
　

意見公募手続
～計画(案)などへの
意見を募集します～

　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、意見公募手続き(パブリックコ
メント手続き)を行っています。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
提出方法　件名「○○への意
見」、住所、氏名、意見を記
入の上、郵送、ファクス、電
子メールまたは直接担当課
窓口（〒513-8701（住所不
要））へ。様式は問いません。

※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。

◆ラブホテル建築等規制条例
の廃止

建築指導課　382-9048　 384-3938

  kenchikushido@city.suzuka.lg.jp 

　本市では、昭和57年から58
年にかけてラブホテルの新規
営業が相次いだことから、新
規営業を抑制するために昭和
58年11月1日に「鈴鹿市ラブホ
テル建築等規制に関する条
例」を施行しました。当時はほ
かにラブホテルを規制する法
令がありませんでしたが、平成
23年1月1日までに「風俗営業
等の規制及び業務の適正化
等に関する法律」および「旅館
業法」による規制が強化され、

様式は問いません。

による規制が強化され、

現在では条例がなくても市内
にラブホテルが新たに営業さ
れる恐れがなくなりました。そ
のため本条例は役割を終えた
と判断し廃止することになりま
したので、皆さんのご意見をお
寄せください。
募集期間 10月10日㈫～11月
10日㈮（当日消印有効）

閲覧場所　建築指導課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

◆鈴鹿市地産地消推進計画（案）
農林水産課　382-9017　 382-7610

  norin@city.suzuka.lg.jp 

　地産地消の推進を総合的か
つ計画的に行うことを目的に、
本市の取り組むべき施策の方
向性について基本的な考え方
を示す「鈴鹿市地産地消推進
計画（案）」を取りまとめまし
た。皆さんのご意見をお寄せく
ださい。
募集期間　10月5日㈭～11月6
日㈪（当日消印有効）
閲覧場所　農林水産課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

「鈴鹿市総合計画2023」の
アンケート調査

行政経営課　382-9005　 382-9040

  「鈴鹿市総合計画2023」に掲
げた将来都市像の達成度を測
るために設定した成果指標の
進捗状況を把握するため、アン
ケート調査を実施します。調査
票が届いた方は回答にご協力
ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の市民4,000人の中から無
作為に抽出した方

実施期間　10月31日㈫まで
回答方法　調査票が郵便で届
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票が届いた方は回答にご協力

　市内在住の18歳以上
の市民4,000人の中から無

　調査票が郵便で届

きますので、ご記入の上同封
の返信用封筒で返送してく
ださい。

議会報告会
議事課　382-7600　 382-4876

とき・ところ　10月29日㈰
・国府公民館（10時～11時45分）
・白子地区市民センター（10時
～11時45分）
・若松公民館（10時～11時45分）
・神戸コミュニティーセンター
（19時～20時45分）
・稲生公民館（19時～20時45分）
内　容
第1部　9月定例会での審議内
容について
第2部　
　①公共施設マネジメントに
　ついて
　②意見広聴（自由なご意見を
　お聴かせください。）

国民年金保険料の後納制度
保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金保険料の後納制度と
は、過去5年間に納め忘れた国民
年金保険料を納付することで、将
来の年金額を増やすことができる
制度です。年金を受給できない方
でも、この制度を利用することで年
金を受給できる場合があります。
対　象　20歳以上で過去5年
以内に国民年金保険料の未
納・未加入期間がある方（老
齢基礎年金を受給している
方を除く）
申込み・問合せ　津年金事務
所（　059-228-9112）

※市役所では申し込みできません。

臓器移植普及推進月間
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　10月16日で臓器移植法施
行20周年を迎えます。臓器移
植は臓器の機能が著しく低下
し、移植によってのみ回復が
見込まれる人に対して行う医
療で、臓器の提供者はもとよ
り、広く社会に理解と支援が
あって成り立つ医療です。
　臓器移植が広がっていくた
めには、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、自分の臓器提供に関
する意思表示をしておくこと
が大切です。運転免許証や健
康保険証の裏面の意思表示
欄で意思表示が可能ですの

植は臓器の機能が著しく低下

臓器の提供者はもとよ

　臓器移植が広がっていくた

家族と話

で、自分の意思を記入しておき
ましょう。
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））

10月は３Ｒ推進月間です
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

  環境省では、毎年10月を「３
Ｒ推進月間」として、循環型社
会の構築に向けたさまざまな
情報発信や取組の促進に関す
る行事を展開しています。

自分の意思を記入しておき

三重県角膜・

（平日8時30分～17時

「３
循環型社

会の構築に向けたさまざまな
情報発信や取組の促進に関す

  ３Ｒとは、ごみの発生抑制
Reduce（リデュース）、再使用
Reuse（リユース）、再資源化
Recycle（リサイクル）の３つの
言葉の頭文字をとったもので
す。３Ｒは、限りある資源をでき
るだけ有効に使い、環境への負
担を少なくする「循環型社会」
のキーワードであり、これに取
り組むことが資源の有効活用
とごみの減量につながります。
  日ごろから「３Ｒ」を意識して、
ごみの減量とリサイクルの推進
にご協力をお願いします。



