきましっ きて まお
救命の連鎖

一次救命処置の流れ

❶意識の確認・・・・肩などをたたき「大丈夫ですか？」と声を掛け、意識
があるかを確認します。

❷助けを求める・・・意識がない場合は周囲に助けを求め、救急車や
AEDの手配を行います。

❸呼吸を確認・・・・正常な呼吸をしているか確認し、していない場合は
胸骨圧迫（心臓マッサージ)を行います。

❹AEDを使用・・・・音声ガイダンスに従って電気ショックを与えます。
・5cm以上胸が沈むほど強く
・1分間に100回以上速く
・救急隊員が到着するまで絶え間なく行う

　心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心
室細動）になった心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズ
ムに戻すための医療機器です。操作方法を音声で案内してく
れるため、簡単に使用することができます。公共施設などに配
置されていますので、緊急時には迷わず使いましょう。
※日本救急医療財団ホームページの全国AEDマップで設置場所は検索できます。

　機種によって異なりますが、音声ガイドに従って3つの操作を
行います。

※AEDがあればすべての命を救えるわけではありません。電気
ショックができない重症不整脈もありますし、止まった心臓
に電気ショックを与えようとしても作動しません。

※救急車が到着するまで平均8分ほどかかります。1分経つごと
に救命成功の可能性が低下するので、救急隊が到着するまで
胸骨圧迫だけでも心肺蘇生を続けてください。

心臓 液を す

AED（自動体外式除細動器）とは？

＜AEDの使い方＞

胸骨圧迫の
ポイント

※❸と❹を対象者が息を吹き返すまで繰り返し行ってください。

❶フタを開ける（自動的に電源がつきます）
❷電極パッドを胸に貼る（貼る位置などは記載されています）
❸電気ショックを与える（音声案内が有ります）

※日本光電AEDライフより

※日本光電AEDライフより

心停止の予防 認識と通報

早期の

一次救命処置
（CPRとAED）

早期の

二次救命処置と
心拍再開後の集中治療

未然の 早期の

成功の可能性が1分ごとに7～10％低下
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学ぼう！救命講習！
　消防本部では定期的に救命講
習を行っています。救命処置の一
連の流れを体験しながら学ぶこ
とができます。いざというときにあ
なたの行動が「命」を救います。
勇気を持って行動できるよう普段
から心掛けておきましょう。派遣
講習も行っていますので、多くの
方の参加をお待ちしています。

参加者の感想

●テレビなどで見るだけで
は分からないこともあり、
勉強になった。

●体験したことで、いざ
というときに行動で
きると思う。

●良い体験をさせてもらっ
た。普段から意識付けす
ることは重要だと思う。

救命講習一覧

※①～④は10人以上であれば、派遣講習を実施しています。
※消防本部では「救急法の訓練用資機材」や「AED」の貸出もしています。詳しくはお問い合わせください。

382-9155　　383-1447　　shobo@city.suzuka.lg.jp

広報すずか特集「一分一秒でも早く大切な命を救いたい」についてのご意見・ご感想は消防課へ

⑥応急手当普及員講習

（8時間）
⑤上級救命講習

（90分） 
④救命入門コース

（3時間）
③普通救命講習Ⅲ

（4時間）
②普通救命講習Ⅱ

（3時間）
①普通救命講習Ⅰ

（8時間講習を3日間実施） 
基本的な救命の知識や技能講習、指導技法など

2月・5月・10月の第３日曜日　消防本部で実施（個人申込可能）
成人や小児、乳児、新生児を対象とした心肺蘇生法、AED取扱い

成人を対象とした胸骨圧迫とAEDの取扱い

小児や乳児、新生児を対象とした心肺蘇生法、止血法など

仕事上応急手当をすることが想定される方が対象
成人を対象とした心肺蘇生法、止血法など

毎月第1日曜日　9時～12時　消防本部で実施（個人申込可能）
成人を対象とした心肺蘇生法、止血法など

救命講習に関するお問い合わせ先　中央消防署　（飯野寺家町217-1）　　382-9165



コミュニティ・スクールのイメージ
学校運営協議会市区町村教育委員会

学校の指定 保護者、地域の皆さん、校長など
学校

学校自己評価
学校教育活動

学校教育課題
学校運営方針

保護者や地域の皆さん

学校運営に
関する意見

説明

意見

説
明

意
見

校長

　今回の特集は、子どもたちを健やかに育み、地域を活性化する
鈴鹿型コミュニティ･スクールの取り組みとその可能性を紹介します。

　本市では、学校・家庭・地域が一
体となって教育環境の向上をめざす
「地域ぐるみの教育の推進」を重要な
施策と位置づけています。
　コミュニティ・スクールは、「学校運
営協議会」を中心に、学校と保護者
と地域の皆さんが「どんな子どもを育
てていくのか」「どんな学校を創って
いくのか」を共に考え、知恵を出し合
い、具体的な取り組みを進める、地域
ぐるみで子どもを育てる学校づくりの
しくみです。

型鹿鈴
コミュニティ・スクール

★年度当初の学校運営協議会で、学校運営方針につ
いて承認します。
★毎回の会議では、子どもたちや地域の実態から見え
てくる教育課題について協議（熟議）を行い、改善
策などを検討します。
★年度末には、学校の取り組みについて点検・評価を
行います。

【
主
な
役
割
】

　保護者や地域の代表者と学校長が委員となり構成される
コミュニティ・スクールの中心となる組織です。委員は10人以
内で、学校長の推薦により教育委員会が任命します。

「学校運営協議会」

　

推進コーディネーターの派遣
委員の任命



★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★

鈴峰中学校では、「早寝・早起き・朝ごはん」運動
に取り組んでいます。夏休みには校区の子どもたちと
地域の皆さんで、ラジオ体操の会を実施しています。

地域との交流

千代崎中学校では、地域や小学校と連携して、防
災避難訓練を行っています。中学生が防災リーダーの
役割を持ち、地域の一員として支援をしています。

地域への貢献

若松小学校では、地域の伝統行事「光太夫
太鼓」に多くの児童が参加し、地域の方と共に
取り組んでいます。

地域行事への参加

明生小学校では、児童の楽しい活動を目的に、
PTA「おやじの会」が、熱気球体験や体育館を活
用した避難所体験などに取り組んでいます。

おやじの会の活動

国府小学校では、特色ある学校づくりとして農業体
験学習に取り組み、地域の農家の方が先生となって、
スイカの受粉作業や田植えの指導をしています。

体験学習の指導

一ノ宮小学校では、月1回、水曜日の5時間目
の授業にボランティアが入り、児童の質問に答
えるなどの学習支援に取り組んでいます。

学習支援

❶ 学校や地域の実態に応じた取り組みを大切にします
❷ 保護者や地域による学校支援ネットワークを基盤とします
❸ 市内すべての小中学校で取り組んでいます

子どもたちの豊かな教育環境づくりのために

★

★

ノ宮小学校では 月1回 水曜日の5時間目 国府小学校では特色ある学校づくりとして農業体

体験学習 指導

★ ★

明生小学校では 児童 楽し 活動を目的に

おやじの会の活動 ★ ★

若松小学校では 地域 伝統行事「光太夫

地域行事 の参加

千代崎中学校では 地域や小学校と連携して 防 鈴峰中学校 は「早寝早起き朝ごは 」運動

「鈴鹿型」の
特徴は？



　

