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表紙写真

市役所本館屋上から伊勢湾方

面を望む。



平成 30年度

施 政 方 針

　平成 30 年度がスタートしました。
ここでは今年度の市政運営の 6つの
基本方針と主な施策について紹介し
ます。

市政運営６つの基本方針

鈴鹿市総合計画 2023 をスタ
ートさせてから、持続可能

で安定した行政運営を行っていく
ためには、何よりも将来を支える
人材を育成することが本市にとっ
て欠かせないものであると考え、
子育て・子育ちの取組や地域づく
りの取組には特に注力してきたと
ころです。
　平成 30年度には、日本の大動
脈と言われる新名神高速道路の三
重県区間が開通し、他の広域的な
幹線道路とつながることで中部国
際空港などの交通インフラとのネ
ットワークが拡充され、本市にと
っては、国内外を結ぶアクセスが
飛躍的に向上します。これらの優
位性や機会をしっかりと政策に結
びつけ、将来の世代が夢と希望で
満ち溢れるよう、子育て・子育ち
をはじめとする「人づくり」や本
市を支える産業基盤の拡充などに
一層取り組んでまいります。

1夢と希望を持って子育てができるまちに

若い世代にとって結婚、妊娠
・出産の希望をかなえにく

い状況から、晩婚化や晩産化が進
む中、子育てにおいても地域社会
におけるつながりの希薄化などの
さまざまな要因により、悩みや不
安を抱える方が増加しています。
　保育環境の整備や子育てに関す
る効果的な情報発信に向け、地域
や関係機関の皆さまと連携した普
及・啓発などにより、地域ぐるみ
の子育てを応援してまいります。
　また、子どもの発達障害への不
安解消などに対する取組をさらに
発展させ、結婚から妊娠・出産、
子育て期に至るまでの途切れない
支援を行っていくことで、夢と希
望を持って子育てができる環境を
より一層整備してまいります。

2未来を切り拓く子どもたちを育むまちに

社会や経済の環境が急激に変
化する中にあって、グロー

バル化に対応できる人材が求めら
れています。
　本市で生まれ、育っていく子ど
もたちが、時代の変化に柔軟に対
応し、自らの未来を切り拓くため
のさまざまな能力や資質を備える
ことができるよう、学力向上を図
るほか、コミュニティスクールを
はじめとする地域ぐるみの取組に
より、子どもたちの「知」「徳」「
体」を育む良質な学習環境を整備
してまいります。
　また、児童・生徒数の地域的な
偏在が課題となっていることから
、昨年度策定を進めてきた「鈴鹿
市学校規模適正化・適正配置に関
する基本方針」を地域の皆さまと
共有しながら、将来的な課題への
対応を検討してまいります。

3誰もが生涯にわたり活躍できるまちに

超高齢社会への対応も大きな
課題である中、本市は高齢

化のピークが比較的遅いため、今
後も長期的に老年人口の数、割合
がともに増加することが予測され
ます。
　地域住民の方々をはじめ、多様
な主体の方々が参画し、つながり
を育む「地域共生社会」の実現に
向け、今後も地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた医療と介護の連
携体制や、障がい者の社会参加の
促進、健康づくりの取組を発展さ
せるなど、全ての市民の皆さまが

4産業のさらなる発展と交流が拡大するまちに

日

、生まれ育った
地域の中で、自
分らしく生きる
ことができるま
ちをめざしてま
いります。

本の労働、雇用のあり方が
問われている今、本市の活

力を支える産業の維持、発展のた
めには人材の育成、確保は重要な
課題となってまいります。
　新名神高速道路三重県区間の開
通に伴い、近畿圏と中部圏のつな
がりが強まり、人の交流や物流が
より活発になることから、周辺地
域の効果的な土地活用を図り、企
業誘致や雇用の促進につなげてま
いります。
　また、本年の全国高等学校総合
体育大会をスタートとして大規模
なスポーツイベ
ントに向かって、
スポーツによる
交流の拡大にも
取り組んでまい
ります。

▲ネクスコ中日本 提供

5安全・安心を実感できるまちに

全国各地で大規模な自然災害
が発生しているほか、世界

的なテロや弾道ミサイルの脅威な
どの危機が続く状況において、市
民の皆さまの生命・財産を守るた
め、迅速かつ適切に対処できる危
機管理体制の確立に向け、絶えず
見直し、充実を図ってまいります。
　消防・救急については、より機
動的に行動できる体制の整備を、
また交通安全・防犯については、
事故や犯罪の起こりにくい環境の
整備に取り組んでまいります。
　さらに、市民の皆さまによる自
助・共助の取組拡充も欠かせない
ため、相互に連携できる体制づく
りにも取り組んでまいります。

6 市民力・行政力の高いまちに
合計画 2023 を中心に行政
評価、予算、行財政改革、総

にいまるにいさん

および人事評価を総合的に連携さ
せたトータルマネジメントシステ
ムを推進し、職員力、組織力の強
化を図ってまいります。
　また政策の推進と実現には、行
政力に加え、市民の皆さまによる
自治力、いわゆる市民力の向上が
欠かせません。
　このため、めざすべき本市の未
来を共有しながら、市民の皆さま
による主体的な地域づくりへの支
援をはじめ、本市に対する愛着と
誇りの形成とともに、市民力、行
政力が発揮できる自立したまちづ
くりを進めてまいります。
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総合計画２０２３前期基本計画の柱
に沿って、重点的に取り組む主な事
業を紹介します。

❶大切な命と
暮らしを守るまち 

すずか
＜南海トラフ地震対策＞
「収容避難所等の整備方針」に伴
う
●備蓄物資の計画的な配備
●電源の整備
＜消防・救急対策＞
災害時における
●市民のバイク隊による消防団の
組織化

▲防災ボランティアバイクチーム「ライドエイド」

＜交通安全・防犯対策＞
高齢運転者の交通事故防止、外出
支援について
●「運転経歴証明書」交付手数料
の全額助成
●「運転経歴証明書」の所持者な
どを対象にＣ-ＢＵＳ運賃の割
引
防犯対策として
●近鉄三日市駅と千代崎駅周辺に
防犯カメラの設置
●近鉄白子駅西エリアの自転車駐
車場の増設など

▲近鉄白子駅西第 3 自転車駐車場完成予想図

❷子どもの未来を創り
豊かな文化を育むまち

すずか
＜出産支援＞
●不妊治療に要する費用の一部助
成
＜子育て支援＞
集団への適応が困難な児童のス
ムーズな就学に向けた
●集団適応健診（5歳児健診）を
全ての対象年齢児童に実施
病後児保育や一時預かり保育の受
入れを行う子育て支援の拠点施設
となる
●西条保育所の 2020 年開園を目
標とした建築工事を開始
＜教育支援＞
●教育ＩＣＴ環境の整備
パーソナルロボットを活用した
●プログラミング教育の実践 な
ど

