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　鈴鹿の秋の風物詩となっている「鈴鹿バルーンフェスティバル」
が今年も開催されました。初日の早朝 6 時半ごろ、目標地点を目
指して熱気球が次々 に飛び立ち、鈴鹿の空を彩ってくれました。
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　交通事故の統計データを見てみると、どのような事故が多い
のかが見えてきます。また、自分の運転を客観的に診断する
ことで、特に注意すべき点が分かります。この特集を参考にし、
事故を起こさないよう、また巻き込まれないようにしてください。
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交通事故の統計データを見てみると どのような事故が多い

交通事故データと自己診断テストで
交通事故を防ぎましょう

人身事故件数は昨年過去最少、
死者数は増減を繰り返しています

※データはいずれも三重県警察提供。写真はいずれもイメージで実際の事故や違反の現場ではありません。

　本市における人身事故件数は年々減少しており、昨年は統計を取り始めてから最も少ない743件になりました。
死者数は平成23年に過去最少の5人となりましたが、その後増減を繰り返しています。

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

人身事故件数(左軸) 

平成27年 

死傷者数(左軸) 
死者数(右軸) 

5 12 9 11 6

1,199 1,020 971 802 743

1,583 1,315 1,237 1,024 1,003
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本市における 人身事故発生状況
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人身事故の原因は安全不確認などの
安全運転義務違反が圧倒的多数

危険！ながらスマホ
　スマートフォンを操作しながらの自動車の運転は、非常に危険な行為であり、道
路交通法違反となります。また、その行為により交通の危険を生じさせた（事故を
起こした）場合などは、さらに厳しい罰則があります。相手に怪我をさせた場合は、
自動車過失運転致死傷などの刑事責任に問われることがあります。
　自転車に乗っているときにスマートフォンを操作することも違反になります。相手に
怪我をさせた場合は、過失致死傷などの刑事責任に問われることがあります。なお、
高額な賠償責任に備えて、自転車保険に加入しましょう。

　交通事故の原因となった法令違反は、83パーセントが安全運転義務違反です。その多くを「安全不確
。すまいてめ占が」視注不方前「」視注不静動「」認

人身事故発生時の法令違反内容本市における

　前後左右の十分な安全確認をしないことです。交差点では、カーブミラーだ
けに頼らずに、直接目視で左右の安全確認をし、必要な場合は減速し、よく確
認してください。

　「事故相手に気付いていながら、危険性を軽視して、その後の動きに注意しなかっ
た」ことが原因であり、自分にとって都合の良い判断をするために起こります。思い込み

。うょしまち持を識意の」いなれしもか～「くなはで」うろだ～「、け避を転運るよに

　前方を見ずに運転することを意味し、携帯電話やカーナビの操作をしていたり、景色
」りやんぼ「、たま。すでどなりたしとうお拾を物たし下落、りたっましてれと見に板看や

や「考え事」をしながら運転することも含みます。緊張感を持って運転に集中しましょう。
前方不注視

動静不注視

安全不確認

安全運転義務違反 83.0％

その他
2.5％

優先通行妨害
1.4％

徐行場所違反
1.4％

信号無視
3.1％

交差点安全進行違反
3.8％
一時不停止
4.8％



　車同士の事故が人身事故における9割以上を占めています。中でも追突事故は約半数を占めており、
細心の注意が必要です。
車同士の事故がが
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追突事故がトップ

三重県警 追突"ゼロ"作戦に参加しよう

る9割以上を占めています 中でも追突事故は

事故の発生状況本市における

三重県警察では、現在「追突“ゼロ”作戦」を実行中です。市民の皆さんもこの作戦に参加し、実行してください。
※申し込みは必要ありません。各自で作戦を決行してください。

●社内研修（教育）などの教材に活用
●運転は重大な責任を伴うことを自覚

みんなで注意し合おう！４作戦その

●シートベルト（チャイルドシート）の正しい着用
●停止するときは前車との車間距離を確保（玉突き追突を避ける）
●後続車両の動きをルームミラーでチェック（危険認知で被害軽減）

もしもの追突に備えよう！３作戦その

●むやみな急ブレーキの禁止（他の車両の動きや信号機などに注意する）
●ポンピングブレーキの励行（後続車両に対する注意喚起）
●渋滞により減速・停止する際のハザードランプの点灯（後続車両に対する注意喚起）
●急な進路変更をしない（後方の安全確認をする）

追突されないため工夫しよう！２作戦その

特に高速道路や自動車専用道路では、歩行者などがいない安心感から緊張感が低下し、大事故につながりがち！！

●よそ見・わき見・ぼんやり運転（運転に集中していない）
●考え事（注意力が散漫になる）
●時間に焦る（待ち合わせに遅れるなどといった焦りから、安全確認が不十分となる）
●車間距離を空けていない（前車のブレーキ操作に即応できない）
●すり減ったタイヤによる運転（車両の点検整備の徹底）
●携帯電話による通話（メール画面等の注視）に夢中（少しくらいならといった軽い気持ちが事故のもと）
　運転中の携帯電話などの使用は、とても危険な違反行為です。絶対にやめましょう！

追突事故の原因を理解しよう！１作戦その

●ドライブなど家族や仲間での
　お出掛け時に注意

）

追突
46.0％車両相互

91.5％出会頭
26.4％

その他
18.2％

人対車
6.5％

正面衝突
0.9％

車両単独
2.0％



。いさだくてけつを○ず必にからちどの」えいい「」いは「ていつに動行なうそり取がたなあ、面場通交の次　
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けつを○ず○必ずずにからちどの」えいい「」いは「ていつに動行なうそり取がたな つを○ず○○必ずにからちどどの」えいい「「」」いはは「ていつに動行なうそり取ががたたなな

「違反タイプ」診断テスト
場通交の次 なあ、面場 なああ面場場通通交交のの次次 面面場場面面

あなたが
おかしやすい

行 動 項 目 A B C D

1 一時停止の場所でもしっかり確認できるなら完全に停止する必要はないと思う はい いいえ

2 カーブの多い片側1車線の道をドライブしているとき、前のクルマがノロノロ走っていても、
追い越し禁止区間では追い越しを我慢する いいえ はい

3 駐輪禁止の場所に自転車を停めたことがある はい いいえ

4 付き合いでアルコールを少し飲んだが、酔うほどは飲まなかったので運転して帰宅したことがある はい いいえ

5 運転中にケータイ電話が鳴ったら電話に出る はい いいえ

6 ちょっと買物するくらいの間ならと思い駐車禁止の路上に駐車したことがある はい いいえ

7 クルマが来なければ赤信号でも横断歩道を渡る はい いいえ

8 夜、自転車に乗るとき、周りが明るくても必ずライトをつける いいえ はい

9 電車やバスに乗るときはケータイ電話を必ずマナーモードにする いいえ はい

10 高速道路の自動速度取締装置（オービス）の設置場所を気にするほうである はい いいえ

11 右折しようと交差点に接近中、信号が赤に変わっても、スピードをあげて右折してしまうことが多い はい いいえ

12 工事などで車線が減って渋滞しているところでは前の車にピッタリ付けて割り込みさせないようにする はい いいえ

13 制限速度よりも周りのクルマの流れに乗って走ることを優先する はい いいえ

14 少し酔うくらいアルコールを飲んでしまったが、２時間ほど酔いを覚ましてからクルマを運転
して帰宅したことがある はい いいえ

15 優先席に座ったらお年寄りが近くに立っていたが、無視したことがある はい いいえ

16 右折レーンにいるとき前のクルマが右折すれば赤信号でもついていく はい いいえ

17 歩いていて道路の向こう側に渡りたいとき、横断歩道まで行くのが遠回りなら、少々交通量が
多くてもクルマが切れるタイミングを待って走って渡る

はい いいえ

18 信号のない横断歩道に歩行者が立っていればクルマを止めて歩行者を渡らせてあげる

縦に◯の数を集計

いいえ はい

　タイプ別のアドバイスを参考に交通安全に努めてください。また「法的ルールも社会的ルールも比較的よく守る
タイプ」の方でも、交通ルール違反に一つでも当てはまった方は、もちろん改善して法令を遵守してください。
　一瞬の油断が悲しい事故につながります。後で後悔しても時間は戻りません。車に乗るときは、他人や自分の命
が懸かっていることを肝に銘じ、細心の注意を払って運転してください。

広報すずか特集「交通事故防止」についてのご意見・ご感想は、交通防犯課へ　382-9022　　382-7603　　kotsubohan@city.suzuka.lg.jp

他人のルール違反に腹を立ててあまりイライラしたり注意力が散漫にならないよう気を付けましょう。
とくにDの列に○が15個以上ついた人は、人一倍遵法（じゅんぽう）精神の強いタイプです。

「法的ルールも社会的ルールも比較的よく守るタイプ」上のどれにも当てはまらなかった人は

「社会的マナー違反タイプ／人の迷惑考えない型違反」Cの列に○が3個以上ついた人は

「リスク過小評価タイプ／ちょっとだけなら型違反」Bの列に○が3個以上ついた人は

「他人同調タイプ／取り締まられなければいいや型違反」 Aの列に○が4個以上ついた人は

　あなたは、違反を承知で自分のメリットを優先させてしまうタイプです。交通社会は他者との関係で成り立
っています。もっと思いやりのある運転を心がけてください。 

　あなたは、リスクを自分の都合のいいように低く評価して、「このくらいなら大丈夫」と行っちゃうタイプです。
「大丈夫」と思ったその先まで読む運転ができるようになりましょう。

　あなたは、みんながやるから、人につられて違反を行うタイプです。他人と一緒なら勇気づけられ、一人だと「見つ
からなければいいや」と考えて違反を起こします。自分の目で見て、自分で判断する運転を心がけてください。 

