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　次号の広報すずか3月5日
号とともに｢2019年度版ごみ
収集カレンダー｣・｢家庭ごみ
の分け方・出し方（保存版）｣
を各世帯へ配布します。
　「有害ごみ専用収集袋（黄
色）」については、4月以降中身
が見える無色透明の袋でも出
していただけるよう準備してい
ますので、配布はありません。

対　象　次の要件を全て満
たしている方
・介護支援専門員、保健師また
は看護師のいずれかの資格
を取得または平成31年3月末
日までに取得見込みの方
・パソコン操作（入力・検索
など）ができる方
・普通自動車運転免許を取
得または平成31年3月末日
までに取得見込みの方
勤務場所　市役所または鈴鹿
亀山地区広域連合（市役

所西館3階）
業務内容　市内および亀山市
での要介護認定調査、調査
票の作成業務
雇用期間　4月1日㈪～2020
年3月31日㈫
勤務条件　給与は19万700
円（平成31年度予定）で、
その他各種手当（期末手
当、通勤手当など）がありま
す。また、社会保険にも加
入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

定　員　1人程度
申込み　2月20日㈬から3月6
日㈬まで（土・日曜日を除く8
時30分～17時15分）に、「嘱
託職員採用試験申込書」を
直接または郵送で人事課（〒
513-8701（住所不要））へ

※申込書は、直接または郵送で人
事課へ請求してください。郵送
で請求する場合は、封筒の表に
朱書きで「嘱託職員採用試験申
込書希望」と記入の上、返信用
封筒(宛先を記入し、82円切手
を貼った12cm×23cm程度の
もの)を必ず同封してください。
◆採用試験
と　き　3月11日㈪　
ところ　市役所本館
内　容　面接

※詳しくは受験者に通知します。

　平成31年度に介護予防
教室を実施する事業者を募
集します。実施要件など、詳
しくは2月20日㈬から市ホー
ムページ（入札・契約情報／
公告（物件））に掲載する募
集要項をご覧ください。
◆説明会（任意参加）
と　き　2月25日㈪13時から
（受付12時30分から）
ところ　市役所本館12階　
1204会議室

※原則1事業所につき1人まで。
参加者多数の場合は立ち席と
なる可能性があります。

と　き　2月23日㈯9時30分
～15時30分
ところ　白子サンズ2階(白
子駅前9-20)
相談内容　遺言書、相続、離
婚協議書、各種許認可など
問合せ　三重県行政書士会
鈴鹿支部（樋口亮治　378-
　7506）

「ごみ収集カレンダー」・
「家庭ごみの分け方・出し方」

を配布
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

介護保険認定調査員
（嘱託職員）募集

人事課　382-9037　 382-2219

毎週・毎月介護予防教室を
実施する事業者募集

健康福祉政策課
　382-9012　 382-7607

行政書士無料相談会
市民対話課 　382-9004　 382-7660
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広
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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。

対　象　調理師免許、栄養
士免許のいずれかを取得
または平成31年3月末日ま
でに取得見込みの方、ある
いは調理現場で1年以上
勤務経験を有する方
勤務場所　小学校調理室
（市内18カ所）または学校
給食センター（岡田町）の
いずれか
雇用期間　4月1日㈪～2020
年3月31日㈫
勤務条件　 給 与は 1 5 万
8,300円（平成31年度予
定）で、その他各種手当
（期末手当、通勤手当な
ど）があります。また、社会
保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。

定　員　3人程度
申込み　2月20日㈬から3月
1日㈮まで（必着）（土・日曜
日を除く8時30分～17時
15分）に、採用試験申込書
を直接または郵送で教育
総務課（〒513-8701（住
所不要））へ

※採用試験申込書は、直接また
は郵送で教育総務課へ請求し
てください。郵送で請求する場

合は、封筒の表に朱書きで「嘱
託職員採用試験申込書希望」
と記入の上、返信用封筒（宛先
を記入し、92円切手を貼った
12ｃｍ×23ｃｍ程度）を必ず同
封してください。

◆採用試験
と　き　3月10日㈰
ところ　第二学校給食セン
ター（稲生4-2-50）
内  容　個別面接、実技試験

　市民の皆さんの自主的な
まちづくり活動を応援するた
め、市民活動団体や地域づ
くり活動団体の活動経費の
一部を助成する制度の交付
団体を募集します。
内　容
○市民活動団体部門
・ふみだそうコース：5万円、
5団体程度、通算3回まで
・ひろげようコース：10万円
～15万円、4団体程度

○地域づくり活動団体部門

・つながろうコース：15万円
～20万円、4団体程度

※団体数によっては、交付金額の
上限・下限が変わる場合があり
ます。

※「はじめの一歩コース」を廃止し、
その他のコースはコース名を
変更しました。

※「ひろげようコース」および
「つながろうコース」について、
審査の得点により補助金額を
決定します。

※それぞれ応募条件などが異な
りますので、詳しくは募集要項
をご確認ください。
募集要項設置場所
　地域協働課、ジェフリーす
ずか、ＮＰＯ法人市民ネット
ワークすずかのぶどう

※市ホームページトピックスおよ
び市ホームページ内「すずか
市民活動情報広場」でも入手
できます。
募集期間
　3月1日㈮から29日㈮まで
（必着）に、申請書類を直
接または郵送で地域協働
課（〒513-8701住所不
要。土・日曜日、祝日を除く
8時30分～17時15分）へ

※申請書類は募集要項に添付さ
れています。

※この補助金は、平成31年度予
算が確定することを条件とし
た募集です。

小学校給食嘱託調理員募集
教育総務課 　382-1214　 383-7878

鈴鹿市まちづくり応援
補助金の交付団体を募集
地域協働課 　382-8695　 382-2214
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電　話 電子メール ホームページファクス
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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

