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～地域包括ケアシステム～
自分らしい生活を最期まで続けるために自分らしい生活を最期まで続けるため
住み慣れた地域で

　我が国では、前例のないスピードで高齢化が進行しており、住まい・医療・介護・予防・生活支援が連携する
新しいシステムが必要な時代を迎えています。

高齢化の進行と介護需要の増加

鈴鹿市高齢者福祉計画
　今後「団塊の世代」が75歳を迎える2025年を視野に入れ、本格的な超高齢社会に
対応できるさまざまな取り組みを進め、新たなシステムを確立する必要があることか
ら、今年3月に新しい「鈴鹿市高齢者福祉計画」を定めました。その中で重要な位置
づけになっているのが、「地域包括ケアシステム」です。

　わが国では、世界に例を見ない速度で高齢化が進
んでいます。本市も例外ではなく、平成26年度の高齢
化率（65歳以上人口の比率）は22.2％に達しており、今
後もさらに増えることが見込まれています。また、75歳
以上人口の比率は平成26年度では9.6％ですが、いわ
ゆる「団塊の世代」が75歳を迎える10年後の平成37年
度には約15％まで増える見込みです。高齢者の増加、
なかでも75歳以上人口の増加は、医療や介護の需要
がますます増加することを示しています。
　これに伴い、要支援や要介護の認定者数は、平成26
年度の7,404人から、平成37年度には約41％増えて1万
420人になると見込まれています。
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　重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が連携するシステムです。認知症高齢者の地域での
生活を支えるためにも重要となっています。

地域包括ケアシステムの姿
病気になったら・・・

医　療
●急性期病院
●亜急性期・回復期リハビリ病院

ケアマネジャー
地域包括支援センター

相談業務やサービスの
コーディネートを行います

通院・入院 通所・入所

住まい
●自宅
●サービス付き
    高齢者向け住宅など

生活支援・介護予防
いつまでも元気に暮らすために

●老人クラブ ●自治会 ●ボランティア ●ＮＰＯなど

★地域包括ケアシステム
は、おおむね30分以内
に必要なサービスが提
供される日常生活圏域
を単位として想定

●訪問介護・訪問看護・通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●24時間対応の訪問サービスなど

■住宅系サービス

●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●認知症対応型共同生活介護
●特定施設入所者生活介護など

■施設・住居系サービス

介護が必要になったら・・・

介　護

地域包括ケアシステムは、自助・互助・共助・公助の 4 つの役割分担を基本にしています

自助
■市場サービスの購入

■自分のことは自分で

互助
■ボランティア活動
■住民組織の活動

共助 ■介護保険サービス

■生活保護
■虐待対策

■行政による福祉事業
公助

高齢になってもできる範囲で自分のことは自分で行い、生活面や
経済面での自立を図ることです。自分で費用を負担してさまざまな
サービスを受けることも自助に含まれます。

昔からの近隣の助け合いや現代的なボランティア・NPO などによるサ
ポートです。またこの互助を担う力として元気な高齢者への期待も高
まっています。高齢者自身の健康と生きがいにつなげながら、高齢者
同士の見守りや、支え合いを進めることが大切です。

介護保険に代表される、加入している人たちで支え合う社会保険
制度およびサービスです。

行政が税金を使って行う福祉事業や生活保護などです。

　高齢者を取り巻くあらゆる人々 ・団体との連携と協力によって地域包括ケアの実現を目指していきます。 

●地域の連携病院
●かかりつけ医
■日常の医療

介

通通

地域包括ケアシステムとは



総合相談窓口です

地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、高
齢者の皆さんの介護や健康、福
祉、医療などを支援する総合相
談窓口です。介護保険法により、
地域住民の心身の健康の保持
および生活の安定のために必要
な援助を行って、地域住民の保
健医療の向上や福祉の増進を
包括的に支援することを目的に
設置されています。
　市内には、北部、中部、南部、
西部の４つのエリアごとに地域
包括支援センターがあります。
行政からの委託により、介護、
医療、福祉の専門職が配置され、
お互いに連携を取りながら、高齢
者に関する相談に対応しています。

平田一丁目3番5号
(アルテハイム鈴鹿内)
　370-3751 　370-0887
◆担当地区

神戸三丁目12番10号
（介護老人保健施設ひまわり内）
　384-4165　 384-4185
◆担当地区

鈴鹿西部 地域包括支援センター

鈴鹿北部 地域包括支援センター

南若松町1番地
（伊勢マリンホーム内）
　380-5280　 386-6081
◆担当地区

鈴鹿南部 地域包括支援センター

神戸地子町383番地の1
（鈴鹿市社会福祉センター内）
　382-5233　 382-8015
◆担当地区

鈴鹿中部 地域包括支援センター

北部

中部

南部

西部

地域包括支援センターの多彩な業務
■総合相談支援業務
住民の各種相談を幅広く受け付け
て、制度横断的な支援を実施

■権利擁護業務
成年後見制度の活用促進、高齢
者虐待への対応など

■包括的・継続的
　ケアマネジメント支援業務

「地域ケア会議」などを通じた自立
支援型ケアマネジメントの支援

ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談・支援困難事例などへの
指導・助言

チーム
アプローチ

■介護予防支援

■多面的（制度横断的）支援の展開

行政機関、保健所、医療機関、児童相
談所など必要なサービスにつなぐ

■介護予防・ケアマネジメント業務
二次予防事業対象者に対する介
護予防ケアプランの作成など

■包括的支援事業（地域支援事業の一部）

■介護予防支援（保険給付の対象）

要支援者に対するケアプラン作成

・介護相談員

・虐待防止

・医療サービス ・民生委員
・地域権利擁護
・成年後見制度

・ヘルスサービス

・ボランティア

・介護サービス

地域包括ケアシステムを

●介護保険のサービスを利用したい

●認知症について知りたい

●今の健康を維持したい

●親が家に閉じこもりがちで心配

●独り暮らしで財産管理に自信がない

●悪徳商法の被害にあってしまった

●虐待を受けている

●引っ越したばかりなので、友達を作りたい

国府・飯野（飯野寺家町・西條町・西条を
除く）・若松（南若松町を除く）・玉垣（矢
橋町・矢橋を除く）

白子・若松（南若松町）・栄・天名・合川・稲生

神戸・一ノ宮・箕田・河曲・玉垣（矢橋
町・矢橋）・飯野（飯野寺家町・西條
町・西条）

庄野、加佐登、牧田、石薬師、井田川、
久間田、椿、深伊沢、鈴峰、庄内

社会福祉士など

主任ケアマネジャーなど 保健師など

相 談 の 例



市
レベル

日常生活
圏域圏域レベル

個別
ルレベル

個個別別ケーースス
個個別別地域地域ケケアア会会議議

鈴鈴鹿鹿市市地地域ケケア推推進進会会議議

鈴鈴鹿鹿市市地地域ケ域ケアア圏域域会会議議

鈴鈴鹿鹿市市

地地域域包包括支援支援センンタターー

医療と介護の連携

支える組織や取り組みです

　疾病を抱えても、自宅などの住み慣
れた生活の場で療養し、自分らしい生
活を続けるためには、地域における 医
療・介護の関係機関が連携して、包括
的かつ継続的な在宅医療・介護の提
供を行うことが必要です。 

地域ケア会議

●地域の医療・介護関係者による協議の開催
●医療・介護関係機関の連携促進
●在宅医療に関する人材育成や普及啓発

（市町村、医師会など）
在宅医療連携拠点機能 地域包括支援センター

介護サービス
事業所

薬局、訪問看護
ステーションなど

24時間体制の支援

在宅療養支援診療所・病院

　24時間在宅医療提供体制の支援（１人
開業医などの夜間対応の支援、急変時の
一時入院受け入れなど）

在宅医療において
積極的役割を担う
医療機関

訪問
看護など

連　携

患者

一時
入院

入院
（急変時の一時受け入れ）

訪問
診療

訪問
診療

介護
サービス

関係機関の連携
体制の構築支援

課題を共有します

イメージ

　日常生活圏域を基本単位として、地域包括
支援センターが核となった地域包括ケアシステ
ムが機能するよう、さまざまな関係機関や地域
組織などが連携する「地域ケア会議」を重層的
に開催し、地域課題を共有化したうえで政策推
進につなげます。
　

　鈴鹿市において、鈴鹿市地域ケア圏域会議は
今年 4月より月に1回開催され、すでに6回開
催されました。この鈴鹿市地域ケア圏域会議に
は、地域包括支援センター職員、介護支援専門
員、自治体職員、介護事業者、医師、歯科医師、
薬剤師、看護職員、社会福祉士など多職種の代
表者が参加し、地域包括支援センターから提示
された、解決しなければならない困難な課題を
抱えた個別の事例について検討し、そこから浮
かんでくる地域課題を的確に把握し、解決して
いく手段を導き出しています。
　少子高齢化社会に突入し、医療・介護・生活