出典：「トラフィック・マナー」（監修：芳賀繁立教大学教授、発行：本田技研工業株式会社安全運転普及本部）
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●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／10月17日㈪～ 21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・電子メールでの申し込みや営業、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し込みは、1回1記事に限ります。

次回の募集は12月5日号掲載分です

鈴鹿市民俳句大会

とき／10月23日㈰受付12時から
ところ／白子コミュニティセンター(駐車
場有)　内容／当日12時50分までに
2句提出　講師／坂口緑志さん　
会費／1,000円　※市長賞他賞多数

とき／10月23日㈰受付12時から
ところ／白子コミュニティセンター(駐車
場有)　内容／当日12時50分までに
2句提出　講師／坂口緑志さん　
会費／1,000円　※市長賞他賞多数

鈴鹿を愛した俳人
山口誓子展

とき／11月4日㈮～6日㈰9時～16時
30分(最終日のみ15時30分まで)　と
ころ／伝統産業会館研修室　内容／
市内各所に保管されている誓子の掛
け軸などの展示　入場料／無料

とき／11月4日㈮～6日㈰9時～16時
30分(最終日のみ15時30分まで)　と
ころ／伝統産業会館研修室　内容／
市内各所に保管されている誓子の掛
け軸などの展示　入場料／無料

鈴鹿市俳句連盟　中島　孝
382-5696

鈴鹿を愛した山口誓子展実行委員会
　磐城玉野　 374-1190

第12回 南墨会展

とき／10月15日㈯・16日㈰10時
～17時（16日㈰は15時まで）　と
ころ／文化会館さつきプラザ　
内容／市内公民館教室生による
水墨画の合同展

とき／10月15日㈯・16日㈰10時
～17時（16日㈰は15時まで）　と
ころ／文化会館さつきプラザ　
内容／市内公民館教室生による
水墨画の合同展

第22回かるがも演奏会
(吹奏楽)

とき／11月27日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／ドラゴンクエスト、遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料
※ご家族皆さんでお越しください。

とき／11月27日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／ドラゴンクエスト、遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料
※ご家族皆さんでお越しください。

鈴鹿市民歩こう会

とき／10月23日㈰(雨天時は30日
㈰)　集合／近鉄平田町駅9時15分
　内容／市内コスモスの花探索ミス
テリー（5kmコース・10kmコース）　
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／10月23日㈰(雨天時は30日
㈰)　集合／近鉄平田町駅9時15分
　内容／市内コスモスの花探索ミス
テリー（5kmコース・10kmコース）　
参加料／200円　※初参加者歓迎

NDC本部すずか陶芸教室
作品展

とき／10月29日㈯・30日㈰10時～15時（雨
天決行）　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　内容／陶芸、組ひも、手織り展
示・体験など、ベルホームの作品販売(売
上の一部を寄付)　※駐車場有

とき／10月29日㈯・30日㈰10時～15時（雨
天決行）　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　内容／陶芸、組ひも、手織り展
示・体験など、ベルホームの作品販売(売
上の一部を寄付)　※駐車場有

久保山榮治　 386-1941 かるがもブラスアンサンブル
　 http://www.karugamobrass.com/ 鈴木利昭　 080-1611-9264 NDC 本部　 386-2509

鈴鹿女声コーラス
団員募集

とき／毎週金曜日9時30分～11
時30分　ところ／ふれあいホー
ル(南玉垣町)　内容／明るく楽
しく歌いましょう。　※いつでも
見学にお越しください。

とき／毎週金曜日9時30分～11
時30分　ところ／ふれあいホー
ル(南玉垣町)　内容／明るく楽
しく歌いましょう。　※いつでも
見学にお越しください。

笑いヨガ体験会

とき／10月18日㈫、11月1日㈫10時～
11時30分　ところ／白子コミュニティ
センター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合せた健康法　参加料／無
料※詳しくはお電話ください。

とき／10月18日㈫、11月1日㈫10時～
11時30分　ところ／白子コミュニティ
センター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合せた健康法　参加料／無
料※詳しくはお電話ください。

お母さんのテニスの会

対象／市内在住の方　とき／11月19
日㈯9時～11時　ところ／市営テニス
コート　参加料／500円　申込み／
11月11日㈮までに住所・氏名・年齢・
連絡先を電話またはファクスで

対象／市内在住の方　とき／11月19
日㈯9時～11時　ところ／市営テニス
コート　参加料／500円　申込み／
11月11日㈮までに住所・氏名・年齢・
連絡先を電話またはファクスで

鈴鹿ランニングクラブ

対象／一般　とき／毎週日曜日7時か
ら　ところ／青少年の森多目的グラ
ウンドとコース　内容／ジョギングと
ウオーキング　会費／月300円

対象／一般　とき／毎週日曜日7時か
ら　ところ／青少年の森多目的グラ
ウンドとコース　内容／ジョギングと
ウオーキング　会費／月300円

一条　378-8766
鈴木　 383-3771

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　 090-3154-7323

鈴鹿レディーステニス山村
・ 387-0415 山元　 386-1426

第26回 三重の能楽まつり

とき／10月16日㈰10時～16時　
ところ／文化会館　内容／県内各
地の能楽愛好団体による謡、囃
子、舞、狂言と能面展。入場整理券
は公民館などにあります。

とき／10月16日㈰10時～16時　
ところ／文化会館　内容／県内各
地の能楽愛好団体による謡、囃
子、舞、狂言と能面展。入場整理券
は公民館などにあります。

糸東流空手道教室
生徒募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
月・水・金18時～20時　ところ／十宮
3-27　内容／元気になるための人づ
くりです。空手道基本と気力涵養を
修練します。

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
月・水・金18時～20時　ところ／十宮
3-27　内容／元気になるための人づ
くりです。空手道基本と気力涵養を
修練します。

アイシングクッキー教室

とき／10月30日㈰10時～12時　とこ
ろ／加佐登地区市民センター　内容
／ハロウィンをテーマにしたアイシン
グクッキー作り　参加料／1,500円　
申込み／電話で

とき／10月30日㈰10時～12時　とこ
ろ／加佐登地区市民センター　内容
／ハロウィンをテーマにしたアイシン
グクッキー作り　参加料／1,500円　
申込み／電話で

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／10月12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

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／10月12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

鈴鹿能楽連盟
森　 090-6964-0186

糸東流空手道鈴鹿拳竜会
382-2288

ｌala sweets
川崎　 090-3955-9233 下野　 370-4620

自然農法セミナー第7講

とき／10月23日㈰13時30分から　ところ／
牧田コミュニティセンター　内容／土づくり
について、土壌診断の意味合い、土のサンプ
リングの仕方　講師／板坂康行　参加料／
300円

とき／10月23日㈰13時30分から　ところ／
牧田コミュニティセンター　内容／土づくり
について、土壌診断の意味合い、土のサンプ
リングの仕方　講師／板坂康行　参加料／
300円

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／10月11日㈫19時～21時　ところ／白子
公民館　参加料／100円　※不登校のお子
さんを持つ親を中心とした集まりです。お互
いの思い、わからないことを出し合い、話し合
いましょう。

とき／10月11日㈫19時～21時　ところ／白子
公民館　参加料／100円　※不登校のお子
さんを持つ親を中心とした集まりです。お互
いの思い、わからないことを出し合い、話し合
いましょう。

第6回うたごえ喫茶を
開催します

とき／10月27日㈭15時から、18時から　
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生伴奏で
童謡、唱歌、昭和歌謡、フォーク、グループ
サウンズなどを皆さんと一緒に歌いましょ
う　参加料／昼1,500円、夜2,000円

とき／10月27日㈭15時から、18時から　
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生伴奏で
童謡、唱歌、昭和歌謡、フォーク、グループ
サウンズなどを皆さんと一緒に歌いましょ
う　参加料／昼1,500円、夜2,000円

学齢期・成人期の支援の
勉強会

対象／発達障害軽度など　とき／10月25
日㈫10時～12時　ところ／四日市市文化
会館　参加料／1,000円　講師／正木淑
子さん(元あすなろ職員)　※申込みなど、
詳しくはお問い合わせください。

対象／発達障害軽度など　とき／10月25
日㈫10時～12時　ところ／四日市市文化
会館　参加料／1,000円　講師／正木淑
子さん(元あすなろ職員)　※申込みなど、
詳しくはお問い合わせください。

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041 保井　 090-4185-1514 NPO 法人みんなDeうきうき歌謡団

　かさい　 090-7048-8120
成人したわが子の生活を考える会
　恒矢　 090-5606-8721

泉句会　会員募集

対象／俳句に関心のある方　とき／
毎月第1土曜日13時～16時　ところ／
文化会館研修室　内容／俳句の投
句、互選、講評、吟行会、他俳句会との
交流　※入会随時受付中

対象／俳句に関心のある方　とき／
毎月第1土曜日13時～16時　ところ／
文化会館研修室　内容／俳句の投
句、互選、講評、吟行会、他俳句会との
交流　※入会随時受付中

「地域交流～みんなの笑顔と力で創
ろう　未来の鈴鹿厚生病院～」を
テーマにイベントを行います。

「地域交流～みんなの笑顔と力で創
ろう　未来の鈴鹿厚生病院～」を
テーマにイベントを行います。

ノルディックウオーキング
参加者募集

とき・内容／毎月第1日曜日9時から
体験会（青少年の森）、第2日曜日 四季
の香りを求めていろいろな場所へノル
ディックウオーキング　参加料／500円　
※初めての方参加歓迎。貸ポール有り

とき・内容／毎月第1日曜日9時から
体験会（青少年の森）、第2日曜日 四季
の香りを求めていろいろな場所へノル
ディックウオーキング　参加料／500円　
※初めての方参加歓迎。貸ポール有り