鈴鹿市土地開発公社所有地と市有地を一般競争入札により売却 管財課　 382-9009　 382-7615

物件 所在地
⑴ 三宅町字大井谷379番2

用途地域
市街化調整区域

地　目
山林

地　積
16631.46㎡

売却最低価格
20,351,000円

⑵ 白子駅前4022番115外1筆 第一種中高層住居専用地域宅地・公衆用道路 計226.28㎡ 11,970,000円
⑶ 須賀町字北浦1957番1外2筆 市街化調整区域雑種地 計904.4㎡ 5,047,000円
⑷ 平田本町2丁目1416番45 第二種中高層住居専用地域宅地 65.01㎡ 1,756,000円

面 積 開園者(連絡先)
30㎡～

区画数
5 鈴木則夫（　382-3071）

ところ
竹野2-723

農園名
鈴木農園

1区画利用料（年)
4,000円～

　駐車場用地や住宅用地、資材置場などに最適な物件です。入札参加申込方法など気軽に
お問い合わせください。
申込み　2月20日㈬から3月19日㈫まで(土、日曜日を除く8時30分～17時15分）に、直接管財課
(市役所本館10階)へ

※郵送による申し込みはできません。

ふれあい農園の利用者募集 農林水産課　 382-9017　 382-7610

　ガーデニング感覚で四季の花や野菜を育て、土に親しむことができる「ふれあい農園」の
利用者を募集しています。利用希望者は開園者へお問い合わせください。

◆入札　と　き　3月22日㈮ 物件⑴：10時から、物件⑵：11時から、物件⑶：13時30分から、
　　　　　　　物件⑷：14時30分から
　　　　ところ　市役所本館10階　1004入札室

30㎡～ 4
伊達健次（　386-3809）

稲生塩屋1-1326ほか塩屋ふれあい農園 3,000円～
35㎡～ 2

山形　納（　387-0166）

稲生塩屋2-1465ほか伊達農園 2,000円～
30㎡～ 15

夢協環境部会代表　
平田幸雄（　090-5116-3419）

東江島町2858-1ニコちゃん農園2 3,000円～
30㎡～ 1　江島町1229-1　ニコちゃん農園3 3,000円～
15㎡～ 7中江島町326ニコちゃん農園4 2,000円～
63㎡ 6

美濃部信子（　378-3001）

稲生塩屋3-2199ほか中野農園
5,000円～

45㎡ 1
庄野共進1-3517-5美濃部農園

4,000円～
28㎡ 2

松井昌彦（　379-2082）汲川原町字河次1044こつご（河次）ふれあい農園
3,000円～

小園きせ子（　090-9945-1868）稲生4-4889-1ほか　新栄農園
50㎡
36㎡～
40㎡～

2
5
3 田中嘉門（　385-0343）南長太町天の宮2329田中農園

2,000円～
3,000円～
3,000円～
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第27回鈴鹿市文芸賞受賞者
鈴鹿市文化振興事業団 　384-7000　 384-7755

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。
◆一般の部

奨励賞
小説・評論等／木村よし子、東真理子　エッセイ／宮﨑米子　アフォリズム／伊藤久昭　詩／田中静雄　
短歌／樋口哲司、渡部明美　俳句／山本城、仲見たかし　川柳／瀬田明子、毎熊伊佐男
◆ジュニアの部

奨励賞
作文･童話等／長井望楽、冨士田希美、由本真菜、脇本和幸、植村颯太　詩／該当者なし　
短歌／秋山心美、平野ことは、大内奏汰、山田耕太郎、鈴木美桜、堤煌成、小柴唯愛、桑原悠伍、堀川実優、
　　　鈴木光莉、水野雄大、真弓奏汰、青木梨々衣、伴唯栞、福堀由唯杜、髙松凜太郎、由本真菜
俳句・川柳／髙瀬未莉、笠井亜希子、古田梓、斉川歩里、的場羽衣音、中西ほの香、鈴木希実、工藤立暉、
　　　　　 辻陸斗、受野夏輝、奥村航稀、矢田陸人、加代紅怜葉、中川明夏
※奨励賞は受賞者の氏名のみ掲載しました。作品名・作品は文化振興事業団ホームぺージに掲載します(3月中
旬ごろ予定)

◆第27回鈴鹿市文芸賞贈呈式   

と　き　3月9日㈯10時から   
ところ　文化会館　さつきプラザ（飯野寺家町810）   

◆第27回鈴鹿市文芸賞作品集   

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月9日㈯から1部200円で販売します
ので、ご希望の方は直接、文化振興事業団（文化会館内 平日8時30分～17時15分）へお越しください。

賞 ジャンル 氏　名 作品名/作品
作文･童話等 打田卓朗 東京野郎の夢花火
詩 該当者なし

詩 該当者なし

俳句・川柳 大橋舞羽 夏草の上に眠るとむっとする
短歌

作文･童話等

俳句・川柳
短歌

城山哩久 ひまわりがぐんぐんのびていつの日かたどりつけるかあの大空に

最
優
秀
賞

仲森妃花 おばあちゃんの向日葵

柏木晴太 かき氷一番星はレモン色
岩﨑くるみ 赤とんぼ羽がきらきらかがやいて秋の夕やけ横切ってゆく

優
秀
賞

賞 ジャンル 氏　名 作品名/作品
小説・評論等 野間信樹 岬の蔭で
エッセイ 冨田武彦 白い子犬と赤トンボ

詩 舟越幸子 まっている
短歌 伊東さよ子 干し柿
俳句 戸田保彦 雪虫
川柳 澁谷さくら アンバランス

アフォリズム さいとうえいか 「国を守るためには血を流さねばならぬ時もある」と言う人は大抵安全な場所にいる最
優
秀
賞

小説・評論等
エッセイ

詩
短歌
俳句
川柳

アフォリズム

澤田悟 細胞の記憶
平英男 旭川。

桐山勧 飼わない
稲垣敏子 モダンな風が
米木扶美子 花火　
中川知子 主婦のつぶやき

小川はつこ 自国への誇りから生まれた愛国心は気高いが、他国への敵愾心から生まれると 爆弾になる優
秀
賞

（敬称略、同賞内順不同）

（敬称略、同賞内順不同）
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電　話 電子メール ホームページファクス

