
稲生小学校の給食調理室で回転窯を囲んでいるのは稲生小学校、桜島小学校、
愛宕小学校の調理員です。子どもたちに安全・安心でおいしい給食をお届けします。

特 集 学校給食
民生委員100周年
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安全・安心な給食を

提供しています
  子どもたちに安全で安心な給食を

提供するために行っている取り組み

などをお知らせします。

給食ができるまでの流れ

献立の作成

給食センター調理

学校調理

（自校調理校）

配　送
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学
校給食は、児童生徒の心身

の健全な発達に資するもの

であり、児童生徒の食に関する正

しい理解と適切な判断力を養う上

で重要な役割を担っています。こ

のため、特に安全で安心な学校給

食の提供が求められます。

　学校給食を提供するに当たって

は、おいしい給食であることはも

ちろんのこと、学校給食衛生管理

基準に従い、食品事故を起こさな

いための安全管理が重要です。学

校給食の衛生管理は、教育委員会、

管理者である校長や給食センター

所長、学校給食衛生管理者である

栄養教諭、学校給食調理員などが

それぞれ責任を持って実施してい

ます。

本
　市は、学校に給食調理室

を持つ自校調理校と、給食

センターで作った給食が配送され

るセンター校があります。18 の

公立小学校と併設幼稚園が自校調

理校です。

　給食センターは 2つあり、「鈴

鹿市学校給食センター」では 12

の小学校と併設幼稚園の給食を、

「鈴鹿市第二学校給食センター」

では公立中学校 10 校全ての給食

を調理しています。

　平成 29 年度から、それぞれの

調理施設の利点を生かしたよりよ

い給食提供のため、小学校・幼稚

園給食で自校調理校とセンター校

で献立を分け、中学校給食と合わ

せて 3つの献立をそれぞれ考えて

います。給食に関する基本的な考

え方は同じであり、「安全・安心

な給食」を安定して提供するため

献立を検討し、食材の購入を行っ

ています。また、アレルギー対応

についても国の対応指針に沿っ

て、安全性を最優先して実施して

います。

献立ができるまで
　栄養価はもちろん、価格、衛生面、

さらに子どもたちに旬を感じてもら

える献立を考えています。

栄
養価や季節感を考えた献立

の原案作りから始まり、そ

れを基にして、学校の先生やＰＴ

Ａの方を交えて検討を行い、献立

を決定します。献立決定後も、食

材価格やそのときの状況に応じ

て、食材の変更など柔軟な対応を

行います。

献立原案作成

　5～ 8カ月前

に栄養教諭など

で、献立の原案

を作成していま

す。栄養価はも

ちろんのこと、

望ましい食習慣

の形成、子ども

の嗜好、旬の食

材、地場産物の

活用、価格、そして衛生的な調理

ができるかなどを考慮していま

す。

献立検討

　献立原案を基に、校長・園長、

ＰＴＡの方、調理員を交え、さま

ざまな意見が反映されるように検

討します。また、過去の献立の課

題検討も行います。

食材選定

　献立が決まると、全体で共同購

入する食材の選定を行います。良

質で安全かつ安価に購入できるも

のを選びます。また、給食物資納

品規格だけでは品質の判断がつき

にくいものについては、いくつか

の食材を試食して総合的な評価を

行っています。

調理員講習会

　栄養教諭が、各調理室の調理員

代表に新献立の調理のデモンスト

レーションと各月の調理のポイン

トを説明します。調理員同士の意

見交換も行っています。

給食の材料費
小学校・幼稚園が１食約 240 円、

中学校が 1 食約 300 円

材料費は保護者から集めてい

ます。

給食にはこのほか、施設の維持や

そこで働く人の経費がかかってい

ます。

小学校・幼稚園 中　学　校

ごはん パ　ン ごはん パ　ン
主 食 代

57 円 44 円 68 円 50 円
牛 乳 代 49 円 49 円 49 円 49 円
おかず代 134 円 146 円 183 円 200 円

平成29年度

一食あたり 約 240 円 約 300 円

※おかず代は献立により変動します。 （上記は税込価格）

地元や国内産の食材を

　積極的に使っています

地
元で生産された食材を積極

的に取り入れ、食品の種類

を幅広く組み合わせることによ

り、食事内容の質の向上と栄養バ

ランスを保つよう工夫していま

す。

　現在、お米は鈴鹿市産のコシヒ

カリを使用し、白いご飯が主です

が、わかめご飯、赤かぶご飯、ち

らしずしなど、変わりご飯も取り

入れ変化を持たせています。

　また、パンは県内産小麦粉

30％を含んだ無漂白の小麦粉を使

用し、おかずに合わせやすいよう

に甘みを抑えた、食事にふさわし

いパンにしています。コッペパン、

黒糖パン、鈴鹿のお茶パン、自分

でつくる楽しみのあるセルフバー

ガーパンなどがあり、子どもたち

の大好きな揚げパンなども登場し

ます。

栄養教諭からのメッセージ

を味わってほしい旬
こだわり

　栄養教諭の仕事は、献立作成や

食育授業などが代表的なもので

す。献立作成では、栄養価はもち

ろんですが、地域の食材を使い、

また、必ず旬のものを取り入れる

よう心掛けています。給食から子

どもたちが季節を感じられるよう

になってもらいたいので、食育の

授業以外にも給食の時間に教室を

回って、旬の食材を紹介するよう

にしています。

　食育の授業では、体験的なこと

を取り入れるようにしています。

例えば大豆などは調理された状態

で出てくることがほとんどです

が、乾燥大豆を実際に噛んでみた

り、豆乳や豆腐になるといった「食

材」の変化を見てもらったりする

など実体験で学んでいってもらう

ようにしています。

子どもたちに伝えたいこと

　子どものころから自分の健康を

自分で守れるようになってほしい

です。子どもたちが、給食を通し

て苦手なものを食べられるように

なったのを見たり、「給食から夏

を見つけたい。」と言ってくれた

ときは、教えていることが伝わっ

ていると思えてうれしかったで

す。
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安心しておいしく

食べられるよう

丁寧に作っています
  ある日の献立の一つ、カレーシ

チューができるまでを紹介します。

1 食材の検収（確認作業）

　納品された食材の量や品質

をはじめ、賞味期限や製造番

号など、また、冷蔵冷凍品では、

食材の温度を計り、適切な温

度で配送されているかを確認

し、専用容器に移し替え、異物、

鮮度のチェックをします。

2 下処理作業（野菜洗浄）

　じゃが芋や人参などの根菜

類は、機械や器具で皮をむき、

３槽に分かれたシンクを使っ

て丁寧に３回こすり洗いをし

ます。ほうれん草やキャベツ

などの葉物野菜は、葉をバラ

バラにして、異物確認をしな

がら、流水で３回洗います。

3 下処理作業（切菜）

  子どもたちの口の大きさに

配慮し、包丁やスライサーを

使って、料理に応じた大きさ

や形に切ります。

4 カレーのルウ作り

　牛乳や小麦粉から手作りを

しています。牛乳は網でこし

て、異物が入っていないか確

認しています。約1時間 30分、

じっくり色づくまでヘラで炒

め続けます。

5 完　成

　材料を炒めて、やわらかく

煮ます。最後に手作りのルウ

を入れて、きちんと加熱され

ているかどうか温度確認をし

て、カレーシチューの完成で

す。

6

　できあがった給食は、クラ

スごとの食缶に分けます。

学校給食のアンケート結果

  昨年度、児童・園児の保護者に

アンケート調査を行いました。

対　　象　幼稚園・小学校の保護

者

回収枚数　7,574 枚

　アンケート結果 

　幼稚園・小学校の保護者

給食の味について

おいしい

54.1％どちらかといえば
おいしい

18.7％

普通

20.6％

どちらかといえば
おいしくない
2.5％

おいしくない1.2％
その他 2.9％

 　おいしくない、どちらかとい

えばおいしくないという意見の合

計は 3.7％でした。個人の嗜好に

よる部分もありますが、意見をく

み取り、献立を工夫するなどより

よい給食を 提供していきます。

給食の量について

ちょうどよい
58.8％

多い 2.4％

その他 3.2％

少ない 6.4％

少し多い
13.5％少し少ない

15.7％

　６割程度はちょうどよいとの回

答ですが、多い・少ないとの回答

も少なくありません。学校内で配

分の工夫や、基準の見直しも含め

て検討していきます。

調理員からのメッセージ

子
どもたちに喜ばれる
     給食を作りたい

調理の際に気をつけていること

　異物が入らないように細心の注

意を払って、衛生管理に気をつけ

ているのはもちろんですが、苦手

な食材を食べやすいように切った

りして、食べ残しが少なくなるよ

うに工夫しています。

調理員をしていて

うれしかったこと

　食べ残しが少なかったときや、

食器を返しにきた子どもたちから

「給食おいしかった。」と言っても

らえるときが一番です。

子どもたちに伝えたいこと

　給食で好き嫌いがなくなって、

何でも食べられるようになってほ

しいです。学校に来る楽しみの一

つが給食であってくれるとうれし

いです。

稲生小学校　調理員

伊藤美恵子さん

　この 2つの項目以外にも質問

し、たくさんの回答をいただきま

した。今後アンケート結果を参考

にして、より安全・安心でおいし

い給食を安定して提供できるよ

う、一層努力していきます。今後

とも学校給食をよろしくお願いし

ます。

今回の特集に関する

ご意見・ご感想は

教育総務課

　382-1214　 383-7878

　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp 



民生委員制度創設 100 周年

～ 見守り、支え、地域を

つなぐ　あなたのまちの

民生委員・児童委員～

　民生委員制度は大正 6 年に岡山県

で発足した「済世顧問制度」に始まり、

創設 100 周年を迎えました。生活に

困窮する人々を救うために始まった

制度で、その後、今日に至るまでさ

まざまな理由で生活上の課題を抱え

る人々の支えとなってきました。

1 0 0 年 の 歴 史

大正 ６（1917）年 岡山県で民生委員制度の源と
 いわれる「済世顧問制度」が発足

大正 ７（1918）年 大阪府で「方面委員制度」が発足

昭和 ３（1928）年 方面委員制度全国普及

昭和11（1936）年 方面委員令公布
 （これにより方面委員の活動が全国
 　統一的に運用されるようになる）

昭和21（1946）年 民生委員令公布

昭和22（1947）年 児童福祉法公布

昭和23（1948）年 民生委員法公布

平成 ６（1994）年 主任児童委員制度創設

平成29（2017）年 民生委員制度100周年

発

発

民

足当初は生活困窮者に対す

る援護活動を中心に活動を

展開していましたが、昭和 21 年

の民生委員令公布により、救貧活

動だけでなく、地域の福祉増進の

ために幅広い活動を行うことにな

りました。

　全国民生委員児童委員協議会

は、民生委員制度創設 60 周年を

期して毎年5月1 日を「民生委員・

児童委員の日」としました。これ

は、大正 6年 5月 12 日に岡山県

済世顧問制度設置規定が公布され

たことに由来するものです。合わ

せて 12 日からの一週間を強化週

間と位置づけ、地域住民や関係機

関に民生委員・児童委員やその活

動を周知するためのさまざまな取

り組みが行われています。