＜スポーツ施設の整備＞
「三重とこわか国体」の開催時期
を見据えた
●ＡＧＦ鈴鹿体育館（鈴鹿市立体
育館）の大規模改修
●市立テニスコート照明のＬＥＤ
化改修工事の実施

❸みんなが輝き
健康で笑顔があふれるまち

すずか
＜地域包括ケアシステムの構築＞
医療、介護などの専門職の連携支
援として
●（仮称）鈴鹿市在宅医療・介護
連携支援センターの開設
●認知症初期集中支援推進事業の
実施
＜健康づくりへの参加促進＞
健康づくりの取組をポイント化す
る
●健康マイレージ事業の実施
＜障がい者の社会参加＞
障がい者雇用の創出に向けた
●農福連携事業所に対する農業技
術の指導などを行うジョブト
レーナー養成と派遣の支援
●障がい者の就労マッチング　な
ど

▲就労マルシェの様子

❹自然と共生し
快適な生活環境をつくるまち

すずか
＜清掃センター改修対策事業＞
●基幹的設備の改修
＜市内幹線道路の整備＞
●汲川原橋徳田線の 4車線化の
計画的な推進

＜広域的な幹線道路開通に向けた取組＞
新名神高速道路三重県区間、中勢
バイパスの開通、（仮称）鈴鹿パー
キングエリア　スマートインター
チェンジの設置に伴う
●開通イベントの開催
●周辺アクセス道路の整備　など

❺活力ある産業が育ち
にぎわいと交流が生まれるまち

すずか
＜（仮称）鈴鹿パーキングエリア
スマートインターチェンジの完
成に伴う地域の活性化＞
●本市地域資源をＰＲするギャラ
リーの設置
●企業誘致や新たな雇用創出を見
据えた有効な土地利用への支援
＜雇用経済対策＞
●本市に移住した若年者を雇用す
る企業への移住費用（一部）の
助成　など
＜シティセールス＞
近鉄白子駅改修に伴い、駅舎壁面
や階段を活用した
●地域資源のＰＲ
●都市イメージの効果的な発信
広域観光や外国人観光客の拡大を
図り
●三重県や近隣市町と共同で、来
訪者の動向を把握する人流解析
調査の実施
＜モータースポーツ振興＞
今年 30回目を迎える「鈴鹿Ｆ１
日本グランプリ」を始めとした
●主要なレース時におけるプロ
モーションイベントの実施
●モータースポーツフェスティバ
ルの開催　など

❻市民力、行政力の
向上のために

＜国際親善＞
友好都市ル・マン市の関係者を招
聘し
●親善事業の実施
＜公民館改修工事＞
●牧田公民館改築事業
●深伊沢公民館のトイレ改修工事
＜地域づくり＞
●市内全域での地域づくり協議会
設立に向けた支援の推進
●地域の継続的な活動の支援

　本市が、持続的かつ安定的に
力強く成長していくために、今
何を為すべきかを常に考えなが
ら、将来の「人づくり」を中心
に政策として打ち出し、予算編
成を行いました。
　今年は総合計画 2023 の 3年
目を迎え、これまで推進してき
た政策がより多くの成果として
実を結ぶよう取り組んでまいり
ます。引き続き、市民の皆さま
並びに市議会の皆さまのご理解
とご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

※この施政方針は概要で、全文ではあ

りません。全文は市ホームページ（

市長のページ＞施政方針）でご覧い

ただけます。
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市長と話そう！
鈴鹿づくりミーティング

2 月 6 日 ( 火 )

　今年度 4回目となる「市長と
話そう！鈴鹿づくりミーティン
グ」を開催し、図書館ボランティ
アの皆さんと「市民にもっと読書
に親しんでもらうためには」を
テーマに、意見交換を行いました。
録音図書の作成や絵本の読み聞か
せ、図書修理などの活動を通して
思うこと、また、図書館の利用者
増加に向けての改善策について活
発に話し合われました。

防災マップを活用した
防災授業 「ここは危険かな？」

3 月 9 日 ( 金 )

　市内の小学校で、新しくなった
防災マップを活用した防災授業が
行われました。このマップは 10
円玉を使って避難にかかる時間を
測ることができます。児童たちは
自分の家から避難先までの避難時
間を測り、地震時に自動販売機や
ブロック塀が倒れて通れなくなる
道はないかなどを話し合い、災害
時の避難について学びました。

　また、玉垣小学校では混雑時の
避難訓練として平泳ぎ避難を実践
し、適度に間隔を空けたほうが効
率よく避難できることを学びまし
た。

開花と共に訪れる春の息吹
3 月 13 日 ( 火 )・17 日 ( 土 )

　池田町の北川さん方では早咲き
の桜が、長澤町では見わたす山の
端を背に菜の花がそれぞれきれい
に咲き誇り、春の訪れを感じさせ
てくれました。



※詳しくはホームページまたは電話で

とき／5月19日㈯13時30分開演（開
場13時）　ところ／市民会館　内容
／シバの女王、涙のトッカータ、ラ・ク
ンパルシータ、古賀メロディー、美空
ひばり、佐渡おけさほか全28曲　入
場料／無料

とき／4月22日㈰13時から　ところ／玉
垣ふれあいホール　内容／子どもたちが
日ごろの練習の成果をソロ演奏と連弾で
発表します。
「コスモス」
ください。

①とき／4月22日㈰　集合／桑名九華公園
9時20分　内容／東海道を歩く1（7km
コース、12kmコース）　②とき／5月6日㈰　
集合／近鉄冨田駅9時20分　内容／東海
道を歩く2（6kmコース、8kmコース）　参
加料／各200円　※初参加者歓迎

とき／4月10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。
りました。
しましょう。

対象／市内在住の女性　とき／火曜
コース5月8日から、土曜コース5月12日か
ら10時～12時（全12回）　ところ／華賀き
もの学院内（岸岡町2257-1）　内容／日
本の着物に今昔はない。永遠の継承の
ために。　受講料／8,320円（12回分）

とき／4月15日㈰13時から　ところ／
ジェフリーすずか　内容／昨年に続き
東京から村尚也さん
お迎えし、
会を開催します。
込み／不要

とき／5月13日㈰13時30分から　と
ころ／文化会館　けやきホール　内
容／曲目「群青」「苔の花」など。三部構
成で、アンサンブル、室内演奏団との
共演もあります。　入場料／1,000円