対　象　次の要件を全て満
たしている方
・医師、看護師、臨床心理士、
教員、保育士、社会福祉士、
精神保健福祉士のいずれ
かの免許･資格を有する方
・児童に関する職務に概ね3年
以上従事した経験がある方
・普通自動車免許を取得の
方または平成31年3月末
までに取得見込みの方
業務内容　18歳までの子や保
護者の養育支援が必要な家
庭を訪問し、養育に関する相
談や指導、助言などを行うほ
か、記録の整理や相談の受
付などを行います。
雇用期間　4月1日㈪～2020
年3月31日㈫
勤務条件　給与は18万700円
（平成31年度予定）で、その
他各種手当（期末手当、通勤
手当など）があります。また、
社会保険にも加入します。

※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程
に準じます。
定　員　1人程度
申込み　2月22日㈮から3月
8日㈮まで（土･日曜日を除
く8時30分～17時15分）
に、「嘱託職員採用試験申
込書」と作文（乳幼児家庭
への支援について）を直接
子ども家庭支援課へ

※申込書は直接子ども家庭支
援課へ請求してください。

◆採用試験
と　き　3月12日㈫　
ところ　市役所西館2階 会
議室
内　容　面接

※詳しくは受験者に通知します。

と　き　2月27日㈬・28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。

　消防本部、消防団、防火協
会などがそれぞれの特技な
どを披露し、ふれあいながら
防火、防災について学んでい
ただくイベントです。
と　き　3月2日㈯10時～15時
ところ　消防本部（飯野寺家
町217-1）

内　容　ライドエイド隊によ
るバイクパフォーマンス、女
性消防士による消防体験
コーナー、豚汁の振る舞い
（なくなり次第終了）、写真
スポットで記念撮影、ちびっ
こレスキューなど

※ 車でお越しの方はJA鈴鹿、
MGM鈴鹿店、鈴鹿市労働福祉
会館の駐車場の一部をご利用く
ださい。消防庁舎に一般駐車場
はありません。

　地元の企業に就職を希望
している学生や若手の転職
希望者を対象に、地元企業
と出会うための合同企業就
職説明会を開催します。
対　象

・2019年3月、2020年3月に
大学、短期大学、専門学校
などを卒業予定の学生の方
・大学、短期大学、専門学校
などを卒業後5年以内の既
卒者の方
・概ね40歳未満の中途採用
希望者

と　き　3月2日㈯12時～16
時30分（最終受付16時）

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場（算所2-5-1）
参加企業　25社（予定）
参加料　無料
※服装は自由です。

と　き　3月17日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
（国分町224）
講　師　小田裕樹さん（奈良
文化財研究所）
聴講料　無料
※講演会に参加の方は、速報展
と常設展の観覧料が無料にな
ります。

と　き　3月16日㈯・17日㈰
10時～15時

ところ　鈴鹿ハンター2階　
大催事場(算所2-5-1)
内　容　鈴鹿川の生き物展示
や自然素材を使った工作など
参加料　無料
主　催　第18回鈴鹿川流域
の環境展実行委員会（や
すらぎくんネット）
問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（　 
 387-0767　budou@me-
cha.ne.jp）

養育支援訪問員
(嘱託職員)募集
子ども家庭支援課

　382-9140 　382-9142

催 し 物

火の夢フェスタ
予防課　 382-9158　 383-1447

合同企業説明会inすずか
産業政策課　 382-8698　 382-0304

寺院官衙シリーズ講演会
「古代宮都からみた国庁のすがた」
考古博物館　 374-1994　 374-0986

鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　 382-7954　 382-2214

納税の夜間窓口
納税課　 382-9008　 382-7660
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と　き　3月17日㈰10時～
12時(受付開始9時30分)

ところ　市役所本館12階　
1204会議室
内　容　戦略的に展開する
チラシの作成について
講　師　若林辰也さん（㈱デ
ルタスタジオ代表取締役）
参加料　無料
定　員　20人（先着順）
主　催　NPO法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう
申込み 3月11日㈪までに、
団体名または個人名、参加人
数、連絡先を記載して、ファク
スまたは電子メールでNPO法
人市民ネットワークすずかの
ぶどう（白子駅前9-20イオン
白子店 3階 　387-0767
　budou@mecha.ne.jp）へ

※本市は市民活動支援事業を
NPO法人市民ネットワークす
ずかのぶどうに委託しています。

　今年は国内2大メーカーの共
催で、世界で活躍するレーシン
グマシンが一堂に集結します。
と　き　3月2日㈯・3日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
入場料　このページ下部に掲
載の入場券を持参すれば無
料（別途駐車料金が必要）

※内容など詳しくは鈴鹿サーキッ
トのホームページ（　 http://
www.suzukacircuit.jp/）を
ご覧ください。

◆鈴鹿F1日本グランプリ地
域活性化協議会ブース
内　容　協議会の取り組み
の紹介、本市と三重県・周
辺市町（桑名市・四日市
市・亀山市・津市・菰野町）
の観光・物産のPR、ご当地
キャラ登場など

