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　すずか茶ポーターによる茶摘みが行われました。茶ポーターは
全国茶品評会のかぶせ茶部門全国一位を目指して結成した鈴
鹿のお茶応援隊で、市内外の方に登録していただいています。手
作業で、一つ一つ丁寧に摘み取っていただきました。

かぶせ茶部門日本一を目指しています
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住宅用火災警報器
特集



家族の尊い命を守るために
～住宅用火災警報器の適切な設置と維持管理をお願いします～

　平成18年６月から新築住宅で住宅用火災警
報器の設置が義務化され、平成20年６月からは、
既存の住宅にも設置が義務付けられています。
　火事は決して他人事ではなく、どこの家庭に
でも起こりうることです。火災警報器が設置し
てあれば、いち早く火災を知らせてくれます。
　あなたの大切な家族や財産を守る住宅用
火災警報器を設置しましょう。

住宅用火災警報器で助かる命があります
　住宅火災で亡くなった人の多くは、寝ているときの逃げ遅れが原因とされて
います。もし、火災警報器によって早めに火災の発生を知ることができていれ
ば、助かっていた可能性があります。
　実際に鈴鹿市でも住宅用火災警報器が設置されていたため、火事にならな
かった、またはぼやで済んだ事例が、毎年報告されています。

※消防庁が平成24年から26年までの3年間における失火を原因とした住宅火災に
ついて、火災報告を基に分析したものです。住宅用火災警報器の効果

　死者数、損傷床面積および損害額を見ると、住宅用火災
警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、
死者の発生は3分の2、焼損床面積、損害額はおおむね半減

　住宅用火災警報器を設置すれば、火災発
生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大
幅に減少

　お湯を沸かすためにガスコンロを使用したところ、
誤って魚焼きグリルの火をつけて部屋を離れた。白
煙が発生し、警報が鳴ったことで早期に気付き、火
災には至らなかった。

　住人がキッチンで調理中に隣室で寝てしま
った。鍋が焦げて警報機が鳴り、気付いた隣人
が119番通報をしたことにより火災には至らな
かった。

事例１ 事例２

住
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（千円／火災１件）

3分の2

住宅火災100件当たりの死者数 焼損床面積 損 害 額

（人／火災100件） （㎡／火災１件）
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住宅用火災警報器の種類

　寝室、階段、廊下などには
煙を感知して、いち早く火災
を知らせる「煙式」を付ける必
要があります。煙が住宅用火
災警報器に入ると、音や音声
で知らせます。

　台所には、焼き物の煙など
でも誤作動しない「熱式」を
付けることもできます。周囲の
温度が一定の温度に達する
と、音や音声で知らせます。

ＮＳマークのついた
製品を設置しましょう

　国が定めた規格に適合し
ていることを、日本消防検定
協会が鑑定し、合格した住
宅用火災警報器には「ＮＳマ
ーク」が表示されています。

住宅用火災警報器の設置場所

設置が義務付けられている場所

　子ども部屋など家族が就寝する部屋には設置しなければなりません。
　寝室が2階にある場合は階段にも必要になります。

寝　室 寝室がある階への階段

設置をお勧めしている場所

リビング ダイニング 台　所

設置義務はありませんが、火災発生の可能性が高い場所なので、設置するようにしましょう。

　高額な作業手数料を請求
するなどの悪質な訪問販売
に注意してください。また、消
防職員が販売することは決
してありません。消防設備取
扱店、ホームセンター電気店
などで販売しています。

○煙式（光電式） ○熱式（定温式）

ご注意ください
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住宅用火災警報器の取付位置

天井面に設置する場合
●●エアコンなどの吹出
口から1.5ｍ以上離
してください。

●●壁面から60cm以上
離れた位置に設置し
てください。

壁面に設置する場合
●●●エアコンなどの吹出
口から1.5ｍ以上離
してください。

●●●天井から15cm以上
50cm以内に設置し
てください。

設置場所が分からない、取り付けができないときは、お気軽に予防課（　382-9160）に相談してください。

住宅用火災警報器が鳴ったときは落ち着いて対処しましょう
　　警報が鳴ったときの正しい対処方法を知っておきましょう。
火災のとき
●●家族に大きな声で知らせて避難しましょう。
安全な場所に避難したら１１９番通報しましょう。
●●可能なら初期消火をしましょう。

火災ではないとき
　火災ではないのに火災警報器が鳴る場合があ
ります。この場合は警報停止ボタンを押すか、引
きひもを引いて警報器をとめてください。

う。

●●●調理の湯気や煙
換気扇を回す、窓やドアを開けるなどの換気を
してください。

●●●警報器の感知部分に溜まったホコリや小さな虫など
原因となっているものを取り除いてください。
また、定期的にお手入れを行ってください。

●●電池切れ
新しいものに取り替えてください。

＜火災でないのに鳴る要因＞

・火災の煙は上に昇って天井に広がる
・壁際には空気が溜まって煙が届かない
・下に降りてくるまでには時間がかかる

正しく設置しないと
作動しません

50cm

15cm

60cm

住

天井天 面井井 設置設 す

2016・6・54



○○○○年○月
交換期限

○○○○年○○ ○年 月○○
交換期限

住宅用火災警報器は維持管理が必要です

○住宅用火災警報器にある「ボタンを押す」または「引きひ
もを引く」ことできちんと鳴るか作動確認をしてください。

○点検は「お手入れを行った後」など定期的に確認する時期を
決めておくと便利です。１年に１回は点検を行ってください。
○点検の際は、実際の警報音を家族で確認してください。
○住宅用火災警報器は、寿命があります。点検時に音が鳴
らないときは電池切れや本体の寿命の場合があります。そ
の際は至急交換してください。

●住宅用火災警報器の交換時期は約１０年です。
●乾電池を交換するタイプでも本体の寿命は約１０年ですの
で、設置した時期から約10年経ったら本体の交換を行って
ください。

交換時期について

　設置年月日を記入するシールを貼ってあるものや音で交換
時期を知らせるものがあるので、取扱説明書で確認しておき
ましょう。

１０
　大切な命を守るため、100%の設置と火災による死者を出
さないことを目標に取り組んでいます。
　平成27年６月現在の設置率は、鈴鹿市80.7％、全国平均
81.0％となっています。
　まだ設置していない方は早期に設置してください。また、適
正な位置への取り付けと維持管理の徹底を心掛けてください。

　近年、住宅火災による死者数が急増し、特に死者の半数以上は高齢者
です。また、6割の人が「逃げ遅れ」が原因で亡くなっています。その理由
としては夜間の就寝中に火災が発生していることが多いことも原因とな
っています。火災警報器を設置することによって早めに火災の発生を知

。すまきでがとこぐ防を害被るよに」れ遅げ逃「、きでがとこる
　新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から住
宅用火災警報器の設置が義務付けられています。新築住宅は、今年で
10年が経過するにあたり「とりカエル」ことを推奨します。

「とりカエル」

高齢者
の理由
因とな
生を知

から住
今年で

知知

○○○○年○月
交換期限

80.7％ 目 標
100％
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広報すずか特集「家族の尊い命を守るために」についてのご意見・ご感想は、消防本部予防課へ
　　059-382-9160　　059-383-1447　　yobo@city.suzuka.lg.jp 