※平成24・25・26年度に学校長を対象とした意識調査において、成果や進展が得られたことに
「当てはまる」と回答した割合
※「当てはまる」「ある程度当てはまる」「あまり当てはまらない」「全く当てはまらない」の4段階で調査

コミュニティ・スクールの成果
～学校長への意識調査から～

地
域
ぐ
る
み
の
学
校
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す

　私は平成25年度から今年6月まで、コ
ミュニティ・スクール推進コーディネー
ターとして、各学校運営協議会に参加を
してきました。
　すべての学校運営協議会では、「どん
な子どもを育てるのか」という目的を大切
に、地域による学校支援が中心の「支援
型」コミュニティ･スクールから出発し、学
校や地域の特色を生かして、学校・家庭・
地域が具体的に連携する「協働型」コ
ミュニティ・スクールへ進んでいます。
■地域との連携
　本市のコミュニティ・スクールの成果と
しては、学校長に実施した意識調査結果
（下図）からも見えてくるように、地域との
連携や協力が、確実に進んでいます。
　子どもたちは、地域の信頼できる多く

の大人の方と関わりを持ち、愛情を注が
れることで、自尊感情が醸成され、他者
を大切にできるなど、豊かな心が育まれ
ています。
■地域人材の確保と効果的な活用
　平成26年度は、5,756人の保護者や地
域住民の方が、学習支援や登下校の見守
り、環境整備などの学校支援ボランティ
アに参加していただいています。しかし、
高齢化や固定化により、学校支援ボラン
ティアの減少傾向が見られます。
　団塊世代や保護者世代など、新たなボラ
ンティア参加者を確保し、活躍していただ
く内容や場面を検討する必要があります。
■コミュニティ･スクールの可能性
　本市においても、今後、人口減少や高
齢化といった課題が、より大きくなってき
ます。そこで、コミュニティ・スクールが地
域に根付いていき、学校が地域の皆さん
の居場所であり、活動場所となる学校づ
くりを進め、地域の活性化につなげるこ
とが重要です。
　本市の未来を担う子どもたちの成長は、
地域の皆さんにとっての夢でもあります。
教育委員会としても情報発信や研修会に
取り組み、コミュニティ・スクールの推進
に努めていきます。

玉川登美男さん教育長
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　愛宕小学校コミュニティ･スクールでは、
学校運営協議会の下に4つの部会(課題
別チーム)を設けていて、学校・ＰＴＡ・地
域のさまざまな組織がどの部会に入るか
を下図のように明確に定めています。

○学びの支援と心のサポーター部
○安全安心・生活力向上部
○健康・体力向上部
○地域の絆・情報発信部

■子どもたちを部会に加えました
　今年からの新しい取り組みとして『地域の
絆・情報発信部』に、「あたごっちボランティ
ア」の子どもたちが加わりました。5･6年生12
人からなるグループです。彼らが主体になっ
て運営する行事がいくつかあります。交通安
全教室や灯りのイベント、PTAバザーへの
出店、防災教室などです。
　企画実行や司会進行など、最初から上手
にはできません。けれども、分からないところ
は大人に聞いて、または自分たちで話し合っ
て解決する中で、学び取ってくれるものが必
ずあると思っています。

■子どもが主役じゃないだろうか
　今年5年目のコミュニティ･スクールは、こ
れまでの活動を見直す時期を迎えている
と思います。
　どうして子どもたちを参加させたかとい
うと、コミュニティ･スクールの主役って誰な
ん？と考えたとき、子どもたちでしょと思っ
たからです。大人が頑張って活動しても、
それが子どもへの一方的な押し付けに
なってはいけません。彼らがどう感じ、どう
考えているのかを聴き、子どもたちが主役
になるよう努力していかなくてはならない
と思います。

■コミュニティ･スクールは地域づくり
　コミュニティ･スクールは、長期的な地域づ
くりにつながります。子どもたちが信頼でき
る大人と関わった思い出を持てたなら、成長
した後も地域に愛着を持ってくれるでしょう。
そのことが長期的な地域づくり･まちづくりに
つながっていくことを願っています。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ス
ク
ー
ル

子どもたちによる
運営が新鮮だった
灯りのイベント
（昨年9月）

382-9055　　382-9053　　kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

広報すずか特集「鈴鹿型コミュニティ･スクール」についてのご意見･ご感想は、教育委員会事務局教育支援課へ

4つの部会と構成団体★ ★
学びの支援と心の
サポーター部

安全安心・生活力
向上部

健康・体力
向上部

地域の絆・情報発信部
あたごっちボランティア

学　校 研修委員会
人権教育推進委員会 生活指導委員会 体育係・養護・栄養 管理職

ＰＴＡ
学級委員会
家庭教育学級

安全安心部 体育厚生部 地域事業部・文化広報部
父親学級

地　域 ボランティア
民生児童委員・公民館 町民会議・自治会 体育振興会 町民会議

落合文記さん委員長
愛宕小学校学校運営協議会
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7月25日㈯

8月2日㈰

　鈴鹿8時間耐久ロードレース
決勝前日、全国から約580台の
バイクが参加して、交通安全
キャンペーン「バイクであいた
いパレード」が行われました。
　チェッカーフラッグに見立て
た塗り絵を道路沿いに展示し
て「チェッカーロード」をつく
り、モータースポーツ都市をPR
しました。

　フジコウオフロードパークで「自転車でトライア
ル・モトクロス体験」が行われました。プロライダー
によるデモ走行の見学や、自転車でオフロードの
楽しさを体験してもらいました。約300人が今回参

加し、プロによる大ジャ
ンプが披露されると
大歓声が上がるなど、
大変盛り
上がりま
した。

決
バ
キ
い

た
て
り
し

7月26日㈰

　鈴鹿 8 時間耐久ロードレース決勝当日、
Honda ウエルカムプラザ青山で「鈴鹿 8 耐パブ
リックビューイング」が開催されました。
　末松市長に
よる鈴鹿市の
紹介や、親子
で楽しめるミニ
ゲームを行い
PR グッズを配
布しました。