※詳しくは鈴鹿F1協議会ホーム
ページ（　http://suzuka21.c
om/）をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友
の会ブース

内　容　レーシングマシン展
示（予定）、キッズモーター
スポーツ教室など
問合せ　 NPO法人「鈴鹿
モータースポーツ友の会」事
務局（中野　 080-4537-
2005）

※イベントの詳細は鈴鹿モーター
スポーツ友の会ホームページ
（　http://www.suzuka-msa.
jp/）をご覧ください。

　絶え間ない集中力と判断
力が求められるサーキット
走行は、スピード感も含め
「脳や神経の働きを活性化
させ若さを取り戻せるよう
だ」という声をよく聞きま
す。このようなモータース
ポーツの力に着目した走行
会を行います。プロのレーシ
ングドライバーのアドバイス

を受けながらドライビングテ
クニックや交通安全につい
て楽しく学びます。
対　象　運転免許を所持す
る50歳以上の鈴鹿市民

※鈴鹿モータースポーツ友の会会
員であれば、市外の方も参加で
きます。（会員優先参加枠有。当
日入会可。入会費・年会費計
3,000円別途必要）

と　き　3月28日㈭9時から
ところ　鈴鹿サーキット南コー
ス（小型の中低速コース）
講　師　畑川治さん、福山英
朗さんなど地元出身・在住
のレーシングドライバー
定　員　40人（先着順）
車両規定　ナンバー付きであ
れば、軽自動車から商用車、
ミニバンでも可。（トラックや
オープンカーなどは不可）
参加料　3,500円（昼食各自
負担 傷害保険料500円込）
申込み・問合せ　2月28日㈭
から3月18日㈪までに、電
話または電 子メールで
NPO法人「鈴鹿モーター
スポーツ友の会」事務局
（中野　080-4537-2005
（9時～18時）　
smsa@mecha.ne.jp）

　お茶を飲みながら日ごろの
ストレスや悩み事をゆっくり話
しましょう。聴き方を学んだス
タッフが、あなたのお話をお
聴きします。

と　き 3月8日㈮、4月12日
㈮、5月10日㈮13時～16時
（出入り自由）
ところ 保健センター2階　
会議室(西条5-118-3）
参加料　無料
※相談時間は1時間が目安です。
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手（宮崎　080-51
　33-3771）へ

と　き 3月9日㈯～6月9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（飯野寺家町810）
内　容
○星座解説　
春の代表的な星座「うしか
い座」、「おとめ座」、「しし
座」からなる春の大三角の
解説と「かみのけ座」のギ
リシャ神話
○番組「僕らは地球のアト
ラスだ」
　古代の人は、太陽や星た
ちは地球の周りを回って
いると考えていました。で
は、星は本当に動いてい
るのでしょうか？天を支え
る巨人アトラスと共に天
の不思議を解き明かして
いきます。

※3月9日㈯・10日㈰13時30分
の上映は特別番組のため中止
します。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。

対　象 ハローワークへ求

職申し込みをした再就職
希望者
期　間 6カ月
内　容 
・テクニカルオペレーション
科：CADによる機械製図と
NC工作機械による加工な
どを学ぶ。
・電気設備技術科：一般住
宅等の電気工事、ビル・工
場の電気設備を学ぶ。
受講料　無料
申込み・問合せ ポリテクセ
ンター三重(四日市市西日
野町4691　320-2645　
　http://www3.jeed.or.
jp/mie/poly/kyushoku/
　index.html)へ
※受講希望者は毎週木曜日に実
施している職業訓練ガイダン
スに必ず参加してください。

※訓練期間中、無料で託児サービ
スを利用できます。ご希望の方
は事前に相談してください。

申込み 事前に電話でお問い
合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ。

※教材費はテキスト改訂などによ
り価格が変更される場合があ
ります。

※会員に加入されると特典があり
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。
◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月3日㈬8時40分
～16時20分
受講料 6,264円（教材費込）
申込み 3月5日㈫から
◆自由研削砥石特別教育
と　き 4月4日㈭・5日㈮ど
ちらか1日の8時40分～16

時20分
受講料 6,696円（教材費込）
申込み 3月5日㈫から
◆フォークリフト運転技能
講習(31時間講習)
対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方
と　き 学科：4月9日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコース
4月10日㈬～12㈮、Ⅱコース
4月16日㈫～18日㈭8時～
17時15分
受講料　2万8 , 0 0 0円（教
材費込）
申込み 3月11日㈪から
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10m以上）
対　象 自動車免許などを
お持ちの方

と　き　学科：5月10日㈮8時
20分～18時10分、実技：5
月11日㈯、12日㈰で選択
8時～17時10分　
受講料 3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み 3月12日㈫から

申込み 2月25日㈪から直接
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
対 象 歩く前までのお子
さんとその保護者
と　き　3月20日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ 水泳場　会議室
講　師　NAOMI　
定　員　各30組（先着順）
参加料 1,200円

催 し 物

広報チラシ作成講座
地域協働課　382-8695 　382-2214

モースポフェス2019
SUZUKA～モータース
ポーツファン感謝デー～

地域資源活用課
382-9020 　382-0304

鈴鹿サーキット市民走行会
「脳内活性in サーキット」

地域資源活用課
382-9020　 382-0304

・

入
場
券

（鈴）

3月2日㈯ モースポフェス2019 SUZUKA
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

入
場
券

（鈴）

3月3日㈰ モースポフェス2019 SUZUKA
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

しゃべり場「傾聴カフェ」
健康づくり課 　327-5030 　382-4187

6 2019・2・20



電　話 電子メール ホームページファクス

◆鈴鹿F1日本グランプリ地
域活性化協議会ブース
内　容 協議会の取り組み
の紹介、本市と三重県・周
辺市町（桑名市・四日市
市・亀山市・津市・菰野町）
の観光・物産のPR、ご当地
キャラ登場など