すずか年金者いきいきまつり

とき・内容／11月5日㈯13時30分講演会
講師：桐生小百合さん(音楽療法士)、6日

分54時21（」よいらつは男「会映上画映㈰
から）、作品展、年金・介護相談ほか　とこ
ろ／ジェフリーすずか　参加料／無料

とき・内容／11月5日㈯13時30分講演会
講師：桐生小百合さん(音楽療法士)、6日

分54時21（」よいらつは男「会映上画映㈰
から）、作品展、年金・介護相談ほか　とこ
ろ／ジェフリーすずか　参加料／無料

小山　 090-4469-2596

第27回
鈴鹿厚生病院 病院祭
鈴鹿厚生病院病院祭実行委員
鈴木裕美子　 382-1401

ときとき／／1100月月1155日日㈯㈯99時時3300分分～～1155時時3300
分　と分　とこころろ／／鈴鈴鹿鹿厚生厚生病病院　内容院　内容／／

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　 090-1747-3394

鈴鹿年金者組合　勝谷　 
387-0383

歌いましょう
「月の砂漠」など

対象／高校生以上の歌の好きな
男女　とき／毎週木曜日19時～21時
ところ／玉垣ふれあいホールなど　
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。見学者大歓迎です。

対象／高校生以上の歌の好きな
男女　とき／毎週木曜日19時～21時
ところ／玉垣ふれあいホールなど　
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。見学者大歓迎です。

第45回
秋の山野草展示会

とき／10月22日㈯～23日㈰9時～18時
ところ／鈴鹿ハンター1階サブコート　
内容／秋の山野草展示会と余剰品の
即売。　※新入会員を募集しています。
初心者も歓迎します。

とき／10月22日㈯～23日㈰9時～18時
ところ／鈴鹿ハンター1階サブコート　
内容／秋の山野草展示会と余剰品の
即売。　※新入会員を募集しています。
初心者も歓迎します。

ひめトレエクササイズで
健康美

とき／毎月第2・第4金曜日19時30分から
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため
の運動を行います。　参加料／1,000円　
※お気軽にお問い合わせください。

とき／毎月第2・第4金曜日19時30分から
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため
の運動を行います。　参加料／1,000円　
※お気軽にお問い合わせください。

公開シンポジウム
「自分らしく生きる」

とき／10月8日㈯13時30分～15時30分
ところ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／「人生を振り返る」人工透析中の
方や、リュウマチの方他1人の3人が
語る　参加料／500円

とき／10月8日㈯13時30分～15時30分
ところ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／「人生を振り返る」人工透析中の
方や、リュウマチの方他1人の3人が
語る　参加料／500円

鈴鹿混声合唱団
酒井永　 090-9662-6030

鈴鹿山野草の会
宮口　 090-2611-6727

H・Bフィットネス
松尾　 090-8330-8852

理想の暮らしを語る会　 
389-6603

自閉症の子育て相談
ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー、ボーダー含む)児の
母親　とき／10月21日㈮11時30分～13時30分　とこ
ろ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の母親と
繋がれ心が軽くなれるランチ会　参加料／1,000円　
申込み／10月19日㈬までに電話か電子メールで

対象／発達障害軽度程度(グレー、ボーダー含む)児の
母親　とき／10月21日㈮11時30分～13時30分　とこ
ろ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の母親と
繋がれ心が軽くなれるランチ会　参加料／1,000円　
申込み／10月19日㈬までに電話か電子メールで

第15回生き生き健康講座

とき／10月26日㈬13時30分～15
時　ところ／国立鈴鹿病院(加佐
登3-2-1)　内容／健康の豆知識に
ついて講演します。健康チェック
や健康相談もできます。

とき／10月26日㈬13時30分～15
時　ところ／国立鈴鹿病院(加佐
登3-2-1)　内容／健康の豆知識に
ついて講演します。健康チェック
や健康相談もできます。

鈴大祭にウミガメ公園が来る

とき／10月22日㈯・23日㈰10時～
15時　ところ／鈴鹿大学　内容／
道の駅「紀宝町ウミガメ公園」と村
瀬ゼミが共同で紀宝町の物品販売
や活動発表を行います。

とき／10月22日㈯・23日㈰10時～
15時　ところ／鈴鹿大学　内容／
道の駅「紀宝町ウミガメ公園」と村
瀬ゼミが共同で紀宝町の物品販売
や活動発表を行います。

第30回
チャリティーゴルフ大会

とき／11月7日㈪　ところ／鈴峰ゴ
ルフ倶楽部　定員／先着200人　
申込み／10月24日㈪までに鈴峰
ゴルフ倶楽部内大会事務局林
（　371-0711）へ

とき／11月7日㈪　ところ／鈴峰ゴ
ルフ倶楽部　定員／先着200人　
申込み／10月24日㈪までに鈴峰
ゴルフ倶楽部内大会事務局林
（　371-0711）へ

自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　 090-1632-3694　  tyaru0401@yahoo.co.jp

国立病院機構鈴鹿病院
　378-1321 鈴鹿大学村瀬ゼミ　 372-2121 明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会

大泉源之　090-2137-4116
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　マイナンバー制度の開始に伴い、国税や地方税の電子申告で、マイナンバー（個人番号）カードが必要になります。
今回はマイナンバーカードの申請方法や利用できるサービスなどについてお知らせします。

戸籍住民課　 327-5056　 382-7608
　kosekijumin@city.suzuka.lg.jp

マイナンバーカードの取得はお早めに
～税の電子申告などに必要です～
マイナンバーカードの取得はお早めに
～税の電子申告などに必要です～

社会保障・税番号（マイナンバー）制度情報館 ❶
情報政策課　 382-9003　 382-2219
　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp

何ができるの？

どうすればもらえるの？

受け取りまでにどれくらいかかるの？
　マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム
機構が作成するため、申請から取得までに1～2カ月
程度かかります。
　電子申告に利用する場合は、お早めに申請してください。

通知カードとの違いは？
　マイナンバーカードは、マイナンバーの確認と公的
な身分証明書として、本人確認ができます。通知
カードは、マイナンバーの確認に利用できますが、
身分証明書として取り扱うことができません。

　郵送または専用ウェブサイトで手続きが必要です。
　［郵送の場合］通知カードに添付された個人番号カード交付申請書（赤枠部分）
　を切り取り、署名または記名・押印の上、顔写真を貼り付けて郵送
　［専用ウェブサイトの場合］スマートフォンやパソコンから交付申請用のウェブサ
　イトにアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付して、送信
※住所や氏名の変更により、個人番号カード交付申請書に印字されている情報（住所・氏
名）と現在の情報が異なる方（この申請書とQRコードは使用できません）と、申請書を紛
失された方には新たに申請用紙をお渡ししますので、戸籍住民課へお越しください。

　カードの交付準備が整った方に通知書を送付します。通知書の案内に従い、予約の
上､戸籍住民課へお越しください。

住基カードはどうなるの？
　電子証明書やコンビニ交付のための利用者登録を
した住民基本台帳カード（住基カード）をお持ちの方
は、有効期限内であれば利用できます。電子証明書
が失効している方、今年度に有効期限が切れる方は、
ご注意ください。また電子証明書は、有効期限内で
も、住所や氏名を変更した場合は失効しますので、ご
注意ください。
※住基カードへの電子証明書の発行・更新は終了して
います。

　マイナンバーカードには、｢マイキー部分｣とい
う、カードのＩＣチップの空きスペースと公的個
人認証(電子証明書)の部分があります。このマ
イキー部分を利用したサービスとして、税の電
子申告のほか、市では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」の取得があります。
　また、平成29年７月からは、自分の個人情報
のやりとりの記録が確認できるシステム｢マイナ
ポータル｣が開始される予定です。マイナポータ
ルの利用にもマイナンバーカードが必要です。

ICチップ内
電子証明書
空き容量
その他（券面情報）

マイキー部分
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地域福祉は私たちが協働して取り組むものです

3つの基本目標と10の取り組み

　「誰もが地域で安心して心豊かに暮らせることを目指す
こと」を目標に、地域において私たち（市民、団体、事業者、
市・関係機関など）がそれぞれ得意なことを生かして役割
を分担し、みんなで取り組みます。

健康福祉政策課　　382 - 9 0 1 2　　38 2 - 7 6 0 7
　　kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg. jp 

地域福祉 情報館❷

地域福祉の取り組みについてお知らせします地域福祉の取り組みについてお知らせします
鈴鹿市では第2期鈴鹿市地域福祉計画を策定し、平成28年度から取り組みを始めています。
今回は地域福祉の概要を紹介します。

さまざまな困りごとに対応新たな課題社会情勢の変化

地 域 福 祉

・少子高齢化
・核家族化
・多様な
 生活スタイル

・高齢者のみの世帯の増加
・一人暮し高齢者世帯の増加
・介護や虐待の問題
・生活困窮や社会的孤立の問題
・災害時の支援のあり方など

だれもが支援が必要なときは受け
手となり、各々ができることで担い
手にもなって「お互いさま」の気持
ちで取り組んでいきます。

・少子高齢化
・核家族化
・多様な
生活スタイル

・高齢者のみの世帯の増加
・一人暮し高齢者世帯の増加
・介護や虐待の問題
・生活困窮や社会的孤立の問題
・災害時の支援のあり方など

だれもが支援が必要なときは受け
手となり、各々ができることで担い
手にもなって「お互いさま」の気持
ちで取り組んでいきます。

一人ひとりが
「元気なまち」をつくる

一人ひとりの
「しあわせな暮らし」を支える

地域のみんなで
「つくる・支える」

一人ひとりが
「元気なまち」をつくる

一人ひとりの
「しあわせな暮らし」を支える

地域のみんなで
「つくる・支える」

　・地域福祉を知り、「受け手」・「担
　い手」としての意識を高めます
　・一人ひとりが「元気なまち」を
　めざし、健康や生きがいづくり
　に取り組みます
　・地域福祉の「担い手」を増やし
　ます

　・福祉サービスなどが必要なと
　きに、的確に利用できるように
　します
　・「しあわせな暮らし」を支える多
　様な福祉サービスや活動を充
　実します
　・誰もが「自分らしく」暮らすため
　の権利擁護を推進します