とき／4月28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／子育て中の介護士が語
る介護現場と地域での看取り　参加
料／500円

対象／どなたでも　とき／毎週水、日
曜日の19時から　ところ／平田野中
学校　※興味のある方は一度見学に
来てください。

とき／4月17日㈫13時30分～15時30
分　ところ／ふれあいセンター(南玉垣町
6600)　内容／童謡や唱歌をみんな
で歌いましょう。
申込み／不要　※AGF鈴鹿体育館が
工事のため４月から会場を移転します。

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／
4月13日㈮、5月10日㈭10時～12時　ところ
／市内飲食店(申込み後に連絡)　内容／
情報交換ができ、心が軽くなれます。　参
加料／500円程度(飲食代のみ)　申込み
／各前日までに電話または電子メールで

とき／4月21日㈯12時30分開演(開場
12時)　ところ／県文化会館小ホール　
入場料／無料　※ハーモニカの音色
をお楽しみください。

対象／どなたでも　とき／4月14日㈯・15
日㈰14時～16時　ところ／文化会館　内
容／塗り替え工事をする前に消費者が
知っておくべき知識を分かりやすく説明し
ます。　参加料／無料　申込み／当日ま
で、電話またはファクスで

対象／発達障がい児者の親　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／子育て
のヒントなど話します。
料　申込み／電子メールで

鈴鹿マンドリンクラブ
杉崎　 090-9908-2049

鈴木利昭　 080-1611-9264 つぅの会　保井　 090-4185-1514

民族衣裳着付同好会　 386-3827 一葉会　坂東伊順　 382-8262

鈴鹿混声合唱団　久米英之　 
090-2349-5554

鈴心館道場　山内　090-2939-1693　
　　　　　土屋　090-1474-5253

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

一般社団法人市民講座運営委員会
　0120-689-419 　0120-392-276

鈴鹿マンドリンクラブ
グリーンコンサート

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会

昔からの着物きつけサークル 日本文化講座と坂東流勉強会

鈴鹿混声合唱団
30周年記念コンサート “介護は新しい文化を創造する”

剣道会員募集

発達障がい児を持つママの
ための心が軽くなるお茶会

屋根・外壁塗り替えセミナー
　

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は６月5日号掲載分です

とき／毎週木曜10時～12時　ところ／桜
の森公園　参加料／500円　内容／ポー
ルを使ったレクリエーションスポーツ　
※定例会　とき／4月8日㈰10時～12時　
内容／鍋田川堤桜並木を歩きます。
※詳しくはホームページまたは電話で

対象／幼児から高校生
とき／毎月第2土曜日10時から、
から、
会館　参加料／茶菓子代程度　申込
み／電話で　※当日参加も可

（開
　ところ／市民会館　内容

ラ・ク
美空

佐渡おけさほか全28曲　入

とき／4月22日㈰13時から　ところ／玉
垣ふれあいホール　内容／子どもたちが
日ごろの練習の成果をソロ演奏と連弾で
発表します。若松公民館コーラスサークル
「コスモス」も出演します。ぜひ聴きに来て
ください。　入場料／無料

とき／
鈴鹿スポーツガーデン多目的広場　
参加料／500円　申込み／電話また
は電子メールで　※随時会員募集中
です。

①とき／4月22日㈰　集合／桑名九華公園
（7km

　②とき／5月6日㈰　
集合／近鉄冨田駅9時20分　内容／東海

　参

とき／4月10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。新学期が始ま
りました。気軽にお越しいただき相談
しましょう。

対象／20歳代～40歳代の男女　とき
／5月5日
（受付11時30分～12時30分）　とこ
ろ／県総合文化センター生涯学習セ
ンター4階　定員／150人　参加料／
1,000円　申込み／不要

対象／市内在住の女性　とき／火曜
土曜コース5月12日か

ろ／華賀き
　内容／日

永遠の継承の
（12回分）

とき／4月15日㈰13時から　ところ／
ジェフリーすずか　内容／昨年に続き
東京から村尚也さん（坂東鼓登治）を
お迎えし、日本文化の講演と舞踊発表
会を開催します。　入場料／無料　申
込み／不要

対象／中学生以上　とき／毎週木曜
日19時～21時　ところ／文化会館　
内容／英会話を勉強してみたい方、
語を話す機会を探している方、
しています。

とき／5月13日㈰13時30分から　と
ころ／文化会館　けやきホール　内

三部構
室内演奏団との

　入場料／1,000円

とき／4月28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／子育て中の介護士が語
る介護現場と地域での看取り　参加
料／500円

対象／65歳まで　とき／毎月2回土曜
日13時30分から　ところ／夢の館
込み時に連絡します）
指導料／年2,000円
み／電話で

対象／どなたでも　とき／毎週水、日
曜日の19時から　ところ／平田野中
学校　※興味のある方は一度見学に

とき／4月17日㈫13時30分～15時30
分　ところ／ふれあいセンター(南玉垣町
6600)　内容／童謡や唱歌をみんな
で歌いましょう。　参加料／500円　
申込み／不要　※AGF鈴鹿体育館が
工事のため４月から会場を移転します。

とき／4月15日㈰10時～13時　ところ
／菰野町わらしべ山荘　内容／自分
で薪を作って、
ましょう。
み／電話で

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／
5月10日㈭10時～12時　ところ

／市内飲食店(申込み後に連絡)　内容／
　参

加料／500円程度(飲食代のみ)　申込み
／各前日までに電話または電子メールで

とき／4月21日㈯12時30分開演(開場
12時)　ところ／県文化会館小ホール　
入場料／無料　※ハーモニカの音色
をお楽しみください。

とき／4月8日㈰10時開演　ところ／
河川防災センター　内容／公民館講
座などで学んできた詩吟を披露しま
す。
ください。

・15
日㈰14時～16時　ところ／文化会館　内
容／塗り替え工事をする前に消費者が
知っておくべき知識を分かりやすく説明し

　参加料／無料　申込み／当日ま

対象／発達障がい児者の親　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／子育て
のヒントなど話します。　参加料／無
料　申込み／電子メールで

対象／16歳以上男女　とき／
㈰10時～12時　ところ／ホワイト歯
科ビル2階(イオン白子店前)　内容／
全日本剣道連盟の杖道です。
／電話で　※当日参加もできます。
気軽にお越しください。

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　 090-1747-3394　 http://www.snwc1130.com/