※詳しくは鈴鹿F1協議会ホーム
ページ（ http://suzuka21.c

  om/）をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友
の会ブース

内　容 レーシングマシン展
示（予定）、キッズモーター
スポーツ教室など
問合せ NPO法人「鈴鹿
モータースポーツ友の会」事
務局（中野 080-4537-
　2005）
※イベントの詳細は鈴鹿モーター
スポーツ友の会ホームページ
（ http://www.suzuka-msa.
　jp/）をご覧ください。

絶え間ない集中力と判断
力が求められるサーキット
走行は、スピード感も含め
「脳や神経の働きを活性化
させ若さを取り戻せるよう
だ」という声をよく聞きま
す。このようなモータース
ポーツの力に着目した走行
会を行います。プロのレーシ
ングドライバーのアドバイス

を受けながらドライビングテ
クニックや交通安全につい
て楽しく学びます。
対　象 運転免許を所持す
る50歳以上の鈴鹿市民

※鈴鹿モータースポーツ友の会会
員であれば、市外の方も参加で
きます。（会員優先参加枠有。当
日入会可。入会費・年会費計
3,000円別途必要）

と　き　3月28日㈭9時から
ところ　鈴鹿サーキット南コー
ス（小型の中低速コース）
講　師 畑川治さん、福山英
朗さんなど地元出身・在住
のレーシングドライバー
定　員　40人（先着順）
車両規定 ナンバー付きであ
れば、軽自動車から商用車、
ミニバンでも可。（トラックや
オープンカーなどは不可）
参加料 3,500円（昼食各自
負担 傷害保険料500円込）
申込み・問合せ 2月28日㈭
から3月18日㈪までに、電
話または電 子メールで
NPO法人「鈴鹿モーター
スポーツ友の会」事務局
（中野　080-4537-2005
（9時～18時）　smsa@-
mecha.ne.jp）

お茶を飲みながら日ごろの
ストレスや悩み事をゆっくり話
しましょう。聴き方を学んだス
タッフが、あなたのお話をお
聴きします。

と　き　3月8日㈮、4月12日
㈮、5月10日㈮13時～16時
（出入り自由）
ところ　保健センター2階　
会議室(西条5-118-3）
参加料　無料
※相談時間は1時間が目安です。
申込み・問合せ　電話でハー
ティ友手（宮崎　080-51
33-3771）へ

と　き　3月9日㈯～6月9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（飯野寺家町810）
内　容
○星座解説
春の代表的な星座「うしか
い座」、「おとめ座」、「しし
座」からなる春の大三角の
解説と「かみのけ座」のギ
リシャ神話
○番組「僕らは地球のアト
ラスだ」
古代の人は、太陽や星た
ちは地球の周りを回って
いると考えていました。で
は、星は本当に動いてい
るのでしょうか？天を支え
る巨人アトラスと共に天
の不思議を解き明かして
いきます。

※3月9日㈯・10日㈰13時30分
の上映は特別番組のため中止
します。

※休館日などをお問い合わせの
上、ご来館ください。

対　象　ハローワークへ求

職申し込みをした再就職
希望者
期　間　6カ月
内　容 
・テクニカルオペレーション
科：CADによる機械製図と
NC工作機械による加工な
どを学ぶ。
・電気設備技術科：一般住
宅等の電気工事、ビル・工
場の電気設備を学ぶ。
受講料　無料
申込み・問合せ　ポリテクセ
ンター三重(四日市市西日
野町4691　320-2645
　http://www3.jeed.or.
　jp/mie/poly/kyushoku/
　index.html)へ
※受講希望者は毎週木曜日に実
施している職業訓練ガイダン
スに必ず参加してください。

※訓練期間中、無料で託児サービ
スを利用できます。ご希望の方
は事前に相談してください。

申込み　事前に電話でお問い
合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ。

※教材費はテキスト改訂などによ
り価格が変更される場合があ
ります。

※会員に加入されると特典があり
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。
◆新入社員安全衛生教育
と　き　4月3日㈬8時40分
～16時20分
受講料　6,264円（教材費込）
申込み　3月5日㈫から
◆自由研削砥石特別教育
と　き　4月4日㈭・5日㈮ど
ちらか1日の8時40分～16

時20分
受講料　6,696円（教材費込）
申込み　3月5日㈫から
◆フォークリフト運転技能
講習(31時間講習)
対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方
と　き　学科：4月9日㈫8時
～17時30分、実技：Ⅰコース
4月10日㈬～12㈮、Ⅱコース
4月16日㈫～18日㈭8時～
17時15分
受講料　2万8 , 0 0 0円（教
材費込）
申込み　3月11日㈪から
◆高所作業車運転技能講習
（作業床高10m以上）
対　象　自動車免許などを
お持ちの方

と　き　学科：5月10日㈮8時
20分～18時10分、実技：5
月11日㈯、12日㈰で選択
8時～17時10分　
受講料　3万7,500円（移動
式クレーン運転士、小型移
動式クレーン運転技能講
習修了者は3万5,500円）
申込み　3月12日㈫から

申込み　2月25日㈪から直接
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
対　象　歩く前までのお子
さんとその保護者
と　き　3月27日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