　・地域福祉をみんなですすめる
　しくみをつくります
　・みんながふれ合い、支えあうコミ
　ュニティづくりをすすめます
　・だれもが暮らしやすいユニバーサル
　デザインのまちづくりをすすめます
　・誰もが安全・安心に暮らせるまち
　づくりをすすめます

　・わかりやすい情報発信
　・学習の機会やボランティア参
　加の機会、生きがいづくりや介
　護予防の機会を作る
　・有償ボランティア等参加しやす
　い活動の支援など

　・支援に関する情報提供や相談
　窓口の充実
　・サービスや活動の質を高める
　・人権やさまざまな権利につい
　ての啓発のほか、虐待などの
　予防や成年後見制度などの活
　用による支援など

　・サロン開催など、身近なところ
　で集える場所を増やす
　・ちょっとした困りごとを支援する
　活動をすすめる
　・ユバーサルデザインへの理解
　を広げる
　・地域ぐるみの見守り活動の推
　進など

市民・団体・事業者・市関係機関それぞれができることで参加し、協働して取り組んでいきます。

〈取組例〉 〈取組例〉 〈取組例〉

※

※障がいの有無、年齢や性別、国籍などにかかわらず、だれもが使いやすいものをつくっていく考え方と取り組み 
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市・関係機関による取り組みの一部を紹介します

皆さんもできることやしたいことを考えてみてください。地域福祉はみんなが主役です。

　啓発のために講演会を毎年開催してお
り、昨年度は、第2期鈴鹿市地域福祉計画
および第3次鈴鹿市地域福祉活動計画の
周知イベントを開催しました。

　65歳以上の方を対象に
介護予防事業の一環とし
て、ボランティア活動を通
じた地域貢献や社会参加
を働きかけ、ご自身が元気
になることを目的に実施し
ています。鈴鹿市が指定す
る高齢者施設が活動の場
となり、ポイントにより交付
金が受け取れます。

　認知症などで高齢者などが
行方不明になった場合に、地
域の協力を得て早期に発見で
きるよう、関係機関などの支
援体制を構築し、高齢者など
の安全と家族への支援を図る
ことを目的としています。 

　認知症の方やその介護者の方
の負担を軽減するためのサービス
で、平成28年７月から実施してい
ます。在宅生活に不安のある方を
支援し、誰も
が安心して暮
らせるまちづ
くりを行って
いきます。

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気です。平成
28年6月1日から、パソコンや携帯電話、スマートフォ

ンで簡単に認知症とロコモシンドローム（
運動器症候群）のチェックができるように
なり、結果とともに相談先も表示されま

す。8月末現在で、約6,100件も
アクセスしていただいています。

　認知症になっても安心して暮らせるまちを目
指し、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
めています。平成28年8月
末現在7,202人のサポータ
ーが誕生しています。

　65歳以上の方を対象に介護予防
教室を開催しています。介護が必要
な状態にならないように予防して、
毎日を生き生きと過ごしましょう。

介護予防事業地域福祉講演会

認知症簡易チェックシステム

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、さまざまな福祉施策の推進
や地域支援を行っています。また、第2期鈴鹿市地域福祉計画と一体的に策定した

第3次鈴鹿市地域福祉活動計画に沿って多種多様な福祉ニーズに対応できるよう、福祉の分野から地域全
体の支援に取り組み、地域の方 と々共に活動しています。鈴鹿市の地域福祉の推進を図っています。

　住み慣れた地域で生き生きと元気に暮らせることは、誰もが願うことです。そのた
めには、まず自分自身が介護が必要な状態にならない工夫を日々の生活の中に自然
に取り入れることが大切です。軽い運動をすること、趣味や楽しみを見つけること、例
えば散歩などでもいいですね。
　それらを通して友人・隣人とのつながりができることにも大きな意味があります。
それは、自分が困った時には助けを求め、余裕があるときには周りの人を支えるとい
うお互いさまの支えあいにつながっていくということです。こういった何でもない日
常の暮らし一つ一つが地域福祉につながっています。

認知症サポーター養成講座

鈴鹿市社会福祉協議会の取り組み

鈴鹿いきいきボランティア 住民参加型福祉有償サービス 安心ネットワーク事業

介護予防事業地域福祉講演会

認知症簡易チェックシステム 認知症サポーター養成講座

鈴鹿市社会福祉協議会の取り組み

鈴鹿いきいきボランティア 住民参加型福祉有償サービス 安心ネットワーク事業

健康福祉政策課長
坂　良直
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　「災害時要援護者台帳」は、災害時の安否確認などに活用していただく
ものです。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

健康福祉政策課　　382 - 9 0 1 2　　38 2 - 7 6 0 7
　kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg. jp

災害時要援護者台帳に
登録しませんか 
災害時要援護者台帳に
登録しませんか 

災害時要援護者台帳情報館 ❸

登録の対象者災害時要援護者台帳とは・・・

登録をするには

　一人暮らしの高齢者や障がい者など、
日頃から見守りを必要とする方の情報を
集めた名簿です。災害時に何らかの支援
が必要な方のうち、個人情報の開示につ
いての同意をいただいた方々 を登録して
います（平成28年５月現在7,409人）。
　この情報を自治会や民生委員・児童委
員が共有することで、災害時の安否確認
や避難活動のほか、日頃の地域での見守
りにも活用していただいています。
※登録することで優先的に避難や援助を
受けられるものではありません。

■高齢者の方など（上記①から④のいず
れかに該当する方）
⇒担当区域の民生委員・児童委員が戸
別に訪問します。
　10月中に担当区域の民生委員・児童委
員が戸別に訪問し、調査（申請書の配布、
台帳登録にかかる同意の確認作業、申請
書の受理など）を行います。民生委員・児
童委員が伺いましたら、ご協力をお願いし
ます。
■障がいがあり、一人暮らしで、登録を
希望される方（上記⑤から⑦のいずれ
かに該当する方）
⇒障がい福祉課へ申し込んでください。
■その他の方（上記⑧に該当する方）
⇒健康福祉政策課へ申込みください。

在宅で生活する次の方々（施設入所者は除きます）

①65歳以上の一人暮らしの高齢者
②75歳以上のみの世帯の方
③65歳以上のみの世帯で、要介護3から5の方がいる世帯の方
④介護認定を受けている一人暮らしの方
⑤身体障害者手帳1級か2級を持つ一人暮らしの方
⑥療育手帳を持つ一人暮らしの方
⑦精神障害者保健福祉手帳を持つ一人暮らしの方
⑧これらに準じる状態で援護が必要な方

健康福祉政策課（民生委員・児童委員について）   382-9012  　kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp 
長 寿 社 会 課（高齢者などの登録について）   382-7935  　chojushakai@city.suzuka.lg.jp
障がい福祉課（障がい者などの登録について）   382-7626  　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp
ファクス番号は、上記3つの課共通で　  382-7607です。

問合せ

　申請書には、災害時に要援護者
の支援を行っていただける近隣の
方を記入する「地域支援者」欄が
あります。記入するにあたっては、
原則としてご自身や家族の方で依
頼し、必ず了解を得てください。

　地域支援者の依頼を受けた際
には、共に助け合う精神をご理解
いただき、ご協力をお願いします。
地域支援者の方に義務や責任を
課すものではありません。

地域支援者について

地 域 の 皆 さ ん へ

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

インフルエンザは予防が大切ですインフルエンザは予防が大切です
　高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれています。イン
フルエンザが流行する前に予防接種を受けることは、発病防止、特に重症化防止に有効です。
　高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれています。イン
フルエンザが流行する前に予防接種を受けることは、発病防止、特に重症化防止に有効です。

高齢者インフルエンザ予防接種情報館 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
かわばた皮フ科
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
ごとう整形外科
小西内科クリニック
駒田医院
西城外科内科
坂倉ペインクリニック
さわ内科胃腸科クリニック

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
373-7688
379-3900
383-5515
386-0362
380-0777
371-6990
378-7701
375-2600
382-2633
367-0510
395-0007
386-0507
385-5511
386-0007
368-0003

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

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29年1月31日㈫までに１回

ところ　下記実施医療機関
費　用　1,500円（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。市外で受ける場合
は事前に受け取ってください）、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）

■高齢者インフルエンザ・肺炎球菌（23価）予防接種　市内実施医療機関（10月現在・50音順）

※期間、費用については、変更する場合があります。
※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。65歳の
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。理解いただいた上で、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

サンクリニック太陽の街
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
白子ウィメンズホスピタル
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
すずか泌尿器科・腎クリニック
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

372-0212
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
383-1000
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

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌

萩原内科胃腸科
白鳳クリニック
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
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

383-0011
378-2311
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
384-3910
382-5007
387-2090
383-1338
370-0008

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇

医療機関 電話番号 インフル
エンザ

高齢者
肺炎球菌
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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年度後期の日程を紹介します。ぜひ気軽に遊びに
来てください。

親子で一緒に楽しく遊びましょう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 ❺
子ども育成課　　382 - 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
10月15日㈯　運動会
11月29日㈫　焼き芋大会
12月13日㈫　人形劇（2歳以上対象要予約）
  1月11日㈬　正月あそび
  2月15日㈬　出前保育（作って遊ぼう、
  　　　　　　　 牧田コミュニティセンター）
※園庭開放は毎週水曜日

●白子保育所　　　386-2010
10月  8日㈯　運動会
10月19日㈬　お出かけ保育（はぐはぐ）
12月22日㈭　クリスマスを楽しもう
  1月11日㈬　正月遊び
  1月18日㈬　人形劇
  2月  8日㈬　お店屋さんごっこを楽しもう
※あそぼうデーは一週間前までに予
　約してください。
※園庭開放は毎週水曜日