あさい音楽教室　 385-4388

鈴木利昭　 080-1611-9264 つぅの会　保井　 090-4185-1514

民族衣裳着付同好会　 386-3827 一葉会　坂東伊順　 382-8262

理想の暮らしを語る会　 389-6603 伊藤昭義　 374-1018

鈴心館道場　山内　090-2939-1693　
　　　　　土屋　090-1474-5253 田邉明子　 386-0830

tyaru0401@yahoo.co.jp
ひぐらしハーモニカ教室
 伊藤　 059-223-2106 山口　 382-0865　 090-1416-9238

一般社団法人市民講座運営委員会
　0120-689-419 　0120-392-276

こんぺいとう　
sas.tanpopo@gmail.com

ノルディックウオーキング
体験会

あさい音楽教室
ピアノ発表会

市民アーチェリー教室および

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会

昔からの着物きつけサークル 日本文化講座と坂東流勉強会

30周年記念コンサート
公開講座

“介護は新しい文化を創造する”

みな歌は引っ越します

発達障がい児を持つママの
ための心が軽くなるお茶会

ひぐらしハーモニカ教室
20周年記念合同発表会

外壁塗り替えセミナー お母さんのしゃべり場に
集まれ

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

とき／毎週木曜10時～12時　ところ／桜
の森公園　参加料／500円　内容／ポー
ルを使ったレクリエーションスポーツ　
※定例会　とき／4月8日㈰10時～12時　
内容／鍋田川堤桜並木を歩きます。

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／茶菓子代程度　申込
み／電話で　※当日参加も可

とき／4月22日㈰13時から　ところ／玉
垣ふれあいホール　内容／子どもたちが
日ごろの練習の成果をソロ演奏と連弾で

若松公民館コーラスサークル
ぜひ聴きに来て

とき／4月14日㈯9時～12時　ところ／
鈴鹿スポーツガーデン多目的広場　
参加料／500円　申込み／電話また
は電子メールで　※随時会員募集中
です。練習は毎週土曜日午前中。

とき／4月10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

新学期が始ま
気軽にお越しいただき相談

対象／20歳代～40歳代の男女　とき
／5月5日（土・祝）12時30分～16時
（受付11時30分～12時30分）　とこ
ろ／県総合文化センター生涯学習セ
ンター4階　定員／150人　参加料／
1,000円　申込み／不要

とき／4月15日㈰13時から　ところ／
ジェフリーすずか　内容／昨年に続き

（坂東鼓登治）を
日本文化の講演と舞踊発表

　入場料／無料　申

対象／中学生以上　とき／毎週木曜
日19時～21時　ところ／文化会館　
内容／英会話を勉強してみたい方、英
語を話す機会を探している方、お待ち
しています。参加料／500円

とき／4月28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／子育て中の介護士が語
る介護現場と地域での看取り　参加

対象／65歳まで　とき／毎月2回土曜
日13時30分から　ところ／夢の館（申
込み時に連絡します）　定員／20人　
指導料／年2,000円（道具代別）　申込
み／電話で

とき／4月17日㈫13時30分～15時30
分　ところ／ふれあいセンター(南玉垣町
6600)　内容／童謡や唱歌をみんな

　参加料／500円　
申込み／不要　※AGF鈴鹿体育館が
工事のため４月から会場を移転します。

とき／4月15日㈰10時～13時　ところ
／菰野町わらしべ山荘　内容／自分
で薪を作って、かまどでごはんを炊き
ましょう。　参加料／1,000円　申込
み／電話で

とき／4月21日㈯12時30分開演(開場
12時)　ところ／県文化会館小ホール　
入場料／無料　※ハーモニカの音色

とき／4月8日㈰10時開演　ところ／
河川防災センター　内容／公民館講
座などで学んできた詩吟を披露しま
す。　入場料／無料　※気軽にお越し
ください。

対象／発達障がい児者の親　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／子育て

　参加料／無

対象／16歳以上男女　とき／4月22日
㈰10時～12時　ところ／ホワイト歯
科ビル2階(イオン白子店前)　内容／
全日本剣道連盟の杖道です。 　申込み
／電話で　※当日参加もできます。
気軽にお越しください。

　 090-1747-3394　 http://www.snwc1130.com/ 磯路会　増井　 080-3281-0562

鈴鹿市アーチェリー協会　 
388-1351　suzuakyo@live.jp

鈴木利昭　 080-1611-9264 つぅの会　保井　 090-4185-1514 津シルバークラブ
斉藤　059-293-1169

民族衣裳着付同好会　 386-3827 一葉会　坂東伊順　 382-8262 鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com

理想の暮らしを語る会　 389-6603 伊藤昭義　 374-1018

はっぴーらいふの会　 
090-3953-1237

(公社 )日本吟道学院公認吟風会　
山口　 382-0865　 090-1416-9238

長岡純一　 090-3568-1332

ノルディックウオーキング 鈴鹿こども茶道教室

市民アーチェリー教室および
会員募集

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会 第9回いい人見つけて
結婚しよう

昔からの着物きつけサークル 日本文化講座と坂東流勉強会 英会話の勉強に
挑戦してみませんか

“介護は新しい文化を創造する” 鈴鹿奇術愛好会会員募集 第50回　春の山野草展示会

薪で炊いたごはんを
食べよう

ひぐらしハーモニカ教室
20周年記念合同発表会 詩吟発表会開催

お母さんのしゃべり場に 杖道無料体験 生涯学習教室　世界史入門

　
13時

14時30分から　ところ／文化
会館　参加料／茶菓子代程度　申込

とき／4月19日㈭～22日㈰9時～16
時30分（初日は13時から、最終日は
16時まで）　ところ／文化会館さつき
プラザ　講師／大杉華水　入場料／
無料

4月14日㈯9時～12時　ところ／
鈴鹿スポーツガーデン多目的広場　
参加料／500円　申込み／電話また
は電子メールで　※随時会員募集中

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／4月11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／20歳代～40歳代の男女　とき
12時30分～16時

（受付11時30分～12時30分）　とこ
ろ／県総合文化センター生涯学習セ
ンター4階　定員／150人　参加料／

対象／子ども（4歳～中学生）、大人（性
別年齢不問）　とき／毎週水、金曜日
19時～20時20分　ところ／武道館　
※体験、見学無料。直接稽古日にお越
しください。

対象／中学生以上　とき／毎週木曜
日19時～21時　ところ／文化会館　
内容／英会話を勉強してみたい方、英

お待ち

とき／4月22日㈰10時受付開始　と
ころ／高岡山センター　内容／当日
吟行句3句（13時締切）　参加料／
1,000円　※どなたでも当日会場に
お越しください。

対象／65歳まで　とき／毎月2回土曜
（申

　定員／20人　
（道具代別）　申込

とき／4月14日㈯・15日㈰9時～18時　
ところ／鈴鹿ハンター1階サブコート　
内容／春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／4月15日㈰10時～13時　ところ
／菰野町わらしべ山荘　内容／自分