鈴鹿市スポーツ推進
委員協議会による

ウオーキングマップ作成

スポーツ課　382-9029　382-9071
　「 鈴鹿市スポーツ推進委員協議
会」は、スポーツ基本法第 32条
に基づき市が委嘱しているスポー
ツ推進委員により構成されている
団体で、地域のスポーツ普及のた
めに活動しています。
　今回スポーツ推進委員協議会の
取り組みの一環として、スポーツ
推進委員自らが市内を歩き検討し
て、中学校区ごとにウオーキング
マップを作成しました。
　ウオーキングマップは全部で 9
種類（18コース）あり、地区市
民センター、公民館、市役所１階
市民ロビー、9階スポーツ課、
15階売店前、市内運動施設、市
内文化施設に置いてあり市のホー
ムページからダウンロードするこ
ともできます。それぞれのコース
はどこからでもスタートできる周
回コースになっており、史跡など
も盛り込まれていますので、ぜひ
楽しんで歩いていただき、皆さん
の健康づくりの一助としてご活用
ください。

◆9種類 18コース
平田野中学校区：1コース
天栄中学校区：1コース
鈴峰中学校区：5コース
白鳥中学校区：3コース
白子中学校区：1コース
鼓ヶ浦中学校区：1コース
創徳中学校区：1コース
神戸中学校区：2コース
大木中学校区：2コース
千代崎中学校区：1コース

行政相談週間
市民対話課　382-9004　 382-7660

　行政相談とは、国やNTTな
どの特殊法人等の仕事につい
て皆さんから苦情や意見、要
望をお聞きし、その解決促進
を図る制度です。総務省では、
この行政相談制度を皆さんに
もっとよく知って利用していた
だくため、10月16日㈪から22
日㈰までの一週間を「行政相
談週間」として、全国的にさま
ざまな行事を行います。
　本市では行政相談委員による
行政相談を行っていますので、
気軽にご相談ください。
と　き　10月20日㈮10時～
12時
ところ　市役所2階
※行政相談委員は総務大臣が委
嘱している民間有識者で、皆さ
んの身近な相談相手です。相談
は無料で、相談者の秘密は固く
守ります。

※当日都合の悪い方は、三重行政
監視行政相談センター行政監
視行政相談課（〒541-0033　
津市丸之内26-8　津合同庁舎
3階　0570-090110（平日8時
30分～17時15分））で行政相談
に応じていますので、ご利用く
ださい。

※土・日曜日、祝日、上記以外の
時間帯は留守番電話で対応し
ます。

※PHS、IP電話などをご利用の場
合は　059-227-1100をご利用
ください。

※相談の電話は、相談内容の正確
な把握のため録音させていただ
いています。

総務省では、

行政相談を行っていますので、

仮想通貨の購入トラブルに
ご注意を

鈴鹿亀山消費生活センター

　375-7611　 370-2900

　知人から「必ず値上がりする」
と言われ、売却利益を目的に仮
想通貨を購入したが、儲かるどこ
ろか支払ったお金も戻ってこな
い」という相談や、「セミナーで配
当がつくなどと聞いて仮想通貨を
購入してトラブルになった」という
事例も寄せられています。仮想通
貨は取引相場の価格変動リスク
を伴うため、将来必ず値上がりす
るというものではありません。
◆被害に遭わないために
・仮想通貨交換業の登録業
者かどうかを確認しましょう。
・「必ず儲かる」という言葉は
うのみにせず、リスクが十分
に理解できなければ契約し
ないようにしましょう。

・仮想通貨の特性や実体、契
約内容がよく分からなけれ
ば、契約を断りましょう。

問合せ　鈴鹿亀山消費生活セ
ンター(　375-7611（平日9
時～16時）)

JICAボランティア募集
市民対話課　382-9058　 382-7660

　独立行政法人国際協力機構
（JICA）は、開発途上国で現地
の人々 と同じ生活をしながら共
に働き、国づくりに貢献するボ
ランティアを募集しています。
対　象　青年海外協力隊は
20歳～39歳の方、シニア海外
ボランティアは40歳～69歳
の方
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「必ず値上がりする」
売却利益を目的に仮

儲かるどこ
ろか支払ったお金も戻ってこな

「セミナーで配
などと聞いて仮想通貨を

という
仮想通

貨は取引相場の価格変動リスク
将来必ず値上がりす

・仮想通貨交換業の登録業
者かどうかを確認しましょう。

という言葉は
リスクが十分

に理解できなければ契約し

契
約内容がよく分からなけれ

　鈴鹿亀山消費生活セ
（平日9

　独立行政法人国際協力機構
開発途上国で現地
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国づくりに貢献するボ

　青年海外協力隊は
シニア海外

ボランティアは40歳～69歳

※日系社会ボランティアも同時に
募集しています。
申込み　11月1日㈬まで(必着)に
電話、電子メールまたはホーム
ページ（  http://www.jica.

　go.jp/volunteer/）で青年
海外協力協会中部支部へ

※ホームページでの申し込みは
11月1日㈬12時までです。
◆体験談＆説明会
と　き　10月21日㈯10時30
分～12時30分
ところ　じばさん三重4階　
視聴覚室(四日市市安島
1-3-18)
参加料　無料