ところ　水泳場　会議室
講　師　NAOMI　
定　員　各30組（先着順）
参加料 1,200円

ポリテクセンター三重4月
開講職業訓練受講者募集
産業政策課　 382-8698　 382-0304

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター
387-1900　 387-1905

プラネタリウム春の新番組
文化会館　 382-8111　 382-8580

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

保健
センター 不要3月２２日㈮

９時３０分～１１時（育児相談・栄養相談・助産師に
よるおっぱい相談・身体計測）

と　　き ところ 備　　　　　考申 込 み相　　談
すくすく広場 母子健康手帳（相談希望者）

※おっぱい相談は希望者多数の場合、ご希望に
沿えないことがありますのでご了承ください。

こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問

　乳児期に2回（4カ月・10カ月）、三重県内の協力医療機関で健康診査を受けられます。「母子保健のしおり」
冊子中の健康診査票（4カ月児・10カ月児）が必要です。健康診査票がないときは、健康づくり課にお問い合わ
せください。なお、個別通知はありません。また、健康診査を受けるときは、医療機関への予約が必要です。

健康診査健康診査

　生後2・３カ月ごろの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問します。対象の方には、
訪問する前月の下旬ごろに案内を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介や子育て情報誌の
提供などで、費用は無料です。なお、生後28日以内の方には、助産師の新生児訪問を行っています。希望され
る方は予約が必要ですので、健康づくり課へご連絡ください。

健康づくり課（保健センター内）

　382-2252　  382-4187　  kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

受付時間 平日8時30分～17時15分
〒513-0809　西条五丁目 118番地の3

＜ファクス・はがきでの申込方法＞①希望する検診名、②希望する検診日（午前・午後も記入）、③氏名（ふりがな）、
④生年月日、⑤郵便番号・住所、⑥電話番号を記入し、健康づくり課「がん検診担当」へ。
※申し込み後に健康づくり課からはがきによる通知はありません。申し込まれた日時にお越しください。ただし、
　希望日が申し込み多数により抽選になった場合は、落選した方に3月初旬ごろはがきで別日を案内します。

※3月13日㈬午前は検査時のみ、お子さんの一時預かりを行います（予約不要）。

集団検診集団検診

○市内に住民登録をしている方が対象です。ただし検診部位について治療中・経過観察中の方は除きます。
　持病のある方は主治医にご相談ください。また、同じ種類の検診は、年度内に1回しか受けられません。
○市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は無料です（乳がん検診、肺がん検診のたん検査は除く）。
○検診当日の受付時間は午前が9時から11時まで、午後が13時から15時までです。

と　　き ところ 費　　　　用検 診 ／ 対 象

申し込みは2月28日㈭まで（先着順ではありません。）に市ホームページ「がん検診」
のページでインターネット予約、または健康づくり課（専用ダイヤル　327-5030、
　382-4187、はがき、窓口）、地区市民センター窓口へ

◎ 乳がん
（超音波）

20歳以上の女性
※妊娠中・授乳中の方も受診可能ですが、正確な判定ができない場合があります。
※バスタオルを持参してください。

※視触診はなくなりました。視触診をご希望の方は個別検診をご利用ください。
※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、ペースメーカー・シリコンなど胸壁や乳房
内に人工物が入っている方、胸部リザーバー（ポート）を装着されている方、V-Pシャントを施
行されている方は受診できません。　※バスタオルを持参してください。

◎ 乳がん
（マンモグラフィ）
40歳以上の女性

保健センター

保健センター

1,500円

1,800円

◎ 胃がん
（バリウム）
40歳以上

※妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できま
せん。また、問診の結果、受診できない場合があります。

※検診前日21時以降と当日の朝は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治
医にご確認ください）。

3月10日㈰　午前

3月13日㈬　午前

3月13日㈬　午前

保健センター 1,000円

◎ 肺がん
40歳以上 ※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。

※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

3月10日㈰　午前 保健センター レントゲン撮影500円
たんの検査500円

8 2019・2・20



対　象　一度も助成を利用したことがない次の方（①、②のど
ちらか1回に限ります。）
①右表の生年月日に該当し、初めてこのワクチンを接種する方
②65歳以上で、5年以上前に全額自費で接種したことがある方
期　間　平成31年3月31日㈰まで
助成額　各3,000円　持ち物　予診票・健康手帳・健康保険証
自己負担額　① 5,000円 ② 助成額を除いた額
※60歳から65歳未満の方で医師により接種が必要であると判断
された場合は、対象になる場合があります。

対　象　平成24年4月2日～平成25年4月1日生まれの方　期　間　平成31年3月31日㈰まで　　
ところ　実施医療機関　費　用　無料（１回に限ります）　持ち物　母子健康手帳・予診票・健康保険証
※予診票がない方は、健康づくり課または地区市民センターへ母子健康手帳を持ってお越しください。
※外国籍の方は、母子健康手帳と対象児の在留カードを持って、健康づくり課へお越しください。

予防接種予防接種

■高齢者用肺炎球菌（23価）予防接種

■ＭＲ（麻しん・風しん混合）第2期　

すずか健康マイレージすずか健康マイレージ
対　象　鈴鹿市に住民登録している40歳以上の方　　期　間　平成31年3月25日㈪まで
申　請　3月29日㈮17時15分までに健康づくり課へ（3月は混み合うことが予想されます。）
内　容　自身が設定した健康目標の達成や各種健（検）診、健康事業などに参加するとポイントが貯まり、
特典を受けることができます。詳しくは、広報すずか6月5日号または市ホームページをご覧ください。
なお、◎印が付いたものが、健康マイレージポイント対象事業です。