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。

8月1日㈯・2日㈰

　市民が創り、誰もが参加でき主役になれるお祭り「第
19回すずかフェスティバル」が開催されました。弁天山会
場をメインに全5会場で行われ、86チーム、約2,500人が
参加しました。個性豊かな踊り子たちは存
分にその魅力を表現し、延べ11万人の観客
を盛り上げました。

主な審査結果
賞　名 チーム名

すずかフェスティバル大賞
準すずかフェスティバル大賞  
鈴鹿市長賞
鈴鹿商工会議所会頭賞
鈴鹿市教育委員会教育長賞

勝山組
夜宵

Copain Doll
PINKCHILD
POP CHERRY

鈴鹿商工会議所会頭賞の PINKCHILD鈴鹿商工会議所会頭賞の PINKCHILD

白子駅前会場白子駅前会場

ジュニア部門の大賞POP CHERRYジュニア部門の大賞POP CHERRY準大賞の夜宵準大賞の夜宵

大賞の勝山組大賞の勝山組

ハンター会場ハンター会場みどりのだいち会場みどりのだいち会場

鈴鹿市長賞のCopain Doll鈴鹿市長賞のCopain Doll

サンズ会場サンズ会場

(ジュニア部門大賞）



8月6日㈭

8月8日㈯

　小学4年生の児童と保護者
を対象に開催され、24組が参
加しました。午前は庄野送水場
や国府配水池の見学を行いま
した。午後からは、「水道水が
できて家庭に届くまで」の学習
をしました。鈴鹿市茶業組合に
よる「お茶のおはなし会」も行
われ、鈴鹿のおいしい水を使っ
た鈴鹿のお茶を楽しみました。

　小中学校の児童生徒 32人が、「学校生
活」「誰もが住みよいまち」「安全安心できれ
いなまち」「魅力あふれるまち」という4つの
テーマごとに、鈴鹿のまちづくりに対する思い
を市長や議長、教育長に直接伝えました。
　一人一人が自分
の調べたことをもと
に、真剣なまなざし
で発言している様
子がとても印象的
でした。

8月9日㈰

　子どもたちに自然の恵みや大切さを感じ
てもらうために夏の鈴鹿川体験が行われま
した。いかだ流し体験や川遊び、魚捕りなど
を楽しんでもらいました。
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企画課　　382-9038　　384-9040
　kikaku＠city.suzuka.lg. jp

国勢調査とは、人口・世帯の実態を明らかにする国の最も重要な統計調査のことです。

国勢調査員が各世帯を訪問し、回答用 IDとパスワードを配布します。

　　インターネットでの回答期間は 9月 10 日（木）から 20 日（日）です。スマートフォンでも回答
　できますので、期間内に回答をお願いします。※回答いただいた方はここで終了です。

国勢調査員が、インターネットで回答いただいていない世帯を訪問し、調査票を配布します。 

　本年 10 月 1 日現在の各世帯の実態について調査するものです。「世帯員一人ひとり」と
「世帯全体」の質問項目について、記入してください。

　結果は速報集計、基本集計、抽出詳細集計などの区分により、集計の終わったものから
順次公表します。最初の調査結果である人口・世帯数の速報は、平成28年2月に公表します。

国勢調査ってなに？

国勢調査はどうやって行われるの？

・調査は 5年ごとの 10月 1日を基準日として実施します。
・住民票などの届出に関係なく、日本に住む全ての人・
　世帯が対象です。外国人も調査の対象になります。
・個人情報は厳重に守られます。
・調査には報告義務があります。
・調査結果は、手軽に閲覧、利用できます。

　 調査員が伺いますので、「調査書類封入封筒」に入れてお渡し
ください。 
　 「郵送用提出封筒」を用いて、ポストへ投函してください
（切手不要）。調査員と会う時間がない方でも提出ができます。



・衆議院の選挙区（小選挙区）の画定および
　議員定数（比例代表）の改定
・市・指定都市・中核市及び特例市の設置　など　

国勢調査員はどんな人？

個人情報は守られるの？

調査結果はどのように活用されるの？

インターネットでの回答にご協力ください

　国勢調査員は、国勢調査のために市区町村長の推薦に基づき、総務
大臣から任命された非常勤の国家公務員です。本市では約1,000人が
任命されています。調査員には、顔写真付き「調査員証」が交付され、
国勢調査業務にあたるときには「調査員証」を携帯し、提示を求めら
れたときには必ず提示するよう義務付けられています。 

　国勢調査に従事する者には「統計法」による守秘義務が課せら
れます。調査票を統計目的以外に使用することは、固く禁じられ
ていますので、提出された調査票は外部の人の目に触れないよう
に厳重に保管され、集計が完了した後、溶解処理されます。

　国勢調査の結果は、「法定人口として利
用」「行政施策の基礎資料として利用」
「学術・教育・企業などで利用」など、さ
まざまな形で利用されています。

法定人口としての利用例

※9月上旬から操作ガイ
ドとともにIDとパスワ
ードは配布されます。
※不明な点があればコ
ールセンターまで気軽
にご連絡ください。

　今年からインターネットでの回答ができるようになりました。ご自宅の
パソコンやスマートフォンから直接国に提出することができます。10分から
15分でできますのでぜひインターネットで回答してください。　
URL　http://www.e-kokusei.go.jp/



第４回企　画　課　382-9038　382-9040
　kikaku@city.suzuka.lg.jp

市　民　課　382-9013　382-7608
　shimin@city.suzuka.lg.jp

通知カードとは？

送られてくるもの
●通知カード（世帯人数分）
●個人番号カード交付申請書（世帯人数分）

このような場合に使います

受け取りの流れ

皆さんにマイナンバーをお知らせするカードです

重要 ※希望する方は、個人番号カードの申請をしてください。

　通知カードとは紙製で、住民の方一人
一人にマイナンバー（個人番号）を通知す
るものです。住民票に登録されている氏
名、住所、生年月日、性別、マイナンバーな
どが記載されています。10月から順次発
送が始まり、住民票の住所へ世帯主宛
に簡易書留で届きます。

　行政機関の窓口などでマイナンバー（個人番号）を求められた際に使います。
※本人確認を行うために運転免許証などの本人確認書類を併せて提示する必要があります。

●個人番号カード交付申請書の送付用封筒（1通につき1部）
●ご案内（1通につき1部）

・通知カードは、みなさんの住民票の住所に簡易書留で届きます。
・通知カードは転送されませんのでご注意ください。
・現在お住まいの住所と住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。
・どうしても住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、お住まいの市区町村に
お問い合わせください。
※詳しい内容はホームページなどでお知らせします。