予防課  課長
市川　達也

平成27年6月

鈴鹿市の住宅火災警報器の設置率
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M a c h i k a d o  S h o t

4月22日㈮

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。動画

いざというときのために　山岳合同訓練

2016・6・5106

　入道ヶ岳および椿岩周辺で登山コースの確認・点
検と救助訓練が行われました。昭和61年6月に遭難
死亡事故が発生したのを機に、毎年春と秋に行って
います。参加したのは鈴鹿市職員山岳救助隊、鈴鹿

警察署、鈴鹿市中央
消防署、鈴鹿市山岳
協会、鈴鹿市観光協
会の皆さん50人です。
救助訓練で急斜面で
の降下訓練や、担架を
使っての引き上げ訓練
などを行いました。

4月24日㈰国境を越えてつながる絆　わいわい春まつり
　世界各国の文化を楽しめるわいわい春まつりが鈴鹿ハ
ンターと弁天山公園で行われました。民族衣装の試着体
験や、外国の料理、民芸品が用意されました。ステージで
はサンバやボサノバ、和太鼓演奏、合唱などが披露され、
フィナーレはみんなでつながってダンスを踊り、国際交流
を楽みました。

同訓練

検
死
い

動画
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4月25日㈪各国の青少年をおもてなし　ジュニア・サミット
　ジュニア・サミットの一環で体験交流行事が
鈴鹿サーキットで行われました。鈴鹿高校書道
部の皆さんによる書道パフォーマンスや、職人
の指導による伊勢型紙彫刻体験などを通して
日本の文化に触れてもらいました。
　また、国際レーシングコースの走行体験や、プ
ロライダーによるデモ走行なども行われ、鈴鹿
の魅力を肌で感じてもらいました。

4月30日㈯「夏は来ぬ」
  卯の花開花
　佐佐木信綱記念館の前庭などで、卯の花が清楚な
花を咲かせました。信綱作詞の唱歌「夏は来ぬ」でお
なじみの花で、多くの方に親しまれています。

5月8日㈰新茶で一息　
鈴鹿新茶まつり
　鈴鹿市内で生産された新茶の振る舞いと販
売がイオンモール鈴鹿で行われました。訪れた
人たちに買い物などの合間に、地元のおいしい
新茶で一息をついてもらいました。

2016 6 5 7

動画
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きつけ＆一般常識

とき／7月5日㈫から毎週火曜日10時～
12時（3カ月12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付・冠婚葬祭
などの着付・常識をマスター　定員／

）分回21（046,8／料講受　人01

弓道を一緒に楽しみませんか

対象／中学生以上　とき／7月2日㈯～
毎週土曜日10時から12時または18時30
分から21時　（全12回予定）　ところ／
武道館弓道場　内容／基礎を習得　参
加料／2,000円　※未経験者大歓迎

鈴鹿市民歩こう会

とき／6月26日㈰（雨天時、7月3日㈰）　
集合／近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園
8時55分　内容／鈴鹿の小公園巡り
（6ｋｍコース、11kmコース）　参加料
／200円　※自由参加

空手道　会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週木
曜日18時30分から　ところ／武道館
第3道場　内容／初心者に基礎から
指導。空手の練習で健やかな成長と
協調性、創造力も養えます。

EM勉強会

とき／6月17日㈮19時～21時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／EM菌の
基礎知識と家庭内での使い方と応用、
参加者の意見交流　参加料／500円
（EM菌含む）　※気軽にどうぞ

ボールペン字教室

とき／木曜日（月3回）9時30分から11時
30分の間で1時間程度　ところ／NDCホー
ル　内容／基礎から丁寧に指導します。　
講師／元高校書道講師　定員／5人　
参加料／月3,000円　申込み／電話で

浴衣を自分で着付けよう

とき／6月29日㈬～9月28日㈬10時～
12時（全4回）　ところ／文化会館3階
第4研修室　内容／浴衣着付けと半
巾帯結び　参加料／2,000円（全4
回）　定員／5人　申込み／電話で

自然農法セミナー
第3講

とき／6月19日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／病害虫の考え方と対策、病
害虫の発生要件など　講師／板
坂康行　参加料／300円

認知症の人と家族の会の
つどい

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／6月8日㈬13時30分～15時30分　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容／悩み
相談、情報交換、介護家族との交流　参加
料／本人無料、会員100円、一般200円

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、マルクスを
生んだ国ドイツの研究会、原書購読ウィキ
ペデア｢ドイツ史｣、ドイツ語会話ヒューバ
社｢ラグーネⅢ｣　参加料／無料　申込み／
氏名、電話番号をファクスで

鈴鹿女声コーラスコンサート

とき／6月11日㈯　ところ／文化会館
けやきホール　内容／40周年記念コ
ンサート　入場料／1,000円　※楽し
いコーラスをぜひお聴きください。

｢低身長｣こども
無料相談会

対象／お子さんが低身長でないかとご
心配な方　とき／7月10日㈰13時から　
ところ／三重北勢健康増進センター　
相談医／北勢地区小児科医師　定員／
20組（先着順）　申込み／事務局へ

日本笑い学会
三重支部笑例会

とき／6月18日㈯14時～16時　ところ／
文化会館　内容／「心を開いて生きる
－人生が笑い、笑いが人生！－」　講師／
小森英明　参加料500円　申込み／
不要　※当日参加可能。どなたでもどうぞ。

三重岳仁会鈴鹿地区吟道
（交流）大会

とき／7月3日㈰13時30分開会　ところ
／ふれあいホール（南玉垣町6600）　
内容／会員による漢詩・和歌などの吟
詠発表会　入場料／無料

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／6月14日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　
※不登校のお子さんをお持ちの父母
を中心とした集まりです。困ってみえる
方、一度気楽な気持ちで参加ください。

西部少年少女合唱団
団員募集

対象／6歳～高校3年生　とき／毎週
土曜日10時～11時30分　ところ／深
伊沢小学校別館他　内容／幅広い
年齢層で楽しく元気いっぱい歌って
います。　※見学・体験大歓迎

ノルディックウオーキング
参加者募集

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ
／青少年の森　鈴鹿スポーツセンター
研修室　内容／2本のポールを使っての
ウオーキングフィットネススポーツ　参
加料／年2,400円　※貸しポール有

押し花作品展

とき／6月17日㈮～20日㈪10時～18時（20日
は13時まで）　ところ／鈴鹿ハンター1階　
内容／教室の生徒さんたちによる作品展、
しおり作り無料体験（18日・19日10時～16
時）、チャリティーコーナーもあります。

フラ＆ウクレレ＆大正琴を
楽しむ会

とき／7月9日㈯13時30分から　とこ
ろ／ふれあいホール　内容／フラとウ
クレレでハワイの雰囲気を味わってい
ただくと共に、大正琴の美しい音色を
お楽しみください。　参加料／無料

争わない和の武道
合気道

対象／子ども（4歳～中学生）、大人（高
校生～中高年）　とき／子ども・大人：
毎週水曜日、大人：金曜日共に19時か
ら　ところ／武道館　※見学、体験後
入会可。稽古日にお越しください。

ファミリーエンジョイテニス

対象／3歳～小学生　とき／7月18日㈪
10時～12時　ところ／三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　内容／スポンジボールな
どでテニスを楽しむ　参加料／子どもの
み300円　申込み／7月5日㈫まで