支援が必要な認知症高齢者、独居高齢者、老々
世帯が増加する今、多職種連携や地域住民ボラ
ンティアの協力による地域包括ケアシステムの実践
と充実のためにも、こ
の地域ケア会議は有
意義であり、重要で
す。地域課題の解決
と、地域包括ケアシス
テムの実現に向けて、
今後も大きな役割を
果たすものと期待し
ています。

地域包括支援センター

宅医療にお

会議名 会議の概略

鈴鹿市
地域ケア
推進会議

鈴鹿市
地域ケア
圏域会議

個別地域
ケア会議

開催単位

市

日常生活
圏域

個別

 回数

年1回

月1回

随時

関係機関の代表者が集ま
り地域包括ケアを推進。
全市レベルで課題を整理
し、施策につなげる。
個別地域ケア会議で検討
されたケースの中で、困難
事例を検討し、多様な機関
による地域資源の共有、
事例の検証を行い、圏域
単位で関係者間の連携強
化や課題の共有を図る。ま
た、推進会議への課題や
政策の提案を行う。
対応困難ケースの解決への検
討。個別ケースの検討を通じ
て関係者間での協議を行う。

地域包括ケアシステムの実践践地域包括ケアシステムの実践践

西城 英郎さん

鈴鹿市医師会会長

一体的な医療・介護の提供を目指すために・・・



地域包括ケアシステムに 

認知症施策の充実と高齢者の社会参加
　今後、認知症高齢者や単身高齢世帯などの増
加に伴い、医療や介護サービス以外にも、在宅生
活を継続するための日常的な生活支援（配食・見
守りなど）を必要とする方の増加が見込まれます。
　そのためには、行政サービスだけでなく、ＮＰＯ、
ボランティア、民間企業など多様な事業主体によ
る重層的な支援体制を構築することが求められま
すが、同時に、高齢者の社会参加をより一層推進
することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担
い手として活躍するなど、高齢者が社会的役割を
もつことで、生きがいや介護予防にもつなげる取り
組みが重要です。

認知症への理解の推進
　本市では、認知症を発症しても意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で、自分らしく
暮らし続けることができる社会の実現を目指して、「認知症サポーター養成講座」を開催するとともに、
「認知症ケアパス」の配置を行っています。

認知症サポーター養成講座
　認知症は、早期診断・早期治療により、症状
の改善や進行を遅らせることができ、周囲の理
解と気遣いがあれば、認知症の人もその家族も、
地域で穏やかに暮らしていくことが可能です。
しかし、認知症の理解はまだまだ進んでいると
はいえず、正しい知識や理解を普及していくこと
が急務となっています。
　認知症サポーターとは、認知症について正しく
理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援
する応援者のことです。認知症サポーターとなり、
高齢者や認知症についての理解を深めることは、
安心して暮らせるまちづくりの一助になると考え
ています。本市では、現在、関係団体の協力を

得ながら、認知症サポーター養成講座の開催を
進めています。また、受講を希望される団体や会
社などに職員を講師として派遣しています。
申込み・問合せ　長寿社会課または地域包括
支援センターへ

　昨年度にキャラバン・メイトの資格を取得し、地域で認知症サポーター養成
講座を開催させていただいています。職業柄、地域へ出向くことが多く、認知症
への理解がまだまだ足りないなと感じることが多いです。講座を開催すると、
「認知症のことがよく分かった」「もっと地域のたくさんの人に受講してもらいた
い」というお声をいただき、認知症サポーター養成講座の必要性を強く感じま
す。鈴鹿市は他市町村と比べてまだまだサポーター数が少ないので、鈴鹿市の
サポーターがもっと増えるよう活動していきたいと思います。

地域住民の参加

生活支援サービス 高齢者の社会参加
●現役時代の能力を
　活かした活動
●興味関心がある活動
●新たにチャレンジする活動
　●　一般就労、起業
　●　趣味活動
　●　健康づくり活動、地域活動
　●　介護、福祉以外の
　ボランティア活動など

●ニーズに合った多様
なサービス種別
●住民主体、NPO、民間
企業など多様な主体
によるサービス提供

　●　見守り
　●　外出支援
　●　買い物、調理、掃除
などの家事支援など

認知症サポーター養成講座キャラバン・メイト（講師）の声

鈴鹿中部地域包括支援センター

青山 令奈さん

生
活
支
援
の
担
い
手

　
　
と
し
て
の
社
会
参
加



参加していただくために

認知症ケアパス
　認知症ケアパスとは「認知症をもつ方が認知症を発症したときから、生活
機能障害が進行していく中で、その進行状況にあわせていつ、どこで、どのよ
うな医療・介護サービスを受ければよいのかをあらかじめ標準的に決めてお
くもの」です。つまり、認知症ケアパスを活用することで、認知症をもつ方、認
知症の方の家族が地域で安心して、安全に生活できることを目指しています。
　この鈴鹿市認知症ケアパスは、長寿社会課、地区市民センター、地域包括
支援センターの窓口で配布しています。また、市ホームページ（生活ガイド→
生活便利帳→福祉）にも掲載していますのでご利用ください。

鈴鹿いきいきボランティア
　高齢者にボランティア活動を通じた
社会参加を促し、自らの介護予防を
推進すると共に、地域の介護予防活
動に参加していただくため、10月1日か
ら開始した介護予防ボランティア制度
です。活動の実績に応じてポイントを
付与し、その高齢者の申し出によりポ
イントを換金し、交付する制度です。

　わが国は、世界に例をみないスピードで高齢化が進んでおり、本市においても、
高齢化は確実に進んでいます。
　本格的な超高齢社会に対応できるよう、新しい「鈴鹿市高齢者福祉計画」を定
め、医療、介護、予防、住まい、生活支援の5つの要素が連携する「地域包括ケアシ
ステム」の構築を推進していきます。「自助、互助、共助、公助」を基本に、それぞれ
が役割を果たし、高齢者の方が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを
人生の最期まで続けることができるように取り組んでいきますので、市民の皆さん
も「自助」「互助」の部分を中心にご協力いただきますようお願いします。

50 個以上

40 個から 49 個まで

30 個から 39 個まで

20 個から29 個まで

10 個から19 個まで

1個から9 個まで

活動実績スタンプ数

50 ポイント

40ポイント

30ポイント

20ポイント

10ポイント

0ポイント

評価ポイント

5,000 円

4,000 円

3,000 円

2,000 円

1,000 円

｠

ポイント交付金

活動１時間を１回としてその実績に応じて評価ポイントを付与します。その評価ポイン
トは、10ポイントにつき1,000円を交付します。年間の上限は50ポイント、5,000円です。ボランティアポイント

レクリエーションなどの参加支援、配膳や給茶、片付けなどの補助、散歩・外出・屋内移
動補助、行事運営の補助、話し相手、傾聴などのコミュニケーション、職員とともに行う
清掃や洗濯などの補助作業　など

対象となる活動

鈴鹿市の指定を受けた地域密着型介護老人福祉施設など活動できる施設

市内に居住する65歳以上で介護保険料の滞納が無く、要介護認定を受けていない方

鈴鹿市社会福祉協議会 地域福祉課（　382-5971）へ

対　象　者

申込み・問合せ

　382-9277　　382-7607　　chojushakai@city.suzuka.lg.jp 
広報すずか特集「地域包括ケアシステム」についてのご意見・ご感想は、長寿社会課へ

地域包括ケアシステムの実現に向けて
においても、

計画」を定
包括ケアシ
、それぞれ
い暮らしを
民の皆さん

課長　福岡 伸一一
長寿社会課
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8月28日㈮・29日㈯

9月5日㈯・6日㈰

　今年で3回目となる障がい者の「就労マルシェ」が市
立体育館で開催されました。企業や事業所が参加する
面接会が行われ、たくさんの人が相談に訪れました。
　また、就労体験の一環として障がい者が接客するベ
ルカフェや、障がい者の作品を展示するマルシェギャラ
リー、福祉事業所による生産品の販売なども行われ、来
場者は障がい者への理解を深めました。

　本市の伝統工芸品の一つ「鈴鹿墨」を身近に感じて
いただく第20回鈴鹿墨展が文化会館で開催されまし
た。「鈴鹿墨」を使った作品の展示やにぎり墨体験、エ
コバックに文字や絵を書く体験などが行われ、たくさん
の人でにぎわいました。