よくあるご質問

382-9040382-9038企画課○制度全般に関するお問い合わせ先
382-7608382-9013市民課○通知カードに関するお問い合わせ先

通知カードを受け取るまでに準備することはありますか？

通知カードが届かない場合はどうすればいいですか？

通知カードの有効期限はありますか？

海外在住の場合、通知カードは送付されますか？

外国籍ですが、通知カードは送付されますか？

住基カードに代わる個人番号カード

住民基本台帳カード・公的個人認証はどうなるの？

市民課日曜窓口臨時休業のお知らせ

　お手持ちの住民基本台帳カード（住基カード）・公的個
人認証（電子証明書）は、有効期限まで引き続き使用できま
すが、12月22日㈫以降の発行・更新はされません。
　平成 28 年１月以降（予定）は、個人番号カードが発行され
ます。個人番号カードには、電子証明書が搭載されており、
e-Tax（国税電子申告・納税システム）などの電子申告やコ
ンビニでの証明交付サービスに利用できます。個人番号カー
ドは即日交付ができませんので、確定申告に利用されてい
る方など、今年度に有効期限が満了を迎える方は注意してく
ださい。
※個人番号カードを取得した時点で住基カードは返納してください。

　通知カードは10月5日現在の住民票に登録されている住所に簡易書留で届きます。住んでいる
住所と住民票の住所が異なる方はお住まいの市区町村に住民票の異動をしてください。

　市民課に連絡してください。市役所に返却されている場合は市民課窓口で本人確認の上交付し
ます。返戻がない場合は再送付させていただきます。

　ありません。マイナンバー（個人番号）を通知するものなので、大切に保管してください。また、住所
を変更する際は、通知カードに新しい住所を書き足すために市区町村に提出する必要があります。
※個人番号カードを受け取る場合は返納してください。

　国外に滞在している方など国内に住民票がない場合、マイナンバー（個人番号）は通知されませ
ん。国内に転入するなど住民票が作成されると送付されます。

　外国籍の方でも住民票がある方には送付されます。

Ｑ1

Ｑ2

Ｑ3

Ｑ4

Ｑ5

　市民課では平日に来庁できない方のために、毎週日曜日の9時から12時まで窓
口を開設していますが、10月4日㈰は番号法施行準備のため日曜窓口を臨時休業
します。ご不便をお掛けしますがご了承ください。
※住基カードによるコンビニでの証明書自動交付サービスは通常通り利用できます。



商業観光課　　382 - 9 0 2 0　　38 2 - 0 3 0 4
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ⒸSUZUKA　CIRCUITⒸSUZUK

さあ、出掛けよう！　今年もおもてなしイベントが盛りだくさん

問合せ 鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会事務局（商業観光課）
 382-9020　 382-0304　 shogyokanko@city.suzuka.lg.jp　 http://suzuka21.com/

三重県・５市1町
観光・物産PRブース

鈴鹿オリジナル絵馬で
優勝祈願 

F1映画祭 鈴鹿日本グランプリ
地元前夜祭 

　鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会は、国、三重県、鈴鹿市並びに周辺の 4市 1町（津市、四日市市、桑名市、亀山市、菰野町）、
観光、経済、交通の関係機関など 36団体で構成する協議会です。平成 22 年度から観光庁がオブザーバーとして参画しています。

※Ｆ１開催中は、交通渋滞や混
雑が予想されます。ご理解と
ご協力をお願いします。

9月19日㈯～27日㈰  
　　　各日 10 時～ 22 時　
　　　（最終日は20時まで）

イオンモール鈴鹿
鈴鹿市出身のフォトグラ

ファー熱田護さんが撮ったＦ１の
写真の数々 を展示！また、写真展
初日の19日10時から17時まで、親子
で楽しんでもらえるブースを設けて
F1キックオフイベントを行います。　

9月24日㈭ ～27日㈰
　　　各日19時から

　イオンシネマ鈴鹿
2014年に日本で公開

されたジェームス・ハントとニ
キ・ラウダのライバル関係を
題材にした『RUSH』を上映。
料金はミニポップコーンとオ
リジナルポストカード付きで
500円と大変お得です！

9月25日㈮16時～20時
（小雨決行）
　イオンモール鈴鹿第3駐車場　
　日本が誇るレーシングドライ

バー佐藤琢磨選手と、レース実況
でおなじみのピエール北川さんのト
ークショーやトライアルバイクの実
演、すずフェス参加チームによる演
舞、ご当地グルメ大集合など、F1を
盛り上げるイベントがもりだくさん。

　9月25日㈮～27日㈰
　鈴鹿サーキット
三重県・鈴鹿市・津

市・四日市市・桑名市・亀山
市・菰野町の観光ＰＲや物
産販売、大人気アトラクショ
ン「プルバックカーグランプ
リ」などを行います。

　9月25日㈮～27日㈰
勝速日神社（白子本町）
鈴鹿モータースポー

ツ友の会と勝速日神社との
コラボレーションで、オリジ
ナル絵馬の販売や宮司によ
るご祈願受付などを実施し
ます。

※イベントは予定です。開催日の天候、
その他の理由により、中止、変更と
なる場合があります。

※詳しくは、鈴鹿Ｆ１日本グランプリ
地域活性化協議会公式ホーム
ページ（　http://suzuka21.com/）
をご覧ください。

検　索 SUZUKA21

熱田護写真展＆
F1キックオフイベント2015



都市計画課　　382-9024　　384-3938
toshikekaku＠city.suzuka.lg. jp
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トップページから

アドバルーン

屋上広告

広告板
壁面広告

屋上広告

広告旗

壁面広告 壁面広告
壁面広告

広
告
幕

広
告
塔

突
出
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告
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屋外広告物とは

　会社や店舗に付ける看板を屋外広
告物といいます。屋外広告物は、街の
あちこちにあり、景観に大きな影響を
与えます。過剰な屋外広告物は景観
を壊すこともありますが、設置する場
所やデザインによっては、まちの個性
やにぎわいづくりに寄与することもあ
ります。
　このことから、街の風景を壊さない
ように屋外広告物を設置するため、広
告物の大きさや高さなどに、最低限度
のルールが決められています。

屋外広告物を設置する際は、原則許可が必要です
　自分の敷地内に自己の店舗名や事務所名などを表
示する広告物を設置する場合、屋外広告物の許可申
請が必要になります。

■設置場所や広告物の種類によって、
面積や高さなどの制限があります。
■許可申請には、広告の面積に応じ
て手数料が必要です。
■設置後、安全点検や補修など必要な
管理を行う必要があります。