かまどでごはんを炊き
　参加料／1,000円　申込

とき／4月21日㈯10時～13時　ところ
／菰野町わらしべ山荘　内容／新緑
の大自然、春の息吹をいっぱい感じま
しょう。　参加料／1,000円（お弁当
付）　申込み／電話で

とき／4月8日㈰10時開演　ところ／
河川防災センター　内容／公民館講
座などで学んできた詩吟を披露しま
　入場料／無料　※気軽にお越し

とき／4月14日㈯13時～16時　ところ
／鈴鹿カルチャーステーション　参加
料／1,500円(一般)1,000円(学生、
GEN-JP会員)　講師／辻信一　※ピ
アノ演奏有

4月22日
㈰10時～12時　ところ／ホワイト歯
科ビル2階(イオン白子店前)　内容／

 　申込み
／電話で　※当日参加もできます。

とき／4月21日㈯10時から(毎月1回)　
ところ／鈴峰公民館　内容／ビデオや
映画、音楽、文学教材を使って、世界の
歴史や文学を楽しく学びます。　参加
料／500円(初回のみ)　申込み／電話
で

磯路会　増井　 080-3281-0562 彫型画鈴鹿教室
中城昇　 383-5393

下野和子　 370-4620

髙知利壽　 090-6767-3827

　http://suzukaenglishclub.com 鈴鹿市俳句連盟　 384-3928

鈴鹿山野草の会　宮口　 
090-2611-6727

自然をたのしむ会　 
090-1473-2728

(公社 )日本吟道学院公認吟風会　
山口　 382-0865　 090-1416-9238

NPO法人えこびれっじネット日本
GEN-Japan 　389-6603

清水　 371-1827

彫型画(伊勢型紙)
鈴鹿教室展

市民アーチェリー教室および 認知症の人と
家族の会のつどい

争わない武道
合気道始めませんか

新緑吟行会

鈴鹿奇術愛好会会員募集 第50回　春の山野草展示会

樹林気功+ピクニック

ローカルから始まる
地球のこと

杖道無料体験 生涯学習教室　世界史入門

次回の募集は 6月 5 日号掲載分です

※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。

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・

本文 80 文字程度

●申込み／ 4月 9日㈪～13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 )。



用していただけます。運転免許
証と同じサイズのカード型で、運
転免許証を返納する前5年間の
運転経歴のほか、本人の写真、
住所、氏名、生年月日が記載さ
れます。
　運転経歴証明書をお持ちの
方は、鈴鹿市コミュニティバス
C-BUS、三重交通グループの
路線バスの運賃割引などを受け
ることができます。

交付手数料を全額助成します。

用していただけます。運転免許
証と同じサイズのカード型で、運
転免許証を返納する前5年間の
運転経歴のほか、本人の写真、
住所、氏名、生年月日が記載さ

　運転経歴証明書をお持ちの
バス

C-BUS、三重交通グループの
路線バスの運賃割引などを受け

春の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

　4月6日㈮から15日㈰まで、春の
全国交通安全運動が実施されま
す。行楽や入学・入社のこの時期
は、人や車の動きが活発になり交
通事故に遭う危険性が高くなりま
す。一人一人が交通安全に努め、
交通事故を起こさないように、また
遭わないように気をつけましょう。

平成 30年度の
国民健康保険料の
納期と保険料の率など
保険年金課　382-9290　382-9455
　平成 30年 7月に賦課される
国民健康保険料の納期と保険料
の率などは次のとおりです。保
険料の額については、7月に送
付される納付通知書でご確認く
ださい。ついては、7月に送付される納付通知書でご確認ください。

4月
5月
6月
7月 1期 (7月31日)
8月 2期 (8月31日)
9月 3期 (10月1日)
10月 4期 (10月31日) 
11月 5期 (11月30日)
12月 6期 (12月25日)
1月 7期 (1月31日)
2月 8期 (2月28日)
3月 9期 (4月1日)

国民健康保険料
（普通徴収）

ついては、7月に送付される納付通知書でご確認ください。

所得割 7.60%
均等割 加入者１人につき29,400円
平等割 １世帯につき22,800円
賦課限度額 58万円
所得割 3.10%
均等割 加入者１人につき11,400円
平等割 １世帯につき8,400円
賦課限度額 19万円

所得割 3.10%
均等割 加入者１人につき15,000円
平等割 １世帯につき7,800円
賦課限度額 16万円

保険料の率等

40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。

医療保険分

高齢支援分

介護保険分

※賦課される保険料は、医療保険分、

高齢支援分、介護保険分の合計で

す。

※所得割は表の率に加入者全員の基

礎控除後の総所得金額等の合算額

をかけて算出します。

※平成 30 年度から資産割を廃止し

ました。

※医療保険分は被保険者の医療費な

どに使われるもの、高齢支援分は

後期高齢者（75 歳以上）の医療

費を支援するもので、介護保険分

は介護保険第 2 号被保険者になる

40 歳以上 65 歳未満の方に賦課

されるものです。

※平成 30 年度以降、クレジット納

付はできません。

※平成 29 年度までの保険税は納税

課で納めてください。

高齢者への運転経歴証書
の交付助成事業

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　平成30年4月から、鈴鹿警察
署で運転免許証を自主返納さ
れる満65歳以上の高齢者の方
を対象に、「運転経歴証明書」の
交付手数料を全額助成します。
希望される方は運転免許証の
返納時に、窓口で交付手数料を
負担することなく受け取ることが
できます。
◆運転経歴証明書とは
　三重県公安委員会が発行す
る証明書で、運転免許証に代わ
る公的な本人確認書類として利

高齢者への運転経歴証明書

学芸員(嘱託職員)募集
文化財課　374-1994　 374-0986

対　象　次の全てに該当する方
・大学で考古学・人類学または歴史
学を専攻し、埋蔵文化財の調査
についての知識・経験を有する方
（調査参加経歴書を要提出）
・学芸員資格および普通自動
車免許を取得または平成30
年5月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
・地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しない方
業務内容　埋蔵文化財の発掘
調査、室内整理および報告書
作成に関する業務
定　員　1人
勤務条件　鈴鹿市嘱託職員
採用試験募集要項による
申込み　4月5日㈭から19日㈭ま
でに、「職員採用試験申込書」を
直接または郵送で考古博物館

　（〒513-0013国分町224）へ
※申込書・募集要項は直接または郵
送で考古博物館に請求してくださ
い。郵送の場合は、封筒の表に朱書
きで「嘱託職員採用試験申込書希
望」と記入し、82円切手を貼った返
送用封筒を同封してください。市ホ
ームページでも入手できます。
◆採用試験
と　き　4月28日㈯10時から
ところ　考古博物館
内　容　筆記・実技試験、面接