お母さん塾　2016

とき／7月6日㈬10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／幼児の
生活リズムと食事　参加料／300円　
※託児有（200円（保険、軽食代）
要予約）。1歳未満は会場同伴

白子ウインドシンフォニカ
第45回定期演奏会

とき／6月26日㈰14時開演（開場は
13時30分）　ところ／市民会館　
内容／魔法使いの弟子、ポップス
ステージ他　入場料／一般1,000
円、高校生以下500円

鈴鹿市伝統文化こども教室

対象／小・中学生　とき／6月18日㈯から8月までに
10回（何回でも参加可）　ところ／神戸コミュニティ
センター　内容／楽しく着装と日常の作法を学ぶ　
定員／15人　参加料／無料　持ち物／浴衣、半幅
帯、腰紐2本、伊達締1本　※貸し出しあります。

今から始める
男性のための料理講座

「私達が生まれてきた理由」
上映会

真山隼人白子で唸るin
油屋伊達忠兵衛家 犬猫譲渡会＆フリーマーケット

対象／65歳以上の男性　とき／毎月
第2金曜日午前中　ところ／ジェフ
リーすずか　定員／10人　参加料／
月1,000円（材料費込み）　申込み／6
月20日㈪まで

とき／6月16日㈭・26日㈰13時から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
入場料／大人500円、小学生300円　
内容／「神様との約束」に出演された
方たちによる講演動画を上映します。

とき／6月25日㈯14時開演　ところ／油屋伊達忠兵
衛家（江島本町7-8）　内容／特命大使で浪曲師の
真山隼人が三味線伴奏で唸ります。　参加料／
1,000円（鈴鹿市観光協会他で発売）　※売り上げ
は伊達忠兵衛家保存会へ全額寄付します。

とき／毎月第4日曜日10時～14時　
ところ／（有）館工作所（三畑町36）　
※出店者募集（出店料1ブース300円）。
詳しくは動物保護団体Depで検索

民族衣装　着付同好会
　386-3827

鈴鹿弓道協会　山田勝彦
　382-0531 鈴木利昭　 080-1611-9264 鈴鹿空手道スポーツ少年団

山口　 386-7822

鈴鹿EM交流会　 382-6039 NDC本部　 386-2509 NPO着付けみえ　 386-2509 鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

下野　 370-4620 シゲタ　 372-1951 高浪　 386-6528 こども健康フォーラム事務局
　 0120-446-870

中村　 090-8187-6022 川浦　 090-1724-2753 　保井　 090-4185-1514 辻（事務局）　090-4501-3435
辻（指導者）　386-5903　　

すずかノルディックウォーキングクラブ
水野　 080-3663-4896 西脇節子　 374-1223 草野ネ喜久代　 386-3806

　 090-3933-1632
鈴鹿合気会倉武塾　髙知利壽

　 090-6767-3827

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
倉田百合子　 090-5038-7279

鈴鹿友の会
田中　 383-8677

白子ウインドシンフォニカ
西川誠　 090-7040-1238 今村慶子　 383-1740

忍ゼミ　見取篤
　 080-5139-0955

恩送り三重の会鈴鹿
　 090-8560-5448

真山隼人白子で唸るin油屋伊達忠兵衛
家実行委員会　 090-2131-8748

動物保護団体Dep　 080-5133-9822
　dep-i5@yahoo.co.jp

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／ 6月13日㈪～ 17日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします

(企業・自営業者の活動を含む)。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申込みは、1回1記事に限ります。

次回の募集は8月5日号掲載分です
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情報館❶

　水は、私たちの生活に欠かせないものです。普段の生活はもちろん、災害時でも安定して
水をお届けするために取り組んでいる耐震化対策や緊急取水拠点についてご紹介します。

「じゃ口から　安心とどけ　未来まで 」
 ６月１日から７日までは水道週間です
「じゃ口から　安心とどけ　未来まで 」
 ６月１日から７日までは水道週間です

水道週間
上下水道総務課　36 8 - 1 6 9 6　3 6 8 - 1 6 8 8
　 j o g e s u i d o s omu@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

大久保第２配水池
大久保第1配水池

高岡配水池

庄野送水場 河田送水場

平野送水場
住吉配水池国府配水池

椿一宮配水池
椿

鈴峰

庄内 深伊沢 久間田

石薬師

一ノ宮

箕田

若松

白子

庄野

加佐登

稲生

飯野
牧田

国府

天名

栄
合川

平田送水場

■送水場
●配水池

鈴鹿市の水道キャラクター

すいてきくん

耐震化対策
　地震などによる被害を最小限にするために、
水道管工事については継ぎ手が抜けないよう
に耐震性の高い耐震補強ダクタイル鋳鉄管や
ポリエチレン管などを使用し、一層の耐震化を
進めています。これは、継手部分が伸縮・屈曲
する構造となっており、地盤が大きく動いても
抜けにくいのが特徴です。また、水道管だけで
はなく、送水場・配水池などの水道施設の耐
震補強も行っています。

緊急取水拠点 
　市内の水道施設のうち、4つの送水場と緊急
遮断弁が設置されている6つの配水池は、大規
模な災害発生時でも貯水された水を直接取水
できる緊急取水拠点施設です。 

※上下水道局では、緊急取水拠点の整備をしていま
すが、災害直後には混乱が予想されます。家庭で
の備えとして 1人1日 3リットルの水を 3日分程
度用意しておきましょう。

濁り水が発生したときのお願い　
　本市の水道水は、鈴鹿川の地下水を主な水源としているため、水量が豊富でミネラルが多く含
まれた「おいしい水」です。一方で、鉄・マンガンを多く含んでいるため、これらの成分が水道管内
に付着し、流れの速さや方向が変化したときに剥がれて濁り水が発生することがあります。火災
時の消火作業による放水や、これから夏場に向けて水道使用量が増えると発生しやすくなります。
　水が赤く濁ったときは、洗濯機をすぐに止め、ひどく濁った水は飲まないでください。そして、
しばらく水を流して様子を見てください。ご迷惑をお掛けする場合がありますが、ご理解ご協力
をお願いします。

水道配水用ポリエチレン管

すいてきくん
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　市では、保育所の子どもたちと一緒に遊んだり、保育所のことを

知っていただくため、あそぼうデーや園庭開放を行っています。

　今回は、平成28年度前期の日程を紹介します。ぜひ気軽に遊び

に来てください。後期の日程は、10月5日号に掲載する予定です。

親子で一緒に楽しく遊びましょう

子育て支援～あそぼうデー・園庭開放～情報館❷
子ども育成課　　38 2 - 7 6 0 6　　38 2 - 9 0 5 4
　    k o d omo i k u s e i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

●牧田保育所　　　378-2010
  6月15日㈬　親子で遊ぼう

（  牧田コミュニティセンター）
  7月14日㈭　夏まつり
  8月  3日㈬　水遊び
  9月  7日㈬　絵本に親しもう
10月15日㈯　運動会
※園庭開放は毎週水曜日

●白子保育所　　　386-2010
  6月22日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
  7月14日㈭　夏まつり
  8月24日㈬　夏の遊び
  9月14日㈬　敬老の日のプレゼント作り
10月  8日㈯　運動会
10月19日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
※一週間前までに予約してください。
※園庭開放は毎週水曜日