　また、水墨画の
先生による似顔
絵も披露され、普
段墨に馴染みの
ない方にも知って
いただく良い機会
となりました。

場者 障 者 解 深

た

の



㈪ ㈮ 



第5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

個人番号カードとは？
皆さんのマイナンバーが記載された顔写真付のカードです

　個人番号カードは氏名、住所、生年月日、
性別、マイナンバーと顔写真が記載された IC
チップ付きのプラスチック製カードです。

このようなことに使えます
●マイナンバーを証明する書類 ●公的な身分証明書
●e-TAX（国税納付システム)、eLTAX(地方税納付システム)
●コンビニエンスストアでの住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税証明書の取得

交付申請が必要です

　10月中旬以降、順次発送される通知カードに同
封されている個人番号カード交付申請書で申請し
ていただくと、平成28年1月から交付されます。

※10 月 5 日以後の引越しなどで、住所が変更されて
いる場合は、通知カード同封の個人番号カード交付
申請書は使えませんので、市民課にご連絡ください。

申請書

申請の流れ

＋

個人番号カード交付申請書
に署名または記名・押印し、
顔写真を貼り付けます

▼
交付申請書の内容に間違い
がないか確認し、送付用封筒
に入れて、郵便ポストに投函

住民票の住所
に通知カード
と個 人 番 号
カード交付申
請書が簡易書
留で届きます。

スマートフォンのカメラで顔
写真を撮影

▼
交付申請書の QRコードから
申請用 WEB サイトにアクセ
ス。必要事項を入力の上、顔
写真のデータを添付し送信

デジタルカメラで顔写真を
撮影し、パソコンに保存

▼
交付申請用の WEB サイト
にアクセス。画面にしたがっ
て必要事項を入力し、顔写
真を添付して送信

郵　　送 スマートフォン パソコン



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○個人番号カードに関するお問い合わせ先

Ｑ1 個人番号カードは必ず交付申請するものですか？ 

個人番号カードの交付を希望する方は申請してください。強制するものではありません。

Ｑ2 個人番号カードの交付申請に手数料はかかりますか？

　当面は無料です。ただし、再発行の場合は、手数料が必要となります。

Ｑ3 子どもでも個人番号カードの申請はできますか？

15 歳未満の方や成年被後見人の方は法定代理人により申請できます。

Ｑ4 個人番号カード交付申請時に顔写真の添付は必要ですか？

　個人番号カードの申請には顔写真の添付が必要です。
使用する顔写真は最近６カ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。

顔写真のチェックポイント

(縦4.5cm × 3.5センチ)

×帽子やサングラスをかけ
　人物を特定できないもの

×ピンボケや手振れに
　より不鮮明のもの

×背景に影の
　あるもの

×正常時と著しく
　異なるもの

×無背景で
　ないもの

×顔が横向き
　のもの

●最近 6カ月以内撮影
●正面、無帽、無背景のもの
●裏面に氏名、生年月日を
　記入してください。

×眼鏡のフレームが
目にかかっている

×眼鏡のフレームが非常に太く、
目や顔を覆う面積が大きい

× 照明が眼鏡に
反射している

×前髪が長すぎて目元が見え
ない、顔の輪郭が隠れている

　マイナンバー制度を口実とした詐欺にあわないようご注意ください。
　電話や訪問でマイナンバーを聞かれることはありません。知らない会社などからの不審な電話な
どでマイナンバーを知らせたり、通知カードを渡したりしないようにしてください。

不審な電話などにご注意ください



子ども家庭支援課　　382-9140　　382-9142
　　kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

里親制度の種類

専門里親

養育里親 養子縁組希望里親

里親制度への期待

里親になるには？

特定の大人との愛着関係の
下で養育されることにより、自
分の存在を受け入れられている
という安心感の中で自己肯定感
を育むとともに、人との関係にお
いて不可欠な、基本的信頼感を
獲得することができます。

　里親に委託することでさまざまな効果が期待できることから、社会的養護においては里親委託が優
先して検討されます。

里親家庭において、適切な
家庭生活を体験する中で、家
族それぞれのライフサイクル
におけるありようを学び、将来
家庭生活を築く上でのモデル
とすることが期待できます。

家庭生活の中で人との適
切な関わり方を学んだり、
身近な地域社会の中で必
要な社会性を養うとともに、
豊かな生活経験を通じて生
活技術を身に付けることが
できます。

親族里親

何らかの事情により、保護者がいない、また
は保護者に監護させることが不適当な子どもを
養育する里親

子育てしにくい環境の中で、里親をはじめとした社会的養護
の必要性が年々高まっています。里親制度などについて、市民
の皆さんにもっと知っていただきたいので、たくさんの方のお
越しをお待ちしています。

里親としての認定を受ける必要
があります。認定申込後、面接や家
庭訪問などの調査を経て、里親とし
て適当と判断されれば里親としての
認定が受けられます。詳しくは北勢
児童相談所（　347-2030）へぜひご
相談ください。 10 17 13 30 15 30

※託児あり。事前申し込みが必要。

「里親さんのこと、もっと知ってほしいプロジェクト！2015」

虐待を受けていた子どもや、障がいがある子
どもを養育する専門性のある里親

親が死亡、行方不明などにより、子どもを養
育できなくなったときに、子どもの３親等以内
の親族が養育する里親  

養子縁組によって養親になることを希望する
方が、養子縁組が成立するまで養育する里親

自己肯定感を育む 家庭生活のぬくもりを体験する 社会性を養う



※10月21日㈬と1月、3月は発育測定
を実施

※園庭開放は毎週水曜日

※園庭開放は毎週水曜日（3月9日まで）

　児童保育課　　382-7606　　382-7607
　jidohoiku@city.suzuka.lg.jp

※あそぼうデーの時間は、各保育所とも10時～11時です。
※園庭開放・・・保育所の園庭にあるすべり台やブランコなど、好きな遊具
を使って自由に遊べます。詳しくは各保育所にお問い合わせください。

※各私立保育園も園庭開放を行っています。詳しくは「鈴鹿私立保育連盟」
のホームページをご覧ください。
　　http://www.suzuka-shihoren.com/

●牧田保育所　　378-2010

●白子保育所　　386-2010

●神戸保育所 　　382-0537　

●玉垣保育所　　382-2737

●合川保育所　　372-0058

●河曲保育所　　383-1643

●算所保育所　　378-4569

●深伊沢保育所　　374-2797

●西条保育所　　382-6511

●一ノ宮保育所　　383-0407

運動会
2歳児と体を動かして
遊ぼう
焼き芋大会
人形劇
(２歳以上対象要予約）
木のおもちゃで遊ぼう
(要予約）
出前保育（作って遊ぼう、
牧田コミュニティセンター）
ごっこあそび