納税の夜間窓口・休日窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　4月29日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口
と　き　4月26日㈭・27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。

納税の夜間窓口・休日窓口

　4月29日㈰9時～16

　4月26日㈭・27日㈮

　市税の納付、納税相

※北通用口は利用できません。

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　382-7831　 382-7660

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月か
かります。申込手続きは金融機
関、地区市民センター、納税課
の窓口で行っていますので、口
座振替を希望される方は、お早
めに手続きをお願いします。手
続きの際には、通帳、通帳の届
出印、納税通知書（納付書）が
必要です。



4 月以降の C-BUS の取組み
都市計画課　 382-9024　 384-3938

　鈴鹿市コミュニティバス「
C-BUS」では、4月 1日から利便
性向上や利用促進を目的として、
運転免許自主返納者割引や経路の
変更などの新しい 3つの取組み
を始めました。
◆運転免許自主返納者割引
　C-BUS 全線において、自動車の
運転に不安を抱える高齢者など
が運転免許を自主返納しやすい環
境を整備するために始めました。
対　象　運転経歴証明書をお持ち
の本人と、同伴者 1人
利用方法　運賃のお支払いの際に
、運転経歴証明書を提示してく
ださい。

現行運賃

200円区間
300円区間
400円区間

割引後 同伴者が
小学生の場合

100円
150円
200円

100円

※小学生（小児運賃）は乗車区間に

かかわらず 1 乗車 100 円です。

※他の割引との併用はできません。

◆西部地域 C-BUS のルートを一
部変更
　庄内・神戸線では、神戸三丁目
方面を経由する便を、往路・復路
4便ずつ追加します。村瀬病院、
スズカエース方面への利用が便利
になります。
　椿・平田線では、「飯野高校」
発着の便を、往路・復路 1便追
加します。なお、鈴鹿ハンターか
ら高校への運行は、高校の開校日
のみとなります。
※ダイヤなど詳しい情報は、4 月 5

日号広報すずかと同時配布の「平

成 30 年度版鈴鹿市内公共交通時

刻表」および市ホームページでご

確認ください。

◆沿線小学校の児童の音声による
行先案内

　南部地域 C-BUS の「白子・平田
線」において、地域のバスとして
親しんでいただくために始めまし
た。

市民会館展示室の
利用貸出し

市民会館　382-0654　 382-3109

　市民会館展示室は改修により
エレベーターや多目的トイレ、段
差解消スロープの設置のほか運
搬がしやすい机や展示パネルな
どを導入し、利便性が大きく向上
しました。次のような催し物に利
用できますので、ご活用ください。
対象催し　美術作品展、合唱・
舞踊・アコースティック楽器の
ミニコンサートや練習、講演会・
セミナー・会議、商品展示会
基本使用料
・平日　1区分：3,240円、終日：
8,640円
・土・日曜日、祝日　1区分：
3,780円、終日：1万800円

※1区分とは午前（9時～12時）、午後
（13時～16時30分）、夜間（17時
30分～22時）のそれぞれの区分
を言います。

※このほか冷暖房や音響設備など
を使用した場合は、別途附属設備
使用料が必要です。

※営利、営業、宣伝などの目的で使用
する場合は割増料金となります。
申込み　直接市民会館（休館
日を除く）へ

給食調理員(臨時職員)募集
学校給食センター　382-3273　 379-2501

対　象　健康な方
勤務場所　学校給食センター
（岡田町724）

平日　1区分：3,240円、終日：

土・日曜日、祝日　1区分：

業務内容　給食の調理補助、
食器の洗浄など(簡単な作業)
勤務条件　時給870円(予定)、
交通費支給（通勤距離が直
線2km以上の場合1日100
円）、月～金曜日（祝日、春・夏・
冬休み期間は除く）8時30分
～16時15分（月15日以内）ま
たは8時30分～12時

※子どもたちと同じ給食を食べら
れます(自己負担）。

※勤務シフトは柔軟に対応します。
勤務回数はご相談ください。
申込み　電話で学校給食セン
ターへ

障害児福祉手当・特別障害
者手当・特別児童扶養手当
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　障がいのある方に対する手当
を紹介します。詳しくはご相談く
ださい。
※すでに受給認定されている方は申
請不要です。

※手当月額は、毎年度見直されます。
◆障害児福祉手当
対　象　20歳未満で、重度の
障がいの状態にあり、日常生
活において常時特別の介護
を必要とする方
障がいの程度　身体障害者手
帳1級、療育手帳A1（最重度）、
精神障害者保健福祉手帳1級

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障がい
別）で判定します。

※所得制限があります。特定の施設
に入所中の方や、障がいを支給事
由とする年金などを受給してい
る方は対象外です。
手当月額　1万4,650円
◆特別障害者手当
　20歳以上で、著しく重度の障
がいの状態にあり、日常生活に
おいて常時特別の介護を必要
とする在宅の方
障がい程度　身体障害者手帳
1級程度、療育手帳A1（最
重度）程度、精神障害者保
健福祉手帳1級程度の障が
いが重複している方、または
重複障がいと同等の障がい
のある方

※手帳の等級はあくまでも目安で
す。原則、手当用診断書（障がい
別）で判定します。

※所得制限があります。また、特定
の施設に入所中の方や、病院な
どに3カ月を超えて継続入院を
している方は対象外です。
手当月額　2万6,940円
◆特別児童扶養手当
　障がいを支給事由とする公
的年金を受け取ることができな
い20歳未満の児童を養育して
いる方
障がい程度　身体障害者手帳
1～3級・4級の一部，療育手
帳A1（最重度）・A2（重度）・
B1（中度）・B2（軽度）の一部、
精神障害者保健福祉1・2級
の一部

※所得制限があります。また、特定
の施設に入所中の児童や、障が
いを支給事由とする年金などを
受給している児童、児童もしくは
養育者が国外に居住している場
合は対象外です。
手当月額　1級5万1,700円、
2級3万4,430円（児童1人
あたり）

給食の調理補助、

　時給870円(予定)、

円）、月～金曜日（祝日、春・夏・

※勤務シフトは柔軟に対応します。

を紹介します。詳しくはご相談く

※手当月額は、毎年度見直されます。

帳1級、療育手帳A1（最重度）、



国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課　382-9401　 382-9455

　国民年金制度では、国内に居
住する20歳以上60歳未満の全
ての方に加入が義務付けられて
います。退職などに伴い年金の
被保険者の種別が変わる方は
届出が必要です。届出をしない
と将来の年金額が減る場合や、
給付されなくなる場合がありま
すのでご注意ください。
◆国民年金被保険者の種別
・第1号被保険者　20歳以上
60歳未満の自営業者、学生、
フリーターなど
・第2号被保険者　会社員や公
務員（厚生年金加入者）など
・第3号被保険者　会社員や公
務員に扶養されている20歳以
上60歳未満の配偶者