三重県最低賃金改定
産業政策課　382-8698　 382-0304

　平成29年10月1日から三重
県最低賃金が25円引き上げら
れ、時間額820円に改定されま
した。この最低賃金は年齢や
雇用形態(パート・アルバイトな
ど)を問わず、三重県内で働く
全ての労働者に適用されます。
なお、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。
※最低賃金の引き上げに向けた
中小企業支援のための業務改
善助成金制度などの支援策が
ありますので、ご活用ください。
問合せ　三重労働局賃金室
（　059-226-2108）



納税の夜間窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口
と　き　10月30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。

11月は「労働保険適用促進
強化期間」です

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1人でも雇っている事業
主は、事業主または労働者の
意思の有無にかかわりなく、必
ず加入手続をすることが法律
で定められています。
  三重労働局では、11月を「労働
保険適用促進強化期間」と定め、
労働保険の未手続事業場の一
掃を重点項目に掲げ、一般社団
法人全国労働保険事務組合連
合会三重支部と連携して、未手
続事業場を戸別訪問するなどに
より、加入推進を図っています。
◆費用徴収制度
  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ほかに、
労災保険から給付を受けた金額
の100%または40%を事業主は
徴収されることになります。
問合せ 三重労働局総務部労
働保険徴収室（　059-226-
　2100）または最寄りの労働基
準監督署・公共職業安定所へ

社会保険労務士・行政書士
合同無料相談会

市民対話課　382-9004　 382-7660

と　き　10月14日㈯9時30分
～15時30分

ところ　イオン白子店（白子サ
ンズ）2階（白子駅前9-20）

内　容
　社会保険労務士：労災保険、社
会保険、年金などに関する相談
　行政書士：相続、遺言書、離
婚協議書作成、各種許認可
などに関する相談

問合せ　樋口亮治（三重県行
政書士会鈴鹿支部長　378-
　7506）

公開歴史講座
「白子という地名

～そのはじまりと歴史～」
地域協働課　382-8695　 382-2214

　 白子の町の歴史について、
中世から近世に関する事柄を
中心に説明する講座です。あわ
せて「伊勢参宮名所図会」などの
史料を会場で展示します。
と　き　11月5日㈰13時30分
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業務上の事由または通
勤による労働者の負傷、
疾病、障害または死亡
などに対して、迅速か
つ公正な保護をするため、
必要な給付を行うこと
などを目的とした制度
労働者の生活および雇
用の安定を図るととも
に、失業した際、再就
職を促進するための能
力の開発・向上などの
各種の援助を行うこと
などを目的とした制度

～15時（受付は13時から）
ところ　古商家「伊達忠兵衛
家」（江島本町7-8）
参加料　500円（資料代）
主　催　NPO白子の歴史文
化を活かす会
申込み　10月30日㈪までに
ファクスまたは電子メールで、
NPO白子の歴史文化を
活かす会へ（　386-6744
　saito819@mecha.ne.jp）
問合せ　NPO白子の歴史文化
を活かす会　斎藤（事務局長
　090-7860-3453）

※本事業は、平成29年度鈴鹿市
まちづくり応援補助金交付団
体が行う事業です。

交通安全、防火、防犯対策の
安全・安心フェスタすずか
交通防犯課　382-9022　 382-7603

  交通事故、犯罪および火災な
どから大切な命と暮らしを守る
ための総合啓発事業として開
催します。
と　き　10月28日㈯10時～
13時30分
ところ　鈴鹿ハンター（算所
2-5-1）
内　容　小中学校の図画ポス
ター表彰式、各種啓発物品
の配布など

（白子サ
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体験型謎解きイベント
「鏡の国のアリス×
鈴鹿市立図書館」

図書館　382-0347　 382-4000　
toshokan@city.suzuka.lg.jp

　「鏡の国のアリス」の世界に
閉じ込められたという設定で、
図書館内に設置した謎（問題）
を90分以内に全て解き明か
し、ゲームクリアを目指す体験
型謎解きイベントです。
対　象　小学生以上
※謎の難易度は高校生以上を想
定しています。

※小学生および中学生（4日のみ）
は20歳以上の保護者の同伴が
必要です。

※小学生未満のお子さんを連れ
ての参加はご遠慮ください。
と　き　11月3日(金・祝)15時
～17時、4日㈯18時30分～
20時30分

※イベントは休館日および閉館後
に行いますので、イベント参加
者以外入館できません。
ところ　図書館本館
定　員　各40人（申込み多数
の場合は抽選）
参加料　無料
申込み　10月18日㈬まで(必
着)に下記必要事項を記入の
上、電子メールまたは往復は
がきで図書館へ

※2人以上での参加希望の場合は
まとめて申し込んでください。
○電子メール：件名を「鏡の国
のアリス × 鈴鹿市立図書
館申込み」とし、本文に参加
者全員の①氏名（フリガナ）、
②住所、③年齢、④性別、⑤
電話番号、⑥希望日（どちら
か1日を明記。両日は不可）、
⑦謎解きセットの必要数

閉じ込められたという設定で、
（問題）

（複数で参加を希望し、グル
ープで謎を解く場合には1つ、
個人で解く場合には必要数
を記入）、⑧メールアドレス

※図書館からの電子メールを受信
できるよう設定してください。
○往復はがき：＜往信宛名面＞
〒513-0802 飯野寺家町
812　鈴鹿市立図書館「鏡の
国のアリス × 鈴鹿市立図
書館」係＜往信文面＞上記、
①～⑦＜返信宛名面＞郵便
番号、住所、氏名