10月10日㈯
10月21日㈬

11月18日㈬
12月16日㈬

１月13日㈬

２月17日㈬

３月９日㈬

運動会
お出かけ保育
（勤労青少年ホームはぐはぐ）
クリスマスを楽しもう
正月遊び
人形劇「むすび座」
（2歳以上10組）
お店屋さんごっこ

10月10日㈯
10月14日㈬

12月24日㈭
１月13日㈬
１月28日㈭

２月10日㈬

※12月は発育測定を実施
※園庭開放は毎日開催

運動会
手品

10月10日㈯
12月21日㈪

※11月と12月、2月は発育測定を実施
※園庭開放は毎週火曜日（2月まで）

運動会
散歩に行こう
ミニクリスマス会
児童センターで遊ぼう
2歳児と遊ぼう

10月17日㈯
11月６日㈮
12月22日㈫
１月13日㈬
２月23日㈫

※毎回発育測定を実施
※園庭開放は毎週水曜日（2月まで）

運動会　
出前保育（ふれあい遊び、
みそのふれあい会館）
クリスマス会　
正月遊び
人形劇

10月10日㈯
11月13日㈮

12月22日㈫
１月７日㈭
２月１日㈪

※第2水曜日に深伊沢公民館で出前保
　育を開催（2月まで）
※園庭開放は毎月第４水曜日

運動会
クリスマスの飾り作り

10月10日㈯
12月22日㈫

※3月にお楽しみ会を予定
※園庭開放は毎週水曜日

運動会
芋掘り（苗植えをされた方）
園児と一緒に遊ぼう
出前保育（清和公民館）

10月17日㈯
10月28日㈬
11月25日㈬
12月４日㈮

※毎月最終火曜日は誕生会を開催
　（12月は15日㈫、3月は8日㈫）
※園庭開放は毎週火曜日（2月まで）

運動会
芋掘り
出前保育（栄町公民館）
冬の病気について
（看護師より）
お正月の遊び
人形劇

10月10日㈯
11月10日㈫
12月８日㈫
１月12日㈫

２月９日㈫

※毎回発育測定を実施
※園庭開放は毎日開催

運動会
芋堀り
（苗植え時に予約の方）
しんさんの絵本読み聞かせ
クリスマス
人形劇
ひなまつり　

10月10日㈯
11月12日㈭

11月19日㈭
12月３日㈭
１月21日㈭
２月25日㈭

運動会
散歩に行こう
秋の自然物で遊ぼう
園児と一緒に遊ぼう
作って遊ぼう
園児と一緒に遊ぼう
おひなさまを作ろう

10月10日㈯
10月28日㈬
11月18日㈬
12月16日㈬
１月13日㈬
２月10日㈬
３月２日㈬

※毎月初回に発育測定を実施
※園庭開放は毎日開催

※子育て応援サイト
きら鈴でも確認で
きます。



健康づくり課　　382 - 2 2 5 2　　38 2 - 4 1 8 7
kenkozukur i@city .suzuka. lg . jp

❹

あかね小児科クリニック
朝川クリニック
旭が丘ファミリークリニック
朝日皮膚科
あなざわクリニック
いいだ皮膚科・形成外科
家田クリニック
イタニ・クリニック
いちかわ内科クリニック
市場内科医院
上田内科クリニック
浦川内科クリニック
浦田内科クリニック
尾池整形外科
おおたキッズクリニック
おかべ泌尿器科・皮フ科
沖中内科循環器科
おざき内科クリニック
おの内科クリニック
笠間医院
加藤内科
川村外科内科
岸本内科
北村記念しばた小児科医院
きのしたクリニック
くまざわクリニック
くまざわ整形外科
黒田クリニック
小寺内科循環器科
小西内科クリニック
駒田医院
西城外科内科
坂倉ﾍ ｲ゚ﾝｸﾘﾆｯｸ
坂本外科胃腸科医院
さわ内科胃腸科クリニック
サンクリニック太陽の街

383-7666
374-5500
386-1222
387-5312
380-2600
380-2700
388-8778
386-0605
380-0810
385-5313
371-6000
382-6611
378-7008
388-3115
381-0002
386-7886
381-2727
370-5119
380-2211
382-0669
370-5234
379-3900
383-5515
386-0362
380-0777
371-6990
378-7701
375-2600
382-2633
395-0007
386-0507
385-5511
386-0007
382-0462
368-0003
372-0212

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

対　象　市内に住民登録をしている満 65 歳以上の
方、または60歳以上 65歳未満の方で、心臓、じん
臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が
極度に制限される程度の障がいを有する方、および
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

期間・回数　10月15日㈭～平成28年1月31日㈰までに１回

ところ　下記実施医療機関
費　用　自己負担金があります（対象の方で生活保護
受給者は無料）

持ち物　予診票（下記医療機関・健康づくり課・地区市
民センター・長寿社会課にあります）、健康保険証、健
康手帳（接種の記録をします。ご希望の方は健康づくり
課・保険年金課・地区市民センターで交付します）

※平成27年度より、インフルエンザワクチンは、３価（A型２種類、B型１種類）から４価（A型２種類、B型２種類）に変更となりました。
※平成26年10月から高齢者用肺炎球菌（23価）予防接種は定期接種となっており、市独自の費用助成制度も継続しています。対象の
方でこれまで制度を利用していない方には、5月にはがきを送付しました。詳しくは健康づくり課または実施医療機関まで。 

※これらの予防接種は、義務ではなく、本人が希望する場合に行うものです。よく理解の上、かかりつけ医で接種しましょう。

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

塩川病院
嶋内科
しまヒフ科クリニック
しまむらクリニック
しまむら外科内科
しもむら内科
白子クリニック
白子クリニック小児科
すずかいとう皮膚科クリニック
鈴鹿回生病院附属クリニック
鈴鹿クリニック
すずかこどもクリニック
鈴鹿さくら病院
鈴鹿腎クリニック
鈴鹿玉田医院
すずきメディカルクリニック
せと整形外科
高木病院
竹島医院
玉田内科循環器内科
知念外科内科
椿診療所
道伯町林医院
冨田内科
留奥内科
永井外科内科
中尾医院
中澤内科
長瀬内科
中谷医院
中野整形外科
中村医院
新田外科内科
ハートフルクリニック北井内科
萩原内科胃腸科
白鳳クリニック

378-1417
382-1504
369-3636
386-6161
380-1600
375-6111
388-2221
388-8988
380-4112
375-1155
371-6800
380-1800
378-7107
381-0880
382-8877
367-0100
375-0225
382-1385
381-1500
381-0011
387-5611
371-3511
379-3868
386-7768
387-0070
382-0576
372-0043
385-0337
386-5121
379-2220
382-6110
386-6911
386-0137
381-0600
383-0011
378-2311

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

服部医院
花木内科クリニック
浜口整形外科
羽山クリニック
はる整形外科クリニック
ばん小児科
樋口胃腸科・内科クリニック
平井医院
ひらいファミリークリニック
ひらぬま内科クリニック
ひろせ胃腸科外科
別府内科クリニック
前川小児科医院
前田医院
ますずがわ神経内科クリニック
松尾内科クリニック
松岡ハートクリニック
まつだクリニック
松本クリニック
三重心身クリニック
水口内科クリニック
みその内科クリニック
宮崎産婦人科
むらしま整形外科・リハビリテーション科
村瀬クリニック
村瀬病院
村田整形外科
森下クリニック
八木医院
矢田医院
やばせクリニック
山下内科外科
山本胃腸科
湯浅整形外科
吉野クリニック

388-1682
370-6663
386-6211
378-3113
380-1200
374-0020
386-2012
378-1054
375-2266
381-3535
383-3993
386-1117
387-3988
374-1200
369-0001
378-8600
385-1056
378-0456
388-4000
375-1100
387-0851
372-8778
378-8811
381-1199
388-3700
382-0330
381-3322
378-1331
383-1661
386-1225
384-3910
382-5007
387-2090
383-1338
370-0008

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○

○
○
○

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌



　公益社団法人 鈴鹿市シルバー人材センター（業務時間　8時15分～17時）
　神戸一丁目17-5　市役所別館第3（1階）
　382-6092　　382-6093　　suzuka-sjc@sjc.ne.jp

シルバー人材センターとは

シルバー人材センターのしくみ（請負の場合）

お受けできる仕事の内容

会員になるには

　シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用
安定等に関する法律」に基づき、国・市からの支
援を受けて運営している公益社団法人です。
　年齢に関わりなく働くことができ、豊富な知識・
経験・技能を生かしながら地域社会に貢献できる
場として、地域の高齢者の活動を支えるために不
可欠な存在です。
　本市では現在700人を超える会員が企業、家
庭、公共団体などから高齢者に適した仕事を請け
負い就業しています。また、シルバー派遣事業によ
る就業にも取り組んでいます。

自主・自立、共働・共助

草刈り作業 家事援助

※仕事の受注・契約はセンターが行います。発注者・センターと会員の間に雇用関係はありません。

④就業

①入会
　希望の仕事を登録

②仕事の内容相談
　契約依頼・発注

⑤契約金の支払い

シルバー人材センター
（事務局）

会　員発注者
（企業・家庭・公共団体など）

シルバー人材センター
（事務局）

③仕事の提供
⑥配分金の支払い

会　員発注者
（企業・家庭・公共団体など）

　市内に居住し、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方はどなたでも会員になっていただけ
ます。 入会の方法、仕事の依頼など、詳しくは下記へお問い合わせください。 

問合せ

産業政策課　　382 - 8 6 9 8　　38 2 - 0 3 0 4
s a n g y o s e i s a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

❺

できる仕事事事事事事事事事事事事事事事事事の内

り作業 援助

剪　定
事務関連

※他にもさまざまな仕事をお受けしています。

講習で庭木の剪定技術を学ぶ様子



　市では、皆さんからの意見を
十分に考慮して意思決定を行う
ため、意見公募手続（パブリック
コメント手続）を行っています。

市内に住所を有する方
市内の事務所、学校などに在
勤・在学している方
本案に利害関係を有する方

件名「○○（案）へ
の意見」、住所、氏名、意見を
記入の上、郵便・ファクス・電子
メールまたは直接窓口（各担
当課、地区市民センター）へ

昨年度から鈴鹿市総合計画
2023の基本構想の策定を進め
てきました。この度、基本構想に
掲げた「将来都市像」や「めざ
すべき都市の状態」などに基づ
き、平成28年度（2016年度）から
平成31年度（2019年度）まで基
本構想の実現に向けた具体的
な実施手段の方向性を示した
「鈴鹿市総合計画2023の基本
計画（素案）」がまとまりました。こ
の新たな基本計画（素案）につ

いて、皆さんの意見をお寄せくだ
さい。

10月16日㈮～11月
16日㈪（郵便は当日消印有
効）

企画課、市政情報
課、地区市民センター、公民
館（地区市民センター併設公
民館を除く）、ふれあいセンタ
ー、市ホームページ

公共施設等の現状や課題を
把握し、長期的な視点をもって、
公共施設などを総合的かつ計
画的に管理するための鈴鹿市
公共施設等総合管理計画（素
案）がまとまりました。この計画
（素案）について、皆さんの意見
をお寄せください。