◆こんなときは
○20歳になったとき
　　誕生月の前月に年金事務
所から加入届書が送付されま
す（厚生年金の加入者は除く）。
必要事項を記入して、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。
○会社などを辞めたとき
　　国民年金の加入届出が必
要です。扶養されている配偶
者も同時に届出が必要です。
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。
持ち物　身分証明書（運転免
許証など）、退職日が分かる
書類、年金手帳
○会社などに勤めたとき
　　会社などが年金事務所へ
届出をしますので、本人の届
出は不要です。扶養されてい
る配偶者（第3号被保険者）も
同様です。
問合せ　保険年金課、津年金
事務所(　059-228-9112)

農業者を対象とする
収入保険制度の開始

農林水産課　382-9017　 382-7610

　農業者を対象とした収入保
険制度が平成31年1月から開
始されます。収入保険制度は品
目の枠にとらわれず、自然災害

と将来の年金額が減る場合や、

60歳未満の自営業者、学生、

す（厚生年金の加入者は除く）。

金課または地区市民センター、
による収量減少だけでなく、価格
低下なども含めた収入減少を補
償する仕組みの保険制度です。
対　象　青色申告（簡易な方
式を含む）を行っている農業
者（個人・法人）
補償対象　米、麦、大豆、野菜、
茶、花卉(かき)、果樹など農
業者が自ら生産した農産物の
販売収入全体
補償限度額　複数の割合の中
から選択
申込み　平成30年秋から直接
三重県農業共済組合三泗鈴
亀支所（四日市市三重郡菰野

年金事務所で手続きをしてく

　　国民年金の加入届出が必
要です。扶養されている配偶
者も同時に届出が必要です。
保険年金課または地区市民
センター、年金事務所で手続

　身分証明書（運転免
許証など）、退職日が分かる

　　会社などが年金事務所へ
届出をしますので、本人の届 亀支所（三重郡菰野町大字

菰野杉ノ本 2255-1）へ町大字菰野杉ノ本2255-1）へ
※NOSAI三重ホームページ（　
http://www.nosaimie.or.jp）
で収入保険の試算ができます。
問合せ　三重県農業共済組合
三泗鈴亀支所（　327-5900、
　　sannshireiki@nosaimie.
　or.jp）　

出は不要です。扶養されてい
る配偶者（第3号被保険者）も

　保険年金課、津年金

　農業者を対象とした収入保
険制度が平成31年1月から開
始されます。収入保険制度は品
目の枠にとらわれず、自然災害

公共下水道の使用できる
区域を拡大

営業課　368-1673　 368-1685

　3月31日から、公共下水道を
使用できる区域が広がりまし
た。今回供用開始になる区域
は、牧田、白子、稲生、飯野、一
ノ宮、玉垣、若松、栄の各一部
で、合計約98ヘクタールです。
　これにより、既に供用してい
る区域と合わせて約2,108ヘ
クタールの区域で公共下水道
が使用できるようになりました。

緑の募金にご協力を
農林水産課　382-9017　 382-7610

　(公社)三重県緑化推進協会
との連携により、緑の募金活動
を実施します。森林や緑はおい
しい水やきれいな空気、地球温
暖化の防止など、多くの恵みを
与えてくれます。緑の募金は、
そのような多くの恩恵を与えて
くれる森林づくりのための、植
樹や育樹の支援などに役立て
られています。将来の世代に豊
かな地球環境を残せるよう、皆
さんのご協力をお願いします。
募金方法　5月31日㈭までに
市役所7階農林水産課、各
地区市民センターに設置の
募金箱へ

※払込取扱票を添付したリーフレ
ットも配布しています。

与えてくれます。緑の募金は、

訪問理美容サービスの
出張経費一部支援

長寿社会課　382-7935　 382-7607

　居宅で介護を受けている重
度の要介護者・身体障がい者
の家庭を訪問する理美容サー
ビスの出張経費を支援します。
年度ごとに申請が必要です。
対　象　市内に住所があり、市
内の居宅で介護を受けてい
る40歳以上の方のうち、要介
護3から5と認定されている方、
または身体障害者手帳1・2級
を持ち、障がい名が下肢また
は体幹機能障害の方
支援額　上限2,000円（1回に
つき）
利用可能回数　最高4回（申請
する時期により異なります。）
申込み　長寿社会課または地
区市民センターへ

※要介護認定が要介護3から5に
該当する方は介護保険被保険者
証を、該当しない方は障害者手
帳のコピーを持参してください。

ジェフリーふぇすたの
実行委員を募集

男女共同参画課　381-3113　 381-3119

     danjyokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　ジェフリーふぇすたは、男女共
同参画について考え、活動の
場を広げるイベントです。今年
度は11月下旬または12月初旬
に開催予定です。このイベント
の企画運営に参画していただ
ける実行委員を募集します。
内　容　6月から月1～3回程
度（主に平日19時から2時間
ほど）男女共同参画センター
で企画会議を開き、当日の運
営やまとめなどを行います。
申込み　5月18日㈮までに、住
所、氏名、年齢、連絡先、応募
動機を直接、ファクスまたは電
子メールで男女共同参画課へ

長崎を取材する
親子記者募集

人権政策課　382-9011　 382-2214

　長崎で、原爆の被害や平和
の大切さを学び、新聞を作って
みましょう。
対　象　市内に在住する小学
4～6年生とその保護者
と　き　8月8日㈬14時30分
～11日(土・祝)12時
ところ　長崎県長崎市（長崎
原爆資料館など）

※長崎への旅費は支給します。
内　容　長崎で取材・記事作
成など（事前課題あり）
定　員　全国で9組（応募者
多数の場合は全国9ブロック
で各1組を抽選）
主催・申込・問合せ　5月7日㈪
までに募集要項をご確認の上、
電子メールで日本非核宣言自治
体協議会（事務局：長崎市平和
推進課　095-844-9923　info