※抽選結果は10月25日㈬ごろ発
送予定です。返信がない場合は
図書館までお問い合せください。



（フリガナ）、

両日は不可）、

本とふれあう
ミニコンサート

総合政策課　382-9038　 382-9040

　鈴鹿高専図書館で音楽部
学生による楽器演奏を聴き、
癒しのひと時を味わうとともに
本に触れ合っていただきます。
と　き　11月11日㈯13時30
分～16時
ところ　鈴鹿工業高等専門
学校マルチメディア棟（図書
館など）

定　員　50人程度
参加料　無料
申込み　電話、ファクスまたは
電子メールで、鈴鹿工業高等
専門学校図書館（　･　
368-1733、　tosyo@jim.

　suzuka-ct.ac.jp）へ
※どなたでも参加できます。

グル
ープで謎を解く場合には1つ、
個人で解く場合には必要数

＜往信宛名面＞
〒513-0802 飯野寺家町

「鏡の
国のアリス × 鈴鹿市立図

係＜往信文面＞上記、
①～⑦＜返信宛名面＞郵便

図書館までお問い合せください。

　鈴鹿高専図書館で音楽部
学生による楽器演奏を聴き、
癒しのひと時を味わうとともに
本に触れ合っていただきます。

　11月11日㈯13時30

　鈴鹿工業高等専門
（図書

ファクスまたは
鈴鹿工業高等

専門学校図書館（　･　
368-1733、　tosyo@jim.

バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　鈴鹿バルーンフェスティバル
実行委員会では、「鈴鹿バルーン
フェスティバル2017」のPRや、熱
気球に親しんでもらうために熱
気球の仕組みを知ることができ
る熱気球教室や熱気球の係留
飛行（搭乗体験）を行います。
と　き　10月14日㈯16時30
分から～19時ごろ

ところ　イオンモール鈴鹿　
西大駐車場

内　容　熱気球教室・熱気球の
係留飛行（搭乗体験）を行います。

※当日の天候や風の状況により、中止す
る場合がありますのでご了承ください。
定　員　各回80人(先着順)
料　金　1,000円（中学生以
上）500円（小学生）

※未就学児は、保護者1人につき2人
まで無料（要保護者同乗）
主　催　鈴鹿バルーンフェステ
ィバル実行委員会、すずか熱
気球市民クラブ

申込み　当日16時からと17時
から、会場内設置テントで整
理券を配布します。

当日の問合せ　　090-6468-
　2012（当日16時～19時ごろ）

オカリナコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　10月22日㈰10時から、
13時30分から

ところ　考古博物館 展示ホ
ール（国分町224）

演　奏　ピア・ドル（樋口・大道
ほか）
入　場　無料
※展示ホールではミニコンサートが
開催できます。ご希望の方は考古
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。

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、ヤマラ
ッキョウをご覧いただく予定です。
と　き　10月28日㈯10時（少
雨決行）
ところ　金生水沼沢植物群落
※自家用車で初めて参加される方
には、9時45分に飯野地区市民
センター駐車場で、沼沢付近の
駐車案内図を配布いたします。
以前参加され駐車場をご存知の
方や徒歩・自転車等の方は開始
時刻までに直接、開催場所に来
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　水筒、タオル、帽子、

予定です。

駐車案内図を配布いたします。

虫除けスプレーなど（雨天時
は雨具も）

※沼沢内は地面がぬかるむとこ
ろもありますので、長靴を着用
ください。
申込み　10月13日㈮から電話
で文化財課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

（雨天時

※沼沢内は地面がぬかるむとこ
長靴を着用

　10月13日㈮から電話

プ3人まで申し込めます。

特別展関連講演会
「古代の三重の道路事情」
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　10月29日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　杉谷政樹さん（元三重
県総合博物館）
聴講料　無料
※講演会に参加の方は、常設展と特
別展の観覧料が無料になります。

ジェフリー 15周年
記念ふぇすた

男女共同参画課　381-3113　381-3119

　男女共同参画センター設立 15
周年を記念して、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を
開催します。今年のテーマは「一
期一会・出会いから広がれ鈴鹿の
男女共同参画」です。

と　き　11月 25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）
入場料　無料　※一部参加料がか
かるものがあります
託　児　6カ月～未就学児、午前・
午後各 10人、無料。11月 17
日㈮までに男女共同参画課へ。
時間 内容 定員 参加料

9時50分～10時 オープニング
10時～12時 歴史を変えた鈴鹿の女性たち～三重の女性史研究会の調査から～ － 無料

10時～11時30分 防災カンガルー★すずか(子連れママの防災レポート、アンケート
回答者に便利な防災グッズをプレゼント!) － 無料

10時～11時30分 母が仕事になる働き方（子育てママの働き方が見えるパネル展示、
お仕事体験など） － 無料

10時～11時
11時～12時

10時～12時

11時30分～12時30分 地元産新鮮野菜の販売

ジェフリーすずか15周年記念パネル展示 － 無料
ちょっと一服コーナー（協力：AＧＦ鈴鹿株式会社） － 無料

13時30分～15時30分
（開場13時）

鈴鹿のコシヒカリでＭｙ五平餅（おいしい落花生入り手作りのタレ
につけて作ります）

帽子型ブローチを作ってみよう（ペットボトルのキャップと布を材料
に、糸と針を使って作ります）

基調講演とトーク
講演テーマ「生活の中に活かす男女共同参画」
講師:内海房子さん　国立女性教育会館（NWEC）理事長
トークテーマ「明日につなぐジェフリーすずか～これまでの成果と、
これからの役割を考える～」