●神戸保育所　　　382-0537
  7月  1日㈮　七夕飾り
  8月25日㈭　水遊び
  9月16日㈮　散歩
10月15日㈯　運動会（旗とり）
※7月・9月は発育測定を実施
※園庭開放は毎日

●玉垣保育所　　　382-2737
  6月28日㈫　笹飾りを作ろう
  7月19日㈫　水遊び
  9月13日㈫　ふれあい遊び
10月15日㈯　運動会
※園庭開放は毎週火曜日

●合川保育所　　　372-0058
  6月21日㈫　絵本の読み聞かせ
  7月21日㈭　夏まつり(雨天決行）
  8月18日㈭　夏の遊び
  9月13日㈫　２歳児と遊ぼう
10月  8日㈯　運動会
※毎回、発育測定を実施
※園庭開放は毎週水曜日

●河曲保育所　　　383-1643
  6月22日㈬　七夕飾りを作ろう
  7月  8日㈮　夏まつり
  8月  3日㈬　水遊び
  9月  7日㈬　運動会ごっこ
10月  8日㈯　運動会
10月26日㈬　散歩
※毎月1回発育測定を開催
※園庭開放は毎日

●算所保育所　　　378-4569
  7月14日㈭　夏まつり
  9月16日㈮　出前保育（清和公民館）
10月15日㈯　運動会
10月26日㈬　さつまいも掘り（苗植え

　された方のみ）
※園庭開放は毎週水曜日

●深伊沢保育所　　 374-2797
  6月  8日㈬　出前保育（深伊沢公民館）
  7月12日㈫　夏まつり
  7月26日㈫   人形劇（深伊沢公民館）
  8月17日㈬　出前保育（深伊沢公民館）
  9月14日㈬　出前保育（深伊沢公民館）
10月  8日㈯　運動会
10月12日㈬　出前保育（深伊沢公民館）

※園庭開放は毎月第1、3、4水曜日

●西条保育所　　　382-6511
  6月  7日㈫　虫歯予防のお話（看護

師より）
　　　　　　ふれあいあそび
  7月  8日㈮　夏まつり
  8月  2日㈫　夏の病気、夏の過ごし方

のお話（看護師より）
　　　　　　夏の遊び
10月15日㈯　運動会
※毎月最終火曜日は発育測定と誕生
会を開催

●一ノ宮保育所　　　383-0407
  6月22日㈬　元気いっぱい遊ぼう
  7月14日㈭　ちゃぷちゃぷ水遊び

（一ノ宮団地児童センター）
  7月16日㈯　夏まつり
  9月14日㈬　体を動かして遊ぼう
10月  8日㈯　運動会
※園庭開放は毎日

※あそぼうデーの時間は、各保育所とも10時～11時です（夏まつりは午後）。
※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。
※鈴鹿私立保育連盟各私立保育園も園庭開放を行っています。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
　　http://www.suzuka-shihoren.com/

※子育て応援サイト
　きら鈴でも確認で
　きます。
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認します。訪
問調査にかか
る時間は、一
般の新築住
宅で20分か
ら30分くらい
です。
※訪問調査を希望されない方は、
図面による調査ができる場合も
ありますのでご相談ください。

未登記の建物の所有者を
変更した場合や取り壊した
場合は年内に手続きを

資産税課　382-9007　　382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有してい
る方に課税されますので、年内
に名義変更や滅失の手続きがさ
れないと来年度も課税となる場
合があります。ご注意ください。
※登記されている建物については、
法務局への手続きが必要です。
◆所有者を変更したとき
　家屋補充課税台帳登録名義
人変更届に次の必要書類を添
付して資産税課へ
必要書類
　・相続の場合　相続関係が
分かる戸籍、遺産分割協議
書、印鑑登録証明書など
　・相続以外（売買や贈与等）
の場合　旧所有者の印鑑
登録証明書
◆建物を取り壊したとき
　滅失家屋申告書を資産税
課または地区市民センターへ
※各種様式は、市ホームページ
（生活ガイド→生活便利帳→税
金→未登記建物の名義を変更
するときは・家屋を取り壊した
ときは）からも入手できます。

第24回参議院議員通常
選挙に関するご案内
選挙管理委員会事務局

　382-9001　　384-3302

◆投票区の見直し
　白子第二投票区と白子第六
投票区の見直しを行いました。
東旭が丘五丁目自治会の区域
にお住まいの方は、今回の選挙
から投票所が変わります。
変更前　白子中学校（中旭が
丘4-5-62）
変更後　旭が丘小学校（東旭
が丘5-3-18）
◆投票所の変更
　栄公民館の建て替えが完了
したことから、栄第一投票所の
区域にお住まいの方は、今回の
選挙から投票所が変わります。
変更前　栄小学校（五祝町
1845-2）
変更後　栄公民館（五祝町
1073）

※投票所入場整理券にも記載します。
◆選挙公報
　選挙公報は、公示後準備が
でき次第、新聞折り込みで配布
されるほか、県選挙管理委員会
ホームページに掲載されます。
※新聞を購読していない方などで
選挙公報が必要な場合は、市選
挙管理委員会へご連絡くださ
い。自宅へ郵送します。

家屋調査に
ご協力ください

資産税課　382-9007　　382-7604

　市内で建物を新築、増築し
た際は、来年度の固定資産税
額を算出するために家屋調査
を行っています。調査は、資産
税課職員が訪問し、建築図面
から間取りを確認し、屋根・外
壁・各部屋の内装などに使わ
れている資材や設備状況を確

　

Jアラートで配信される
緊急地震速報の訓練放送と
モーターサイレンの
吹鳴訓練を行います

 防災危機管理課
　382-9968　　382-7603

　Jアラート（全国瞬時警報シス
テム）を利用した緊急地震速報
の訓練放送が全国一斉に実施
されます。本市でも、防災スピ
ーカーやコミュニティFM放送を
用いた訓練放送やモーターサ
イレンの吹鳴訓練を行います。
※気象・地震活動の状況などによ
り訓練を中止することがあります。
対象設備　市内93カ所に設置
された防災スピーカー、地区
市民センター・公民館・小中学
校などの館内放送、鈴鹿ヴォ
イスFM（78.3MHz）、市内
25カ所の消防団車庫などに
設置されたモーターサイレン

と　き　6月23日㈭ 10時15
分ごろから（1分半程度）
緊急地震速報放送内容
1.上り4音チャイム

策対害災市鹿鈴、はらちこ「.2
本部です。ただいまから訓練
放送を行います。」
3.緊急地震速報チャイム音

。すで震地大。報速震地急緊「.4
大地震です。これは訓練放
送です。」×3回

本策対害災市鹿鈴はらちこ「.5
部です。これで訓練放送を終
わります。」
6.下り4音チャイム
モーターサイレン吹鳴訓練内容
　出場信号「5秒吹鳴・6秒無
音」を5回繰り返し
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平成28年度
国民健康保険税