　現在では全国で約 23 万人、市

内では 370 人の民生委員・児童委

員が活動しています。

生委員・児童委員は、自ら

も地域住民の一員として、

担当する地域において、住民の生

活上のさまざまな相談に応じ、行

政をはじめ適切な支援やサービス

への「つなぎ役」としての役割や、

高齢者や障がい者世帯の見守りや

安否確認などにも重要な役割を果

たしています。

　民生委員・児童委員の活動は、

住民との信頼関係の上に成り立っ

ています。

　そのため、法に基づき守秘義務

が課されており、基本的人権の尊

重や政治的中立性などを特に重視

して活動しています。

　子育てに関する支援を専門に担

当する「主任児童委員」もいます。

子育てに関する相談支援・情報の

提供など、同じ地域に住む身近な

相談役として、全国で約 2万 1千

人、鈴鹿市では民生委員・児童委

員 370 人のうち 35 人が主任児童

委員として活動しています。

「おはようございます♪」
  元気にあいさつを交わす児童たち。

民生委員・児童委員は安心・安全な

まちづくりのために、地域の見守り

活動を行っています。活動時は一目

で気付いてもらえるよう、水色のジャ

ンパーを着用しています。

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会

副会長　中川　久子さん

  私は、毎朝小学生の集合場所で、

登校の見守りをしています。中高

生、社会人の方も多く通られます。

「おはようございます。いってらっ

しゃい」と声を交わします。子ど

も達からは「おばさん、知ってる

人ようけおるなあ」と感心されま

すが、挨拶をして怒る人はいませ

ん。

　そんなある日、小学生の頃から

挨拶を交わしている青年が「おば

さん、僕今日で二十歳になったよ」

と報告してくれました。私はとて

も嬉しくなり、まるで孫の成長を

見ているように思いました。

　このように、子どもたちが地域

に見守られているという安心感の

下に成長していくのを目の当たり

にし、挨拶をきっかけとして地域

の人たちとつながりをもっていく

ことはとても大切だと感じまし

た。今後も、子ども達が元気に怪

我なく登校できるように、見守り

を続けていきたいと思っていま

す。

今回の特集に関する

ご意見・ご感想はこちら

健康福祉政策課

　382-9012　 382-7607

   kenkofukushiseisaku@

city.suzuka.lg.jp 



Machikado Shot

笑顔の花が満開に 

女性活躍 in 落語界

3 月 26 日 ( 日 )

　さまざまな分野で女性が活躍し

ていることを知っていただくため

に、女性活躍推進セミナーがジェ

フリーすずかで行われました。第

一部では露の都さん（日本で第一

号の女性落語家）と、桂三扇さん

（ママさん落語家）による落語が

披露され、第二部では男社会と言

われる落語会に飛び込んだきっか

けや子育てとの両立などについて

お話いただきました。ユーモア溢

れる二人の話に会場は笑い声で満

たされました。

お目当ては恐竜！？　

鈴鹿さくら祭り

4 月 2 日 ( 日 )

　旭化成株式会社鈴鹿製造所で鈴

鹿さくら祭りが行われました。今

年はさくらの開花が遅れました

が、動いて吼えるＴ－レックスや

スピード感溢れるゴーカートな

ど、21 頭の恐竜たちが会場を賑

わせました。

春の植木祭り

自慢の植木

800 種類が勢ぞろい

4 月 8 日 ( 土 )

　鈴鹿フラワーパークで春の植木

まつりが行われました。小さなも

のから大きなものまでたくさんの

植木が並び、より取り見取り。寄

せ植え体験では、思い思いに購入

した植木を鉢に並べ、世界に一つ

だけの「植木」を楽しみました。

五感で春を満喫 つつじまつり

4 月 15 日 ( 土 )

　伊奈冨神社で、つつじまつりが

開催されました。数千株が満開を

迎えたムラサキツツジと所々に咲

く桜のコントラストが美しく、時

折吹く風に桜の花びらが舞い散る

中、訪れた皆さんは散策やお弁当、

写真撮影とそれぞれに春を楽しん

でいました。またこの日は雅楽も

行われました。

鈴鹿の歴史に思いを馳せる

発掘担当者による展示解説

4 月 15 日 ( 土 )

　速報展「発掘された鈴鹿 2016」

の内容について、実際に発掘調査

を担当した職員が、分かりやすく

解説する説明会が考古博物館特別

展示室で開催されました。参加者

は展示品を前に説明される内容に

耳を傾けるだけでなく、熱心にメ

モを取り、積極的に質問するなど

して理解を深めていました。

豪華な山車が

まちを彩る伝統行事

しろこ春祭り

4 月 16 日 ( 日 )

　勝速日神社で「しろこ春祭り」

が行われました。鈴鹿太鼓保存会

の皆さんによる鈴鹿太鼓の演奏が

披露されたほか、江戸時代に造ら

れたとされる山車（市指定文化財）

がまち中を巡行し、白子の春をき

らびやかに盛り上げました。



とき／5月27日㈯・28日㈰9時から　
ところ／鈴鹿ハンターサブコート　
内容／皐月盆栽の花季展示、栽培の
相談コーナーを行います。※会員募
集中です。

対象／発達に障がいのある子の保
護者　とき／毎月第2火曜日10時～
13時　ところ／社会福祉センター　
内容／情報交換や発達障がいの勉
強など　参加料／無料　申込み／電
子メールで

とき／5月16日㈫・28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
法を組み合わせた健康法　参加料
／無料　※詳しくはお電話ください。

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／5月10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

とき／毎月第1、3木曜日13時～15
時　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　参加料／全6回3,000
円(継続可能)　※着付：着物の販
売はありません　組紐：丸台無料
貸与有。帯締め1本組めます。

とき／5月1日㈪～6月30日㈮　とこ
ろ／百五銀行旭が丘支店　内容／
書道、筆ペン、ペン字、実用書道で、墨
は鈴鹿墨を主として書きました。※ご
高覧をお待ちしております。

対象／認知症当事者、家族など、
どなたでも　とき／5月21日㈰13時
30分～15時30分　ところ／長太
の寄合所「くじら」　内容／お茶
会、介護相談、健康測定会、昭和の
遊び　参加料／無料

三重県皐月協会　大林　382-2143

こんぺいとう　堀井　
sas.tanpopo@gmail.com

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　　090-3154-7323

下野　370-4620

NDC本部　386-2509

木平桂洞　　386-0587

佐野　395-1212

皐月花季展示大会

一緒におしゃべりしませんか？

笑いヨガ(ラフターヨガ)
体験会

認知症の人と家族の会の
つどい

NDC本部着付け、
組紐生徒募集

木平桂洞作品展

D－カフェ・健康測定会

28日㈰9時から　
ところ／鈴鹿ハンターサブコート　

栽培の
※会員募

とき／5月7日㈰9時　ところ／青少年の
森運動場　内容／誰でもできる、2本の
ポールを持って押しながら歩く健康づくり
スポーツです。歩きに自信がない人でも、
続ければ姿勢よく大股で歩けるようにな
ります。※詳しくはホームページで

対象／発達に障がいのある子の保
護者　とき／毎月第2火曜日10時～
13時　ところ／社会福祉センター　
内容／情報交換や発達障がいの勉
強など　参加料／無料　申込み／電

とき／5月21日㈰9時～12時　とこ
ろ／桜の森公園　内容／ストラッ
クアウト、ロゲイングなどニュース
ポーツ　定員／200人　参加料／
200円　申込み／電話で

28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
法を組み合わせた健康法　参加料
／無料　※詳しくはお電話ください。

とき／5月9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親を中
心とした集まりです。連休明けになり
ます。心配なことをご相談ください。

関心のある方どなたで
も　とき／5月10日㈬13時30分～15時
30分　ところ／牧田コミュニティセン

介護
会員

とき／5月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内
容／夏野菜の栽培管理、土の酸性度
について、管理作業の方法など　講
師／板坂康行　参加料／300円

3木曜日13時～15
時　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　参加料／全6回3,000

着物の販
売はありません　組紐：丸台無料

対象／18歳～68歳の健康な方　定
員／20人　申込み／往復はがきに
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番
号を記載の上、県立美術館ボラン
ティア「欅の会」(津市大谷町11)へ

とき／5月1日㈪～6月30日㈮　とこ
ろ／百五銀行旭が丘支店　内容／

実用書道で、墨
※ご

とき／5月26日㈮10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節の童
謡、唱歌を歌いながら笑って脳トレし
ます。昭和歌謡も歌います。　参加
料／500円　※気軽にお問い合せく
ださい

家族など、
どなたでも　とき／5月21日㈰13時
30分～15時30分　ところ／長太

「くじら」　内容／お茶
昭和の

とき／5月19日㈮14時からズンバ：
音楽に合わせたダンスエクササイ
ズ　15時からピラティス：健康維
持に役立つ筋肉エクササイズ　と
ころ／文化会館　参加料／初回各
500円

民ギャラリー　

三重県皐月協会　大林　382-2143 すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤　
090-1747-3394　　http://snwc1130.com

鈴鹿市レクリエーション協会
江口　　090-1982-9209

保井　090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　　378-0041

欅の会　059-227-2100 事務局　辻　　090-4501-3435

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさいまゆみ　　090-7048-8120

H・Bフィットネス
松尾　　090-8330-8852

ノルディックウオーキング
体験会

一緒におしゃべりしませんか？ あそびの日2017

鈴鹿不登校を考える親の会

認知症の人と家族の会の 自然農法セミナー第2講

県立美術館
ボランティア会員募集

第2回
音楽療法で脳をうきうき

ズンバ・ピラティス
参加者募集

とき／5月7日㈰9時　ところ／青少年の
2本の

て押しながら歩く健康づくり
でも、

続ければ姿勢よく大股で歩けるようにな

対象／幼児から高校生、親子も可　
とき／毎月第2土曜日10時から、13
時から、14時30分から　ところ／文
化会館　参加料／茶菓代程度　申
込み／電話で　※当日参加も可能で
す。

とき／5月21日㈰9時～12時　とこ
ろ／桜の森公園　内容／ストラッ

ロゲイングなどニュース
ポーツ　定員／200人　参加料／

とき／毎週水曜日10時～11時30
分　ところ／ジェフリーすずか　内
容／アメリカ人の講師とみんなで楽
しく会話をしましょう。　受講料／
2万2,000円（全20回）