●神戸保育所　　　382-0537
10月15日㈯　運動会
12月  8日㈭　お楽しみ
※12月は発育測定を実施
※園庭開放は毎日

●玉垣保育所　　　382-2737
10月15日㈯　運動会　
11月  1日㈫　散歩に行こう
12月22日㈭　クリスマス会
  1月11日㈬　児童センターで遊ぼう
  2月21日㈫　2歳児と遊ぼう
※園庭開放は毎週火曜日（2月まで）

●合川保育所　　　372-0058
10月  8日㈯　運動会
11月11日㈮　出前保育
12月22日㈭　クリスマス会
  1月12日㈭　正月あそび
  3月14日㈫　人形劇
※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
10月  8日㈯　運動会
10月26日㈬　散歩に行こう
11月16日㈬　秋の自然物で遊ぼう
12月14日㈬　園児と一緒に遊ぼう
  1月11日㈬　作って遊ぼう
  2月  8日㈬　園児と一緒に遊ぼう
  3月  1日㈬　おひなさまを作ろう　
※毎月1回発育測定を実施
※園庭開放は毎日

●算所保育所　　　378-4569
10月15日㈯　運動会
10月26日㈬　芋掘り（苗植えされた
　　　　　　　方のみ）
12月  2日㈮　出前保育（清和公民館）
※園庭開放は毎週水曜日

●深伊沢保育所　　 374-2797
10月  8日㈯　運動会
12月21日㈬　クリスマスの飾り作り
※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1・3・4水曜日

●西条保育所　　　382-6511
10月15日㈯　運動会
11月15日㈫　しんさん(絵本畑)によ

　る絵本の読み聞かせ
12月13日㈫　出前保育（西条栄町公

　民館）
  1月10日㈫　看護師のお話「冬の病気

　について」、正月あそび
  2月 27日㈪　人形劇
※毎月最終火曜日は発育測定と誕生
会を開催
※園庭開放は毎週火曜日（2月まで）

●一ノ宮保育所　　　383-0407
10月  8日㈯　運動会
11月  9日㈬　芋堀り（苗植え時に予約

の方）
11月16日㈬　お楽しみ
12月  2日㈮　クリスマスリース作り
  1月18日㈬　人形劇
  2月  9日㈭　おひなさま作り
※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。
※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（ http://www.suzuka-shihoren.com/）をご覧ください。

※子育て応援サイト
　きら鈴でも確認で
　きます。
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　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

お受けできる仕事の内容

会員になるには

　高齢者に適した仕事を一般家庭・企業・公共団
体などから引き受け会員に提供し、地域に密着した
事業を展開している公益的な団体です。本市では
現在700人を超える会員が元気に働いています。臨
時的・短期的・軽易な仕事を受注・提供のほか、研
修会や講習会などを開催して、会員の教育訓練も
行っています。
　働くこと以外にも公共施設の美化などのボラン
ティア活動を通し地域社会に貢献しています。

自主・自立、共働・共助

草刈り作業

※仕事の受注・契約はセンターが行います。

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・給与の支払い

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

シルバー人材センター情報館 ❻

１０月はシルバー人材センター事業
 普及啓発促進月間です

高齢者の社会参加にとって身近な存在であるシルバー人材センターについて紹介します。

※他にもさまざまな仕事をお受けしています。

公園管理（花壇の除草）をする様子

剪　定

家事援助
事務関連
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※｢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。

　

亀山市と救急の相互応援を
実施します

消防課　382-9155　 383-1447

　亀山市との境界付近の傷病
者を速やかに救命するため、
「鈴鹿・亀山境界付近の救急
相互応援に関する覚書」を亀
山市と取り交わしました。対象
区域において、心肺機能停止
状態など重篤な状態が予想さ
れる傷病者が発生し、他の救
急搬送などにより到着まで時
間がかかる場合に応援要請を
行います。
　対象区域で119番通報した
場合、亀山市の救急車が来る
ことがありますが、救急隊の
行う処置などに違いはありま
せんのでご了承ください。
鈴鹿市が応援を受ける区域
  東庄内町、広瀬町、小田町、和
泉町、八野町、三宅町
鈴鹿市が応援する亀山市の区域
  川崎町、能褒野町、田村町、み
どり町、井田川町、川合町、和田
町、菅内町(国道306号東側)

議会報告会
議事課　382-7600　 382-4876

とき・ところ　10月25日㈫
　・鼓ヶ浦公民館(10時～11時45分)
　・合川公民館(19時～20時45分)
　・箕田公民館(19時～20時45分)
　・玉垣公民館(19時～20時45分)
内　容　
　・第1部　9月定例会で審議を
行った昨年度決算などの報告
と質疑応答
　・第2部　各常任委員会の調査
事項報告、意見広聴(自由なご
意見をお聴かせください)

臨時福祉給付金と障害・
遺族年金受給者向け給付金
の受付を開始しました

臨時給付金室　　382-9886　 382-9887

　平成28年度臨時福祉給付金
と低所得の障害・遺族基礎年
金受給者向けの年金生活者等
支援臨時福祉給付金を支給し
ます。対象と思われる方に申請
書を発送しましたので、必要書
類を添付の上、申請書を提出し
てください。この給付金を受け
取るためには、受付期限までに
申請する必要があります。
対　象　平成28年度分の市
民税・県民税が課税されて
いないなど、給付金の支給
要件を満たす方

※課税されている方の扶養親族に
なっている方などは対象外です。

※対象と思われるのに申請書が
届いていない方は、お問い合わ
せください。
受付期限　平成29年1月31日㈫

B型肝炎ワクチン
接種費用助成

健康づくり課　382-2252　 382-4187

対　象　平成28年3月31日以
前に生まれた1歳未満で、本
市に住民票のある方
と　き　10月1日㈯～平成29
年3月31日㈮ 
ところ　実施医療機関
助成金額・回数　1回2,000
円、3回まで
持ち物　母子健康手帳、健康保
険証、予診票、在留カード(外
国籍の方)

※予診票は市内実施医療機関にあ
ります。市外の医療機関で接種す
る場合は、事前に母子健康手帳、
在留カード(外国籍の方)を持って
健康づくり課(保健センター内 西
条5-118-3)へ

教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

と　き　10月25日㈫14時45
分から
ところ　桜島小学校(桜島町
4-12)
定　員　10人(希望者多数の場
合は抽選)



臓器提供の
意思表示にご協力を

健康づくり課　382-2252　 382-4187

　臓器移植は、臓器の機能が
著しく低下し移植によってのみ
その回復が見込まれる人に対
して行う医療です。臓器移植を
広げていくには、私たち一人一
人が臓器提供について考え、
家族と話し合い、運転免許証
や健康保険証の意思表示欄に
意思を表示をしておくことが大
切です。
問合せ　(公財)三重県角膜・
腎臓バンク協会(　059-
224-2333平日8時30分～
～17時15分

国民年金後納制度で将来の
年金額を増やせます

保険年金課 　382-9401　 382-9455

　過去5年間に納め忘れた保
険料を納付することにより、将
来の年金額を増やすことがで
きる制度です。年金を受給でき
なかった方でも、この制度を利
用することで年金が受けられ
る場合があります。
対　象　20歳以上で過去5年
以内に国民年金保険料の納
め忘れの期間や未加入期間
がある方（老齢基礎年金を
受給している方は除く）
問合せ　津年金事務所(　059-
　228-9112)

申込み　当日13時45分から14
時35分まで、同小学校玄関
で受け付け

総合計画２０２３の
アンケート調査にご協力を
行政経営課　382-9005　 382-9040

　平成28年度から始まった総
合計画２０２３では、都市の状
態の達成度を測る成果指標を
設定しており、これを調べるた
めにアンケート調査を実施し
ます。調査票が届いた方はぜ
ひご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上の
方から、4,000人を無作為抽出
し、調査票を発送しています。
実施期間　10月31日㈪まで
回答方法　調査票に記入の
上、返信用封筒で返送

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

と　き　10月28日㈮・31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。

電　話 電子メール ホームページファクス
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市・県民税の申告や所得税の確定申告に
マイナンバーが必要になります

市民税課　382-9446　 382-7604

　平成29年度の市民税・県民税の申告や平成28年分の所得税の
確定申告から、個人番号(マイナンバー)の記載や個人番号確認書
類、本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

「個人番号カード」を持っ
ている方

「個人番号カード」は持
っていないが、「個人番
号通知カード」を持って
いる方

運転免許証、パスポート、
在留カード、公的医療
保険の被保険者証、身
体障害者手帳などのう
ちいずれか一つ

個人番号の記載がある
住民票の写し

「個人番号カード」
※写しの場合は両面

どちらも持っていない方 同　　上

不　　要

個人番号確認書類 本人確認書類

「個人番号通知カード」



◆下水道は大切に使ってください
○油を下水道に流すと管などを
傷めたり、環境に負荷がかか
ります。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。

害除「、は方の店食飲・所業事○
施設」を通してから、下水道に
流してください。除害施設は、
油や残飯でいっぱいになって
いると十分な効果がありませ
んので、適時清掃・点検をして
ください。

一定面積以上の大規模な
土地取引には国土法に
基づく届出が必要です
都市計画課　382-9024　 384-3938

　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。
届出が必要な土地の面積　
①　市街化区域　2,000㎡以上
②　①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

※届出をしなかったり、虚偽の届
出をした場合は、法律で罰せら
れることがあります。また、取引
の形態によっては届出が不要な
場合があります。

※取引する土地の区域が不明な場
合や届出手続きについては、都
市計画課へお問い合わせくだ
さい。

三重県最低賃金が
時間額795円に改定

産業政策課　382-8698　 382-0304

　三重県最低賃金は、10月1日
から24円引き上げられて、時間
額795円に改定されています。
この最低賃金は、年齢・雇用形
態(パート・アルバイトなど)を問
わず、県内で働く全ての労働者
に適用されます。ただし、特定
の産業に該当する事業場で働
く労働者には、特定(産業別)最
低賃金が適用されます。
※中小企業支援のための助成金
制度などがありますのでご利
用ください。
問合せ　三重労働局賃金室
　(　059-226-2108)