納税通知書を発送します
保険年金課　382-7605　　382-9455

　平成28年度の国民健康保険
税納税通知書兼特別徴収決定
通知書を、7月12日㈫に世帯主
様宛に発送します。期限内の納
付にご協力をお願いします。
※保険料（税）は月末に加入して
いる保険で発生します。そのた
め、現在は社会保険などに加入
中の方も、4月以降に国民健康
保険の加入期間がある方につ
いては、保険税の支払いが生じ
る場合があります。

将来、老齢基礎年金
（国民年金）を多く受けた
い方は付加年金の加入を
保険年金課　382-9401　　382-9455

　付加年金は、国民年金の付
加保険料を納めたことのある
人が、老齢基礎年金の受給権
を得たときに老齢基礎年金（国
民年金）に加算して支給されま
す。付加保険料を納めるために
は届出が必要で、届出を行った
月からの加入になります。
対　象　第1号被保険者（自営
業・農林漁業者などとその配偶
者、学生、任意加入者を含む）

※国民年金保険料の免除を受け
ている方、国民年金基金に加入
されている方、第 3号被保険者
（会社員・公務員に扶養されて
いる配偶者）は加入できません。
付加保険料　月額400円
加算される年金額　年間で
200円×付加保険料の納付
月数
申込み　年金手帳をお持ちの
上、保険年金課または地区

市民センターへ
問合せ　津年金事務所 
　（　059-228-9112）

労働保険の年度更新
手続きをお忘れなく

産業政策課　382-8698　　382-0304

　労働保険（労災保険・雇用
保険）の平成27年度確定保険
料と平成28年度概算保険料
の申告・納付期間は6月1日㈬
から7月11日㈪までです。
◆集合受付会
対　象　事業主
と　き　7月7日㈭・8日㈮・11
日㈪ 9時～16時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
持ち物　申告書の記載方法が
不明な場合は、次の資料を
お持ちください。
○概算・確定労働保険料／一
般拠出金申告書
○作成した平成27年度確定
分の賃金集計表
○一括有期事業のうち建設の
事業については、工事台帳
（請負金額や工期などが確
認できるもの）
○事業主印鑑（法人は代表者
印鑑）
◆電子申請もご利用ください
　労働保険の年度更新手続
きは、電子申請により労働局・
労働基準監督署へ出向かなく
ても、自宅・オフィスから、いつで
も手続きができます。詳しくは、
電子政府の総合窓口（　http://
www.e-gov.go.jp/）へ
問合せ　三重労働局労働保
険徴収室（津市島崎町
327-2　059-226-2100）

企業求人ブースで
紹介する企業を
募集します

産業政策課　382-8698　　382-0304

　㈱名大社が名古屋市内など
で実施する就職・転職イベント
に、鈴鹿市内の中小企業求人
紹介ブースを設けます。求人紹
介は㈱名大社が行いますので、
会場へ行く必要はありません。
対　象　市内に本社または工
場・事業所を有する中小企業
（製造業・建設業）で、今年度
または来年度に正社員の採用
（特に新卒）予定がある企業
紹介期間　9月30日㈮まで
募集数　20社程度
紹介料　無料
申込み　7月5日㈫までに、電
話で産業政策課へ

※後日、求人に必要な情報を提出
していただきます。
※詳しい内容などは申し込み時に
説明します。

下水道排水設備
工事責任技術者試験が

実施されます
給排水課　368-1674　　368-1685

対　象　下記のいずれかに該
当する方
　・排水設備工事などの設計ま
たは施工に2年以上の実務
経験を有する方
　・高等学校などにおいて、土
木工学科等を卒業した方
　・専修学校などにおいて、土
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2331　http://www.mie-
　kousha.or.jp/）へ
※申込書は、（公財）三重県下水道
公社へ郵送依頼または同公社ホ
ームページで

農地中間管理事業に係る
農地の借り受け者を
募集しています

農林水産課　382-9017　　382-7610

　三重県農地中間管理機構で
は、農家（出し手）から農地を借
り受け、規模拡大を考えている
担い手農家など（受け手）に対
して一定のルールに基づいて
貸し付ける、農地中間管理事
業を実施しています。農地の借
り受けを希望される方は、同機
構が募集する受け手の公募に
応募してください。
申込み　6月20日㈪までに、農

木またはこれに相当する課程を
修了した方

　 ・職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設にお
いて配管科を修了した方
　・高等学校等を卒業し、排水
設備工事などの設計または
施工に1年以上の実務経験
を有する方
と　き　11月30日㈬13時か
ら
ところ　県総合文化センター
生涯学習センター4階（津市
一身田上津部田1234）
受験料　8,000円
申込み・問合せ　8月1日㈪か
ら29日㈪までに、申込書に
必要事項を記入の上、（公
財）三重県下水道公社
　（〒515-0104　松阪市高須
町3922番地　0598-53-

用地等借受申込書を同機構、
市農林水産課、JA鈴鹿農畜
産課のいずれかへ

※農用地等借受申込書は、市農林
水産課、JA 鈴鹿農畜産課で配
布するほか、同機構ホームペー
ジから入手できます。
問合せ　（公財）三重県農林
水産支援センター農地中間
管理課（　0598-48-1228）
または市農林水産課へ

市長の資産を公開します
秘書課　382-7601　　384-2561

　｢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、市長の｢資産等補充報告書｣、｢所得
等報告書｣、｢関連会社等報告書｣の内容の概要を公表します。報告書の原本は秘書課で閲覧できます。ま
た、報告書の概要は市ホームページ（行政ガイド→情報公開・市民の声→情報公開・個人情報保護→市長
の資産公開）で公表しています。

◆資産等補充報告書
　平成27年5月2日から12月31日までに増加した
資産で、同年12月31日時点で有する資産を記載
したものです。
（1）土地　該当なし
（2）建物の所有を目的とする地上権または土地
の賃借権　該当なし

（3）建物　該当なし
（4）預金・貯金　404万3,709円
（5）有価証券　金銭信託：35万円
（6）自動車・船舶・航空機・美術工芸品　該当なし
（7）ゴルフ場の利用に関する権利　該当なし
（8）貸付金　該当なし
（9）借入金　該当なし（－116万2,636円）
※参考として、減少した金額をマイナス表示しています。

◆所得等報告書
　平成27年中の所得を記載したものです。
（1）不動産所得　23万919円（賃貸料）
（2）給与所得　1,587万7,840円（鈴鹿市ほか）
（3）雑所得　1万円（原稿料）
◆関連会社等報告書
　平成28年4月1日時点で、報酬を得て会社その
他の法人の役員、顧問その他の職に就いている場
合、その名称、住所、職名を記載したものです。

会社その他の法人の名称(住所)
三重県農業共済組合連合会
(津市桜橋１丁目649)
三重県観光連盟
(津市羽所町700)
三重用水土地改良区

(四日市市平尾町大池2765-3)

理　事

理　事

理　事

役員、顧問その他の職名
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ホストファミリーを
募集しています
 （公財）鈴鹿国際交流協会

　　　383-0724　　383-0639　 　
　　sifa@mecha.ne.jp

　本市と友好都市のベルフォンテ
ン市（米国）は、毎年生徒を派遣ま
たは受け入れて交流しています。
今年は本市に生徒を迎え入れる
ことから、生徒を自宅に受け入れ
るホストファミリーを募集します。
と　き　7月28日㈭夕方～8
月1日㈪昼
訪問者　男子生徒5人、女子
生徒3人、男性引率者1人、
女性引率者2人
募集数　11家族（うち3家族
は引率者の受け入れ）
申込み　7月10日㈰までに、住
所、氏名、電話番号、家族構
成を記入の上、ファクス・電
子メールまたは電話で鈴鹿
国際交流協会へ