とき／5月9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親を中

連休明けになり
心配なことをご相談ください。

とき／月1回　内容／英語で日常生
活、社会、世界を語る会(主に現・元中
学、高校、大学教師、海外在住経験
者、留学生、外国人)　参加料／飲食・
昼食代程度　※楽しい会です。特に
英語教師歓迎。

とき／5月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内

土の酸性度
管理作業の方法など　講

とき／5月13日㈯13時～16時　とこ
ろ／県総合文化センターフレンテみ
え　内容／妊婦体験、赤ちゃん抱っ
こ体験、救命処置、老人体験、健康
チェック、白衣の試着など　入場料
／無料

対象／18歳～68歳の健康な方　定
員／20人　申込み／往復はがきに

電話番
県立美術館ボラン

とき／5月14日㈰13時30分から(開
場13時)　ところ／文化会館けやきホー
ル　内容／童謡あり流行歌ありサウ
ンドオブミュージックの演劇ありの
ステージをお楽しみください。　入場
料／500円

とき／5月26日㈮10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節の童

て脳トレし
　参加

料／500円　※気軽にお問い合せく

対象／発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を持つ母
親　とき／5月27日㈯10時～12時　ところ／自閉症
の子育て相談室(神戸3-2-39)　内容／杉の子特別支
援学校を卒業された20歳の子を持つ先輩ママの経
験談。子育ての見通しがたてられます。参加料／
1,000円　申込み／5月25日㈭までに電子メールで

とき／5月19日㈮14時からズンバ：
音楽に合わせたダンスエクササイ

健康維
持に役立つ筋肉エクササイズ　と
ころ／文化会館　参加料／初回各

とき／5月22日㈪・23日㈫9時～
16時　ところ／市役所本館１階市
民ギャラリー　※14時から先着
20人の方にばらの花を1本プレゼ
ントします。色などは選べません。

磯路会　増井　386-7256

中村　090-3314-3177

シゲタ　387-7717

三重県看護協会　三重県ナースセンター
　059-222-0466

欅の会　059-227-2100 事務局　辻　　090-4501-3435

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 自閉症の子育て相談室
樋口さおり　　tyaru0401@yahoo.co.jp

鈴鹿ばら会　090-1720-3689

ノルディックウオーキング 鈴鹿こども茶道教室 グループホームの現状と課題

初級英会話サークル
受講生募集

鈴鹿不登校を考える親の会 鈴鹿イングリッシュ・サロン
会員募集

みえ看護フェスタ2017
～看護でつなぐ地域の暮らし～

西部少年少女合唱団
コンサート

「お金のいらない国」

発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を持つ
ママのための心が軽くなる座談会

春のばら展

親子も可　
とき／毎月第2土曜日10時から、13
時から、14時30分から　ところ／文
化会館　参加料／茶菓代程度　申
込み／電話で　※当日参加も可能で

対象／障がいのある方の生活を考えている方
(保護者、本人)　とき／5月19日㈮10時～
12時　ところ／四日市市文化会館　内容／グ
ループホーム管理者の立場からのお話　講師
／金原真由美　参加料／1,000円(本人割引
可)　申込み／電話で

とき／毎週水曜日10時～11時30
分　ところ／ジェフリーすずか　内
容／アメリカ人の講師とみんなで楽

　受講料／

対象／65歳以上の男性　とき／5月
19日から毎月第3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／5月10日㈬まで

とき／月1回　内容／英語で日常生
元中

海外在住経験
外国人)　参加料／飲食・

特に

とき／原則毎週月曜日13時～15時　ところ
／社会福祉センター　※身体に障がいをお
持ちの皆さん、スポーツ吹矢で健康づくりと
仲間づくりを目標に参加しませんか。車いす、
歩行杖使用者でも参加いただけます。詳しく
は電話または見学に来てください。

とき／5月13日㈯13時～16時　とこ
フレンテみ
赤ちゃん抱っ

健康
白衣の試着など　入場料

とき／5月28日㈰（雨天時6月4日
㈰）　集合／近鉄桑名駅9時30分　
内容／海岸線を歩くその1（約
12kmコース）　参加料／200円　
※初参加者歓迎

とき／5月14日㈰13時30分から(開
／文化会館けやきホー

ル　内容／童謡あり流行歌ありサウ
ンドオブミュージックの演劇ありの

　入場

とき／5月14日㈰14時～16時30分
(開場13時30分)　ところ／鈴鹿カル
チャーステーション　内容／大笑い
しながら、未来の世界を描こう！　語
り手／長島龍人　参加料／500円　
申込み／電話で

ボーダー含む)児を持つ母
親　とき／5月27日㈯10時～12時　ところ／自閉症
の子育て相談室(神戸3-2-39)　内容／杉の子特別支
援学校を卒業された20歳の子を持つ先輩ママの経

参加料／

とき／5月20日㈯13時30分から　と
ころ／ジェフリーすずかホール　内
容／鈴鹿の地で生き、平和と文学を
追求し続けた清水信さん(文学評論
家)を悼んで、その足跡をたどります。
参加料／無料

とき／5月22日㈪・23日㈫9時～
／市役所本館１階市
※14時から先着

20人の方にばらの花を1本プレゼ
色などは選べません。

とき／5月21日㈰・28日㈰9時～
17時　ところ／鈴鹿ハンター南口　
内容／収集受け付けさせていただきま
す。　※ご協力よろしくお願いします。

成人したわが子の生活を考える会
　恒矢　090-5606-8721

忍ゼミ　見取篤　080-5139-0955

三重県身障者スポーツ吹矢協会　
藤本治市　　090-5037-4968

鈴木利昭　080-1611-9264

実行委員会　　389-6603

九条の会すずか　稲垣　371-0246

明社鈴亀地区協議会
成松賢治　　090-2137-4116

鈴鹿こども茶道教室 グループホームの現状と課題

今から始める
男性のための料理講座

鈴鹿イングリッシュ・サロン スポーツ吹矢を
一緒にやりましょう

～看護でつなぐ地域の暮らし～ 鈴鹿市民歩こう会

「お金のいらない国」という
落語会

発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を持つ 衣斐弘行講演会
「抗うものの記録」

アフリカへ毛布を送ろう

「お金のいらない国」落語会

  次回の募集は

7月 5日号掲載分です  

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・

本文 80 文字程度

●申込み／ 5月 15 日㈪～ 19 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。
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新副市長・教育長