対　象／20歳以上の方（骨粗しょう症治療中の方、平成30年度に保健センターで測定された方を除く）
と　き／3月4日㈪　9時30分～11時、13時30分～15時（ご都合のよい時間にお越しください。）
ところ／保健センター　　費　用／無料　　申込み／不要　　
※はだしになれる服装でお越しください。　※当日は混み合うことが予想されます。

◎骨密度チェック（簡易骨密度測定）

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ定 員 費 用申込み（電話予約制）と 　 　 き

無料

※動きやすい服装でお越しください

無料保健
センター

◎健康ひろば
（体力チェック編）
65歳以上の方

40人3月25日㈪
10時～11時30分

転倒予防に役立つ
体力チェック

2月28日㈭から
(先着順)

無料保健
センター

むし歯予防コース
（幼児）

１歳半～２歳未満の幼児
とその保護者の方

20組３月１４日㈭
１０時～１１時３０分

むし歯予防の話、ブラッ
シング指導、個別相談

２月２７日㈬から
(先着順)

保健
センター

プレパパ・ママコース
妊娠５カ月～妊娠８カ月の
方とその夫で初参加の方

午前・午後
各１５組

3月１７日㈰
９時３０分～１１時４５分、
１３時３０分～１５時４５分

助産師による講話、赤ち
ゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など 

２月２６日㈫から
(先着順)

鈴鹿市に住民登録のある方が対象です。申し込みは、電話で健康づくり課へ
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクスでご相談ください。教　室教　室

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 申込みと 　 　 き

不要ふれあいセンター
ふれあいホール

◎ 市民健康講座
（医師による講演会と

質疑応答）
3月14日㈭

13時15分～14時30分
松本卓也 医師（精神科）

「不安な気持ちとのつきあい方
～不安障害について～」

無料保健
センター

離乳食コース
平成３０年９月～１１月
生まれの乳児をもつ方

30組３月８日㈮
１０時～１１時３０分

離乳食の進め方について
（５～８カ月頃の離乳食）、

栄養相談
２月２５日㈪から
(先着順)

生　年　月　日
昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生

昭和  8年4月2日生～昭和  9年4月1日生

昭和23年4月2日生～昭和24年4月1日生

昭和  3年4月2日生～昭和  4年4月1日生

昭和18年4月2日生～昭和19年4月1日生

大正12年4月2日生～大正13年4月1日生

昭和13年4月2日生～昭和14年4月1日生

大正  7年4月2日生～大正  8年4月1日生
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マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

廃棄物対策課　 382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

 ごみの不法投棄は犯罪です

　「見られていなければ大丈夫」、「処理にお金がかかる」、「分別が面倒」などの
身勝手な理由によるごみの不法投棄が後を絶ちません。ごみのポイ捨てや不法
投棄は犯罪です。不法投棄のない社会の実現に向けて、ご協力をお願いします。

早期発見・早期対応にご協力を早期発見・早期対応にご協力を

不法投棄撲滅に向けた取り組み不法投棄撲滅に向けた取り組み

　法律に違反してごみを捨てた者には、
5年以下の懲役もしくは1,000万円以
下の罰金が科せられます。

ごみの不法投棄への罰則　ごみの不法投棄には厳しい罰則が科せられている
にも関わらず、市内で不法投棄が発生しています。家
庭ごみのほか、排出時に費用のかかる家電4品目（テ
レビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・乾燥機）や粗
大ごみ、市の処理施設で処理できないタイヤや消火
器などの処理困難物が多く投棄されています。

　市では不法投棄の防止のために、次の対策を行っています。

　ごみの不法投棄は生活環境や景観が損なわれるだけでなく、土地所有者の財産を
侵害する絶対に許されない行為です。不法投棄を防止するためには、啓発や監視の
強化とともに、早期発見・早期対応が重要です。不法投棄を発見された場合は、速や
かに警察や市、土地管理者などに連絡をお願いします。

多発するごみの不法投棄多発するごみの不法投棄

監視カメラの設置 看板の支給

　市内の不法投棄多発
箇所を中心に監視カメラ
を設置し、監視を強化し
ています。

　不法投棄未然防止のた
め、土地を所有または管理
されている方に不法投棄禁
止看板を支給しています。

パトロール・清掃活動の実施 当事者への指導

　不法投棄多発箇所を
中心にパトロールと清掃
活動を行い、不法投棄の
誘発を防止しています。

　関係機関と連携して、不法投棄当事者へ 
原状回復の指導を行っています。また、悪
質・多量の不法投棄については、警察と連
携して対応しています。
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388-0622●市武道館

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

●西部体育館 371-1476

第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・
ヨガ・体操など

3
March

 9:00～21:00
18:00～21:00
13:00～21:00
13:00～17:00
9:00～17:00
9:00～12:00
9:00～12:00
18:00～21:00

4・17・18・23・28・30日
3・24日  
10・24・31日
5・9・12・13・16・21日
2・7・14・19・22・26・27・29日
1・8・15日

17日

 9:00～21:00
13:00～21:00
9:00～17:00
18:00～21:00
9:00～12:00
18:00～21:00

1～8・12・14・15・18・19
21～23・26～31日
17・24日      
13・20日      
10・16日

9日

3・4・7・8・10・18・22・24・28・29日
5・12・14・19・21・26日  
1・6・13・15・20・27日
2・9・23・30日
16・17・31日

 9:00～21:00
9:00～17:00
13:00～21:00
13:00～17:00
18:00～21:00

9:00～21:001～10・12～24・26～31日

◎印は予約制です。

こころの健康相談 7日 13：30～15：30 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958

春分の日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

休館日　１１日㈪、２５日㈪

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
●三重交通Gスポーツの杜鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン）