例

東西 建物

南

看板A（6㎡） 看板B（6㎡）

看板D（15㎡）

看
板
Ｃ

この場合、北面と南面が 10 ㎡を
超えているため、すべての看板
について申請が必要です。

北

※東西南北各面の表示面積の合計が、いずれも 10 ㎡以下で
あれば、許可申請の必要はありませんが、一つの面でも 10
㎡を超えているとすべての広告物について申請が必要です。

10㎡＞（15㎡）D南

10㎡　＜（6㎡）C東

10㎡　＞（12㎡）A+B北

※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、都市計画課にお問い合わせください。

（6㎡）

❹



保険年金課　　382-9401　　382-9455
　　hokennenk in@c i ty .suzuka .ｌｇ. jp

対 象 者

実施期間
と場所

費　　用

持 ち 物

鈴鹿市国民健康保険に加入されている４０～７４歳の方
（昭和１５年９月１日～昭和５１年３月３１日生まれの方）
※受診時に鈴鹿市国民健康保険の資格を喪失されている場合は受診できません。

１１月３０日㈪まで県内の指定医療機関で実施
（特定健康診査実施期間中に75歳になる方は、誕生日前日が有効期限です）
※受診できる回数は１回です。

窓口での自己負担は５００円（市民税非課税世帯の方は２００円）
※自己負担額は受診券に記載されています。

国民健康保険証、特定健康診査質問票、受診券（黄色）
※なくされた場合は保険年金課で再発行しますので、ご連絡ください。

腹囲測定
おへそ周りを測り、
内臓脂肪の蓄積を
調べます。

採　血
血液から血糖や
コレステロール、
肝臓や腎臓機能
などを調べます。

検　尿

身体測定
身長、体重から
肥満度をみます。

血圧測定 診察・問診
現在の健康状態や
生活状況などに
ついて確認します。

心 電 図 貧血検査（採血）
鈴鹿市独自の追加検査項目（鈴鹿市、亀山市、四日市市、三重郡、津市の指定医療機関で受診の場合は全員に実施）

※８月末までに鈴鹿市国保に届出をして加入された方には、１０月中旬まで
に随時受診券をお送りします。５月以降に鈴鹿市国保の資格を喪失し、
鈴鹿市国保に再加入の手続きをされた方にも、ご連絡をいただくことで、
受診券を発行します。

※まだ受診されていない方には、受診勧奨通知を個別に郵送します（10月中
旬を予定）。すでに受診された方でも、受診結果が実施医療機関から届い
ていない場合などに通知をお送りする場合があります。ご了承ください。

鈴鹿市国民健康保険加入以外の方の健診は、加入している医療保険者にご確認ください。

受診は
お早めに

血圧から、動脈硬
化や高血圧など
循環器系の状態
を調べます。

心臓の働きを調べます。 貧血などの有無を調べます。

タンパクや糖など
尿中の成分を調べ
ます。

　特定健康診査の結果、生活習慣病の
発症のリスクが高く、生活習慣の改善
により予防効果が期待できる方に「特
定保健指導」をご案内します。医師や保
健師、管理栄養士などが、その方に合っ
た生活習慣を見直すサポートを行いま
す（服薬中や治療中の方は除きます）。

特定健診の検査内容



　平成26年4月からの消費税
率引き上げに伴い、市民税が課
税されない方や子育て世帯へ
の影響を緩和するため、暫定
的・臨時的な措置として平成27
年度も給付金を支給します。
　臨時福祉給付金や子育て世
帯臨時特例給付金の支給対
象になると思われる方には、申請
書を発送しました。内容を確認し、
申請書、対象者全員の本人確
認書類、振込口座確認書類な
どの必要書類を、同封の返信用
封筒で送付してください。

　9月1日㈫～平成28年
2月1日㈪

農作物を鳥獣被害から守る
ための電気柵は、法令に基づい
て正しく設置されていれば安全
性は確保されていますが、念の
ため電気柵に触れないように十
分な注意をお願いします。

感電防止、火災防止のため
に適切な措置や維持管理をし
てください。
○野生動物の侵入や家畜の脱
出を防止する目的以外では

設置しないでください。
○見やすい位置、間隔、文字で、
危険を知らせる看板を設置し
てください。
○次のいずれかに適合する電
気柵用電源装置を使用してく
ださい。
電気用品安全法の適用を受
ける電気柵用電源装置
感電により人に危険を及ぼさ
ないように出力電流が制限さ
れる電気柵用電源装置（電
気用品安全法の適用を受け
る直流電源装置、または蓄電
池、太陽電池などの直流の
電源から電気の供給を受け
るもの）
○30ボルト以上の電源を使用す
る場合は、電気柵に電気を供
給する電路に漏電遮断器
（電流動作型で、定格感度電
流15mA以下、動作時間0.1
秒以内のもの）を使用してくだ
さい。コンセントなどの商用電
源を使用する場合は、電気用
品安全法の適用を受けた漏
電遮断器を使用してください。
○専用のスイッチを設置し、容
易にオン・オフが切り替えられ
るようにしてください。

　9月18日㈮から30日㈬まで、蔵
書点検や館内配置換えなどの
ため、図書館（本館と江島分館）
を休館します。

　10月1日から7日までは公証週
間です。津合同公証役場では、
遺言・相続・離婚・各種契約など
について、無料相談会を開催し
ます。電話で予約の上、お越し
ください。

10月3日㈯　10時～
16時

　津合同公証役場（津市丸之内
養正町7-3山田ビル　 059-
   228-9373）

　発行総数6万5,000冊に対し、
12万2,036冊（2万8,814人）のお
申し込みをいただきました。当
選者（1万5,324人）の商品券引
換え期間が8月5日で終了しまし
たが、引換え残が1,680冊発生
しましたので、前回の抽選で当
選されなかった方の中から追加
当選者を決定し、順次販売しま
す。追加当選者には、引換え購
入はがきを郵送しますので、は
がきに記載の期日までに商品券
を購入してください。