新副市長・教育長を

紹介します

秘書課

　382-7601　 384-2561

　hisho@city.suzuka.lg.jp

教育総務課

　382-7617　 383-7878

kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

  4 月から新しい副市長と教育長

が就任しましたので、紹介します。

副市長 杉野浩二杉野浩二杉野浩二
すぎ　　の　こう じ

　本市では超少子高齢社会を見

据え、持続的、安定的な市政運

営をしていくため、その方向性

を示した「鈴鹿市総合計画

2023」を昨年度からスタートし

ています。

　本計画では、防災・減災をは

じめ、子育て・教育、福祉、産

業振興、都市基盤整備など、広

範な分野の取組を示しています

が、中でも特に推進する政策を

「重点戦略」として位置づけ、

効果的、効率的にまちづくりに

取り組んでいくこととしており

ます。

　私はこれまで、自分が生まれ

育ったこの「鈴鹿市」をもっと

良くしたい、誇れるまちにした

いとの思いで職務に励んでまい

りましたが、今後もこれまでの

経験を生かし、市長が総合計画

に掲げた政策を着実に推進でき

るよう補佐し、本市が市民の皆

さんにとって、さらに「安心し

て暮らせるまち」となることで、

誰からも「愛され、選ばれるま

ち」となるよう、精一杯取り組

んでまいりますので、引き続き

ご理解とご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

●プロフィール

●プロフィール

昭和 31 年鈴鹿市生まれ。早稲

田大学卒業後、昭和 55 年に鈴

鹿市職員に採用。現在の産業振

興部、健康福祉部、地域振興部、

都市整備部、政策経営部に配属。

この間、自治大学校、鈴鹿国際

交流協会、鈴鹿医療科学技術大

学（当時）設立準備室に派遣。

平成 20 年に産業政策課長、そ

の後、財政課長、企画財務部長

（当時）、政策経営部長を歴任。

趣味は、体を動かすこと。

教育長
なか みち こう こ

中道公子中道公子中道公子

　私は、これまで教員や教育行

政職、教頭、校長を経ながら、

教職の道を歩んできました。教

職生活を全うできたのは、多く

の皆様にお支えいただいたから

にほかなりませんが、何より心

の支えとなったのは子どもたち

でした。

　子どもたちの純真さやひたむ

きさ、柔軟な発想や成長を目に

する度に幸せや感動が湧き上が

り、頑張ることができたのだと

思います。

　私はいつも「子どもたちが幸

せな人生を歩めるように」とい

うことを中心に教育に当たるよ

う心がけてまいりました。そし

て、今後もそれを一番大切にし

ていきたいと思っています。

　子どもたちが幸せな人生を歩

めるよう、様々な力や豊かな人

間性を育み、また子どもたちが

郷土を支え、郷土を切り拓く人

となれるよう、鈴鹿市教育振興

基本計画に基づき、教育を推進

してまいります。

　微力ではございますが、誠心

誠意頑張る所存ですので、何と

ぞご理解とご支援を賜りますよ

うよろしくお願い申し上げま

す。

昭和 35 年鈴鹿市生まれ。名古

屋芸術大学音楽学部卒業後、昭

和 57 年に天栄中学校に着任以

降、市内の中学校で教諭を勤め

た。平成 14 年に三重県教育委

員会事務局研修主事に着任。平

成 17 年からは、市内小中学校

の教頭、教育委員会事務局青少

年課長 (当時 )、中学校校長を

歴任した。趣味は、チェロ演奏。



　基礎をしていないものや小さいものは注意が必要です。

　ブロック塀が傾いているものやひび割れの大きなものは注意が必要です。

針が振れることで確認で

控え壁
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ブロック塀等

除却工事助成制度

ブロック塀などの

除却工事の

助成を行っています

建築指導課

382-9048 　384-3938

　kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　本市では、将来予測される大地

震などの災害時に生じる、ブロッ

ク塀の倒壊事故を未然に防ぎ、通

行人の安全と災害時の避難路を確

保するため、ブロック塀を除却す

る方に対して

助成を行って

います。

助成制度の概要

対象となるブロック塀など　

　公道（セットバックが必要な道

路は除く）に面するブロック塀な

どで、道路面からの高さが 1m を

超えるもの

助成額

　除却費の 2分の 1

　※市の職員が現場確認をした上で、

市の積算に基づいて算出します。

助 成 制 度 の 概 要

Ｑ．申請手続きはどうしたらよいですか？

市の積算に基づいて算出します。

まずは点検を

　ブロック塀は、耐火性・防火性

に優れ、プライバシーや防犯など

の観点から住環境の確保に大きな

役割を果たしています。しかし、

構造規定に適合していない設計・

施工または、築造後 20 年以上経

過したブロック塀は、強度不足を

招き大変危険です。

　このようなブロック塀は、見か

けはしっかりしていても、安全性

を失っているため、地震などの災

害発生時には倒壊する恐れがあ

り、人命を脅かす危険なものへと

変わってしまう場合があります。

また、倒壊したブロックが道路を

塞ぐことで、災害時の避難の妨げ

となる場合もあります。もし倒壊

して人を巻き込めば、所有者が管

理責任を問われることになります

ので、身近にあるブロック塀の点

検をしてみましょう。

Ｑ．申請手続きはどうしたらよい

ですか？

Ａ．電話や窓口などで建築指導課

に直接申し込みいただくと、

市職員が現地確認を行いま

す。その際、申請書に記入し

ていただきます。

Ｑ．業者の見積りは必要ですか？

Ａ．必要ありません。市の積算に

基づいて除却費を算出し、そ

の 2 分の 1 を助成します。

Ｑ．ブロック塀をすべて除却せず、

下段部分は残したいのです

が、助成対象になりますか？

Ａ．助成の対象になります。

Ｑ．過去に除却したブロック塀も

対象となりますか？

Ａ．助成の対象になりません（除

却する前に申請が必要になり

ます）。

ブロック塀のチェックポイント

□基礎がありますか　

  基礎をしていないものや小さい

ものは注意が必要です。

□塀に傾きやひび割れはないです

か　

　ブロック塀が傾いているものや

ひび割れの大きなものは注意が

必要です。

□控え壁はありますか　

　控え壁がないブロック塀は安全

性が低くなります。

□ブロック塀の中に鉄筋は入って

いますか　

　鉄筋の有無は、感度の良い方位

磁石をブロック塀に近づけたと

きに、針が振れることで確認で

　きます。



情報館 3

財政公表～平成 28 年度～

市の財政状況を

お知らせします

  市の財政状況を皆さんに知って

いただくため、予算の執行状況な

どを年 2回公表しています。

  今回は、平成 28 年度の予算に

ついて、3月 31 日現在の財政状

況をお知らせします。

  なお、出納整理期間（4月 1日

～ 5月 31 日）の数字が含まれま

せんので、実際の決算額とは異な

ります。

財政課

　382-9041 　382-9040

　zaisei@city.suzuka.lg.jp

一般会計
  市が行う仕事の大部分を賄う予算

で、市税や国・県からの負担金など

を財源としています。

27,895,802
10,413,996
4,779,913
4,104,735
3,353,300
3,220,000
2,621,305
2,024,181
1,084,982
961,479
2,306,793
62,766,486

28,353,384
8,927,413
4,116,522
4,136,483
94,800

3,227,636
2,144,560

0
1,020,869
942,319
2,184,224
55,148,210

101.6%
85.7%
86.1%
100.8%
2.8%

100.2%
81.8%
0.0%
94.1%
98.0%
94.7%
87.9%

51.4%
16.2%
7.5%
7.5%
0.2%
5.9%
3.9%
0.0%
1.9%
1.7%
4.0%

100.0%

科 　 目 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 構成比 科 　 目 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 構成比
 (単位 千円）

一般会計
歳　入

市が行う仕事の大部分を賄う予算で、市税や国・県からの負担金などを財源としています。

市      税
国庫支出金
県 支 出 金
地方交付税
市 債
地方消費税交付金
諸 収 入
繰 入 金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
そ の 他
計

市が特定の事業を行う場合に、その事務や経理の内容を

民 生 費
土 木 費
総 務 費
衛 生 費
公 債 費
教 育 費
消 防 費
農林水産業費
諸 支 出 金
商 工 費
そ の 他
計

51.4%
16.2%
7.5%
7.5%
0.2%
5.9%
3.9%
0.0%
1.9%
1.7%
4.0%

100.0%

26,030,235
7,650,762
7,386,900
5,323,865
4,516,970
4,398,589
2,546,253
1,739,098
1,400,000
1,032,461
741,353

62,766,486

21,784,413
6,049,323
6,414,065
3,937,355
4,488,837
3,605,619
2,354,254
1,462,008
1,400,000
596,164
622,140

52,714,178

83.7%
79.1%
86.8%
74.0%
99.4%
82.0%
92.5%
84.1%
100.0%
57.7%
83.9%
84.0%

41.3%
11.5%
12.2%
7.5%
8.5%
6.8%
4.5%
2.8%
2.7%
1.1%
1.2%

100.0%

科 　 目 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 構成比 科 　 目 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 構成比
 (単位 千円）  (単位 千円）歳　出

市が行う仕事の大部分を賄う予算で、市税や国・県からの負担金などを財源としています。

市が特定の事業を行う場合に、その事務や経理の内容を 市が第三者からの借り入れを行うこと

特別会計
　市が特定の事業を行う場合に、そ

の事務や経理の内容を明確にするた

め、一般会計とは別に設けたもので

す。次の 5 つの会計があります。

市税

23,371,751
554,000
9,015
43,926

3,275,789

19,603,693
832,038
12,004

0
1,821,197

83.9%
150.2%
133.2%
0.0%
55.6%

19,784,269
403,150
8,880
42,280

3,018,710

84.7%
72.8%
98.5%
96.3%
92.2%

事 業 名 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 支 出 済 額 執行率
の5つの会計があります。  (単位 千円）

国民健康保険事業
土地取得事業
住宅新築資金等貸付事業
介 護保険事業
後期高齢者医療

( 単位 千円）

( 単位 千円）

( 単位 千円）

市税

公金の状況 

固 定 資 産 税
市 民 税
市 た ば こ 税
都 市 計 画 税
そ の 他

計

12,280,888 
12,422,548 
1,479,326 
1,196,000 
517,040 

27,895,802

12,478,724
12,907,884 
1,416,930 
1,012,758 
537,088 

28,353,384

101.6%
103.9%
95.8%
84.7%
103.9%
101.6%

科 目 予 算 現 額 収 入 済 額 予 算 対 比
 (単位 千円）市税

公金の状況

定 期 性 預 貯 金
普 通 預 貯 金
市 債 運 用
現 金

計

3,130,000
9,441,312
545,500
1,764

13,118,576 

23.9%
72.0%
4.2%
0.0%

100.0%

12
1
―
―
―

区　　　分 金 　 額 預託金融機関数構 成 比
 (単位 千円）

公金の状況 
歳計現金・基金などの保管状況

※一時借入金は250，000千円（当座借越）

市債
　市が第三者からの借り入れを行う

ことによって長期にわたり債務を負

うものです。

 (単位 千円）

41,429,858

13,960,715

92,518

27,376,625
470,000
10,778

84.7%
72.8%
98.5%
96.3%
92.2%

事 業 名 予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 支 出 済 額 執行率
です。

区 　 分 現　債　額
一 般 会 計 債

国民健康保険事業特別会計債
住宅新築資金等貸付事業特別会計債

訳

内 普 通 債
災 害 復 旧 債
そ の 他

 (単位 千円）  (単位 千円）

市有財産の状況
101.6%
103.9%
95.8%
84.7%
103.9%
101.6%

普 通 財 産
行 政 財 産
教 育 財 産

計

679,658.13
3,073,610.84 
1,067,430.98 
4,820,699.95

15,508.38
253,035.93 
307,212.49 
575,756.80

区　　分 土　　地 建　　物
 (単位 ㎡）

市有財産の状況 
1.土地および建物

普通財産…事業用地の先行取得分や、事業の代替地など普通財産

   事業用地の先行取得分や、事業の

代替地など

行政財産

   事業を執行するために直接使用す  

る財産や公の施設など

教育財産

   学校、公民館、博物館など

12
1
―
―
―

有価証券等
物権(地上権)

12,498,801,231円
2,304.78㎡の内持分100分の34 

区　　分 現　在　高
2.その他 

※構成比については、単位未満は四

捨五入のため、積み上げと一致し

ない場合があります。
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市民の声

～平成 28 年度実績～

あなたの声を

お聴かせください

　市では、より良いまちづくりの

ために、市政全般に対するご意見・

ご提案を「市民の声」としてお受

けしています。ここでは、平成

28 年度の実績と、受付から回答

までの流れについてお知らせしま

す。

市民対話課

　382-9004 　382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

延べ655件
のご意見が寄せられました。

教育委員
学校設

、地域振興部
証明書の発行

（道路
への

ご意見が多く寄せられました。
市政の

参考にさせていただきます。

件数担当部局 主な内容
危機管理部
政策経営部
総務部

地域振興部
文化スポーツ部
環境部

子ども政策部
健康福祉部
土木部

都市整備部
教育委員会事務局
その他の部局

（産業振興部、上下水道局など）
計

53
30
55
76
32
57
26
51
67
55
100
53

655
※国・県などの他の機関へのご意見は除いています。

駐輪場マナー、カーブミラーについて 
ふるさと納税、広報すずかについて
市役所15階展望台、税金について 
マイナンバー、証明書の発行について
図書館、市内スポーツ施設について 
ごみの収集・処分方法、猫の糞害について 
保育料、幼稚園・保育所について 
生活保護、健康診断について 
道路整備、歩道について 
Ｃ-ＢＵＳ、公園の管理について 
学校給食、学校設備について 
Ｆ１、水道工事について 

※国・県などの他の機関へのご意見は除いて

います。

※担当部局名は、平成 28 年度時点での名称

です。

　平成 28 年度は、延べ 655 件の
ご意見が寄せられました。
　部局別にみると、教育委員会事
務局（学校給食，学校設備につい
てなど）、地域振興部（マイナン
バー，証明書の発行についてな
ど）、土木部（道路整備，歩道に
ついてなど）へのご意見が多く寄
せられました。
　これらの声は、今後、市政の参
考にさせていただきます。

ご意見をお寄せください

　市政に関するご意見・ご提案を
市民対話課へお寄せください。手
紙、電子メール、電話、ファクス、
直接のいずれの方法でも結構で
す。回答をさせていただきますの
で、住所・氏名・年代・電話番号
もお知らせください。なお、匿名
の場合は回答できませんのでご了
承ください。

手紙の場合

　市民対話課と地区市民センター
に切手不要の「市民の声」用紙を
備えていますので、ご利用くださ
い。市販の封書の場合は、
〒513-8701（住所不要）「市民の声」
へお願いします。