事業主の皆さん
労働保険に必ず加入を
産業政策課　382-8698　 382-0304

　労働保険(労災保険と雇用
保険)は、政府が管理・運営して
いる強制的な保険であり、農
林水産業の一部を除き、労働
者を一人でも雇用している場
合、事業主または労働者の意
思の有無に関わりなく必ず加
入することが法律で定められて
います。
　事業主が労災保険の加入手
続を怠っていた期間中に労災
事故が発生した場合、さかのぼ
って保険料を徴収するととも
に、労災保険から給付を受け
た金額の100％または40％を
事業主から徴収することになり
ます。労働保険の加入手続きを
していない事業主は、速やかに
加入手続きをしてください。
問合せ　三重労働局労働保険
徴収室(　059-226-2100)、
　ハローワーク鈴鹿(　382-
8609)

　公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　368-1674　 368-1685

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化など
により、水路から汚れた水がな
くなり、蚊やハエなどの発生を
防いで伝染病を予防し、清潔
で快適な生活環境が確保され
ます。また、家庭や工場から流
された汚水は処理場できれい
にされ、海や川がきれいになり
ます。供用が開始している地域
の方は、下水道に接続してくだ
さい。
◆ご注意ください
○下水道に接続するための「排
水設備」は、供用開始後1年以
内に設置していただかなけれ
ばなりません。くみ取り便所
は、3年以内に水洗便所に改
造し、公共ますに接続してくだ
さい。
○排水設備工事が適正に施工
されるよう工事店の指定を
行っており、｢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。

※契約するときは、後でトラブルが
生じないように、工事の内容・支
払方法などを十分に検討し納得
のいく内容で契約しましょう。
○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。

※上下水道局では、下水道への接続
を普及促進するため戸別訪問をし

分身「、は者るすい伺お。すまいて
証明書」を携帯しています。不審
な点があれば確認してください。
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性的マイノリティ
人権相談をご利用ください
人権政策課　382-9011　 382-2214

津地方法務局人権擁護課と
三重県人権擁護委員連合会で
は、性同一性障害などの性的
マイノリティに関する人権問題
への取り組みを強化するため、
「性的マイノリティ人権相談強
化期間」を実施し、電話相談受
付終了時間を延長します。相談
は無料で秘密は厳守します。
と　き　10月17日㈪～28日
㈮8時30分～18時(土・日曜
日は除く)
※強化期間以外は、平日の8時30
分から17時15分まで、同じ電話
番号で受け付けています。
相談電話　　059-228-4711
問合せ　津地方法務局人権擁
護課(　059-228-4193)

行政相談をご利用ください
市民対話課　382-9004　 382-7660

行政相談とは、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
の解決促進を図る制度で、本市
は総合相談開催日に行っていま
す。開催日や会場は毎月の広報
すずか20日号をご覧ください。
なお、日時のご都合が合わ

ないときは、総務省三重行政
評価事務所行政相談課（津市
丸之内26-8津合同庁舎3階
0570-090110（PHSやIP電話

などは　059-227-1100）平日
8時30分～17時15分）をご利用
ください。

暮らし何でも相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　賃金不払いや不当解雇、保険見
直しなど、暮らしに関するさまざま
な相談に弁護士、社会保険労務士

などの専門相談員がお答えします。
と　き　10月22日㈯10時～
16時
ところ　労働福祉会館(神戸
地子町388)
相談料　無料
申込み・問合せ　電話で暮らし
ホットステーションすずか（鈴
鹿地区労働者福祉協議会事
務所内　383-3358 火～金
曜日10時30分～16時）へ

防犯カメラの適正な設置
および運用に関する条例（案）と

鈴鹿市自転車駐車場
整備方針(案)への意見募集
交通防犯課　382-9022　 382-7603

意見を提出できる方
　・市内に在住・在勤・在学の方
　・市内に納税義務を有する方
　・本条例や方針に利害関係を有
する方
募集期間　防犯カメラの適正
な設置および運用に関する条
例（案）は９月30日㈮～10月
30日㈰、鈴鹿市自転車駐車場
整備方針（案）は10月5日㈬～
11月4日㈮(当日消印有効)
閲覧場所　交通防犯課、総務
課、地区市民センター、市ホー
ムページ
提出方法　件名「防犯カメラの
適正な設置および運用に関する
条例（案）への意見」または「鈴
鹿市自転車駐車場整備方針
（案）への意見」、住所、氏名、意
見を記入の上、直接またはファク
ス、電子メール、郵送で交通防犯
課(〒513-8701(住所不要))へ

※寄せられた意見は個人が特定
できないように類型化してまと
め、回答とともに市ホームペー
ジなどで11月下旬ごろに公表し
ます。個別には回答しません。

※本案に直接関係のない意見に
ついては、一般的な市への意見
として取り扱います。

農業ジョブトレーナー
養成講座

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

農業ジョブトレーナーとは、
農業に参入している市内福祉
事業所や、障がい者を雇用する
農業法人などからの支援依頼
に応えて出向き、障がい者に農
業の指導をしたり、農産物の品
質と生産管理を向上させたりし
て、農業分野における障がい者
雇用の促進を目的に活動する
方です。
この養成講座修了後、農業

ジョブトレーナーとして登録・
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。
対　象 農業分野の知識や経
験が豊富な方(年齢は問いま
せん)
と　き 11月8日㈫・9日㈬・
17日㈭の3日間9時～16時
ところ 市役所本館2階206
会議室など
定　員 5人程度(簡単な面接
で選抜します)
受講料 無料
申込み 10月25日㈫までに
電話・ファクスで社会福祉法
人朋友(　385-7878　 385-
2829）へ

※この事業は、地方創生加速化交
付金を活用して、本市が朋友に
委託して実施するものです。

電　話 電子メール ホームページファクス
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総合防災訓練
防災危機管理課

　382-9968　 382-7603

　発生が予測される南海トラ
フを震源とする地震に備え、市
民の皆さんや企業、防災関係
機関と連携した鈴鹿市総合防
災訓練を実施します。
と　き　10月16日㈰ 9時～12
時
ところ　県消防学校(石薬師
町452)
内　容　地震発生時に身を守
る訓練、大津波からの避難
訓練、市民による避難所開
設訓練、特殊車両や防災啓
発の展示など

不思議の国のアリス  
鈴鹿市立図書館

図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　体験型謎解きイベントです。
『不思議の国のアリス』から逃
げ出したキャラクターたちのい
たずらによって、物語の世界へ
と取り込まれていく図書館を、
参加者の皆さんが難問に立ち
向かって日常を取り戻すという
設定です。
対　象　高校生以上
と　き　10月28日㈮18時15
分～20時

※この日は休館日です。イベント参
加者以外は入館できません。
ところ　図書館
定　員　30人(応募者多数の
場合は抽選)
参加料　無料
申込み　10月13日㈭まで（必
着）に、電子メール・往復は
がきで図書館へ
○電子メールの場合は件名を

「不思議の国のアリス × 鈴
鹿市立図書館申し込み」と
し、本文に①参加者氏名(フ
リガナ)・②住所・③年齢・④
電話番号・⑤電子メールアド
レスを記入

※図書館からのメールを受信でき
るよう設定しておいてください。
○往復はがきの場合は往信表
面に〒513-0802 飯野寺家
町812　鈴鹿市立図書館、
往信裏面に上記①～④、返
信表面に郵便番号、住所、氏
名を記入

キッズチャレンジスポーツ
鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809　

　レクリエーションやディスク
ゴルフ、ハンドボールなどのス
ポーツにチャレンジしながら、
全身運動を楽しみます。
対　象　小学1～3年生
※ディスクゴルフのみ保護者も参加
できます。
と　き　11月20日㈰・23日（水・
祝）・26日㈯、12月3日㈯の4日
間9時30分～11時30分
ところ　鈴鹿青少年センター
とその周辺
定　員　30人程度(応募者多
数の場合は抽選)
参加料　3,000円(4回分)
※欠席しても振り替えや返金はあ
りません。
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、電話番号を記入の
上、直接またははがき・ファク
スで鈴鹿青少年センター(〒
513-0825住吉町南谷口)へ

安全・安心フェスタすずか
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　交通安全、消防、防犯、防災
対策の総合啓発イベントです。
小・中学生のポスター展、トーク
＆ライブ、各種啓発ブースの設
置など、市民の皆さんが、見て、
体験して、楽しみながら参加し
ていただけます。
と　き　10月29日㈯9時30分
～15時

※13時で終了する催しもあります。
ところ　文化会館

ぬくたいフェスタ
一ノ宮団地隣保館

　382-6328　 382-6328　

　障がいのあるなしにかかわら
ず、全ての人が共に生活して暮ら
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

社るき生にもと「、し現実を加参
会」を目指し開催します。
と　き　11月12日㈯10時～15
時
ところ　人権教育センター（一
ノ宮町500-46）、一ノ宮団地
隣保館（一ノ宮町500-47）
内　容　活動の紹介、作品展
示、楽しいイベント、コンサー
ト、飲食や子どもの遊びコー

かける
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スポーツ）、ボールであ・そ・
ぼ！、わくわくニュースポーツ
体験、走り高跳びデモ、50ｍ走
記録に挑戦、バッティングでス
トラックアウト、バックホーム
ゲーム

定　員　50チーム(先着順)
参加料　1チーム500円(保険
代含む)
持ち物　デジタルカメラまたは
カメラ機能付きの携帯電話
申込み　10月13日㈭から23日
㈰までの9時～20時に、申込
用紙に必要事項を記入の上、
直接またはファクスで石垣池
公園管理事務所(　　383-
　9010)、AGF鈴鹿体育館、武
道館、西部体育館、農村環境
改善センター、鼓ケ浦サン・ス
ポーツランドへ