10月13日㈫～11月
12日㈭ （郵便は当日消印有
効）

企画課、市政情報
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

男女共同参画社会の実現を
加速させるため、平成28年度
（2016年度）から平成35年度
（2023年度）までの第2次男女
共同参画基本計画の策定を進
めてきました。この新たな基本計
画（素案）がまとまりましたので、
皆さんの意見をお寄せください。

10月16日㈮～11月
17日㈫ （郵便は当日消印有
効）

男女共同参画課、
市政情報課、地区市民センタ

ー、市ホームページ、男女共
同参画センターホームページ

昨年度から市民委員の皆さ
んを交えて、第2期鈴鹿市地域
福祉計画の策定を進めてきまし
た。この度、平成28年度（2016
年度）から平成35年度（2023年
度）までの地域福祉を市・関係
機関などの｢公｣と市民・団体・
事業者などの｢民｣が協働して
推進する上で、基本となる考え
方と方向性を定めた｢第2期鈴
鹿市地域福祉計画（素案）｣が
まとまりましたので、皆さんの意
見をお寄せください。

10月16日㈮～11月
16日㈪ （郵便は当日消印有
効）

福祉総務課、市政
情報課、地区市民センター、
公民館（地区市民センター
併設公民館を除く）、ふれあ
いセンター、市ホームページ

10月30日㈮
○一ノ宮公民館（10時～11時
45分）
○天名公民館（19時～20時45
分）
○愛宕公民館（19時～20時45
分）

○第1部　9月定例会での審議
内容の報告と質疑応答
○第2部　防災についての報
告と質疑応答、意見交換



　鈴鹿市交通安全条例に基づ
いて、鈴鹿市交通安全対策会
議を設置しています。この会議
では、交通安全計画の策定や、
市が実施する道路交通の安全
に関する総合的な施策の審議
を行います。
　この会議に市民の皆さんの
意見をより反映するため、委員
の公募を行います。交通事故の
ない社会実現のために一緒に
考えてくださる方のご応募をお
待ちしています。

市内に在住、在勤、在
学している18歳以上の方

委嘱日（11月ごろ）から
2年間（会議は年数回程度）

2人
10月30日㈮17時まで

（必着）に、地域課または地区
市民センターに備え付けの応
募申込書に必要事項を記入
の上、｢鈴鹿市の交通事故は
どうすれば減らせるか｣をテー
マにした作文（800字程度）を
添えて、郵送・電子メールまた
は直接地域課（〒513-8701
（住所不要））へ

　5回講座で、初回は座学、2～
5回目は歩行トレーニングです。
歩行トレーニングは少人数制で、
体の状態により受講日を決めさ

せていただきます。
けがや病気などにより

自力歩行が困難で、トレーニン
グを希望する市内在住の方

①保健センター
座学：11月6日㈮　10時～11時
歩行トレーニング：11月12日㈭・20
日㈮・24日㈫・26日㈭、12月4日
㈮・9日㈬・17日㈭・25日㈮、平
成28年1月8日㈮・15日㈮・21日
㈭・26日㈫9時から、10時30分
から、13時30分から、15時か
らのうち4回（1回約75分）
②鈴鹿ロボケアセンター
座学：平成28年1月23日㈯　10
時～11時
歩行トレーニング：平成28年1月
30日㈯、2月6日㈯・13日㈯・20
日㈯・27日㈯、3月5日㈯・12日
㈯　9時から、10時30分から、
13時30分から、15時からのう
ち4回（1回約75分）

20人
無料

10月23日㈮
までに、鈴鹿ロボケアセンター
㈱ （ 389-7762　土・日曜日、
祝日を除く9時30分～16時30
分）へ

　阪神淡路大震災を教訓に、
県域を越えて消防相互の応援
を行うために発足した緊急消
防援助隊の合同訓練を実施し
ます。大規模災害発生時の緊
急消防援助隊相互の連携や
活動能力の向上を目的に、全
国を6ブロックに分けて毎年度
実施されています。平成27年
度の中部ブロック合同訓練は、
桑名市をメイン会場として10月
23日と24日に実施され、そのサ
テライト会場として23日に三重
県消防学校でも訓練を実施し
ます。
　当日は、県消防学校に多数
の消防車が集結し、また、市河
川防災センターや県消防学校
にヘリコプターが着陸します。
ご理解とご協力をお願いしま
す。

10月23日㈮　13時～
翌朝

中央消防署
鈴峰分署（13時から受入訓
練）、三重県消防学校（14時
から救助訓練、18時～翌朝
宿営訓練）

　9月20日号11ページ「10
月の相談」の記事で、女性
のための電話相談の相談
日を「5・6・10・12・13・19・20・
24・26日」と記載しましたが、
正しくは「1・2・6・8・9・13・15・
16・22・27・29・30日」です。
訂正しておわびします。



　国土利用計画法では、土地の
乱開発や無秩序な土地の利用
を防止するために、一定面積以
上の大規模な土地を取引した場
合、権利取得者（買主など）が契
約を締結した日を含めて2週間以
内に、市を経由して知事に届出
することと定められています。

①市街化区域　2,000㎡以上
②①を除く都市計画区域　
5,000㎡以上
③都市計画区域外の区域　
　1万㎡以上

　行政相談は、国やNTTなど
の特殊法人などに対する苦情
や意見、要望をお聞きし、その解
決の促進を図る制度です。行政
相談委員は、総務大臣が委嘱
した民間の有識者で、皆さんの
身近な相談相手です。相談は
無料で、相談の秘密は固く守り
ます。
　総務省では、10月19日㈪から
25日㈰までを行政相談週間と定
め、この制度の周知と利用促進
を図っています。

北村克麿さん、倉田八重子さ
ん、坂井芳規さん

総合相談（毎月第3
金曜日）開催日に、3人の行
政相談委員が交代で相談に
応じています。詳しくは毎月20
日号の広報すずかをご覧くだ
さい。

（財）暴力追放三重県民セン
ターが、暴力団との民事トラブル
や暴力団の不法行為について
の相談を受け付けます。

10月20日㈫ 13時～
16時
　市役所本館　4階401

会議室
不要
（財）暴力追放三重

県民センター（　0120-31-
　8 9 3 0）、三重県警察本部
組織犯罪対策課（　059 -

　222 -0110）、鈴鹿警察署刑
事二課（　380-0110）

　平成24年10月1日に障害者
虐待防止法が施行され、3年が
経過しました。虐待は障がい者
の尊厳をおびやかし、自立や社
会参加を妨げます。虐待である
と気付かないまま起きているお
それもあります。



○身体的虐待　障がい者の体
に傷や痛みを負わせる暴行を
加えること

○性的虐待　障がい者にわい
せつな行為をしたり、させたり
すること
○心理的虐待　障がい者に対
する暴言や拒絶的な態度で
精神的な苦痛を与えること
○放棄・放任　著しい減食や長
時間の放置など、必要な養護
を怠ること
○経済的虐待　障がい者の財
産を不当に処分すること、障
がい者から不当に財産上の
利益を得ること

　障がい者への虐待を発見さ
れた場合は、次のところに連絡
をしてください。また、虐待を受け
た障がい者の方は届出をするこ
とができます。
○平日（8時30分～17時15分）
   障害福祉課（  3 8 2 - 7 6 2 6
       3 8 2 - 7 6 0 7）
 障害者総合相談支援センター
あい（  381-1035　381-1036）
○休日(土・日・祝日)・夜間
 障害者総合相談支援センター
あい（  080-6922-9762）

　犬や猫などのペットによる鳴き
声やふん害などの苦情が多く寄
せられています。飼い主はマナー
をよく守り、近隣の迷惑にならない
よう十分注意しましょう。
○犬の放し飼いは大変危険です。
必ず鎖などでつなぎましょう。放
し飼いは県の条例で禁止され
ています。
○散歩中のふんの後始末を必
ずしましょう。また、鳴き声や無
駄吠えなどで近隣住民の迷
惑にならないようにしましょう。
○猫は、飼い主の知らないところ
で近隣住民に迷惑を掛けて
いることがあります。屋内飼育
に努めましょう。
○飼い主のいない猫に対して、
安易に餌を与えているだけで
は、ふんや餌の食べ残しなど
が放置され、近隣の住環境
に悪影響を及ぼすことになり
ます。無責任な餌やりはやめ
ましょう。
○愛情を持って最後までペット
の面倒をみるのが飼い主の
義務です。やむを得ない事情
により飼えなくなったら、新しい
飼い主を探すか県鈴鹿保健
所衛生指導課（　382-8674）
へご相談ください。