電子メールの場合

　市ホームページ（　http://
www.city.suzuka.lg.jp/）の「市
への意見・質問」内の「市民の声」
をご利用ください。

受付から回答までの流れ

※お寄せいただいたご意見から抜粋し、個人が特定できない

民
手紙やメールなどで回答します。

担 当 部 局
対応を考えます。

手紙・電子メールなど
民市

担当から内容確認のため、
電話などで連絡すること
もあります。

民市

市民対話課
ご意見を拝見し、対応する部局の調整をします。

民市

　お寄せいただいたご意見は、

すぐに対応のできるもの、今後

の課題として取り組んでいくも

のなどがありますが、担当部局

と内容を十分に検討・協議し、

できる限り回答をさせていただ

いています。

　これからも、より良い鈴鹿市

を築くため、市民の皆さんから

気軽に市政へご意見をいただけ

るような環境づくりを進めてい

きます。

http://www.city.suzuka.lg.jp/


犬・猫の
避妊手術費の一部助成
環境政策課　382-9014　 382-2214

対　象　平成29年4月1日か
ら平成30年3月30日までに
避妊手術した犬、猫の飼い
主である市民の方

※犬は登録済で、平成29年度
狂犬病予防注射済であるこ
と。猫は飼い猫であること。
助成金額　雄の犬：1,500円、雌
の犬：3 , 0 0 0円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　平成30年3月30日㈮
までに、環境政策課または市
内各動物病院に備え付けの
申請書・請求書に必要事項を
記入の上、環境政策課へ

※申請書・請求書は、市ホーム
ページでも入手できます。

　（生活ガイド＞生活便利帳
＞その他＞犬、猫の避妊手
術の助成）

※申込期間内であっても、予算
がなくなり次第終了します。

行政相談
市民対話課　382-9004　 382-7660

　4月1日付けで、鈴鹿市担当の
行政相談委員として北村克麿さ
ん、倉田八重子さん、坂井芳規
さんが、引き続き総務大臣から
委嘱されました。行政相談委員
は、皆さんの身近なところで国の
行政に関する苦情や要望をお聞
きし、関係の役所に直接、あるい

雄の猫：

は三重行政評価事務所を通じて
連絡し、その改善の促進に努め
ています。
　国の行政について、困ってい
ることや苦情、苦情を申し出たが
説明や措置などに納得がいかな
いこと、どこに相談してよいか分
からないことなどがあるときに
は、行政相談委員にご相談くださ
い。相談は無料で、相談の秘密
は固く守ります。
◆窓口
　市民対話課では、毎月第3金
曜日10時から12時まで、行政相
談委員による相談を開催してい
ます。
※総務省三重行政評価事務所
（〒514-0033　津市丸之内
26-8　 0570-090110）で
も相談に応じています。

トイなおす（おもちゃ病院）
廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談に、おもちゃドク
ターがお応えします。
　当日おもちゃを説明書と共にお
持ち込みください。当日都合の悪
い方は、事前に廃棄物対策課に
持参してください。
　修理後は、廃棄物対策課に取
りに来ていただきます。当日修理
が完了したものは、当日お渡しで
きます。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。連絡を受けました

（おもちゃ病院）

ら、早めに取りに来てください。
と　き　5月21日㈰10時～13
時

ところ　ジェフリーすずか（神戸
2-15-18）

※テレビゲーム・キッズコン
ピューター、ぬいぐるみ、大型
遊具、幼児用電動バイク、楽
器（電子ピアノ・笛・ハーモニカ
ほか）などは修理できません。

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応
えします。
と　き　5月20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　5月19日㈮ま
でに、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

国民年金学生納付特例制度の
申請をお忘れなく 

保険年金課　382-9401　 382-9455

　所得が少ないため、国民年
金保険料の納付が困難な学生
に対して、本人の保険料の支払
いを猶予できる「学生納付特
例制度」があります。
　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。希望
される方は、保険年金課または
地区市民センター、年金事務所
で手続きをしてください。猶予
された期間の保険料は、猶予
を受けてから10年以内であれ
ば、追納することもできます。
持ち物　身分証明書（運転免
許証など）、年金手帳（20歳
になられた方で手元に届い
ている方のみ）、印鑑、学生証
または在学証明書（原本）、
仕事を退職して学生になら
れた方は雇用保険の離職票
または受給資格者証（公務員
であった方は辞令書）
問合せ　津年金事務所（　
059-228-9112）

子ども医療費受給資格
申請手続きはお済みですか
保険年金課　382-7627　 382-9455

　4月から、子ども医療費の助成
対象を中学生の通院分まで拡大
しました。次の方でまだ手続きを
していない場合は、保険年金課
で早めに手続きしてください。
対　象
・平成29年4月で新中学2年生、
新中学3年生の保護者

・平成28年12月29日以降に鈴
鹿市へ転入した中学生の保
護者

※保護者の所得制限など資格要
があります。

※申請月の初日からの資格になり
ますのでご注意ください。



、

・平成29年4月で新中学2年生、

就職・転職イベントで
紹介する市内企業募集
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
の採用予定がある企業　
紹介期間　平成30年3月31日
㈯まで
募集数　30社程度（先着順）
紹介料　無料
申込み　6月12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、問い合わせ時
または申し込み時に説明します。

バイクであいたいパレード
の参加者募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

と き　7月29日㈯14時～19
時（予定）

※14時から各種イベントを開始、
バイクパレードは18時15分スタ
ート予定
集合場所　鈴鹿ハンター特設
会場
内　容　鈴鹿8時間耐久ロード
レース前夜祭として、交通安
全啓発車両を配備し、全国各
地から集まったバイクが、鈴
鹿サーキットの8耐前夜祭会
場に向けて日本最大級の交

　6月12日㈪までに、

または申し込み時に説明します。

※14時から各種イベントを開始、

通安全パレードを行います。
パレードコース　鈴鹿ハンタ
ー駐車場～鈴鹿サーキット

※パレードコースや周辺道路は、
18時頃から交通規制により渋
滞が予想されます。なお、パレー
ド中は道路の横断はできませ
んので、ご協力をお願いします。
申込み　5月8日㈪～19日㈮ま
でに、鈴鹿商工会議所青年
部ホームページ（　http://  
www.suzuka-yeg.com/）
で受け付け

※応募多数の場合は抽選
問合せ　鈴鹿商工会議所青
年部（　382-3222）

平成29年工業統計調査
総合政策課　382-7676　 382-9040

　工業の実態を明らかにするた
め、製造業を営む従業者4人以
上の事業所について、6月1日現
在における事業所名や従業者数
などの調査が経済産業省により
実施されます。5月中旬から調査
員が事業所に伺い、対象事業所
に調査票を配布しますのでご回
答をお願いします。指定の期日ま
でにインターネットでご回答いた
だくか、記入いただいた調査票を
調査員に提出してください。
※国や県が行う統計調査は、顔写真
入りの「調査員証」を持った調査員
が訪問し、調査実施者や連絡先を
記載した書類を渡しています。電話
や電子メールで、直接調査の回答を
お尋ねすることはありません。

5月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　5月23日㈫14時から
ところ　市役所本館11階教
育委員会室

定　員　10人（希望者多数の
場合は抽選）

申込み　当日13時から13時
50分までに、教育総務課で
受け付け

納税の夜間窓口・
休日窓口開設

納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　5月28日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　5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。

市営住宅の入居者募集

住宅政策課　382-7616　 382-8188
◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込みできません）

◆高齢者世帯（単身者も可）

団　　地

ハイツ旭が丘

安塚団地

安塚団地

十宮団地

一ノ宮団地

中旭が丘三・四丁目

安塚町315番地

安塚町315番地

十宮三丁目

一ノ宮町1177番地の3

中層耐火造4・5階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

3戸

2戸

3戸

2戸

1戸

16,200円～34,700円

11,900円～23,700円

◆高齢者世帯（単身者は不可）
桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階建て 2戸 14,500円～32,100円

一ノ宮団地 一ノ宮町1177番地の3 中層耐火造4階建て 1戸 12,600円～24,700円

◆身体障がい者世帯（単身者も可）
十宮団地 十宮三丁目 中層耐火造4階建て 1戸 14,400円～28,200円

◆世帯区分なし（一定の要件を満たす場合単身者も可）
高岡山杜の郷 高岡台四丁目 中層耐火造3階建て 4戸 20,000円～42,400円

11,000円～23,700円

14,400円～30,400円

12,600円～24,700円

所　在　地 構　　造 募集
戸数 家　　賃

申込資格（次の要件全てに該当

する方）　

1　市内に在住または勤務して

いる方

2　同居する親族（婚約者を含

む）がいる方

3　現に住宅に困っている方

4　市税の滞納がない方

5　公営住宅法に定める基準以

下の収入の方

6　暴力団員でない方
※高齢者世帯は、上記要件を全て満

たし、60 歳以上の方がいる世帯

が対象です。

※身体障がい者世帯は、上記要件 1

と 3 から 6 を全て満たし、1 級か

ら 4 級までの身体障がい者がいる

世帯が対象です。

※単身者の入居資格要件については、

お問い合わせください。

申込み　5月 8日㈪から 31 日㈬

まで（土・日曜日を除く 8時

30 分～ 17 時 15 分）に、所定

の申込書類に必要書類を添え

て、直接住宅政策課へ
※申込書類は 5 月 8 日 ( 月 ) から住

宅政策課窓口で配布します。

※応募者多数の場合は、6 月 15 日

( 木 )・16 日 ( 金 )( 予定 ) に公開

抽選会で決定します。

入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など

優先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

災害時の情報収集のための
アマチュア無線局募集

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　本市と災害時応援協定を締結
している「災害ボランティアアマチ
ュア無線鈴鹿」では、災害時にボ
ランティアとして各自の周辺情報
を市役所のアマチュア無線局へ
送信するアマチュア無線の会員を
募集しています。関心のある方は、
下記の会合へ参加してください。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方

と　き　5月20日㈯9時から
ところ　河川防災センター2階
会議室（庄野町981-1）

問合せ　災害ボランティアアマ
チュア無線鈴鹿（萩森　
　367-3470　hhhsuzusan
　@lion.odn.jp）

http://www.suzuka-yeg.com/


鈴鹿市商談会等出展支援
事業補助金交付対象者の

募集開始
ものづくり産業支援センター
　382-7011　 384-0868

　市内の中小製造企業で開発

災害時の情報収集のための

アアマチ
災害時にボ

送信するアマチュア無線の会員を
関心のある方は、

　アマチュア無線局免

　河川防災センター2階

アアマ
チュア無線鈴鹿（萩森　

鈴鹿市商談会等出展支援
事業補助金交付対象者の

された優れた製品の販路拡大
と新規需要開拓などを促進す
るため、商談会などに出展する
中小製造企業者、中小企業団
体などに対し、その参加出展小
間料の一部を補助します。
対象事業　国内外における商
談会など(一般消費者に対
し直接販売することを主な
目的とするものおよび鈴鹿
市が主催・共催するものを除
く)に出展する事業
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内(最高10万円)