※申込用紙は上記施設と鈴鹿市体育

ナーなど
主　催　障がい者差別をなく
　す強調週間実行委員会

石垣池公園
スポーツフェスタ

鈴鹿市体育協会　387-6006　 387-6008

　秋の一日、石垣池公園を家族
やグループで散策しながら、記
念写真をいっぱい撮って、「家
族・仲間の和」を深めましょう。
対　象　小学生以下を含む3人
～5人のチーム
と　き　10月30日㈰ 9時～15
時(予備日11月6日㈰)
ところ　石垣池公園（桜島町
7-1-1）
内　容　フォトロゲイニング大
会（制限時間内にできるだけ
たくさんのチェックポイントで
写真撮影してその得点を競う

協会ホームページで入手できます。
問合せ　石垣池公園管理事務所

シルバーいきいきフェスタ
鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

と　き　10月20日㈭10時～
15時
ところ　県総合文化センター
男女共同参画センター(津市
一身田上津部田1234)
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
芸品や手作りお菓子の展
示・販売、内田淳正さん(前三
重大学長)の講演
参加料　無料
問合せ　三重県シルバー人材
センター連合会(　059-221-
6161)

　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くイベントです。
今年のテーマは「ALL SUZUKA（民学官） de パワフルに進める男女共同参画」です。
と　き　11月19日㈯9時50分～16時
ところ　男女共同参画センター(神戸2-15-18)
託　児　午前・午後各10人、6カ月～未就学児、無料、要予約

時間
9時50分～10時 オープニング

ジェフリー保健室(健康相談、血管年齢測定、簡易骨密度測定)
適職診断、就労支援相談体験コーナー
女性活躍パネル展示
ちょっと一服コーナー

ワンコインで心リフレッシュ～miniフラワーアレンジメント～

キッズ料理教室～鈴鹿産かぶせ茶の蒸しパン～(対象：4歳以上)

10時～12時

10時～12時
10時～11時
11時～12時
10時～11時

11時15分～12時15分

13時30分～15時30分

13時30分～15時30分

10時～14時

10時～16時

前
午

後
午

時
随

内容 定員

－

－

100人
事前予約可

各8人
事前予約可

20人
事前予約可

各16人
事前予約可

20人
事前予約可
－
－
－
－

参加料
無料

無料

無料

500円

200円

無料

200円
無料
無料
無料
無料

知っとく防災！～明日のわが身を守るため～(覚えておきたい
身の守り方や、防災便利グッズの紹介など)
女性のための人間関係力ＵＰ講座(自分に適したコミュニケー
ション方法を学び、人間関係力のＵＰを目指します)

キッズ料理教室～石うすで挽くきなこのげんこつあめ～
(対象：4歳以上)

基調講演とトーク「女性活躍推進から考える暮らし方・働き
方改革！SUZUKAから始めよう」
講師:永田潤子さん（海上保安庁初の女性の巡視船船長）、
パネリスト:田中彩子さん（鈴鹿商工会議所副会頭）、
井瀬潔さん（鈴鹿工業高等専門学校副校長）、末松市長

ジェフリーふぇすた　男女共同参画課　381-3113　 381-3119
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順受け付け。水泳場窓口また
はホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親
と　き　10月19日㈬ 11時～
12時30分、13時30分～15時
のどちらか
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
　おばけかぼちゃの巻き寿司
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　10月20日㈭ 10時30
分～12時
定　員　16人
参加料　2,600円(材料費込)

鈴鹿川クリーン大作戦
河川雨水対策課　382-7614　 382-7612

　鈴鹿川の庄野橋から定五郎
橋までの河川敷をボランティア
清掃します。
対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人の方
と　き　10月23日㈰8時から1
時間程度(雨天中止)
集　合　河川防災センター(庄
野町981-1)
申込み　10月14日㈮までに電
話で河川雨水対策課へ

※軍手は各自で持ってきてください。
ゴミ袋、ゴミばさみは用意します。

ファミリー･サポート・
センター事業の
提供会員養成講座

子ども政策課　382-7661　 382-9054

　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

　

第6回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　ナガボノアカワレモコウや、
ヤマラッキョウをご覧いただく
予定です。
と　き　10月22日㈯10時か
ら(少雨決行)
ところ　金生水沼沢植物群
落(地子町563・西條町
675-1など)

※自動車の方は9時45分に飯野地
区市民センターで受け付けをし
て駐車案内図を受け取ってくだ
さい。なお、以前参加され駐車場
をご存知の方や、徒歩・自転車の
方は開始時刻までに直接植物群
落に来てください。現地付近の
道路は駐車厳禁です。
定　員　25人(先着順)
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　10月7日㈮以降に電
話で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

オカリナコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　10月23日㈰①10時
から②13時30分から
ところ　考古博物館展示ホー
ル(国分町224)
演　奏　樋口尚美さん、大道

奈緒美さん ほか
入場料　無料
◆展示ホールでミニコンサート
を開催できます
　ご利用希望の方は、考古博
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。

サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　11月6日㈰ 8時30分
から(予備日11月13日㈰)
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場(算所2-5-1、加藤内科南
側)
内　容　　
　・チャレンジコース(50㎞)(ロー
ドレース用自転車限定)
　・サイクリングコース(38㎞) 
　・ファミリーコース(18㎞) 
※鈴鹿回生病院周辺で昼食、イモ
掘りを行います。　
参加料　中学生以上2,000円、
小学生以下1,200円(昼食、
イモ、保険料込)
申込み　10月30日㈰までに、
申込書に記入の上、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　　　

※申込書は上記申込先にあります。
※小学生以下は保護者同伴
※チャレンジコースはヘルメット、その
他はヘルメットまたは帽子を着用
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
(北野　090-3458-8327)

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　10月7日㈮から先着

ヤマラッキョウヤマラッキョウ
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利活動法人こどもサポート鈴鹿
へ委託しています。

シニア生き生き
チャレンジ教室

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　現役シニアの高い就労意欲と
経験・技能を生かし、地域社会の
支え手として介護現場へ再就労
していただくための研修会です。
対　象　県内在住の概ね75歳
までのシニア世代で、地域で
の社会貢献活動や介護職場
でフルタイムや週2～3回のパ
ートタイムで働く意欲をお持
ちの方
とき・内容　講義：11月8日㈫・
25日㈮・28日㈪、12月5日㈪
10時～16時、体験学習：11月
29日㈫～12月4日㈰(予定)の
2日間
ところ　四日市市総合会館(四
日市市諏訪町2-2)
定　員　50人
受講料　無料
申込み・問合せ　11月1日㈫ま
でに電話で三重県社会福祉
協議会三重県福祉人材セン
ター(　059-227-5160)へ

お笑いこころサミット
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　県内の精神障がい当事者の
運営・企画によるイベントです。
と　き　10月28日㈮ 13時～
15時30分
ところ　県総合文化センター
文化会館中ホール(津市一身
田上津部田1234)
内　容　石野桜子と鮎川ヒロア
キによるサイコ・フォールズ、
松本ハウストーク＆ライブ　など
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　特定非営利活動法人

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。
対　象　市内在住の方(資格・
年齢は問いません。)
とき・内容　
○11月8日㈫10時～12時「子
どもの権利・提供会員の役
割と心得」、13時～15時30
分　「子どもの発達とここ
ろ」
○11月10日㈭9時30分～12時
「子どもの病気」、13時～15
時30分「気になる子どもの
支援」
○11月11日㈮9時30分～12時
30分「小児看護」、13時30
分～16時「子どもの栄養」
○11月12日㈯9時30分～12時
30分「幼児の安全と対応」、
13時30分～16時「子どもの
遊びと生活」
○11月13日㈰9時30分～10時
30分「子育て支援事業の必
要性」、10時30分～11時30
分「登録について」、12時30
分～14時30分「事業を円滑
に進めるために」
ところ　男女共同参画センタ
ー(神戸2-15-18)
講　師　医師・臨床心理士など
定　員　30人
受講料　無料(別途テキスト代
2,000円)
託　児　5カ月児以上、5人ま
で、午前午後各200円
申込み　電話・ファクスで鈴
鹿市ファミリー・サポート・セ
ンター(　381-1171)へ

※ファミリー･サポート・センター
の運営業務は、本市が特定非営

ピアサポートみえ地域活動
支援センターStudio Peer(
伊藤　・　059-253-8765)

消費税軽減税率・転嫁対策
湧き出るアイデア発掘セミナー
産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　10月17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　
　・新たな事業アイデアはなぜ
必要とされるのか
　・新たなアイデアを生み出す手
法とは　など
講　師　渋谷雄大さん(ジャイ
ロ総合コンサルティング(株)
セミナー事業部長)
定　員　50人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み　10月14日㈮ま
でに、電話で鈴鹿商工会議
所(　382-3222)へ

講演会｢明日を創り、昨日を
変える～時間の科学に学ぶ

人生の歩き方～｣
総合政策課　382-9038　 382-9040

　鈴鹿大学短期大学部の創
立50周年記念として開催し
ます。
と　き　11月3日(木・祝) 11
時10分～12時10分
ところ　鈴鹿大学短期大学

）222-366町山郡（ 部
講　師　佐治晴夫さん（同名
誉学長）
定　員　250人(先着順)
参加料　無料
申込み・問合せ　10月21日㈮
までに同校（　372-3900　
　 372-3903 　koukai@
　suzuka-jc.ac.jp)へ



てお越しください。

ノロウイルス食中毒
予防講習会

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　12月8日㈭14時～15
時40分（受付13時30分から）
ところ　労働福祉会館1階
　(神戸地子町388)
講　師　鈴鹿保健所衛生指
導課職員 ほか
定　員　100人(先着順)
参加料　無料
主催・申込み・問合せ　氏名、
参加人数、連絡先を電話・
ファクスで鈴鹿食品衛生協
会(　・　382-9806)へ