休館日 3月4日㈪

バスケットボール

卓　　　球

9：00～21：00
9：00～12：00

13：00～21：00

18：00～21：00

9：00～21：00

13：00～21：00
18：00～21：00

9：00～21：00

9：00～12：00
9：00～17：00
13：00～17：00
13：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～12：00
13：00～21：00

7・11・14・20～23・25・27～29・31日
30日
1・4～6・8・12・13・15・18・
19・26日
10・16・17・24・30日
7・11・14・20・21 ・25・27・
28・31日
4～6・12・13・18・19・23・26日
10・16・17・24・30日
7・11・14・20・21・25・27・
28・31日
23・30日
22・29日
1・8・15日
4～6・12・13・18・19・26日
10・16・17・23・24・30日
22・29日
23・30日
1・8・15日

バドミントン・
ファミリー
バドミントン

バレーボール

3月

・
5
日

・
金
曜
日

休館日

相
　
談

◎交通事故相談（弁護士） 13：00～15：00

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 1・8・22・29日 10：00～15：00
◎交通事故相談（NPO） 18日

26日
10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 14日 10：00～12：00 市民対話課外国人交流室

子ども教育相談

月～金曜日
女性相談
家庭児童相談

発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 13・27日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市役所本館2階
（市民対話課）

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援課）

市役所西館1階（子ども家庭支援課）

子ども家庭支援課

382-9058

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

1・5・7・8・12・14・
15・26・28・29日女性のための電話相談

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 　 合 　 せ

◎総合相談 15日 10：00～15：00

旭が丘公民館人権相談 13：00～16：00 人権政策課 382-9011　　382-221414日

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士による相談です。
（行政相談のみ予約不要）
※弁護士・司法書士の相談は、相談後3カ月間次
の予約ができません。

※司法書士の予約は、2月25日㈪から受け付けします。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

●開館時間　本館　9時～19時（土・日曜日、祝日は9時～17時）　　　　　　江島分館　9時～17時

●江島分館こどもシアター　23日㈯10時～11時30分／13時30分～15時　2階ギャラリー【幼児・小学生対象】

●おはなし会
（絵本などの読み聞かせ）

382-0347

図
書
館

●配本／ふれあいライブラリー

387-0665

庄内公 民 館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長 太公民館
箕田公 民 館

6日㈬
20日㈬

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴 峰 公民 館
加佐登公民館
合川公 民 館
天名公 民 館
稲生 公民館

神戸公 民 館
清 和公 民 館   
飯 野 公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣 公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

久間田公民館
河曲公 民 館
郡山公 民 館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

13日㈬11日㈪ 14日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

石薬師公民館
牧田公 民 館
愛宕 公民館
白子 公 民 館
若松 公民館

本館（1階おはなしのへや）2日、10日、16日14時30分～15時　14日10時30分～10時50分　23日10時30分～11時
江島分館7日10時30分～11時（1階閲覧室）　 9日11時～11時45分（2階ギャラリー）

椿 公 民 館
深伊沢公民館
井田川公民館
国府 公 民 館  
住 吉 公 民 館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

3月

3月

7日㈭
19日㈫
【21日㈭
から変更】

AGF鈴鹿体育館(正・副）は、大規模改修工事により
休館しています。ご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
※開館は、2020年を予定しています。

4日㈪
18日㈪

※大会などで一般公開に制限がある場合があります。
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〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   
■編集／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219　   

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［1月31日現在］

1
広報すずか　平成31年(2019年)2月20日号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。

■発行／鈴鹿市　 http：//www.city.suzuka.lg.jp/
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

さまざまな媒体で情報を発信しています

※スマホの場合は2次元コードを読み取って、パソコンの場合は市ホームページからアクセスしてください。

ツイッターツイッター 広報すずかスマホ版メルモニ

件　数/3件、うち建物3件（3件、3件増） 出動数/975件（975件、64件増）

人口/200,261人（127人減） 男性/100,117人（37人減） 女性/100,144人（90人減） 世帯数/85,791世帯（2世帯増）

事故数/525件、うち人身事故47件（525件、44件減） 死者数/0人（0人、2人減） 傷者数/56人（56人、41人減）

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分
16時30分

月・水・金曜日

8時03分
17時30分

火・木曜日

8時03分
13時30分

土・日曜日

月・水・金・日曜日・・・9時50分、20時（10分間）
火・木・土曜日・・・12時50分、20時（10分間）

『ベルディ便り』

再生紙を使用しています。この冊子は
資源ごみの「新聞」に分別してください。

※パソコンからも聞けます。詳しくはSuzuka Voice FMのホームページで

78.3MHz

学校給食人気メニューのレシピを紹介します
なばなとコーンのソテー

給
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　なばなの生産

量は三重県が全国

1 位 で 、「 三 重 な ば

な」としてみえの伝統

野菜にも登録されてい

ます。ほのかな苦味が

特徴で、お浸し、炒め

物、和え物など、色々な

料理に合います。

なばな　　　 1 2 5ｇ
コーン缶　　　5 0ｇ
サラダ油　　小さじ１
塩・こしょう　　少々

〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉〈4人分の材料〉 〈作り方〉〈作り方〉

①なばなは、２～３ｃｍの長さに切り
、さっと茹でてザル

にあけ、水気を切っておく。

②鍋にサラダ油を熱してコーンを炒
める。塩・こしょうを

加える。
③なばなを加えて炒め合わせる。

〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉〈作り方〉

3月1日㈮～3月15日㈮…自然環境と里山保全

白菜と厚揚げのマーボー白菜と厚揚げのマーボー

三重なばな三重なばな

なばなとコーンのソテーなばなとコーンのソテー