申込み　申請書に必要事項を
記入の上、直接産業政策課も
のづくり産業支援センター(別
館第3　2階)へ（先着順）

※要領・申請書などは、ものづくり産
業支援センター窓口または市ホー
ムページから入手できます。

※申し込みをする前に、同センターに
ご相談ください。

鈴鹿市スポーツ推進審議会
市民委員募集

スポーツ課　382-9029　 382-9071
　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住の平成29
年5月1日現在20歳以上で、
スポーツに対する知識・経験
があり、平日昼間に開催する
会議に出席できる方

任　期 　選任の日（平成29年7
月予定）からスポーツ推進計画

された優れた製品の販路拡大
と新規需要開拓などを促進す

商談会などに出展する
中小製造企業者、中小企業団

その参加出展小

　国内外における商
談会など(一般消費者に対
し直接販売することを主な
目的とするものおよび鈴鹿

・共催するものを除

　補助対象経費の2

　申請書に必要事項を
直接産業政策課も

り産業支援センター(別

業支援センター窓口または市ホー

同センターに

鈴鹿市スポーツ推進審議会

　市内在住の平成29
年5月1日現在20歳以上で、

経験
平日昼間に開催する

（平成29年7
からスポーツ推進計画

策定まで
内　容　スポーツ推進審議会
委員（非常勤特別職）とし
て、スポーツ振興計画の進
捗状況の把握、評価および
再検討を行い、スポーツ推進
計画策定に向けての提言を
行っていただきます。

※審議会は、年間2回程度開催
定　員　2人以内
※委員構成は公募委員のほか、学識
経験者、関係団体の代表者などで
構成します。 
申込み　5月8日㈪から6月2日
㈮までに応募用紙に必要事
項を記入の上、作文（「応募
動機と鈴鹿市におけるス
ポーツの推進について」を
テーマに600～1000字）を
添付し、郵送、電子メールま
た は 直 接 ス ポ ー ツ 課
(〒513-8701住所不要)へ

※応募用紙は、スポーツ課窓口または
市ホームページトピックスから入手
できます。

※書類審査および面接により選考を
行います。結果は、応募者全員に書
面でお知らせします。

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

※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

不動産公売
納税課　382-9205 　 382-7660

　三重地方税管理回収機構が
不動産の公売を実施します。公
売に参加できる資格に制限が
ありますので、詳しくは下記へ
お問い合わせください。
と　き　5月24日㈬ 午前10
時30分～11時00分
ところ　三重県津庁舎（6階）
大会議室
問合せ　三重地方税管理回
収機構　徴収第一課（津市
桜橋3-446-34　三重県津
庁舎内　059-213-7355　
　http://www.zei-kikou.
　jp/）

市議会テレビ中継
議事課　382－7600　 382－4876

　5月臨時会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　5月15日㈪10時から、
16日㈫13時から（それぞれ
当日の会議終了まで）

※本会議や常任委員会、議会運営
委員会、全員協議会、各派代表者
会議、広報広聴会議および議会
だより編集会議は傍聴できます。
日程は、市役所の掲示板と市議会
のホームページに掲載します。変
更になる場合がありますので、事
前に議事課へご確認ください。

http://www.zei-kikou.jp/


ライフセーバーを
目指す方募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

対　象　高校生を除く18歳以
上（市内在住・在勤・在学）で、
400mを9分以内、50mを40秒
以内、潜行20m以上、立ち泳
ぎ5分以上の泳力があり、平成
30年の市内海水浴場開設期
間中（7月上旬から8月下旬ま
で）の土・日、祝日に、ライフセー
バーとして活動いただける方

内　容　愛知県ライフセービン
グ協会が実施する下記講習
会に全て参加し、ライフセー
バーとして必要な資格を取
得していただきます。

※資格取得に係る講習費用および講
習参加に係る交通費の一部は、鈴
鹿市観光協会が負担します。
講習日程　
○5月27日㈯9時30分～16時
30分　ウォーターセーフティ
講習会（碧南市・水上スポー
ツセンター（予定））
○5月28日㈰9時～17時　一
次救命処置講習会（常滑市・
とこなめ市民交流センター）
○6月17日㈯・18日㈰・24日㈯・
25日㈰9時～17時　ベーシッ
ク・サーフ・ライフセーバー講習
会（南知多町・内海/千鳥ヶ浜）

定　員　2人（応募者多数の場

　三重地方税管理回収機構が
公

売に参加できる資格に制限が
詳しくは下記へ

　5月24日㈬ 午前10

（6階）

　三重地方税管理回
（津市

桜橋3-446-34　三重県津
庁舎内　059-213-7355　

　5月臨時会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放

　5月15日㈪10時から、
（それぞれ

広報広聴会議および議会
だより編集会議は傍聴できます。

合は書類選考）
申込み・問合せ　　
　5月12日㈮まで（月曜日を除
く）に、申込書に必要事項を記
入の上、直接または郵送で鈴
鹿市観光協会（〒510-0241
白子駅前17-12　380-5595
　9時30分～18時）へ

※資料や申込書は電話で請求してい
ただくほか、鈴鹿市観光協会のホー
ムページから入手できます。

鈴鹿新茶まつり
農林水産課　382-9017　 382-7610

　全国でも有数の茶どころ「す
ずか」で生産された「かぶせ茶」
の振る舞いと販売を行います。
新茶のさわやかな薫りと「かぶせ
茶」の旨みをお楽しみください。
と　き　5月13日㈯・14日㈰ 
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿2階
フードコート前広場

※「かぶせ茶」は一番茶の収穫前、茶
樹に直接ネットをかぶせ栽培され
たお茶です。旨みが強く、色合い
が美しい特徴があり、鈴鹿山麓地
域での生産量が全国一の市を代
表する特産品です。

※収穫時期によっては「かぶせ茶」が
「煎茶」になります。

で、

（7月上旬から8月下旬ま

30分　ウォーターセーフティ

・

・
25日㈰9時～17時　ベーシッ

内海/千鳥ヶ浜）

すずか母の日 花フェスタ
農林水産課　382-9017　 382-7610

　地元鈴鹿亀山地域の花の
生産者が生産や選別を行った
鮮度の良い花を、母の日に合わ
せて紹介します。産地だからこ
そ、プロの生産者だからこそで
きる温室直送のこだわりの花
を生産者自らが即売します。
と　き　5月12日㈮～14日
㈰10時～20時
ところ　イオンモール鈴鹿1
階中央コート
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（高井　080-6968-9483)

第2回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　382-9031　 382-9071

　今回はノハナショウブをご
覧いただく予定です。
と　き　6月3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）

※自家用車の方には、9時30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
布します。現地付近の道路は駐
車厳禁です。
定　員　25人
持ち物　水筒、タオル、帽子、
長靴、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具も）
申込み　5月19日㈮から電

　地元鈴鹿亀山地域の花の
生産者が生産や選別を行った

母の日に合わ
産地だからこ

プロの生産者だからこそで
きる温室直送のこだわりの花

　5月12日㈮～14日

　イオンモール鈴鹿1

　鈴鹿花き温室組合

　今回はノハナショウブをご

　6月3日㈯10時から

　金生水沼沢植物群落
（地子町563・西條町675-1

帽子、
長靴、虫除けスプレーなど

話で文化財課へ
※1グループ3人まで申し込めます。

子育て応援館一般開放
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　就学前の乳幼児の皆さんに、
子育て応援館で自由に遊んでい
ただけるよう一般開放します。
対　象　市内在住の就学前の
乳幼児と保護者
と　き　5月30日㈫9時～12
時、13時～16時
ところ　子育て応援館のプレ
イルームと体育室（白子駅
前6-33）

※駐車場が有ります。
内　容　親子で自由に遊べま
す。また11時と15時に手遊び、
パネルシアター、絵本の読み
聞かせなどを行います。
参加料　無料
申込み　不要
※施設内ではおやつ、食事を摂る
ことはできません。

※水分補給については各自用意の
上、スペースをご利用ください。

三重県内男女共同参画
連携映画祭2017

男女共同参画課
　381-3113　 381-3119

　「男女共同参画」をもっと身近
に感じていただくため、県内の男
女共同参画センターと市町が連
携し映画祭を開催します。
◆本市上映映画「この世界の
片隅に」

と　き　6月24日㈯13時30
分～15時45分（13時開場）

プ3人まで申し込めます。

　就学前の乳幼児の皆さんに、
子育て応援館で自由に遊んでい

　市内在住の就学前の

　5月30日㈫9時～12

　子育て応援館のプレ
（白子駅

　親子で自由に遊べま
また11時と15時に手遊び、

絵本の読み

ところ　文化会館けやきホール
内　容　戦争中の広島県呉市
での日常生活を描いたアニメ
作品です。主人公の女性・すず
をはじめ、男女（ひと）の優しさ
強さを感じてください。

定　員　500人
入場料　500円
託　児　6カ月～未就学児、先
着10人程度、無料　

申込み　５月10日㈬以降に男
女共同参画センター（神戸
2-15-18）または鈴鹿市観
光協会（白子駅前17-12）で
チケットを購入してください。
託児は6月16日㈮までに男
女共同参画課へ

◆本市以外の上映内容
  チラシや男女共同参画センター
ホームページをご覧ください。

会員委作製」に隅片の界世のこ「/社葉双・代史のうこ)C(

 



食事を摂る

※水分補給については各自用意の
スペースをご利用ください。

と身近
県内の男

女共同参画センターと市町が連

　6月24日㈯13時30
分～15時45分（13時開場）

 
鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　382-9029　 382-9071

と　き　6月4日㈰8時30分
から（雨天時は6月11日㈰）

集　合　鈴鹿ハンター東駐
車場（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に限る。
　ヘルメット着用。
・サイクリングコース（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　5月31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）

いきいきウオーキング教室
鈴鹿青少年の森　378-2946　 370-4706

対　象　健康のために普段か
らウオーキングをされている
方、ウオーキングを始めてみ
たいと思っている方

と　き　5月24日㈬9時～
12時（雨天決行）

ところ　青少年の森公園内（集
合は鈴鹿青少年の森受付
事務所）

講　師　鈴木利昭さん、日比
正徳さん、鈴鹿市民歩こう
会（日本ウオーキング協会公
認主任指導員）

服　装　ウオーキングができ
る服装（できるだけヒモ靴
着用）

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話で鈴鹿青少年の
森受付事務所へ

※飲み物は各自ご用意ください。

介護有資格者等
再就職研修

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　介護の資格を持ちながら介
護の仕事をしていない方、研修
を受けて、もう一度介護の仕
事にもどりませんか。
対　象　介護の資格をお持
ちの方で、福祉・介護の仕
事をしていない方
と　き　6月15日㈭・23日㈮
ところ　じばさん三重研修室5
（四日市市安島1-3-18）