健康セミナー
ハッピーウオーキング初級編
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　靴さえあれば誰でも手軽にで
きるウオーキング。靴のはき方・選
び方、効果的な歩き方などウオー
キングのコツについて学びます。
対象・とき　健康のためにウ
オーキングを始めたい市内
在住の方

の2日間10時～11時30分
ところ　天名公民館(御薗町
2297)　　
内　容　健康運動指導士による
体操、スクエアステップ

定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話で健康づくり課へ

骨密度チェック
健康づくり課　327-5030　 382-4187

対　象　20歳以上の市内在住
の方

※骨粗しょう症の治療中の方と平
成28年度保健センターで骨密度
チェックを受けた方は除く
と　き　10月18日㈫・19日㈬
9時30分～11時、13時30分
～15時
ところ　保健センター（西条
5-118-3）
内　容　骨密度測定、ミニ講
話、栄養相談(希望者)
参加料　無料
申込み　不要
※かかとで測定しますので、はだし
になれる服装でお越しください。

※初日は混み合います。余裕を持っ

上級救命講習会
中央消防署　382-9165　 382-3905

対　象　中学生以上の市内在
住・在勤の方
と　き　10月16日㈰9時～18
時(昼食時休憩1時間あり)
ところ　中央消防署4階多目
的室(飯野寺家町217-1)
内　容　成人・小児・乳児の心
肺蘇生法、AED（自動体外式
除細動器）の取り扱い、傷病
者の管理、搬送法など実技を
中心に、救命に必要な応急手
当を習得していただきます。
定　員　30人(先着順)
参加料　無料
申込み　電話で中央消防署へ

転倒予防
りんりんころばん教室

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　ちょっとしたコツを学び、転び
にくい体をつくりましょう。
対　象　65歳以上で、医師か
ら運動制限のない方
と　き　11月7日㈪・14日㈪ 

徘徊高齢者等のための安心ネットワーク

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

につなげるため、メルモニの登録と可能な範

囲で発見へのご協力をお願いします。

　メルモニは、本市が、災

害情報や防犯情報などをメ

ールで配信するサービスで

す。どなたでも無料でご登

録いただけます。

メルモニ携帯サイト

http://www.anshinmail.city.suzuka.lg.jp/m/
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　安心ネットワークとは、行方不明になっ

た高齢者などの家族が鈴鹿警察署に「捜索

願」を提出した際に、ご希望に応じて行方

不明者情報を警察署から協力店舗などに情

報を配信するサービスです。平成28年9月

からは、メルモニ登録者（メルモニあんし

んメールの「防犯メール」の受信を選択さ

れた方）への情報配信も始めました。

　平成27年度は、認知症高齢者に関する安

心ネットワークの利用が15件あり、近年増

加傾向にあります。行方不明者の早期発見



　今年の夏、世界中の人 を々魅了した第31回
オリンピック・パラリンピック競技大会がブラジル
のリオ・デ・ジャネイロで開催され、さまざまな競
技で熱戦が繰り広げられました。特にオリンピッ
クでは、日本代表の選手が41個のメダルを獲得
し、日本史上最多の獲得数となったことは、私た
ちの記憶に新しいと思います。
　オリンピック・パラリンピックは、世界各国のス
ポーツ選手がメダル獲得を目指して競い合うス
ポーツ競技大会ですが、実は人権と深く関係し
ています。オリンピックの憲法ともいえるオリンピ
ック憲章の根本原則には、「スポーツをすること
は人権の1つである」と記され、「このオリンピッ

ク憲章の定める権利及び自由は人種、肌の色、
性別、性的指向、言語、宗教、政治的意見または
その他の意見(中略)などの理由によるいかなる
種類の差別も受けることなく、確実に享受され
なければならない」と記されています。また、
2020年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会では、「一人ひとりが互いを認め
合う(多様性と調和)」ということを基本コンセプ
トの一つにしています。
　この考えは、私たちの日常生活に欠かせない
ものです。誰もがお互いを尊重し、多様な在り方
を認め合える共生社会こそが、誰もが生きやす
い社会なのではないでしょうか。

オリンピックと人権
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

　・20歳以上：10月27日㈭、11
月8日㈫ の2日間10時～12時
　・65歳以上：11月29日㈫、12
月5日㈪ の2日間10時～12時

※持病があり受診中の方は主治医に
確認の上、お申し込みください。
ところ　保健センター(西条
5-118-3)
内　容　ウオーキングについ
ての講話、運動体験
定　員　各30人(先着順、2日
間とも参加できる方優先)
参加料　無料
申込み　電話で健康づくり課へ

講演｢こんな注意が欲しい
食べ物とお薬の組み合わせ｣
健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月27日㈰11時～
12時
ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6号館(南玉
垣町3500-3)
講　師　平野和行さん(岐阜
薬科大学薬学部名誉教授)
参加料　無料
主　催　日本薬膳学会

申込み・問合せ　鈴鹿医療
科学大学東洋医学研究所
　(　381-2385平日10～14時 
　381-2386 　tyakuzen
　@suzuka-u.ac.jp 　　　
　http://www.yakuzen.
　jpn.org/meeting/)
※13時20分から17時20分まで講演
「保健機能食品を活かした新しい

膳薬と生養食るぐめを質体「」膳薬
」学科康健と材素品食「」ていつに

などや、薬膳弁当の販売も行われ
ます(有料、弁当は１０月28日㈮ま
でに要申込)

講演会とディスカッション
乳がんについて考える

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　11月6日㈰13時30分
から
ところ　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)
講　師　生稲晃子さん(元おニ
ャン子クラブ)、小川朋子さん
(三重大学医学部教授)
参加料　無料

申込み　当日、直接会場にお
越しください。

主催・問合せ　三重県診療放射
線技師会(　059-225-1491
　　contact@mieart.jp)

の10月 納税
○市民税・県民税・・・3期
○国民健康保険税・・・4期
【納期限は10月31日(月)です】

232016・10・5

電　話 電子メール ホームページファクス

訂正とおわび
○9月5日号特集「うちの子は
保育所(園)？幼稚園？」の2
ページで、「保育所(園)は
「児童保育法に基づく児童
福祉施設」」と記載しまし
たが、正しい法律名は「児
童福祉法」です。
○9月20日号裏表紙のすずか

出「、で」急救「クンバターデ
動数/660件(5,681件、19件
減)」と記載しましたが、正し
くは「出動数/771件(5,792
件、92件増)」です。
　訂正しておわびします。



広 報すずか 　2 0 1 6 年 1 0 月 5 日 号
今回の特集は「交通事故防止」でした。人身事故発
生時の法令違反内容の大部分は、安全不確認や前方
不注視などの安全運転義務違反。また、追突事故が
46％を占めているということでした。こんなにも追突
事故が多いとは知りませんでした。
私は今まで事故をしたことはありません。しかし、

これは運がよかったからだと思っています。自動車を
運転していて一瞬気が緩んでしまったことがあるから

かたっかなま踏をキーレブが車の前またまた「。すで
らよかったものの、何らかの危険を回避するために、
もし急ブレーキを踏んでいたらぶつかっていたかも」
と思うとヒヤッとし、反省しました。
車を運転するときは、急ブレーキに対応できるよ

う常に努めていますが、ほんの一瞬の気の緩みが事
故につながるのだと思います。これからも常に細心

）高（。すまし転運てめ努にうよう払を意注の
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　さあ、いよいよF1日本グランプリ! 楽しみはサー
キットの中だけではありません。10月7日㈮に、イオ
ンモール鈴鹿で「鈴鹿F1日本グランプリ地元前夜
祭」が開催されるんです（小雨決行）。
　インディカーで活躍する佐藤琢磨選手のトーク
ショー（写真は昨年の様子）をはじめ、元ヒステリックブ
ルーのヴォーカルTamaのスペシャルライブ、BMXやフ
リースタイルフットボールのトップアスリートのパフォー

マンス、サーキットクイーンフォトセッション、F1マシン
「ローラLC91」の展示、F1ドライバーサイン入りグッズが
当たる抽選会などスペシャルコンテンツ満載です。場
内にはご当地グルメやマルシェが多数出店しますので、
お祭りムードもひとしお。
　この週末、鈴鹿のまち
は世界中から注目され
ます。ちょっと出かける
だけでその高揚感を味
わえる…これは鈴鹿市
民の特権かもしれませ
んね。

～楽しみましょう!　F1の週末～

■語り手 中野能成
(鈴鹿モータースポーツ友の会事務局長 )

スマートフォン用
広報すずか

　設立20周年
　今年で活動20年目を迎える菊好き
23人の集まりです。月に一回お互い
の菊の育ち具合を見たり意見交換な
どをして育てています。97歳の会員
や内閣総理大臣賞を受賞した会員も
おり、技術力は年 上々達しています。
　咲いた菊は多くの人に見てもらう
ために地区市民センターや公民館
などに寄贈しています。

　育て方次第で千差万別
　菊は水のやり方や土の状態などに

より咲き方が大きく変わります。
気候に左右されやすいこともあり、
思うような花を咲かせるのは難しい
ですが、その奥深さが魅力の一つで
もあります。咲くまでどんな花が咲
くか分からないので、きれいに咲い
た時の達成感は格別です。そして
人に見てもらえることが何よりの楽
しみです。
 
　菊花大会
　年に一度育てた菊を展示し、
大きさや色、見栄えなどを競う

大会を行っています。一年の集
大成をぜひ見に来てください。
菊の美しさを感じてもらえます。
会員も募集しており、一から指導
しますので、関心のある方はご
連絡ください。

鈴鹿菊花会

と　き　11月8日㈫～10日㈭
　　　　10時～18時（初日は13時から）
ところ　イオンモール鈴鹿2階
　　　　イオンホール
問合せ　森　379-0729

昨年の様子

第20回 鈴鹿菊花大会