　鈴鹿商工会議所
（　382-3222　商品券専用
ホームページ　http://suzuka-
　premium.jp/）



推進などについて検討します。
　9月15日㈫　13時30

分～15時30分　　
　市役所本館　6階庁

議室
　鈴鹿市人口ビジョン

（案）について
　5人程度（先着順）
　当日1 3時から13時

20分まで、会場で受け付け

教育に関する基本的な計画と
して教育振興基本計画を策定
するに当たり、教育施策に関する
大綱について審議します。

　10月2日㈮　13時30
分から

　市役所本館　11階教育

委員会室
　10人（希望者多数の

場合は抽選）
　当日13時から13時20分

まで、会場で受け付け

自転車などの駐輪対策に関
する事項を調査・審議します。

　9月15日㈫　13時30
分から

　白子地区市民センタ
ー　2階会議室

　5人（希望者多数の
場合は抽選）

　当日13時から13時20
分まで、会場で受け付け

9月24日㈭　14時～
17時

市役所本館　6階庁
　議室

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30分から13

時50分まで、会場で受け付け

鈴鹿市まち・ひと・しごと創生
総合戦略の策定や取り組みの

　「鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例」第5条の規定に基づき、平成27年5月1日において有する資
産等について同年8月10日に作成された資産等報告書の内容をまとめたものです。報告書の原本は、市政
情報課で閲覧することができます。また、報告書の概要は、市ホームページで公表しています。

所 在 面 積 固定資産税の課税標準額 摘 要

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 持分

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 相続、持分

所 在 床面積 固定資産税の課税標準額 摘 要

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 －

鈴鹿市西条三丁目 ㎡ 円万 －

該当なし

　1,402万214円
　該当なし

245万円

　 　1台　
　 　1台

該当なし
該当なし
4,650万6,693円



　今年で24回目を迎える鈴鹿
バルーンフェスティバルでは当日
ボランティアを募集しています。
熱気球に興味のある方、運営に
参加しませんか。

　高校生以上（1日以上
参加できる方）

　11月21日㈯～23日（月・
祝）

　鈴鹿川河川緑地会場、
鈴鹿サーキット

　フェスティバル当日の
係留飛行体験搭乗や熱気球
教室、イベント運営などのサポ
ート

　10月30日㈮までにファ
クスか電子メールで商業観光
課へ　

　9月27日㈰ 　9時～16
時30分

　9月29日㈫・30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

　平成26年度の公文書公開
請求件数は725件で、このうち取
下げが17件、残る708件の主な
請求内容は、市発注公共工事
の設計書408件、開発行為に関
する文書30件でした。
　708件の請求に対する延べ決
定件数は830件で、その内訳は、
公開決定が541件、部分公開決
定が160件、非公開決定が3件、存
否応答拒否決定が0件、公文書
不存在決定が122件、請求却下
が4件でした。公開率は99.6％です。
　また、決定に対する不服申立
てが19件ありました。

　平成26年度の個人情報の開
示請求件数は42件、訂正請求
および利用停止等請求はありま
せんでした。開示請求42件の請
求に対する延べ決定件数は45
件で、その内訳は、開示決定が
27件、部分開示決定が11件、不
存在決定が7件でした。
　また、決定に対する不服申立
てはありませんでした。

　実施機関は、個人情報を取り
扱う事務のうち、個人情報を一
定の基準で検索できる公文書
を使用している事務を、個人情
報取扱事務登録簿に登録して
います。個人情報取扱事務登
録簿は、閲覧することができます。

 

市 

長 

合計

企画財務部 
防災危機管理課 

総務部 
生活安全部 
文化振興部 
環境部 

消防本部 

保健福祉部 
産業振興部 
土木部 
都市整備部 

 
課計会

 
計小

教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 

 
員委査監

農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
水道事業管理者 

共通事務  
会議

実施機関 登録件数 
6
30
46
68
87
50
99
53
42
96
2
37
616
76
17
0
1
3
0
27
6
5

751

実施機関 件数 

市 

長 

計合

防災危機管理課 
企画財務部 
総務部 
生活安全部 
文化振興部 
環境部 
保健福祉部 
産業振興部 
土木部 
都市整備部 

 課計会
消防本部 
 計小

教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 

 員委査監
農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
水道事業管理者 
 会議

28
10
70
41
8
15
8
10
212
251
0
7

660
48
1
0
2
7
0

111
1

830

平成27年3月31日現在



額を増額するために、10年以内
であればさかのぼって納めるこ
とができます（老齢基礎年金受
給中の方は除く）。
　ただし、免除等の承認を受けた
期間の翌年度から起算して3年
度目以降は、当時の保険料額に
一定の加算額が上乗せされます。

年金手帳、印鑑（認印）
津年金事務所  

　（  059-228-9112）

戦没者の死亡当時のご遺族
の方で、平成27年4月1日現在
公務扶助料や遺族年金などを
受ける方がいない場合に、先順
位の遺族一人に支給されます。

額面25万円、5年
償還の記名国債

平成30年4月2日まで

12月18日㈮まで特別窓口を
設けています

市役所本館　1階　
ロビー

　

　皆さんの健康づくりを推進する
ため、市民の皆さんから川柳を
募集します。健康づくりに積極的
に取り組みたくなるような作品や、
楽しく健康づくりをしようと思える
作品などをお待ちしています。

　市内在住の方
　9月30日㈬まで（必着）

に、川柳（未発表のもの・複数
応募可）、郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号、ペンネー
ム（希望の方）を記入の上、フ
ァクス・はがき・電子メールで健
康づくり課｢健康川柳担当｣
（〒513-0809　西条5-118-3）へ

最優秀賞（1点）と優秀
賞（2点）に賞品を進呈します。

　国民年金保険料の免除、若年
者納付猶予、学生納付特例の承
認を受けた期間がある場合、保険
料を全額納めたときよりも老齢基礎
年金の受取額が少なくなります。
　そこでこれらの期間の保険料
は、将来もらえる老齢基礎年金

　対象者へ8月下旬に、受診券
などを送りました。有効期限があ
りますので、お早めにご利用くだ
さい。

　平成27年4月2日から
平成28年4月1日までの間に40
歳・50歳・60歳になる方

　対象者へ6月下旬に、がん検
診無料クーポン券を郵送しまし
た。無料クーポン券には有効期
限がありますので、お早めにご利
用ください。

　平成27年4月2日から
平成28年4月1日までの間に次
の年齢になる方

　41歳・
46歳・51歳・56歳・61歳になる
方

　41歳になる女性
　21歳になる

女性
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一般競争入札を行ったのち、随時売却している物
件です。

管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務 
　局）へ

　現在お持ちの保険証（オレンジ色）の有効期限は9月30日㈬です。新しい保険証（紺色）は9月中旬から
簡易書留で順次発送予定です。新しい保険証の有効期間は10月1日㈭から平成28年9月30日㈮までです。
保険証を受け取られたら、記載内容に誤りがないかご確認ください。



　下水道が普及すると、清潔で
快適な生活環境が確保され、ま
た、海や川がきれいになります。
この公共下水道への接続に関
しては、次の点にご注意ください。
○｢排水設備｣は供用開始後1
年以内に設置してください。ま
た、くみ取り便所は、3年以内
に水洗便所に改修し、公共ま
すに接続していただかなけれ
ばなりません。
○排水設備工事が適正に施工
されるよう、工事店の指定を行
っています。｢鈴鹿市排水設
備指定工事店｣でないと下水
道の排水設備工事はできま
せん。