○野犬の捕獲、犬の放し飼い、
ペットの失踪照会、犬や猫の
適正飼養などに関する相談
は、県鈴鹿保健所衛生指導
課へお問い合わせください。
○生後91日以上の犬は、登録
と毎年1回の狂犬病予防注
射が義務付けられています。
登録は、環境政策課または
市内の動物病院で行うこと
ができます。なお、狂犬病予
防注射を行っていても登録が
されていないケースも見受け
られますので、ご注意ください。
◯犬が死亡したり、犬を譲り受
けたときは、環境政策課へ届
け出てください。また飼い主の
転出などで犬を飼う場所が
変わったときは、転出先の市
町村に届け出てください。
○繁殖を望まない犬や猫の場
合は、避妊（不妊）・去勢手術
を受けましょう。手術費の一部
について助成を受けられる場
合があります。



10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

　

　桜の森公園で、近隣の自治
会の皆さんと小中学生たちが、
災害応急対応訓練、マンホール
トイレの設置訓練などのさまざま
な防災訓練を行います。会場に
はそのほかに、一般の方も参加
できる地震体験車、水消火器体
験、煙体験ハウス、自衛隊・警察・
消防車両の展示など、たくさんの
防災啓発コーナーを設けます。
　また、11時20分からは、隣接す
る鈴鹿医療科学大学の講堂で、
災害ボランティアネットワーク鈴鹿
理事長の南部美智代さんによる
講演会（テーマは「今わたしたち
にできること」）を開催します。

　10月17日㈯　9時～12
時30分

　桜の森公園、鈴鹿医療
科学大学白子キャンパス講堂

やすい作品であること　　
   （愛称「三重とこわか国体」　
スローガン「ときめいて人　か
がやいて未来」）
○競技やボランティアなど、さまざ
まなポーズへの平面的なデザ
イン展開ができること
○ぬいぐるみの製作など、立体
化を想定したデザインである
こと
○着ぐるみを制作した場合、ダン
スや体操などを踊ることができ
ること

○作品はA4判（縦297ｍｍ×横
210ｍｍ）の白紙を縦長に使用
し、1枚につき1点のカラー作品
としてください。
○作品の簡単な説明（100字以
内）、郵便番号、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、職業
（学生の方は在学する学校
名）を記入してください。

　10月30日㈮
までに、郵送・電子メールまたは
直接、第76回国民体育大会
三重県準備委員会事務局（〒
514－8570津市広明町13      
　059-224-2998　 059-224-
3022　 kokutai@pref.mie.jp
      http://www.pref.mie.lg.jp/
　D1SPORTS/maschara/）へ

　水泳場は11月27日㈮までプ
ールタイル補修工事を行ってお
り、プールは開放を中止していま
すが、トレーニング室は一般開
放しています。詳しくは当施設
のホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

　年次有給休暇を取得して、
家族と触れ合ったり、趣味・旅
行などに利用する時間を確保
することは、心身のリフレッシュ
にとてもよい機会であり、また、
労働意欲の維持に大きな意義
があります。年次有給休暇の取
得しやすい環境整備や計画的
付与制度の活用について労使
の話し合いの機会を作るなど、
取得を促進する体制を確立し、
労使ともに働き甲斐のある職場
環境を実現してはいかがでしょ
うか。
　三重労働局では、労働時間、
休日などの見直しに関する相
談を受けたり助言を行うため、
「働き方・休み方改善コンサル
タント」を配置しています。資料
提供、事業場への個別訪問な
どを無料で行っていますので、
お気軽にご利用ください。

三重労働局労働基準
部監督課 働き方・休み方改善
コンサルタント（  059-226-2106）

　平成33年に、三重県で第76
回国民体育大会（国体）が開催
される予定です。この国体を盛り
上げるために、県ではマスコット
キャラクターのデザインを募集し
ています。

○三重県や大会愛称・スローガ
ンに関わりが深く、明るく親しみ



　秋季火災予防運動の一環と
して、市内小中学校の児童・生
徒から募集した防火ポスターを、
次のショッピングセンターで、学
校別に展示します。

○10月9日㈮～10月19日㈪　
　イオンモール鈴鹿
○10月30日㈮～11月15日㈰　
　イオン白子店（サンズ）
○10月31日㈯～11月15日㈰　
　鈴鹿ハンター
○11月5日㈭～11月15日㈰　
　アピタ鈴鹿店

　「今年は欲張ってみました！て
んこもり△▼△です」をテーマに、
さまざまな企画を通じて男女共
同参画への関心や理解を深め
ていただきます。

11月28日㈯　10時～
15時30分

男女共同参画センター

○午前の部（10時～12時）
男性パネリストによる「イクメン
ってどうよ！男の本音」
This is 男女共同参画～鈴山

　雅子さんの講演映像から学ぶ～

子どもマネーゲーム（小学1～3
年生を対象にお金の勉強と貯
金箱作りなど、定員20人）
パパと作ろう簡単クリスマス料
理（お父さんとお子さん（4歳～
7歳）でピザとトライフルケーキ
作り、定員10組、参加料1組
1,000円）
ランチBOX販売（12時から）
○午後の部（13時30分～15時30
分）
基調講演とトーク「落語で考える
男女共同参画」（司馬龍鳳さん
（落語家）、定員100人、手話
通訳あり）
ちょっと一服コーナー
適職診断
就労支援相談体験

無料
午前・午後で各10人、

6カ月～未就学児、無料
10月13日㈫9時から、

氏名、電話番号（託児希望の
場合は住所、お子さんの氏名、
性別、年齢も）を電話・ファクス・
電子メールまたは直接男共同
参画課へ

ジェフリーふぇすた
2015実行委員会

　美しい夜景と出会いの場を
ご用意しました。

市内在住・在勤の28
歳から40歳までの未婚の男女

11月27日㈮　18時30分
～20時30分（受付開始18時）

市役所本館 15階展
望ロビー

市長も参加してみんな
で鈴鹿の未来について楽しく

語り合います。
松阪ゆうきさん（神戸

中学校出身で物まねが得意な
民謡歌手、本名二宮優樹）

男女各20人（先着順）
500円（軽食付き）
10月13日㈫9時から、

氏名、電話番号を電話･ファク
ス･電子メールまたは直接男女
共同参画課へ

　障がいのあるなしにかかわらず、
全ての人がともに生活して暮らし
やすいまちこそ、ぬくたい（温かい）
まちです。障がい者差別をなくし、
障がい者の自立と社会参加を
実現し、「ともに生きる社会」を
目指して開催します。障がいのある
人たちが書いた詩をメロディーに
のせて歌う「わたぼうしコンサート」
などをします。

11月14日㈯　10時～
15時

人権教育センター、一
ノ宮団地解放センター

活動の紹介、作品の
展示、楽しいイベント、コンサー
ト、飲食や子どもの遊びコーナ
ーなど

障がい者差別をなくす
強調週間実行委員会

さ ん か く

し　ばりゅうほう



　資源エネルギー庁では、再生
可能エネルギーの普及を進める
ためグリーンパワープロジェクトを
実施しています。プロジェクトの
一環として、小学生親子ペアを
対象に環境をテーマとしたクイ
ズ選手権（地区大会）を日本各
地で開催しています。地区大会
の優勝者は、東京で開催される
決勝大会（今年度は2月開催）
への切符を手に入れられます。
　今年度は、クイズ選手権の地
区大会の会場の一つに鈴鹿市
が選ばれました。ぜひ参加して、
日本一の再エネクイズ王を目指
しましょう。