※家族構成を基にマッチングします。
◆ホストファミリー説明会　
と　き　7月23日㈯13時30
分から

ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）

天野奨学金奨学生を
募集します

学校教育課　382-7618　　382-9054

　石薬師町出身の故天野修一
さんのご遺族のご厚志によっ
て設けられた奨学金です。
対　象　保護者が市内に在
住し、学業成績優秀、品行
方正であり、学資に困ってい

る高校生以上の学生
奨学期間　奨学生として決定
を受けた学校に在学する期
間（毎年度審査有り）
奨学金額（給付月額）
　・高校　 6,000円
　・高専・短大　7,000円
　・国・公立大学　1万円
　・私立大学　1万4,000円
申込み　6月30日㈭までに、学
校教育課に備え付けの申込
用紙に記入の上、必要書類
を添えて学校教育課へ

地球温暖化防止に
取り組みましょう

環境政策課　382-7954　　382-2214

　環境省では6月を｢環境月間｣
と定めており、全国各地で地球
温暖化防止に向けたさまざまな
取り組みが行われます。
　本市ではこの1カ月間、市役
所本館での懸垂幕の設置と、地
球温暖化防止や自然環境に関
するパネルや緑のカーテンの展
示などの啓発活動を行います。
この機会に、私たちを取り巻く環
境について考えてみませんか。
◆地球温暖化防止のために
今日から始める6つの取組み

　1　アイドリングをなくす
　2　蛇口はこまめに閉める
　3　エコ商品を選んで購入する
　4　冷房は28℃、暖房は20℃
　を目安に温度設定する
　5　ごみを減らす
　6　照明をこまめに消す

ウミガメの足跡を
見つけたらご連絡を

環境政策課　382-7954　　382-2214

　60年ほど前までは、市内の海
岸でもアカウミガメがたくさん産
卵していましたが、海の汚染や
乱獲のため産卵数は減ってし
まいました。
　近年では、30年ほど前からの
保護活動により、ウミガメの上
陸・産卵が少しずつ回復してき
ています。昨年は、市内での上
陸・産卵は確認されませんでし
たが、一昨年は上陸が6回、うち
4回は産卵が確認できています。
　ウミガメの足跡を調査すること
は、ウミガメの保護につながりま
す。海岸でウミガメの足跡を見つ
けたら、環境政策課またはウミガ
メネットワークにご連絡ください。
問合せ　ウミガメネットワーク
（米川　 090-5600-0221
　　umigamenet@live.jp）

暴力のないまちを
目指すために

交通防犯課　382-9022　　382-7603

　暴力団とは、いつ、どこで、何
が発端で関わりができるかもし
れません。市民の皆さんや企
業が、暴力団員などから不当要
求を受けた場合、大切なことは、
一人で悩まず、警察、暴力追放
三重県民センター、弁護士に
早く相談することです。
　本市では、平成23年4月1日
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ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課　382-7935　　382-7607

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い・消
毒・乾燥をしてお返しします。
対　象　在宅で3カ月以上｢ね
たきり｣などの症状により、寝
具の衛生管理が困難な40
歳以上の方

と　き　7月中
内　容　中ワタが、綿・合成繊
維・羊毛・羽毛のいずれかの
ふとんで、サイズは問いませ
ん。対象者一人当たり2枚ま
でで、1週間から10日間程お
預かりします。

※毛布は対象外です。
費　用　無料（貸ふとんは有料）
申込み　6月30日㈭までに、地
域包括支援センターなどを通
じて申請書を長寿社会課へ
※お住まいの地区の地域包括
支援センターの連絡先など、詳
しくは長寿社会課へ
※次回は10月に募集します。

国税局で税務職員を
募集しています

市民税課　382-9446　　382-7604

対　象　平成28年4月1日に
おいて高等学校または中等
教育学校を卒業した日の翌
日から起算して3年を経過し

から鈴鹿市暴力団排除条例を
施行しています。みんなの力で、
明るいまちをつくりましょう。暴
力団に関する通報・相談は、警
察署･交番･駐在所または下記
の相談電話へ
◆無料暴力相談電話
　　388-1104（鈴鹿警察署）
◆暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザゼロ）

児童手当の現況届を
お忘れなく

子ども政策課　382-7661　　382-9054

　現在、児童手当を受給中の
方は、現況届の提出が必要です。
6月上旬に郵送で案内しますの
で、6月30日㈭までに必要書類
とともに提出してください。
　この届けは、引き続き受給する
要件を満たすかどうかを確認す
る大切な手続きです。手続きが
ないと、6月分以降の支給が停止
されますのでご注意ください。
※別居児童の住所地が海外の場
合は、子ども政策課窓口での手
続きが必要です。
※これまで児童手当を受給してお
らず、新規で 6月分からの児童
手当を申請した方は、現況届を
提出する必要はありません。
必要書類
○手当を受けている方が厚生
年金などの被用者年金に加
入している場合は健康保険
被保険者証の写しまたは年
金加入証明書
○平成28年1月2日以降、本市
に転入した方は、平成28年
度（平成27年分）所得課税
証明書（平成28年1月1日現
在住民登録のあった市町村
から取り寄せてください）

※その他、状況により提出してい
ただく書類があります。

ていない方、平成29年3月ま
でに高等学校または中等教
育学校を卒業する見込みの
方、および人事院がこれらに
準ずると認める方
申込期間　
　・インターネット　
　6月20日㈪9時～29日㈬
　・郵送　
　6月20日㈪～22日㈬
　（消印有効）
　・持参　
　6月20日㈪～22日㈬17時
試験日　
　第1次試験：9月4日㈰、
　第2次試験：10月12日㈬～
21日㈮のいずれか指定する日
問合せ　名古屋国税局人事
第二課 （　052-951-3511
内線3450     http://www.
　nta.go.jp/nagoya/）

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　382-9008　　382-7660

◆休日窓口
と　き　6月26日㈰ 9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　6月29日㈬・30日㈭ 
17時15分～20時

ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

休日受付
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プラネタリウムと
天体観望会

文化会館　382-8111　　382-8580

◆プラネタリウム
と　き　6月18日㈯～9月25
日㈰10時30分から、13時
30分から、15時から

ところ　文化会館プラネタリウム
内　容　
○夏の星座解説「マウイの釣針」
　さそり座はその形から、そ
れぞれの地方に特有の物
語があります。今回はニュ
ージーランド島に伝わる、
マウイの釣針のお話です。
○新番組「ジャックと豆の木
～星の国だいぼうけん～」

　ジャックの家の宝物を星の
国に住む悪い巨人に盗まれ
ました。ジャックは雲の上の
星の世界まで伸びる豆の木

を育てて、宝物を取り返しに
行きます。プラネタリウムの
スクリーンいっぱいにジャック
の活躍を投映します。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。
◆天体観望会
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　6月11日㈯ 19時から
ところ　文化会館プラネタリ
ウム
内　容　ガリレオと木星～君は
ガリレオになれるか？～
　　天体望遠鏡で木星を観測
して、ガリレオが発見した4個
の衛星を探します。また、月や
火星、土星なども観測します。
定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分から
プラネタリウムで受け付け
※曇天や雨天時は中止します。当日
16時30分に判断しますので文化
会館へお問い合わせください。