○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度｣
がありますので、指定工事店
にお問い合わせください。

○油は下水道を傷めます。油の
ついた食器などは、キッチンペ
ーパーなどでふき取ってから
洗い、油を含んだスープ類は、
浮いた油を除いてから流して
ください。
○事業所・飲食店の方は、除害
施設を通してから、下水道に
流してください。除害施設は
適時清掃・点検をしてください。

　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

　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）

　高卒（見込み含
む）21歳未満（平成28年4月
1日現在）
　9月5日㈯～30日㈬

㈬ ㈭
　自衛隊三重地方協

力本部四日市地域事務所
（　351-1723）、自衛官募集
コールセンター（　0120-063-
792　12時～20時　年中無
無休

　11月7日㈯・8日㈰
　津市（予定）

　平成28年2月20日㈯
　防衛大学校（神奈

川県）

　10月31日㈯、11月1
日㈰

　津市（予定）

　10月17日㈯
　津市（予定）



　9月12日㈯　10時～
20時30分ごろ（予備日19日㈯、
26日㈯）

　白子漁港緑地公園
周辺、鈴鹿市漁業協同組合
2階 ほか

　約2,000発の花火の打
ち上げ、浜レストラン、子ども宝探
しゲーム、学生バンドライブなど

　鈴鹿花火実
行委員会（　・　386-7117）

　「人がつなげる『和』のある
地域へ」をテーマに開催します。

　9月21日（月・祝）　10時
　～16時（雨天時は一部変更）

　鈴鹿ハンター、弁天山
公園

　スピードガンコンテストな
ど子ども体験企画、サッカー教室、
伊勢型紙を使用した家族など
への感謝のしおり制作、鈴鹿物
産・地元食材グルメ屋台 ほか

　無料（飲食は有料）
　鈴鹿青年会

議所（　382-6288）

　11月1日㈰　9時～15
時30分ごろ（雨天時中止）

　西条中央公園（文化
会館西）

　フリーマーケット、模擬
店（やきそば、からあげ）

　1ブース（2m×2m）
2,000円
　120ブース
　10月20日㈫までに、住

所、氏名、電話番号、出店数、
出店品目を記入の上、電子
メールで西条発展会事務局
（ genki_free@yahoo.co.jp）
へ

　西条発展会
事務局（　・　384-2122）

　県では、スポーツを通じて、元
気な県の実現を目指すため、今
年4月から三重県スポーツ推進
条例を施行するとともに、9月と10
月をスポーツ推進月間と定め、県
民のスポーツ活動への参加を
促進しています。スポーツには、
健康の保持増進や体力の向上
のほか、家族のつながりを強くす
るなど、さまざまな価値があります。
スポーツの秋、週に1回のウオー
キングから始めてみませんか。

　10月12日（月・祝） 18
時30分から（予備日13日㈫）

　池田町町民会館前
広場

　700発の花火の打ち
上げ（尺玉、仕掛け花火あり）
　池田町自治会長 北川

保（　382-1884）



　リコーダー、ピアノ・エレクトーン
デュオの奏でる音色と、鈴鹿少
年少女合唱団の歌声に耳を傾
けながら、秋の名月を楽しむコン
サートです。

　9月26日㈯　18時～
20時

　考古博物館　玄関
前広場（雨天時は講堂）
　無料
　Petit Pas（ピアノ・エレ

クトーン演奏）、旭が丘小学校
リコーダークラブ、鈴鹿少年少
女合唱団

　月・土星・二重星などを屋上で
観望します。

　小学生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）

　9月19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
　秋の星座・土星などの

解説と観望
　150人（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
で受け付け

　今回は、サワシロギクやミズギ
クをご覧いただく予定です。

　9月12日㈯　10時か
ら（少雨決行）

　金生水沼沢植物群落
　自家用車の方は、9時

30分に飯野地区市民センタ
ー駐車場で、沼沢付近の駐
車案内図を配布します（現地
付近の道路は駐車厳禁で
す）。
　　徒歩・自転車の方は、開始
時刻までに直接開催場所に
来てください。

　25人
　水筒、長靴、タオル、

帽子、虫除けスプレーなど

　電話で文化課へ

　10月12日（月・祝） 10
時～16時

　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿

　施設無料開放（10月
1日㈭から予約を受け付ける
ものがあります）、軽食販売、
フリーマーケットなど

　9月13日㈰から先着
順で受け付け

　下水道の役割の一つに雨水
対策があることから、立春から数
えて220日の台風シーズンにあた
る9月10日は「下水道の日」と定め
られています。市ではこの日に合
わせて、下水道の普及促進のた
め、水がどのようにきれいになるの
かなど、下水道の仕組みについ
て学べるコーナーを設置します。

　9月10日㈭　10時～
12時
　鈴鹿ハンター 1階東

入口
　下水道の仕組みに関

する展示、記念品の配布（先
着順）など
　無料

　織田信長や豊臣秀吉に関わる
城に使われた｢金箔瓦｣を紹介
します。

　9月26日㈯～11月23日
（月・祝）

　考古博物館

　10月4日㈰　14時から
　考古博物館 講堂
　仲川靖さん（滋賀県

教育委員会）
　無料



　小・中学生4,000円、保
護者5,000円

　9月5日㈯から30日㈬
17時まで（必着）に、センター
所定の用紙に記入し、92円
切手を貼付した返信用封筒
（長形3号、氏名・住所を記
入）を添えて直接または郵送
で鈴鹿青少年センター（〒
513-0825　住吉町南谷口）
へ

　未就学児とその保護者
　9月29日㈫～平成28年

1月20日㈬の火・水曜日　9時
45分～11時30分

　鈴鹿大学短期大学
部1階 ほっとルーム

　一緒に遊ぼう、ミニ講
座、育児相談など

　各回10組（先着順）
　親子1組200円（子ども

2人目から50円追加）
　開催日前日までに、参

加者全員の氏名（ふりがな）、
子どもの年齢（月齢）、住所、
電話番号、参加希望日を記
入の上、電子メールまたはファ
クスで鈴鹿大学短期大学部
（　372-3900　372-3903　
　koukai@suzuka-jc.ac.jp）へ

　事業を営んでいる方

　9月26日㈯　13時～
15時

　鈴鹿大学短期大学
部 B103教室

　永田克行さん（三重県動物
愛護管理センター理事長）、
草間理恵子さん（鈴鹿大学
短期大学部ペットコース顧
問）、櫻井秀樹さん（鈴鹿大
学短期大学部准教授）
　30人（先着順）
　無料
　郵便番号、住所、氏名、