11月22日㈰　13時か
ら（予定）

イオンモール鈴鹿 1階
中央コート

無料（地区大会会場
までの交通費は自己負担）

50組

11月21日㈯までに、次
のホームページから申し込ん
でください。

      http://www.greenpower
   project.jp/?p=1710　または

｢グリーンパワープロジェクト｣
で検索

こどもエネルギークイズ
選手権事務局（ 03-6810-0361

（平日9時～17時30分）　03-3982-
　5101　 public@nef.or.jp）

　鈴鹿川の河川敷（庄野橋～
定五郎橋）をボランティア清掃し
ます。

ボランティア団体、自

治会、一般団体、個人の方
10月18日㈰　8時か

ら1時間程度（雨天中止）
河川防災センター
10月13日㈫までに電

話で河川雨水対策課へ

　今回は、ナガボノアカワレモコ
ウ、ヤマラッキョウをご覧いただく
予定です。

10月24日㈯　10時か
ら（少雨決行）

金生水沼沢植物群落

25人（先着順）
水筒、長靴、タオル、帽子、

虫除けスプレーなど

10月9日㈮以降に電
話で文化課へ

　江戸時代には伊勢詣の旅
人で賑わった白子の参宮街道。
その街道を歩いて楽しみ、交流
を図りましょう。

10月24日㈯　10時～

深谷公園（八野町）

無料
動きやすい服装（虫が

多いので長袖･長ズボン推
奨）

希望する観察会名、
住所、氏名、年齢、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

公園内を散策して植物や昆
虫を観察します。

10月24日㈯　10時～
12時（雨天決行）

桐生定巳さん（三重自
然誌の会）、篠木善重さん

（三重昆虫談話会）
10月16日㈮  17時15

分まで

秋に生えるきのこを観察します。

10月31日㈯　10時～
12時30分（雨天決行）

谷口雅仁さん（きのこ
ウォッチングクラブMIE）

10月21日㈬  17時15
分まで



市市安島1-3-38）
三重県社会

福祉協議会 三重県福祉人材
センター（  059-227-5160）へ

　障がいのある方が、スポーツ
の楽しさを体験し、親睦や交流
を深められるイベントです。障が
いのない方の参加やボランティ
アの参加も歓迎します。

10月25日㈰　10時～
15時

市立体育館
10種目程度
鈴鹿市障害者団体連

合会事務局 坂（　382-3441）

　ボランティアや市民活動、NPO
の交流会です。効果的な広報に
関する講座も行われます。

市内の市民活動、ボ
ランティア、NPOなどに興味
のある方

10月24日㈯　13時30
分～15時30分（受付開始13
時）

すずかのぶどうBチャ
レンジ（イオン白子店3階）

　広報に関する交流会
～団体の情報を発信しよう～

NPO法人Mブリッジ
NPO法人市民ネットワ

ークすずかのぶどう（  ・   059-
   387-0767    budou@mecha.
　ne.jp）

物館ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。

11月1日㈰　8時30分
から（雨天時は11月8日㈰）

鈴鹿ハンター 東駐車場
（加藤内科北側）

○健脚コース（50㎞）（ロードレ
ース用自転車限定）

○チャレンジコース（38㎞）
○ファミリーコース（18㎞）

いずれのコースも
2,000円（小学生以下1,200円）

10月30日㈮までに、申
込書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハンター白子店

（南江島町10-3）へ　　　　

鈴鹿サイクリング協会 
北野（  090-3458-8327）

福祉・介護・看護の仕
事を探している一般・学生

10月25日㈰
○10時30分～12時　就活応

援セミナー
○13時～15時30分　福祉・介

護の就職フェア
四日市都ホテル（四日

15時（予備日25日㈰）
白子公民館、白子東

町公園、伊達忠兵衛邸、参
宮街道、白子地区の名所旧跡

○仮装行列（伝統産業会館前
～白子東町公園）

○白子景観資源ウォッチウォーク
○忠兵衛茶屋
○デザイン書道、絵画展示、ブロ
ック遊び

○パフォーマンス、フードコート、
体験コーナーほか

詳しくは白子
公民館 川北へ

　県埋蔵文化財センターが作
成した「三重の城すごろく」。三
重の城について、遊びながら学
べるすごろくです。

10月10日㈯～10月12
日（月・祝）

考古博物館 展示ホ
ール

無料

　考古博物館でオカリナコンサ
ートを行います。

10月18日㈰　①10時
から、②13時30分から

考古博物館 展示ホ
ール

樋口尚美さん、大道
奈緒美さん　ほか

無料

ご利用希望の方は、考古博



24 2015・10・5

局（〒513-0801神戸1-17-5　  
　382-4886）へ

※電話での受け付けはできません。

※参加確定者には詳細を10月下

旬までにファクスまたは郵送

します。

問合せ　鈴鹿市子ども会連合会
事務局（　382-4886 毎週水・
木曜日15時～17時）

キッズチャレンジスポーツ
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809 

　体操やディスクゴルフなどのス
ポーツにチャレンジしながら、全
身運動を楽しみます。球技では、
鈴鹿を中心に活動している女子
ハンドボールチーム三重バイオレ
ットアイリスの選手による交流指
導も予定しています。
対　象　小学1～3年生（ディス
クゴルフのみ保護者も参加可）

と　き　11月1日～12月6日の
各日曜日　9時30分～11時
30分（1日と8日は午後の予定）

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ターとその周辺

参加料　3,000円（全6回分）
定　員　30人
※応募者多数の場合は抽選

申込み　10月5日㈪から20日㈫
17時まで（必着）に、氏名、性
別、学年、保護者名、ディスク
ゴルフの保護者参加の有無
（参加の場合は年齢も）、住所、
郵便番号、電話番号を記入し
て、はがき・ファクスまたは直接
県立鈴鹿青少年センター（〒
513-0825 住吉町南谷口）へ

健康フェスタ
健康づくり課　327-5030     382-4187

　市民の皆さんの健康づくりを
推進するため、鈴鹿医療科学
大学と鈴鹿市のコラボレーション

（共同）企画として開催します。
と　き　10月14日㈬　13時～
16時 

ところ　保健センター
内　容

○健康づくり川柳表彰
○がん予防講演会「もっと知っ
てほしい“がん”のこと～がん
患者サポートから～」（13時
15分から、北村周子さん（元
三重県がん相談支援センタ
ー長））
○健康づくりセミナー「身体の
動きで見つけるひざ痛・腰痛
のつぼ」　（14時から、本田
達朗さん（鈴鹿医療科学大
学鍼灸学部准教授））
○健康体験コーナー（講演会と
セミナーに参加された方が対
象）

・バレトン体験（先着25人）
・エコー体験・人体模型パズル
（鈴鹿医療科学大学放射線
学科・ピンクリボン活動部）

・手洗いチェッカー
・正しいマスクの付け方指導

・骨密度測定、筋肉量測定、
血圧測定

・つぼ・はり相談
○スタンプラリー（粗品をプレゼ
ント）

参加料　無料
申込み　不要（バレトン体験の
み事前に健康づくり課へ申し
込んでください（受付中））

市民公開講座～骨と関節
に関するイベント～

健康づくり課    382-2252     382-4187

と　き　10月17日㈯　13時～16時
ところ　ふれあいセンター（南
玉垣町6600）

内　容　

○骨折リスク計算（13時～14時、
無料、先着100人）

シルバーいきいきフェスタ
(公社)鈴鹿市シルバー人材センター        

　382-6092     382-6093

　三重県シルバー人材センター
連合会が福祉・家事援助サービ
ス推進大会として開催します。
と　き　10月22日㈭　10時～
15時

ところ　県男女共同参画セン
ター（県総合文化センター内）

内　容　

○県内各シルバー人材センター
による事業紹介のパネル展示
○会員による手工芸品、手作り
お菓子の展示・販売
○堀田力さん（弁護士）の講演
参加料　無料
問合せ　（公社）三重県シル
バー人材センター連合会
（　059-221-6161）

子ども会連合会オセロ大会
生涯学習課    382-7619      382-9071

　小学生（低学年と高学年に
分かれます）と保護者が一緒に
オセロゲームを楽しみます。
対　象　小学1～6年生とその
保護者

と　き　11月1日㈰　9時～12時
ところ　男女共同参画センター
内　容　オセロゲーム大会（順位
別の賞品や参加賞があります）

定　員　80人（先着順）
参加料　鈴鹿市子ども会連合
会加盟の子ども会会員は無
料、会員以外は250円

申込み・問合せ　10月18日㈰
までに、氏名、性別、学年、年
齢、子ども会名、住所、携帯番
号、ファクス番号（あれば）を
記入し、郵送またはファクスで
鈴鹿市子ども会連合会事務

くらしの情報くらしの情報

催 し 物



骨密度、血管年齢検査など
の測定、各先着100人）
○ミニ健康講座
○検査に関するパネル展示　

無料
三重県臨床検査技

師会、日本臨床衛生検査技
師会

三重県臨床検査技
師会事務所（  059-231-1818 
  平日11時～13時30分 不在の
場合あり）　　　　　

　ファミリー･サポート・センターは、
子育てを助けてほしい人（依頼
会員）の要望に応じて、子育て
を助ける人（提供会員）を紹介
し、相互の信頼と了解の上、一
時的にお子さんを預かる会員組
織（有償ボランティア）です。
　今回、一時的にお子さんを預
かったり、学校・保育所・幼稚園
などの送り迎えをする提供会員
になっていただくための養成講
座を行います。

市内に在住の方（資
格・年齢は問いません）

○11月11日㈬10時～15時｢提供
会員の役割と心得｣、｢子育て
支援事業の必要性｣、｢登録に
ついて｣　
○11月12日㈭9時30分～15時
30分｢子どもの病気｣、｢子ど
もの栄養｣
○11月13日㈮9時30分～15時
30分｢子どもの遊びと生活｣、
｢子どもの発達とこころ｣
○11月18日㈬9時30分～16時
｢幼児の安全と対応｣、｢気に
なる子どもの支援｣　