※後日、県内福祉施設で2日間
体験研修も行います。
内　容　介護保険制度、コミ
ュニケーション技術、認知
症ケア、高齢者の疾病の理
解、就労に向けてなど
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　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

鈴鹿市民大学文芸学科
昭和レクイエム

～その時代の証言者たち～
鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　 384-7755
　since-97@s-bunka.net

と　き　6月14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　日本の深い霧　遠
藤周作論　伊藤桂一論
講　師　名村和泰さん、津
坂治男さん
定　員　70人（先着順）
受講料　1,000円（当日支払）

込書に必要事項を記入の上、
鈴鹿ハンタ

ー1階総合インフォメーション、

　健康のために普段か
らウオーキングをされている

　5月24日㈬9時～

鈴鹿市民歩こう

　ウオーキングができ

申込み　受講希望日「6月14
日」、住所、氏名、電話番号
を記入の上、はがき・ファク
ス・電子メールなどで、鈴鹿
市文化振興事業団(〒513-
0802飯野寺家町810)へ

※定員に満たない場合は、当日も
会場で受け付けます。

パソコン講習
情報政策課　382-9003　　382-2219

　NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどうでは、基礎から
学べるパソコン教室を開催し
ています。個別対応でいつから
でも参加できますので、気軽に
お越しください。
と　き　火・土曜日を除く平
日および休日
　午前の部：9時30分～12時
30分
　午後の部：13時30分～16
　時30分
ところ　すずかのぶどう横
Ｂチャレンジ
内　容　パソコン基礎（ワー
ド、エクセル、インターネッ
ト、電子メールなど）

※ノートパソコンをお持ちください。
受講料　3時間1,500円（入
会金・年会費不要）

問合せ　NPO法人市民ネット
ワークすずかのぶどう（イオン
白子店3階　・　387-0767）

　電話で鈴鹿青少年の

　介護の資格を持ちながら介
研修

もう一度介護の仕

　介護の資格をお持
福祉・介護の仕

　じばさん三重研修室5

コミ

～その時代の証言者たち～



介護予防教室

健康福祉政策課  382-9012  382-7607

　65 歳以上の方が参加できる介

護予防教室（毎週・毎月）を開催

しています。介護を必要としない

健康で元気な暮らしを送るために

参加してみませんか。

対　象　65 歳以上の方と、その

方の支援をする方

参加料　無料（材料費など一部有

料のものもあります）

申込み・問合せ　各事業所へ

※内容などは変更になる場合があり

ます。　

※原則定員は先着順で、事前申込み

が必要です。

※生活機能が低下している方は、一

部教室において送迎を利用してい

ただけます。

※一覧表中の送迎△は送迎地域が限

定されますので、各事業所へお問

い合わせください。

対象者地域

市内
・ストレッチ
・筋力アップ運動など

毎週水・金曜日　　　
10時30分から
毎週金曜日
13時30分から

スポーツクラブ
アクトスWｉｌｌ
鈴鹿（庄野羽山
四丁目20-4）

株式会社アクトス
電話0572-21-2292

鈴鹿グリーンホーム
電話374-4660

デイサービスセンター
ロイヤルフィット鈴鹿
電話389-6071

かなしょうず園　
電話383-0955

玉垣あんしん館　
電話384-8805

ＮＰＯ介護予防事業うらら
電話386-3317

ＮＰＯ法人きずな
電話386-3180
※事前申込不要

第一興商三重支店
電話354-3021

在宅介護支援センタ－
ルーエハイム
電話372-3811

伊勢マリンホーム
デイサービスセンター
電話387-6889
②事前申込不要

事業所内
（深溝町2956）

事業所内
（地子町814-30）

事業所内
（南玉垣町5520）

20人
（抽選） ×

×

×

△

△

◯

①○
②×

△

△

△

30人

15人

20人

15人

①25人
②15人

60人

50人

20人

20人
事業所内

（長法寺町763）

①事務所内　　
　（南若松町1）
②白子サンズ3階　　
　（白子駅前9-20）

白子駅前会館　
（白子駅前31-1）

江島六丁目集会所
（東江島町18-23）

京田集会所（東磯
山四丁目4-19）

事務所内
（国府町4670-1）

毎週火曜日
14時から

毎週木曜日
13時30分から

第1～4金曜日
13時30分から

毎週月・水・土曜日
14時30分から

①毎週火曜日
　13時から
②毎月第3火曜日
　10時から

毎週金曜日
10時から

毎週火曜日
10時から

毎週金曜日
13時30分から

第1～4金曜日
13時15分から

・健康体操、運動（ダンダン
　ダンスの要素入り）
・コグニサイズ
・スクエアステップ

・健康体操
・レクリエーション（うつ・認
　知症・転倒・骨折予防、栄養
　改善、口腔機能向上）

・運動教室（運動器機能向
　上訓練）

・コグニサイズ
・ストレッチ体操　　　　
・しっかり貯筋体操
・生ギター伴奏による合唱

・転倒予防体操など
・栄養講話、実習
・認知症、口腔、うつ予防講話
・音楽療法

・健康体操
・講話
・認知症予防教室
・栄養指導

・ロコモ予防体操、脳トレ
・口腔体操
・懐メロ体操
・上肢下肢の筋力アップなど

・健康太極拳
・栄養教室
・健康体操
・脳トレ

・音楽教室（演奏に合わせた
　唱歌・歌謡曲などの歌唱）

・手指や身体の体操

市内

市内

市内

飯野地区
周辺

白子地区
周辺

市内

市内

市内

鈴鹿中部・
南部圏域
周辺

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

み込申迎送員定ろこと容内な主
とき

（90分程度）

〈毎週介護予防教室〉

※日常生活圏域と行政区

鈴鹿西部圏域：庄野、加佐登、牧田、

石薬師、井田川、久間田、椿、深

伊沢、鈴峰、庄内

鈴鹿北部圏域：飯野①（注 1）、河曲、

一ノ宮、箕田、玉垣①（注 2）、神

戸

鈴鹿中部圏域：国府、飯野②（注 3）、

玉垣②（注 4）、若松②（注 5）

鈴鹿南部圏域：白子、稲生、若松①   

（注 6）、栄、天名、合川

（注 1）飯野①…西條町、飯野寺家町、

西条一～九丁目　

（注 2）玉垣①…矢橋町、矢橋一～三

丁目　　　　　　　

（注 3）飯野②…飯野①以外　　　

（注 4）玉垣②…玉垣①以外

（注 5）若松②…若松①以外

（注 6）若松①…南若松町

・音楽療法
・転倒予防体操

・健康体操
・音楽療法
・料理教室

・音楽療法
・健康体操
・脳トレ
・講話（医師、看護師など）

・血圧測定
・ストレッチ運動、ボール
　運動、手遊び、脳トレ、
　いすスクワット

・スクエアステップ
・ノルディックウォーキング
・認知症予防教室
・ヨガ体操　・栄養講話

・体操、レクリエーション
・茶話会
・調理実習
・認知症予防教室

・体力測定
・口腔および
　筋力低下予防体操
・認知症予防教室

①音楽療法
②うたごえ喫茶

・健康体操
・栄養、咀嚼、嚥下講座
・認知症・うつ予防講座
・生活機能向上運動

・運動療法
・認知症予防
・口腔体操、栄養指導
　

・スクエアステップ
・体操
・頭の体操
・談話（看護師・介護士など）

・運動機能、口腔機能、
　栄養についての取組み

14時から
※詳細は問合せ

①毎月第3水曜日
　13時15分から
②偶数月
　第4火曜日
　14時から

毎月第3土曜日
9時30分から

毎月第3金曜日
9時40分から

毎月第3日曜日
10時から

10時から
※詳細は問合せ

10時15分から
※詳細は問合せ

①毎月第2・4水曜日
　13時30分から
②詳細は問合せ

毎月第1・3金曜日
13時30分から

※詳細は問合せ

※詳細は問合せ

※詳細は問合せ

加佐登公民館
（高塚町1068-1）

事業所内
（石薬師町452-68）

①事業所内
　（石薬師町1906）
②久間田公民館
　（下大久保町797-1）

事業所内
（下箕田二丁目16-20）

事業所内
（国府町936-1）

事業所内
（若松西六丁目
　28-18）

事業所内
（中旭が丘一丁目
11-8）

事業所内
（稲生町5549-2）

①市内公民館など
②市内喫茶店など
※詳細は問合せ

①道伯会場
　（道伯町2403）
②白子会場
　（白子4-4-4）

①小岐須公民館
　　（小岐須町483-3）
②椿公民館
　　（山本町747-2）

メディカルステイ
鈴鹿の華
（高岡町2686）
デイサービスはなやか
（高岡町2687）

パークヒルズ高塚
電話375-5525
※事前申込不要

鈴鹿けやき苑
電話373-2223

デイサービスセンター
うの花
電話373-1000

デイサービスセンター
ルーエハイム椿　
電話371-3211

メディカルステイ鈴鹿の華
電話384-8739

ケアホーム箕田　
電話385-5500

国府の里
電話367-0077

特定非営利活動法人　
みんなDeうきうき歌謡団
電話090-7048-8120

特別養護老人ホーム　
くすのき園
電話385-3100

希望の里たんぽぽ
電話383-0808

デイサービスセンター
伊勢マリンホーム旭が丘
電話387-2020

デイサービスリハビリスタジオ
リフィットプラス
電話395-6090

20人

20人

40人

15人

15人

15人

20人

問合せ

15人

35人

①25人
②20人

20人

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

○

①○
②×

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

市内

市内

久間田・
石薬師
地区周辺

箕田地区
周辺

椿・深伊沢・
鈴峰・庄内
地区周辺

市内

市内

若松・箕田・
長太・玉垣
地区周辺

鈴鹿南部
圏域周辺

市内

市内

鈴鹿北部・
中部圏域
周辺

対象者地域 主な内容 ところ 定員 送迎 申込みとき
（90分程度）

〈毎月介護予防教室〉
（注3）飯野②…飯野①以外　　　　　　　　　　　　（注6）若松①…南若松町

組み立て工作と太陽観測教室
文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　小学3年生～6年生の
児童とその保護者