電話番号（またはファクス番
号）を記入の上、はがき・ファク
スまたは電子メールで鈴鹿大
学短期大学部   櫻井（〒510-
0298 郡山町663-222　372-
3900　372-3903　koukai@
suzuka-jc.ac.jp）へ

　親子で宿泊を共にし、レクリエ
ーション、アウトドアクッキング、キ
ャンプファイヤーなどの野外プロ
グラムで、アウトドア活動を楽しく
体験します。親子のふれあいを
通して、家族の絆をより深められ
る場を提供することを目指します。
家族での思い出の1ページを作
りませんか。

　小・中学生とその家族
　10月24日㈯～25日㈰

1泊2日
　鈴鹿青少年センター

とその周辺
　18家族（応募多数の

場合は抽選）

　10月9日㈮　14時～
16時
　鈴鹿商工会議所

　2階特別会議室

そもそも｢広報・PR｣とは
お客さまの｢共感｣を生むコピ
ーライティング
強みを｢コトバ｣にしてみましょ
う など

 米山哲司さん（公益社
団法人日本パブリックリレーシ
ョンズ協会認定PRプランナ
ー）

　30人（先着順）
　鈴鹿商工会議所
　無料
　10月6日㈫までに、電話

で鈴鹿商工会議所（　382-
3222）へ

　これから創業したい
方、創業のノウハウを知りた
い方など

　10月18日㈰・25日㈰、
11月1日㈰・8日㈰・22日㈰　9
時30分～15時30分
　鈴鹿商工会議所 会

議室
　成功する創業とは、

創業計画書の作成方法など
　村岡浩さん（合同会

社ソーシャルビジネスサポート
代表社員）ほか
　40人（先着順）
　5,000円（税込み）
　鈴鹿商工会議所 中

小企業相談所
　9月30日㈬までに、電

話・ファクス・電子メールで鈴
鹿商工会議所 山下（　382-
3222　383-7667　soudan
@scci.or.jp）へ



　誰でも手軽にできるウオーキン
グ。靴の履き方・選び方、効果的
な歩き方などウオーキングの全て
について学べます。自分に合っ
た歩き方を見つけて、一緒にウオ
ーキングライフを楽しみませんか。

　20歳以上の市内在
住の方

　9月24日㈭、10月1日㈭
9時～12時（2回シリーズ）

　保健センター
　講話と実技
　40人（先着順）
　無料
　電話で健康づくり課へ

　たばこをやめたい方、家族に
たばこをやめてほしいと思ってい
る方、青少年に指導を行う方な

どを対象に、テレビのコメンテー
ターとして活躍している講師か
ら、たばこが身体に及ぼす影響
などについて楽しく学べるセミナ
ーです。

　10月3日㈯　15時30
分～17時

　鈴鹿回生病院研修
棟3階　講義室（国府町
112-1）

　奥仲哲弥さん（山王
病院副院長）
　無料
　不要
　鈴鹿回生病院 斉藤

（  375-1212、平日9時～17時）

 9月5日㈯から20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）



　9月8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

　親子でクッキーにかわいくデコ
レーションします。

　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

　9月15日㈫　10時30分
～12時

　10人（先着順）
　1,500円（材料費込）

　肌と肌の触れ合いで赤ちゃん
とより深い絆を育みます。

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　9月16日㈬　①11時
～12時30分、②13時30分～
15時
　各30組（先着順）

　1,050円

　見て楽しい、食べておいしい
飾り巻き寿司を作ります。

　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

　9月17日㈭　10時30分
～12時

　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　教材に頼らないで、遊んで学
べる運動と英語レッスン

　3歳～未就園児
　10月1日㈭・14日㈬・29日

㈭、11月5日㈭・19日㈭、12月3日
㈭　11時～12時
　15人（先着順）

　7,500円

　女性の皆さん、クルマのメンテ
ナンスについて学んでみましょう。

　10月17日㈯　13時30
分～16時30分

　鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿ハイツ1-20）

　自動車のしくみと作動、
日常点検、トラブルの対処法など

　無料
　三重県自動車整備振

興会 鈴鹿自動車整備組合
　10月13日㈫までに鈴

鹿自動車整備組合（　382-
1075）へ

　我が国においては急速に進む高齢化の中で、
平成12年4月に介護保険制度が導入され、その
後改正を経ながら、普及、活用が進みました。し
かし、一方では高齢者に対する身体的・心理的
虐待、介護や世話の放棄などが、家庭や介護
施設などで表面化して社会的な問題となり、平
成18年4月には｢高齢者虐待の防止、高齢者の
養護者に対する支援等に関する法律｣（高齢
者虐待防止法）が施行されました。
　現状では人口のほぼ4人に1人が65歳以上
の高齢者となっています。虐待などを防止し、高
齢者の尊厳を守るためには、国による社会保障
制度の充実などはもちろん重要ですが、私たち
一人一人が高齢者の人権を尊重するとともに、
地域社会や家庭で高齢者との日常的な交流を

進めていくことが必要です。
　また、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世
帯も増加していることから、声かけや困ったとき
の支援など、地域全体で高齢者を支える社会
づくりや、社会参加活動を通じた高齢者と若者
や子どもたちとの交流なども大切なことです。交
流を持つことでお互いの理解を深め、昔から伝
えられてきた貴重な文化を次の世代に伝えるこ
とにつながります。
　国民の祝日に関する法律によれば、｢敬老の
日｣は｢多年にわたり社会につくしてきた老人を
敬愛し、長寿を祝う｣ことを趣旨としています。こ
の祝日を迎えるにあたり、今一度命の尊さ、人権
の大切さについて考えてみませんか。

水
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

生きていれば白寿の年に当たる祖父のシベリア抑留
の話を、今年初めて父から聞きました。
戦後70年。さまざまな場所で平和の尊さを訴える行

事が開催されました。新聞やテレビを含め、例年にも増
して鮮明だったのは、「次世代へいかに継承していくか」
というテーマだったと感じました。父が重かった口を開
いたのも同じ理由ではないかと思います。
本市では、非核平和都市宣言30年の今年、

「NAGASAKI原爆展～戦後70年 あの夏を忘れない
～」と長崎被爆体験講話を開催しました。また、市立
各中学校の代表による中学生平和使節団を長崎市
へ派遣しました。平和祈念式典や青少年ピースフォー
ラムに参加した彼らの経験を紹介するページを、11月5
日号に設ける予定です。若い世代は、被爆の実態や核
兵器の恐ろしさ、平和の尊さをどのように肌で感じて
きたでしょうか。（保）

え   と う   たかし