○11月19日㈭9時30分～15時
15分｢小児看護｣、｢事業を
円滑に進めるために｣

男女共同参画センター
医師・臨床心理士ほか

　30人
無料（ただしテキスト

代2,000円が必要）
鈴鹿市ファミリー・サポー

ト・センター（  ・   381-1171）へ

日常会話程度の手話表現技
術を取得し、聴覚障がい者の支援
者として携わっていただける手話
奉仕員の養成講座を開催します。

市内に在住・在勤・在
学している18歳以上の、手話
の学習経験がない方で、今年
度の入門課程と来年度の基
礎課程をいずれも7割以上出
席できる方

11月10日～12月15日、
平成28年1月12日～2月16日、3
月1日・8日の各火曜日　19時
30分～21時（初回のみ19時
～21時）　全14回

社会福祉センター（神
戸地子町383-1）

30人（先着順）
無料（ただしテキスト

代（3,000円＋税）が必要）
10月30日㈮までに障害

福祉課へ

○骨折に関する整形外科医師
による講演（14時～15時40分）
演題1「上肢の骨折」　村嶋
洋司さん（むらしま整形外科
院長）、須藤隆夫さん（鈴鹿
回生病院整形外科）
演題2「下肢の骨折」　濱口
貴彦さん（浜口整形外科）、
長尾信人さん（鈴鹿中央総
合病院整形外科）　
演題3「脊椎の骨折」　瀬戸
正史さん（せと整形外科院
長）、藤原達彦さん（村瀬病
院整形外科医長）　
○ロコ体操の指導（15時40分
～15時50分）
○整形外科医師による健康相
談（15時50分から）

無料　
三重県整形外科医会
むらしま整形外科

   （  381-1199）

　市民の皆さんの健康づくりの
きっかけとなるよう、無料検査によ
る健康チェックや市民健康講座
を行います。

一般（学生含む）
11月1日㈰　10時～

16時
鈴鹿医療科学大学 

千代崎キャンパスJART記念
館（岸岡町1001-1）

○市民健康講座「超音波検査
の魅力」山本幸治さん（三重
県臨床検査技師会会長）、
「あなたの健康は大丈夫です
か？」森下芳孝さん（鈴鹿医
療科学大学教授）ほか（11時
～13時、軽食付）
○無料検査（頚動脈超音波、



　（福）朋友が、農業参入の市
内福祉事業所や障がい者を雇
用する農業法人などを支援する
農業ジョブトレーナーの養成講
座を開催します。

農業分野の知識や経
験が豊富な方（年齢は問いま
せん）

11月11日㈬～13日㈮
の3日間　9時～16時

アクティブ鈴鹿・わか菜
の杜（若松中1-20-1）

農業ジョブトレーナー
養成講座を修了して認定を受
けた方を、農業ジョブトレーナー
として登録し、支援の依頼のあ
った事業者や法人に出向き、
障がい者の農業指導や、農産
物の品質と生産管理を向上さ
せ、農業分野における障がい
者雇用の促進を目的に活動し
ていただきます。活動に対して
報酬などを支払います。

5人程度（簡単な面接
で選抜します）

無料
10月23日㈮までに、

（福）朋友（  385-7878　 385-
　2829）へ

　県主催の事業で、ベーシック
研修（ビジネスマナーや実務の
基本を習得）とインターンシップ
研修（民間企業での実地研修

で実践スキルを強化）を通して、
就職を目指します。事前に説明
会と選考会が開催され、研修生
が決定されます。

一般就労を希望する
障がいのある失業者（精神障
害者保健福祉手帳または身
体障害者手帳の交付を受け
ている方）

○説明会兼選考会　11月9日
㈪・10日㈫　三重県教育文化
会館（津市桜橋2-142）

○ベーシック研修　11月17日㈫
～平成28年1月7日㈭　名古
屋大原学園津校（津市大谷
町148-1）

15人
無料（研修参加にか

かる旅費などは自己負担）
説明会兼選

考会の参加希望日前日まで
に、電話・電子メールでテンプ
スタッフ・ピープル(株)キャリア
支援事務局（  059-228-8120
平日9時30分～17時　   tpe-
    kunren01@temppeople.jp）へ

　60歳以上の求職者の方
　11月11日㈬～13日㈮・

18日㈬・25日㈬の5日間　9時
30分～16時30分
　文化会館
　事業所・施設などの食

堂や給食センターへの調理

補助員として派遣就業を目
指します。
　無料

　普通運転免許以上
の自動車運転免許証を習得
している55歳以上の求職者
の方（ハローワークでの求職
登録が必要）

　11月17日㈫・25日㈬～
27日㈮、12月4日㈮の5日間　
9時30分～16時30分

　鈴鹿地域職業訓練
センター　ほか

　フォークリフトの安全
運行に必要な知識を習得す
る講習です。

　無料

　ジュニアの皆さんに広くゴル
フに親しんでいただくために開
催します。

市内に在住・在学の
小・中学生

11月7日から原則毎週
土曜日の午後

三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴峰
ゴルフ倶楽部

打球練習、ラウンド練
習など

入会金1,000円、月会
費1,000円

10人
鈴鹿市ゴルフ協会
10月25日㈰までに鈴

鹿市ゴルフ協会（鈴峰ゴルフ
倶楽部内　　371-0711　  
　371-1518）へ



10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

　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）

10月15日㈭　10時30
分～12時

16人（先着順）
2,600円（材料費込）

　クッキーにアイシングでかわい
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）

10月16日㈮　10時30
分～12時

10人（先着順）

1,500円（材料費込）

パワーヨガで柔軟性と筋力アッ
プしましょう。

一般女性
10月16日・23日、11月6

日・20日、12月4日・18日の各金曜
日　10時～11時

10人（先着順）
4,800円（全6回分）

　バレエ・ヨガ・フィットネスを組み
合わせた有酸素運動です。

①一般女性　②お子
さん連れのお母さん

10月16日・30日、11月6
日・20日、12月4日・18日の各金曜
日　①10時～11時　②11時
～12時

各10人（先着順）
各4,800円（全6回分）

　バレエ初心者の方を対象にし
た教室です。

一般女性
10月19日・26日、11月9

日・16日・30日、12月14日の各月
曜日　11時～12時

10人（先着順）
7,200円（全6回分）

　新米ママ大歓迎。肌と肌の
触れ合いで赤ちゃんとより深い
絆を育みます。ママビクスでママ
の美容も忘れずに。

2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

10月21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

　平成28年4月1日から｢障害者差別解消法｣が施
行されます。これは、すべての国民が障がいの有
無によって分け隔てられることなく、共に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的と
しています。 
　鈴鹿市人権教育センターで開催している「共生
交流ひろば」には、障害のある子どもたちも参加し、
共に活動しています。共生交流ひろばでは、音楽を
流し、ダンスを楽しむ時間があります。音楽が流れる
と、歌を口ずさむ子、体を揺らしてリズムをとる子、立
ち上がって踊る子、仲間の姿をにこやかに見つめ
る子、場や空間の雰囲気を楽しみながらも別のこと
をする子など・・・子どもたちは、さまざまな過ごし方、
楽しみ方をします。

　好きなもの、嫌いなもの、得意なこと、苦手なこと、こ
れまでの経験、気持ちの表し方など、一人一人違い
ます。それら全てがその人だけの大切な個性です。
　子どもたちが自分らしさを発揮できるのは、周りの
人が自分を分かってくれるという安心感や、一緒に活
動することが当たり前だと感じられる雰囲気がある
からではないでしょうか。
　仲間と一緒に活動することで、一人の個性が周
りの人の個性をも引き出し、心豊かにしてくれます。
そのつながりが、共生する社会に向けての子どもた
ちの自信や生きる力となっていきます。
　｢共に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会｣について、みんなで考えていきましょう。
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

今回の特集では地域包括ケアシステムを取り上げま
した。戦後間もない頃の我が国では、多くの方が自宅
で亡くなっていましたが、今では医療機関で亡くなる方
が多数を占めています。このため私もいつか自分の寿
命を終えたそのとき、病院のベッドにいるところをなん
となくイメージしていました。
一方で、約半数の方が自宅で亡くなることを希望し

ています。確かに病院にいる自分と、自宅にいる自分を

想像して比べてみると、私も自宅を希望します。もち
ろん、そのときの心身の状態や、どこまでの治療を求
めるか、家庭の状況などにもよりますが。
できるだけ長く「自助」「互助」の生活ができるよう運
動などを心掛け、介護などが必要となったときには、担
当していただくケアマネジャーに、自分の置かれている
状況や希望を伝えて、具体的にどのような選択肢があ
るのか相談してみようと思います。（高）