10時～16時

－

100人
事前予約可

売切れ次第終了

各時間15人
事前予約可

60本
先着順

無料

１本
100円

無料

※詳しくは鈴鹿市男女共同参画センターホームページなどをご覧ください。

入場料 無料　※一部参加料がかかるものがあります



ＲＵＮ伴2017
健康福祉政策課　382-9012　 382-7607

　RUN伴（ランとも）とは、
2011年から「認知症の人と一
緒に何かを達成したい」という
想いから始まり、北海道から沖
縄へとタスキをつなぐイベント
です。
　市内でも、認知症の人や家
族、支援者等による「RUN伴
ランナー」が、認知症の人にや
さしい町のテーマカラーである
オレンジ色のＴシャツを着てリ
レーに参加します。
　10月19日㈭のスタート地点の
市役所では、ゲストランナーとし
て、男子走高跳の日本記録保持
者で、世界陸上2017にも出場し
た「鈴鹿と・き・め・きスポーツ大
使」の衛藤昂選手（ＡＧＦ鈴鹿
（株）所属）も参加予定です。ぜ
ひ、RUN伴ランナーの応援をお
願いします。
○市内の中継点の到着予想時刻
・10月14日㈯　16時10分ごろ
長太の寄合所「くじら」（デイ
サービス）

・10月19日㈭
①9時ごろ　市役所
②9時30分ごろ　グループホー
ム太陽の家
③9時55分ごろ　社会福祉セン
ター

とは、

④10時30分ごろ　玉垣あんし
ん館通所介護事業所
⑤11時ごろ　特別養護老人
ホーム桜の森白子ホーム
⑥11時45分ごろ　特別養護老
人ホーム伊勢マリンホーム

※スケジュールはおおよその目安で
す。当日のスケジュールなど詳し
くは、RUN伴公式ホームページ
（　http://runtomo.jimdo.com/）
でご確認ください。 　　　

◆認知症サポーター養成講座
と　き　10月19日㈭10時15
分から

ところ　社会福祉センター（神
戸地子町383-1）

問合せ　鈴鹿北部認知症初期
集中支援チーム（　382-0331）

ぬくたいフェスタ2017
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、暮らし
やすいまち。それがぬくたい（あた
たかい）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。今年度は、

④10時30分ごろ　玉垣あんし

⑤11時ごろ　特別養護老人

⑥11時45分ごろ　特別養護老

）

　10月19日㈭10時15

　社会福祉センター（神

鈴鹿北部認知症初期
382-0331）

障がいのあるなしにかかわら
し

（あた
障がい者差別を

障がい者の自立と社会参
もに生きる社会」

今年度は、

音楽ユニット「RAMO」さんによ
る人権コンサートも行います。
と　き　11月11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)・
一ノ宮団地児童センター(一
ノ宮町500-48)
内　容　実行委員会の活動の
紹介、子どもたちの作品展
示、楽しいイベント、コンサー
ト、NPO法人コスモスさんに
よるパンの販売、飲食や子ど
もの遊びコーナーなど
主　催　障がい者差別をなくす
強調週間実行委員会

鈴鹿市ファミリーバドミントン大会
参加チーム募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　市内在住の方
と　き　11月19日(日)8時30
分～15時(予定)

ところ　AGF鈴鹿体育館(江
島台1-1-1)

参加料  無料
申込み　10月13日㈮までに、ス
ポーツ課へお問い合わせくだ
さい。
◆抽選会
と　き　10月25日㈬19時から
ところ　飯野公民館（西條町
463）

※代表者は抽選会と事前準備（11月18日
（土）18時から）に必ず参加してください。

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　11月16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
課の職員ほか

定　員　100人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿食品衛生協会
申込み　氏名、参加人数、連絡
先を電話またはファクスで鈴
鹿食品衛生協会（　・　
382-9806）へ382-9806）へ

有 料 広 告

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。

※｢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。
※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ
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※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

http://runtomo.jimdo.com/


健康セミナー
健康づくり課　327-5030　 382-4187

◆バレトン編
　曲に合わせて体を動かして、
楽しみながら脂肪のつきにく
いカラダ作りを目指しましょう。

時40分（受付13時30分から）

　曲に合わせて体を動かして、
楽しみながら脂肪のつきにく

う。

お子さんと一緒に参加できる
クラスもあります。

※バレトンはフィットネス・バレエ・ヨガ
の要素を含んだ有酸素運動です。
対　象　20歳から64歳の市民
の方

と　き　11月28日㈫9時～10
時30分、10時30分～12時

※10時30分からのクラスは、託児
はありませんが、お子さんと一緒
に参加できます。

ところ　保健センター
内　容  生活習慣病予防の講
話、バレトン体験

定　員  各20人（先着順）
料　金　無料
申込み　10月13日㈮8時30分
から電話にて健康づくり課へ

※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。
◆栄養編～おいしく減塩～
　高血圧を予防するおいしい減
塩メニューについて楽しく学び
ましょう。