鈴鹿市少年相撲大会
スポーツ課　382-9029　　382-9071

　力士と一緒にちゃんこ鍋も
楽しめます。
対　象　小学生男女
と　き　6月26日㈰8時集合
※荒天の場合は7月3日㈰
ところ　 江（ 場撲相館道武 島
台 2-6-1）

内　容　
・個人戦（3 年生以下、4・
5・6 年生の各部）

・団体戦（先鋒：4年生、中堅：
5 年生、大将：6 年生）
※経験者部門、未経験者部門に分
けて実施する予定
※各部門1～3位を表彰します。
参加料　無料
申込み　6月17日㈮までにスポ
ーツ課へ
※親子deすもう教室を8時45分
から開催します。

親子 de すもう教室
スポーツ課　382-9029　　382-9071

対　象　年中（4歳）以上小
学生以下の親子 （男女は
問いません）

と　 き　6月26日㈰、7月3日
㈰・9日㈯・16日㈯・23日㈯
13時から（全5回）　

※6月26日㈰が荒天で延期になっ
た場合は7月3日㈰が1回目とな
り、5回目は7月30日㈯
※1回目は鈴鹿市少年相撲大会とと
もに行うため8時45分開始
ところ　武道館相撲場（江

告
広
料
有

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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～17時）
ところ　市役所本館15階展
望ロビー

鈴鹿市民大学文芸学科
｢活字文化よ！勢いを

）回3第（｣！せどもり取
（公財）鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755 

と　き　7月13日㈬ 13時30
分～15時30分

ところ　文化会館2階第1研
修室
内　容　小説の書き方、私小
説の書き方
講　師　松嶋節さん、藤田充
伯さん
定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）
申込み　受講日｢7月13日｣、
住所、氏名、電話番号を記
入の上、電話・はがき・ファク
スで（公財）鈴鹿市文化振
興事業団（〒513-0802　
飯野寺家町810）へ

スポーツの杜　短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　392-7071　　372-2260

申込み　6月8日㈬から先着順
受け付け。水泳場窓口（御薗町
1669）またはホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
　ベビーマッサージで赤ちゃん
と対話しましょう。またママビク

島台2-6-1）
定　員　20組（先着順）
講　師　鈴鹿市相撲連盟派
遣講師
参加料　親子で2,500円（ス
ポーツ安全保険料を含む）
申込み　6月9日㈭から21日
㈫まで（13日㈪は休館日）
の9時～20時に、参加料を
添えてAGF鈴鹿体育館（市
立体育館 江島台1-1-1）へ
問合せ　鈴鹿市体育協会 
（　387-6006）

寺院・官衙シリーズ講演会
奈良の都の寺を掘る①
考古博物館　374-1994　　374-0986

と　き　6月25日㈯14時から
ところ　考古博物館講堂（国
分町224）
内　容　唐招提寺で近年実
施された発掘調査の成果
講　師　岡田雅彦さん（橿原
考古学研究所）
聴講料　無料
※講演会参加者は常設展の観覧料
も無料
申込み　不要

教科書展示会
教育指導課　382-9056　　383-7878

　小学校、中学校、高等学校の
教科書見本の一部を展示します。
と　き　6月17日㈮～30日㈭ 
9時～17時（土曜日は10時

スは産後の体をシェイプアップ
させます。
対　象　2カ月から歩く前ま
でのお子さんと母親

と　き　6月15日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

※どちらかの時間帯を選択
定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　カエルの巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　6月16日㈭10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）

盆おどり講習会
文化振興課　382-7619　　382-9071

対　象　小学生以上
と　き　7月3日㈰9時30分
～11時30分
ところ　市民会館2階展示室
内　容　鈴鹿おどり　ほか
参加料　300円
申込み　不要
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟（　382-2915）

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有



8月5日㈮、9月1日㈭、10月14
日㈮、11月11日㈮、12月2日
㈮ 10時～15時、平成29年1
月20日㈮10時～13時30分

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　食生活や健康づくり
に関する講義と調理実習
定　員　25人（先着順）
参加料　調理実習1回につき
500円（材料費）
※調理実習は4回
申込み　電話で健康づくり課へ

地元産小麦｢あやひかり｣で
うどん・パスタ・ナンなどを

作りませんか
農林水産課　382-9017　　382-7610

　地元で生産した農産物を地元
で消費する｢地産地消｣を推進す
るため、地元産小麦を使ったうど
んやパスタ、ナンなどの料理作り
の出前講座を行います。少人数
でもお受けしますので、希望する
グループの方はご連絡ください。

で健康づくり課へ　
※持病があり治療中の方は、主治医
に確認の上申し込んでください。
※バレトンとは、バレエ・ヨガ・フィ
ットネスを組み合わせた新感覚
のエクササイズです。
※託児はありませんが、②の時間帯
はお子さんを連れて参加できます
（要抱っこ紐）。

栄養教室
食生活改善推進員養成講座
健康づくり課　327-5030　　382-4187

　講義や調理実習などを通し
て、食生活や健康づくりをおい
しく楽しく学び、学んだことを将
来ボランティアとして普及・啓発
していただくための教室です。
男性の参加も歓迎します。
対　象　市内在住18歳以上で、
7回の講座全てに参加でき、講
座終了後に食生活改善推進員
（ヘルスメイト）としてボランティ
ア活動を行う意欲のある方

と　き　7月8日㈮ 10時～12時、

健康セミナー
｢やせるスイッチ！
～バレトン編～」

健康づくり課　327-5030　　382-4187

　ライフスタイルは変わらない
のに｢最近太りやすくなった｣と
感じたら、それは基礎代謝が減
り始めたせいかもしれません。イ
ンストラクターと一緒に、簡単・
効果的な運動で｢脂肪のつきに
くい体づくり｣をしませんか。
対　象　20歳～64歳の市内
在住の方

と　き　7月7日㈭①9時～10
時30分、②10時30分～12時

※どちらかの時間帯を選択
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　運動（バレトン）と生活
習慣病予防の講話
定　員　各20人（先着順）
費　用　無料
申込み　6月13日㈪から電話

目指せ！認知症サポーター1万人！　　
 認知症サポーターとは、認知症サポーター養成講座を受講し、認知
症を正しく理解することで、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（平成28年3月末現在鈴鹿市で5,841人）。
　本市では、認知症の知識と理解の普及のため、認知症サポータ
ー養成講座の開催を進めており、現在講座の開催を希望される
自治会や企業、学校などを募集中です。

認知症サポーター養成講座のご案内
対　象　市内に在住の方　　　　　　　と　き　7月1日㈮19時～20時30分
ところ　市役所本館12階1203会議室　定　員　50人（先着順）
申込み　6月6日㈪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健康福祉政策課へ
※今回は「公益社団法人認知症の人と家族の会三重県支部」代表の下野和子さんにもお話していただきます。