※全ての日程に参加できる方
※児童のみの参加はできません。
と　き　6月4日㈰9時～12時
30分、7月9日㈰、8月6日㈰9
時30分～12時30分

ところ　文化会館
内　容　太陽の高度測定器を組
み立て、実際に文化会館屋上で
太陽の高さを測定します。

定　員　20組（1組4人まで、先
着順）
参加料　650円（材料費、初回
受講時支払い）
申込み　5月21日㈰10時から文
化会館で受け付け

※申し込み時に持ち物など詳細を
お知らせします。

スライド説明会
「十宮古里遺跡・磐城山遺跡」
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　5月21日㈰14時から
ところ　考古博物館（国分町
224）　
内　容　速報展で展示中の十
宮古里遺跡と磐城山遺跡の発
掘調査の成果を発掘調査担当
者がスライドで説明します。

※この日は国際博物館の日を記念
して、考古博物館の観覧料が無
料になります。

読み聞かせボランティア
育成講座参加者募集
図書館　382-0347　 382-4000
   toshokan@city.suzuka.lg.jp 

対　象　読み聞かせボランティア
（活動予定の方も参加できます）

と　き　①初心者向け　5月
29日㈪10時～12時　

②経験者向け　5月30日㈫10
時～12時　

講　師　木村由美子さん(JPIC
読書アドバイザー)

定　員　①30人　②50人　
申込み　5月15日㈪まで(必着)
に、参加日（①29日または②
30日）、氏名、電話番号を
直接、はがきまたは電子メー
ルで図書館（〒513-0802
飯野寺家町812）へ

※応募多数の場合は抽選を行い、抽
選結果を電話または電子メールで5
月22日㈪までにお知らせします。

※託児はありません。

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課　327-5030　 382-4187

　同じ病気の方のお話を聞い
たり、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。 
対　象　がん患者、がん患者の
家族の方 

と　き　5月26日㈮
　13時30分～15時30分
ところ　保健センター（西条
5-118-3）

参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　059-223-1616）

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　20歳以上の市民の方
で、ウオーキングを始めたい方

磐城山遺跡」

と　き　6月27日㈫、7月10日
㈪9時30分～12時（2回シ
リーズ）
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　30人（先着順、2日間
とも参加できる方優先）
料　金　無料
申込み　5月16日㈫8時30分か
ら電話で健康づくり課へ

※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。

　5月15日㈪まで(必着)

電話番号を
はがきまたは電子メー



プチ更年期世代の
リフレッシュセミナー

健康づくり課　327-5030　 382-4187

　女性ホルモンの分泌が急速
に減少する更年期（45～55歳）
は、心身の不調が生じやすい時
期です。そんな更年期を上手に
乗り切るための講座です。
対　象　市内在住の30～59歳
の女性

ところ　保健センター（西条
5-118-3）
申込み　5月15日㈪8時30分
から電話で健康づくり課へ

※基本講座を受講した方のみ、選
択講座の申し込みができます。
選択講座は複数選択可能です
（同じ内容の講座は1回限り）。
◆基本講座
○知っとこ！更年期のココロと
カラダ　～助産師さんと一
緒に語り合おう～

と　き　6月12日㈪または6月

　同じ病気の方のお話を聞い
お互いの悩みを話したり、

一人で悩まずにお話しましょう。 

　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

効果的な歩き方な
どウオーキングのコツについて

13日㈫10時～12時
内　容　講話と座談会
定　員　各30人（先着順）
料　金　100円（お茶代）
◆選択講座
○キレイを引き出すヘルシーラ
ンチ（栄養編）

と　き　6月21日㈬または6月
30日㈮10時～12時30分

内　容　調理実習と講話
定　員　各30人（先着順）
料　金　500円（材料費）
○アロマのチカラでホッとひと
いき

と　き　7月11日㈫10時～12時
内　容　講話とルームスプレー
作り

定　員　30人（先着順）
料　金　500円（材料費）
○体の中から美しくヨガ体験
（運動編）

と　き　9月11日㈪または21
日㈭10時～12時

内　容　講話と運動体験
定　員　各30人（先着順）
料　金　無料

○キレイを引き出すヘルシーラ

○体の中から美しくヨガ体験

国際理解・多文化共生
パネル展

市民対話課　382-9058　 382-7660

　三重県では、伊勢志摩サミットが
行われた5月26日、27日の前後2週
間程度を「みえ国際ウィーク」と定
めています。これに合わせて、本市
の国際理解や多文化共生の取組み
を紹介するパネル展を開催します。
と　き　5月24日㈬～30日㈫
8時30分～17時15分（土曜
日は10時～17時、日曜日は9
時～17時）
ところ　市役所本館1階市民
ギャラリー

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　5月9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
ージへ
◆楽しいアイシング教室
　クッキーにかわいくデコレーシ
ョンします。

と定
本市

の国際理解や多文化共生の取組み
を紹介するパネル展を開催します。

5月24日㈬～30日㈫
（土曜

日曜日は9

市役所本館1階市民

　5月9日㈫から先着順
（御

またはホームペ

　クッキーにかわいくデコレーシ

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）
と　き　5月25日㈭10時30分
～12時
ところ　水泳場会議室
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿
　372-8850　 372-3722

と　き　5月13日㈯10時～15
時（雨天決行）

ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿 体育館

内　容　
・フリーマーケット100ブース
・焼きそば、からあげ、ミニクロ
ワッサンなどの飲食物販売
・ワンコインブース（500円での
骨盤矯正、工作体験）
入場料　無料

の5 月 納税
○軽自動車税……全期
【納期限は5月31日㈬です】



日常の中から人権を考えて

教育支援課　382-9055 　382-9053　

kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

人権政策課　382-9011 　382-2214　       

jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

  幼いころに住んでいた家の近く

で、牛や馬が何頭か飼われていま

した。時々、馬が軽やかな音を立

てて通っていくのですが、馬の背

の高さと騎乗する人の風貌に目を

奪われたのを覚えています。親に

尋ねてみると、北海道から馬の世

話をしにきているアイヌの人だと

いうことを聞きました。その後、

アイヌの人たちの独自の文化、言

葉を知り、差別を受けたことも学

びました。

　また、最近の小学生のランドセ

ルの色はさまざまで、男女問わず

カラフルになっていますが、自分

の小学校入学当時は男は黒、女は

赤が定番で、自分の好きな色があ

ればいいのにと思いました。

　世界でも、難民を拒否する動き

や保護主義的な考え方が台頭して

いることが報じられ、自分自身の

人権感覚が問われているように感

じることが多くなっています。

　「人権」について考えるとなる

と、こうでなくてはと身構えたり、

避けがちになったりして、気軽な

会話の中で取り上げにくいことは

ないでしょうか。あたたかく、や

わらかい心で考えてみたいもので

す。

　日常生活の中でふと気がついた

こと、自分とは無関係と思ってい

る世界のこと、当たり前と思って

いることの中に「人権」に関わる

問題が潜んでいるかもしれませ

ん。家族や職場の中で、それを少

し話題にすることから、広く、深

く「人権」について、自分が考え

るようになるきっかけになればす

ばらしいですね。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

貸出し回数上位の本

　子どもから大人まで幅広く過ご

していただける憩いの場「図書

館」。その魅力についてお伝えし

ていきます。今回は「平成 28 年

度に貸し出し回数が多かった本」

を紹介します。

　本館で最も貸し出し回数が多

かった大人の本は、『火花』で、

貸出回数 71 回でした。お笑いコ

ンビ「ピース」又吉さんのデビュー

作で、第 153 回芥川賞を受賞した

ことでも話題となった 1冊です。

『火   花』
（ 著 / 又吉直樹 文藝春秋）

　奇想の天才である一方で人間味

溢れる神谷、彼を師と慕う後輩徳

永。芸人の 2人が運命のように出

会ってから劇は

始まった―。

笑いとは何か、

人間が生きると

は何なのか『。

文學界』掲載を

書籍化。

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細

より引用】

　江島分館で最も貸し出し回数が

多かった本は絵本の『だるまさん

が』で、貸出回数 29 回でした。『だ

るまさんが』・『だるまさんの』・『だ

るまさんと』の 3冊からなるだる

まさんシリーズ第 1作目で、出産

のプレゼントやファーストブック

としても大人気の赤ちゃん絵本で

す。

『だるまさんが』
（作／かがくいひろし　ブロンズ新社）

　「だ・る・ま・

さ・ん・が・・・

ぷっ。」ページを

めくって、びっ

くり大笑い。と

びきりゆかいなだるまさんの絵

本。おかしな動きと表情がとって

も可愛らしい、見ているだけで楽

しい絵本です。

本館　貸出回数 2位・58 回『真夏の方程式』

（著／東野圭吾 文藝春秋）、3位・

56 回『虚像の道化師』（著／東野圭

吾 文藝春秋）

江島　貸出回数 2位・26 回『アンパンマ

ンとはなのしろ』（作・絵／やなせ

たかし フレーベル館）、3位・25

回『アンパンマンをさがせ！』（原

作／やなせたかし フレーベル館）

サーキットを走って脳内活性 !

　3 月 19 日、鈴鹿サーキット南

コース。鈴鹿モータースポーツ友

の会では、50 歳以上を対象とし

たサーキット走行会「脳内活性

inサーキット」を初開催しました。

参加者は、鈴鹿市を中心に東は横

浜、西は徳島からお越しいただい

た 44 人。最高齢は 78 歳 !

　ユニークなタイトルのとおり、

集中力と判断力の要求されるサー

キット走行では「脳が活性化し、

神経が研ぎ澄まされるようだ」と

よく言われますが、実はレースで

の走り極 は気迫や集中力、そし

て繊細な操作が要求され「、究の

安全運転」という言葉がぴったり

なのです。

　当日は私を含め地元のプロレー

シングドライバー 5 人がレース

で培ったノウハウを一人一人に伝

授。ブレーキ、スラローム、そし

て先導走行からフリー走行

へ・・・。プログラムが進むにつ

れて皆さんの運転に自信がみなぎ

り、表情が生き生きとしてくるの

が実感でき、楽しく有意義な一日

となりました。

■語り手　福山英朗（鈴鹿モー

タースポーツ友の会 副理事長）

キ ー ボ ー ド

　４月に異動で広報グループに配

属になりました。異動して間もな

いので、戸惑う場面もありますが、

どんなに些細なことでもメモを取

り、業務内容を覚えようと頑張っ

ています。

　先日、植木まつりの写真を撮り

に行ってきました。初めての取材

だったので緊張しましたが、写真

ひとつ撮るにしてもただ撮るので

はなく、どういうことを伝えたい

のかが写真を見た方に伝わらなけ

ればならない、またイメージした

写真がいつでも撮れるように、常

に周りにアンテナを張ることが重

要だと感じるなど、多くのことを

学びました。

　取材中、市民の方に「いつも家

族で広報すずかを楽しみにしてい

ます」と声をかけていただき、と

ても嬉しい気持ちになりました。

この気持ちを忘れず、皆さんに広

報やホームページを、よりご覧い

ただけるよう、仕事をしていきた

いと思います。(和 )
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