※高血圧は自覚症状がないまま
進行し、脳卒中や心筋梗塞など
の重大な病気を引き起こすこと
から“サイレントキラー（沈黙の
殺し屋）”とも呼ばれます。
対　象　20歳から64歳の市民
の方

と　き　12月8日㈮10時～12
時30分

ところ　保健センター
内　容　高血圧予防の講話、調
理実習

定　員　30人（先着順）
料　金　500円（材料費）
申込み　10月13日㈮8時30分
から電話にて健康づくり課へ

◆ハッピーウォーキング・初級編
　　靴さえあれば誰でも手軽にで
きるウォーキング。靴のはき方・
選び方、ウォーキングのコツにつ
いて学べます。これからウォーキ
ングを始めたい方、普段、健康
のために歩いているけれど効果
的な歩き方を知りたい方、どな
たでも参加していただけます。
対　象　20歳以上の市民の方
と　き　10月23日㈪・31日㈫
　9時30分～12時（2回シリーズ）
ところ　保健センター
内　容　ウォーキングについて
の講話、運動体験

定　員　30人（先着順）
料　金　無料
申込み　電話で健康づくり課
へ（受付中）

※2日間とも参加できる方を優先
します。

※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。

お子さんと一緒に参加できる

シニア生き生きチャレンジ
教室（シニア世代介護職場
就労支援事業研修）

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
研修を開催します。
対　象　三重県在住のおおむ
ね75歳までのシニア世代の
方で、地域でのボランティア
活動や介護職場で働く意欲
をお持ちの方

と　き　11月7日㈫、14日㈫、21
日㈫、29日(水)10時～16時　
※体験学習：11/22(水)～28㈫
（予定）の間の2日間
ところ　県総合文化センター
（津市一身田上津部田1234
　　059-233-1111)

定　員　50人
受講料　無料
申込み　10月31日㈫までに、電
話で三重県社会福祉協議会へ

問合せ　三重県社会福祉協議
会　福祉研修人材部・福祉
人材課（　059-227-5160）

鈴鹿市消防団消防操法大会
中央消防署　382-9133　 382-3905

　地域防災力の要である市内
23地区の消防分団が、栄誉と誇
りをかけ2年に1回開催される
消防操法大会に臨みます。
　消防操法とは、礼節行動を
重んじながらホースを延長し、
標的に放水するまでの時間
と、各行動の安全性、確実性
を競うもので、厳正な審査の
もと、小型ポンプ操法の部と
ポンプ車操法の部に分かれ実
施します。会場にお越しいた

　県総合文化センター

重んじながらホースを延長し、

き、消防団員に熱い声援を送っ
てください。
と　き　10月22日㈰8時～11
時30分

ところ　三重県消防学校（石
薬師町452）

※警報発令時は中止になります。

日本薬膳学会市民公開講座
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　健康寿命を伸ばす上で大切
な食事と運動のプロを招いて
講演会を開催します。美味しい
「健美和膳弁当」もあります。
と　き　11月19日㈰11時から
（受付10時30分から）
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）
内　容　健康寿命を伸ばす生
活習慣（運動・栄養・休養）を
どう考えるか
講　師　太田篤胤さん（城西
国際大学教授）
参加料　無料。健美和膳弁当は
1,080円
定　員　300人（駐車場あり）
主　催　(一社)日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学、
(一社)日本食品安全協会
申込み　不要。健美和膳弁当
は10月27日㈮までに電話で
学会事務局(　381-2385)へ
問合せ　鈴鹿医療科学大学鍼
灸学科(　383-9208にかけ
ていただき、内線9406へ）

※午後からは、学術学会（会長講演・
教育講演・研究発表）を開催しま
す。詳しくは日本薬膳学会ホーム

消防団員に熱い声援を送っ

　10月22日㈰8時～11

（石
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詳しくは日本薬膳学会ホーム

ページ（　 http://yakuzen.
　jpn.org）をご覧ください。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　11月5日㈰8時30分か
ら（雨天時は11月12日㈰）

集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）

内　容　
　・健脚コース（50㎞）　ロード
レース用自転車に限る。ヘル
メット着用
　・チャレンジコース（38㎞）　
ヘルメットまたは帽子着用
　・ファミリーコース（18㎞）　
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で
昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
　円（小学生以下1,200円）
※昼食、イモ、保険料を含む。
申込み　10月27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　

※申込書は、上記申込先に備え付
けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴でお
願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　090-3458-8327）

http://yakuzen.jpn.org


Global　Festa！！輪く和く
鈴大祭with安田レイ

総合政策課　382-9038　 382-9040

　sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　第24回鈴大祭は、歌手でモデ
ルの安田レイさんを迎え、多国
籍な食べ物・出し物が盛りだくさ
んのグローバル・フェスタ。地域
と学生の「人の輪」で、日本文化
の「和」を活かし、国を超えた平
和の「和」を作ります。大人も子ど
もも新しい体験でワクワクでき
る鈴大祭にぜひお越しください。
と　き　10月21日㈯・22日㈰
10時～16時

ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学短
期大学部（郡山町663-222）

内　容
　・21日　鈴鹿ランニングバイク
大会鈴大祭ＣＵＰ（要申込み
1人１，０００円）、小中学生
英語スピーチ発表会、多文化
地域交流フェスタ
　・22日　安田レイライブ（当日
整理券配布）、ハロウィン仮
装コンテスト
　・両日　こども向けイベント、
食育イベント、本のリサイクル
広場、行政相談、進学相談、学
生ライブ、模擬店多数（世界
の料理）など
入場料　無料
問合せ　鈴鹿大学・鈴鹿大学短
期大学部大学祭実行委員会
（　372-2121　 372-2827）

鈴鹿ランニングバイク大会
鈴大祭CUP

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　SUZUKA産学官交流会で
は、鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大
学部、㈱フォーティーフォーと連
携し、ランニングバイクを活用し
た鈴鹿オリジナルの子ども教育
プログラムの完成を目指してお

わ わ

り、その活動の一環として、鈴
鹿大学祭のイベントとして開催
します。
対　象　2～5歳児（当日年齢）
と　き　10月21日㈯10時～15
時（荒天中止）

ところ　鈴鹿大学 内特設会場
定　員　各年齢30人 計120
人（先着順）

参加料　1人1,000円（当日支払）
申込み　ホームページで
（　http://suzuka-runbike.
　com/）
問合せ　SUZUKA産学官交流会
鈴鹿ランニングバイクプロ
ジェクト（鈴鹿商工会議所
　382-3222）

『TSR』報告会
～鈴鹿から世界へ～
参加者募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　鈴鹿と・き・め・きモータース
ポーツ大使で、鈴鹿をベースに
世界最高峰へとチャレンジを続
ける『TSR』が、2017年に参戦し
たFIM世界耐久選手権シリー
ズ（EWC）や鈴鹿８耐の報告会
を行います。会場では貴重なレ
ース映像を交え、『TSR』の藤井
正和総監督が皆さんに直接報
告します。
と　き　11月4日㈯17時～18
時

ところ　TSR鈴鹿 カフェス
ペース(住吉町6786)　

定　員　40人（申し込み多数の
場合は抽選）

！輪く和く

歌手でモデ
多国
さ
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大人も子ど
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鈴鹿大学短
期大学部大学祭実行委員会
（　372-2121　 372-2827）

鈴鹿ランニングバイク大会

　SUZUKA産学官交流会で
鈴鹿大学短期大

㈱フォーティーフォーと連
クを活用し

た鈴鹿オリジナルの子ども教育

参加料　無料
申込み　10月20日㈮(必着)まで
に、郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・性別・年齢・電話
番号（携帯電話可）電子メー
ルアドレスを記載し、電子
メールまたはファクスでTSR
鈴鹿(　info@tsrjp.com

　 　378-6192)へ

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　

　さまざまなスポーツにチャレ
ンジしながら、全身運動を楽し
みます。また、スポーツを通して、
コミュニケーションの取り方や、
体の使い方を楽しく学びます。
対　象　小学１～３年生
と　き　11月11日㈯・18日
㈯・25日㈯、12月2日㈯9時
30分～11時30分　全4回（予
定）

ところ　鈴鹿青少年センター 
とその周辺

定　員　30人程度　
※申し込み多数の場合は抽選
参加料　3,000円（全4回分）
※欠席した日の振り替えおよび
返金はありません。

申込み　10月５日㈭から27日
㈮まで（必着）に名前（ふり
がな）、性別、学年、学校名、
保護者名、住所、郵便番号、
電話番号を直接、郵送または
ファクスで鈴鹿青少年セン
ター（〒513-0825　住吉町
南谷口）へ（様式は問いま
せん。）

鈴
鹿大学祭のイベントとして開催

　10月21日㈯10時～15

　各年齢30人 計120

鈴鹿ランニングバイクプロ

　鈴鹿と・き・め・きモータース
鈴鹿をベースに

世界最高峰へとチャレンジを続
2017年に参戦し

たFIM世界耐久選手権シリー
や鈴鹿８耐の報告会
会場では貴重なレ

の藤井
正和総監督が皆さんに直接報

11月4日㈯17時～18

TSR鈴鹿 カフェス

（申し込み多数の

鈴鹿市子ども会連合会
オセロ大会

文化振興課　382-7619　 382-9071

　小学生と保護者がいっしょ
にオセロゲームを楽しみ交流
を図ります。
対　象　小学1年生から6年生
とその保護者

と　き　11月19日(日)9時～
12時

ところ　鈴鹿青少年センター
(住吉町南谷口)
内　容　オセロゲーム大会　
成績に応じて順位を付けま
す。賞品多数（参加賞あり）
定　員　100人程度
参加料　300円
主　催　鈴鹿市子ども会連合会
申込み　10月20日㈮までに氏
名、性別、学年、年齢、子ども会
名、住所、電話番号を郵送また
はファクスで鈴鹿市子ども会
連合会事務局（〒513-0801神
戸1-17-5　　382-4886）へ
問合せ　鈴鹿市子ども会連合
会事務局（　･　382-4886
　水曜日9時～15時）

http://suzuka-runbike.com/


避難訓練コンサート
鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　 384-7755
　since-97@s-bunka.net