健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp
382-9012　    382-7607

住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために
鈴鹿市地域包括ケアシステム
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　子どもは一人の人間として最大限に尊重さ
れ、守られなければなりません。近年、児童虐待
による死亡事例、児童買春・児童ポルノなど、子
どもが被害者となる事案が後を絶ちません。ま
た「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の
施行に見られるように、子どもを取り巻く養育環
境が過酷な状況になっており、家庭や地域とい
った生活の基礎となるところでさえ、子どもの人
権が守られにくい状況になっているといえます。
　子どもの人権を守るためには、周囲の大人
が正しい人権意識を持って子どもたちに接する
ことで、「自分は守られていいんだ！」という意
識を子ども自身にも持たせることが大切です。
大人が良いお手本となってあげられるよう、今
一度自分の人権意識を見直してみましょう。

　子ども自身が自分の人権について相談でき
る方法として、次のものがあります。子どもたち
を守る方法として、ぜひ覚えておいてください。
○子どものための人権相談

（ 番011権人のもど子　 　0120-007-110）
　フリーダイヤルなので無料で通話できます。
○子どもの人権SOSミニレター
　子どもの人権110番へ電話すると入手でき 
　ます。相談したいことを書いてポストに投函
　すると、最寄りの法務局・地方法務局に届き
　ます。切手は不要です。
○インターネット人権相談受付窓口
　24時間受け付けています。　　　　　　
　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/
　　jinken113.html

子どもの人権を考える
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214
kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp子ども家庭支援課 　382-9140　 382-9142

費用など詳しくは、ご相談ください。
問合せ　Agriロマン鈴鹿（豊田
　090-5033-3375　379-1048）

福祉・介護・看護の就職フェア
長寿社会課　382-7935　　382-7607

対　象　福祉・介護・看護の職
場に就職希望または関心のあ
る一般・学生
とき・内容　6月19日㈰ 10時
30分～12時 就活応援セミナ
ー「働き始めた自分を見据え
た就職活動の仕方」、13時
～15時30分 福祉・介護・看
護の就職フェア（各事業所ブ
ース開設、相談コーナー）

ところ　四日市都ホテル（四日
市市安島1-3-38）
託　児　有り
申込み・問合せ　三重県社会
福祉協議会　三重県福祉人
材センター（　059-227-5160）

※託児を希望される方は6月16日
㈭までに同センターへ

消費税軽減税率
早わかりセミナー

産業政策課　382-8698　　382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　6月27日㈪14時～15
時30分

ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール（飯野寺家町816）

内　容
　・消費税軽減税率制度とは
（対象品目、経理処理など）
　・インボイス制度、経過措置とは
　・軽減税率にまつわる12の設
問ほか
講　師　西村伸郎さん（ジャイ
ロ総合コンサルティング（株）
取締役社長）　
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所
申込み　6月20日㈪までに、電話
で鈴鹿商工会議所（　382-
　3222）へ

光で発電！一から作る、
あなたが作る太陽電池
総合政策課　382-9038　 382-9040

シリコン太陽電池を一から作って、
モーターを回す体験をします。科学・
技術の楽しさに触れてみませんか。
対　象　中学生
と　き　9月3日㈯・4日㈰ 9時～
17時

※両日同じ内容
ところ　鈴鹿工業高等専門
学校電気電子工学科棟内
実験室（白子町）
定　員　各10人（先着順）
受講料　無料
申込み　8月5日㈮17時までに、
鈴鹿高専ホームページ（地域
の皆様→公開講座・大会）で
問合せ　鈴鹿高専総務課
（　368-1717　 387-0338）

の6 月 納税
○市民税・県民税…全期・1期
【納期限は6月30日(木)です】

電　話 電子メール ホームページファクス
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広 報すずか 　2 0 1 6 年 6 月 5 日 号
2006年6月に住宅用火災警報器の設置が義務付

けられた時、我が家でも台所・階段上・寝室の3カ所に
設置しました。早いもので、あれから10年。我が家は、
子どもの成長により生活スタイルが変わりました。
懐かしく思い返すと、当時子どもたちはまだ就学
前後でしたので、家族全員が一部屋で寝ていました。
現在は、それぞれが自分の部屋で寝ていますので、
設置が必要な数は5カ所になりました。10年経つと、

何かしら変化しているのではないでしょうか。皆さん
のお宅はどうですか？
10年経った私自身にも変化があります。それは、
以前より物忘れが多くなったことです。お風呂の栓を
せずに給湯したり、携帯電話を充電したまま出掛け
るなど、挙げればきりがありません。調理後の火の消
し忘れはまだありませんが、特集を機に必ず止めたこ
とを確認しよう、と心に誓いました。（由）

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表） http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

　世界最高峰の自動車レース、F1日本グランプリを
市民の皆さまに肌で感じていただこうと鈴鹿サー
キットと鈴鹿市の共催で始まった「鈴鹿市民応援席」。
周りは全て鈴鹿市民という中、鈴鹿モータースポーツ
友の会では「WELCOME TO SUZUKA」と描かれ
たビッグフラッグで会場を盛り上げました。　　
　今年は、本田技研工業株式会社がパワーユニット
サプライヤーとして参戦しているマクラーレン・ホンダが

調子を上げてきていますので、Ｆ１日本グランプリは
今まで以上に盛り上がること間違いなし。10月9日
㈰に決勝が行われるＦ１日本グランプリは、ぜひ
鈴鹿市民だけの特権「鈴鹿市民応援席」で体感して
ください。
※今年も「鈴鹿
市民応援席」
を発売します。
詳細は「広報
すずか」7月5
号でお知らせ
します。

Ｆ１日本グランプリ鈴鹿市民応援席

　チーム名を一新　目指すはJFL昇格
　今年１月までは「FC鈴鹿ラン
ポーレ」というチーム名で活動して
いましたが、新たにチーム名を公募
し生まれ変わりました。アンリミ
テッドという名前には「限界を作ら
ない」「無限大の可能性」という
意味が込められており、鈴鹿から
Ｊリーグへ、そして世界へ羽ばたく
サッカークラブを志しています。 
　今シーズンは、Ｊリーガーも加わっ
て選手層は格段に厚くなりました。
2年ぶりのリーグ優勝、そして悲願の

ＪＦＬ（日本フットボールリーグ）昇格
に向けて、体制は整いました。鈴鹿
の誇りを胸に、全ての試合、全ての
プレーに全力を注ぎます。 

　クラブスローガンは「本
マ

気
ジ

」
　夢のＪリーグ昇格に向けて、
来シーズンのＪＦＬ昇格を目指す
“本気”のシーズンが始まります。
入場無料ですので皆さんもぜひ、
会場へ足を運んでいただき、力
いっぱいの声援をよろしくお願
いします。

鈴鹿アンリミテッドFC 

■語り手 中野能成 
(鈴鹿モータースポーツ友の会理事・事務局長)

(　http://suzuka-un.co.jp/) 

６月５日㈰13時 藤枝市役所
７月10日㈰15時　常葉大学浜松キャンパスFC
７月17日㈰15時 FC岐阜SECOND
９月10日㈯15時 Chukyo univ.FC
９月25日㈰13時 FC. ISE-SHIMA
10月２日㈰13時 FC刈谷
会場　AGF鈴鹿陸上競技場
　　　（石垣池公園陸上競技場）

ホームゲーム日程