と　き　12月16日㈯14時から
（開場13時30分）
ところ　鈴鹿市文化会館　けや
きホール

内　容　コンサート中に南海
トラフ地震が発生したと想
定し、避難訓練を行います。
訓練後は防災講話と、引き
続き白子ウインドシンフォニ
カによるコンサートをお楽し
みいただきます。
◆同時開催　
  防災展示や体験ブース
出　演　白子ウインドシンフォ
ニカ
定　員　500人(先着順)
参加料　無料
申込み　鈴鹿市文化振興事
業団、文化会館、文化振興
課、防災危機管理課、市内各
地区市民センターにて入場
整理券を配布します。

※未就学児の方はご入場できません。

大人の学校シリーズⅠ
鈴鹿青少年センター

378-9811　 378-9809

  懐かしい学生時代。そんな雰
囲気を思い出しながら、学校の
授業のように様々なジャンルの
先生をお招きして活動をする楽
しい教室です。
対　象　成人
ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター
申込み　10月5日㈭から23日
㈪まで（必着）に参加希望講
座名、参加日時、名前（ふりが

　小学生と保護者がいっしょ

　小学1年生から6年生

　11月19日(日)9時～

電話番号を郵送また

な）、年齢、電話番号（携帯
電話番号）、住所、郵便番号
をはがきまたはファクスで鈴
鹿青少年センター（〒513-
0825　住吉町南谷口）へ

※申込者多数の場合は抽選
◆家庭の授業編「そば打ち
講座」

と　き　①11月7日㈫9時30
分～13時頃　②10日㈮9時
30分～13時頃

定　員　各回24人(1回講座、
日時選択制)　　

※申込時に希望日時を明記してく
ださい。どちらでも良い、2回と
も参加希望の場合も明記
参加料　1,500円
◆国語の授業編「篆刻と水墨
画講座」　
と　き　11月16日㈭、30日㈭
13時30分～15時30分　
定　員　20人
参加料　2,000円（全2回）
◆保健体育の授業編「スクエ
アステップ＆笑いヨガ講座」
と　き　11月21日㈫、28日㈫
10時～11時30分　
定　員　30人
参加料　1,000円（全2回）

ブルキナファソの
家庭料理講座

鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp

「ブルキナファソ」は、現地語
では「高潔な人々の国」という
意味の西アフリカの内陸国で
す。野性味あふれる食材と、フ
ランス統治時代の色彩が融合
された料理を体験できます。
と　き　11月17日㈮11時30
分～15時

ところ　文化会館　調理室
講　師　駐日ブルキナファソ
大使夫人 

避難訓練を行います。

定　員　32人（先着順・賛助
会員優先）
料　理　ブルキナファソの郷
土料理
参加料　500円
申込み　11月10日㈮までに、
郵便番号、住所、氏名、電話
番号をはがき、ファクスまたは
電子メールで国際交流協会
（〒513-0801　神戸1-17-5）
へ     

※受講案内は11月10日㈮から順次
発送予定です。

シルバーいきいきフェスタ
2017

鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

と　き　10月25日㈬10時～
15時
ところ　県総合文化センター
多目的ホールおよびレセプシ
ョンルーム
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

　11月10日㈮までに、

神戸1-17-5）

芸品、手作りお菓子の展示・
販売、庄野俊哉さん（東海テ
レビ放送㈱編成局専門局次
長アナウンサー）の講演
参加料　無料
主　催　三重県シルバー人材
センター連合会
問合せ　公益社団法人三重県
シルバー人材センター連合会
(　059-221-6161)

スポーツの杜
バレーボール体験会
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

対　象　成人
と　き　10月25日㈬10時～
12時

手作りお菓子の展示・
（東海テ

　公益社団法人三重県

　10月25日㈬10時～

ところ　スポーツの杜体育館
（御薗町1667）
講　師　実業団で選手経験
および監督経験のある方

定　員　10人
参加料　無料
申込み　10月5日㈭から水泳
場窓口またはホームページ
へ

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㈫です】



学校での人権学習

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

　学校では、道徳や総合的な学習
の時間などで、「人権を大切にする
ためにはどうしたらよいのか」と
いうことやいじめの解決、さまざ
まな人権に係わる問題などの内容
を、学年に応じて学んでいます。
　しかし、人権学習というのは、こ
れらの教科や内容だけで行われる
ものではありません。例えば、算数
の時間に先生が「練習問題を終え
たら、丸を付けるので、ノートを持
って並びましょう」と言えば、子ど
もたちは、先生の前に一列になっ
て並びます。中には、友だちを押し
のけて並んだり、途中から割り込
みをしたりする姿も見られます。
　この時に行動を振り返らせるこ
とで、人権について考える絶好の
機会になります。もう一度、全員を
席に着かせてから「今度は、周りの
人のことを考えて並んでごらん」
と言えば、子どもたちは、我先にと
は並ばなくなります。中には、同時
に並んだりすると、「どうぞ。どう
ぞ」と言って、互いに譲り合う姿も
表れてきます。
　このように自分の行動を振り返
って考えることで、子どもたちは、
少しずつ相手のことや周りの友だ
ちのことを考えて行動するように
なります。自分のやりたいことを
最優先するのではなく、相手のこ
とを考えて行動することは、人権
を尊重する上での基本とも言えま
す。子どもたちにとっては学校や
家庭、地域社会のあらゆる場面が、
人権について考える場になってい
ます。