　@nucfreejapan.com）へ
※募集要項は同協議会ホームページ
（　http://www.nucfreejapan.
　com/）またはフェイスブック（　
https://www.facebook.com/

　nucfree）でご覧いただけます。

ビスの出張経費を支援します。

護3から5と認定されている方、



すずかフェスティバル
参加チーム募集

地域資源活用課　382-9020　 382-0304

　1チーム5人から参加でき、踊
りのジャンルは問いません。ま
た、年齢制限もありません。今
年はチームに入っていなくても
大会に参加できる「すずフェス
体験隊」という企画もあり、踊り
たい気持ちがある方なら、どな
たでも舞台で踊っていただけま
す。すずフェスで熱い夏の思い
出を作りましょう。
と　き　8月4日㈯・5日㈰
申込み　4月11日㈬から5月11
日㈮までに、すずかフェスティ
バルホームページ（　http://
　www.suzufes.com）へ
問合せ　同実行委員会事務局
（鈴鹿市観光協会内　〒
510-0241白子駅前17-12
火～日曜日9時30分～18時
　380-5595　info@suzufes.
　com）

音楽プラネタリウムの
演奏者募集

文化会館　382-8111　 382-8580

対　象　高校生以上（未成年
者は保護者の同意が必要）

※プラネタリウムドーム内ステージ
の大きさの都合上、演奏者は5人
以内でお願いします。
とき・内容　7月7日㈯の「七夕
さま」と、12月23日㈰の「クリ
スマス」の各特別投映で演
奏していただきます。1時間
の投映の内、演奏時間は40
分間程度です。

※実施日などについては変更する
場合があります。
ところ　文化会館プラネタリウム
（飯野寺家町810）
申込み　4月21日㈯15時まで
（必着）に、演奏希望曲のう
ち1曲を録音したCD（1枚）
と結果連絡用の官製ハガキ、
応募用紙に必要事項を記入
の上、直接文化会館へ

※応募用紙は文化会館にあります。
※申込書・CDは返却しません。
※応募多数の場合は、書類および
CDで選考します。

シルバー人材センター
会員募集

鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

　鈴鹿市シルバー人材セン
ターでは、毎月入会説明会を開
催しています。
対　象　60歳以上でシルバー
人材センターの趣旨に賛同さ
れ、健康で働く意欲のある方
と　き　4月10日㈫10時から
（1時間程度）
※毎月第2火曜日（祝日の場合は翌
平日）に開催しています。
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター 研 修 室 ( 神 戸
1-17-5)

鈴鹿亀山地区広域連合
介護保険運営委員会
市民委員募集
鈴鹿亀山地区広域連合

　369-3204　 369-3202

　 skkaigo@mecha.ne.jp

　平成30年度から3年間にお
ける介護保険事業の適正な運
営を図るための介護保険運営
委員会に参画していただく市民
委員を募集します。
※委員は、市民委員のほか学識経
験者などで構成されます。
対象・定員　鈴鹿市または亀
山市にお住まいの「40歳以
上65歳未満の方1人」と
「65歳以上の方1人」
※年齢は2018年4月1日現在
内　容　運営委員会（年3回
程度）での第7期介護保険
事業計画の進捗状況確認や
地域包括支援センターに関
する事項の審議、指定地域
密着型サービス事業所など
の指定に関する審議、第8期
介護保険事業計画策定にお
ける審議など
任　期　委嘱日（5月ごろ）～
2021年3月31日
報　酬　本広域連合規定による
申込み　4月20日㈮17時まで
(必着)に、所定の応募用紙
に必要事項を記入の上、郵
送、ファクス、電子メールまた
は直接で鈴鹿亀山地区広域
連 合 介 護 保 険 課（ 〒
513-0801神戸1-18-18　
市役所西館3階）へ

※応募用紙は鈴鹿亀山地区広域連
合介護保険課窓口、または鈴鹿
亀山地区広域連合（　http://

　www. s u z u k a k ameya -
ma-kouiki.jp/)で入手できます。

※実施日などについては変更する

ム

　4月21日㈯15時まで
（必着）に、演奏希望曲のう
ち1曲を録音したCD（1枚）
と結果連絡用の官製ハガキ、
応募用紙に必要事項を記入

※応募用紙は文化会館にあります。

※応募多数の場合は、書類および

　鈴鹿市シルバー人材セン
ターでは、毎月入会説明会を開

60歳以上でシルバー
人材センターの趣旨に賛同さ

　4月10日㈫10時から

※毎月第2火曜日（祝日の場合は翌

　鈴鹿市シルバー人材
センター 研 修 室 ( 神 戸

　
歯のこと何でも電話相談
健康づくり課　382-2252　 382-4187

　日ごろから気になっている
「歯の悩み」に歯科医師が直
接お答えします。
と　き　4月15日㈰10時～15時
相談料　無料
問合せ　三重県保険医協会
（　059-225-1071、　059-
　225-8747　 http://mie-
　hok.org)

遺言相続無料電話相談会
市民対話課　382-9004　 382-7660

　毎年4月15日は「遺言の日」
です。三重弁護士会が遺言・相
続に関する無料電話相談会を
実施します。
と　き　4月16日㈪10時～16時
相談専用電話番号
　　059-228-3143
内　容　遺言書の書き方・相
続に関する疑問点など遺言
と相続に関する問題全般
相談員　三重弁護士会高齢
者・障害者支援センター所属
弁護士
問合せ　三重弁護士会事務局
（　059-228-2232　 http://
　mieben.info/)

鈴鹿市まちづくり
応援補助金公開審査会
地域協働課　382-8695　 382-2214

　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の
補助金公開審査会を開催しま
す。団体への補助金額は、本審
査会の審査結果に基づき決定
します。
と　き　4月28日㈯13時から
ところ　市役所本館12階　
1203大会議室

※どなたでも参加できます。当日
ご来場いただいた方は、ギャラ
リー投票として審査に参加する
ことができます。



金生水沼沢植物群落観察会
文化財課　382-9031　 382-9071

　国指定天然記念物「金生水
沼沢植物群落」で季節の希少
植物をご覧いただく機会として
観察会を実施します。
と　き　5月12日㈯、6月2日
㈯、7月7日㈯、9月15日㈯、
10月27日㈯9時から　

　※少雨決行

　毎年4月15日は「遺言の日」

㈯、7月7日㈯、9月15日㈯、

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、8時45分ま
でに飯野地区市民センター駐
車場で受付後、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。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに、直接開催場所に来てくだ
さい。
定　員　各25人（先着順）
持ち物　水筒、タオル、長靴、
帽子、虫除けスプレーなど
（雨天時は雨具）
申込み　各開催日の15日前か
ら電話で文化財課へ

※1グループ3人までです。
※5月12日㈯は、レンゲツツジを
ご覧いただく予定です。

アンサンブル　ブランシュ
コンサート

考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　4月30日㈪14時から
ところ　考古博物館（国分町
224）

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

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(　

情報政策課(　382-9036)へ

演　奏　アンサンブル　ブラン
シュ（ヴァイオリン：船越さく
ら・サクソフォン：千原園子・ピ
アノ：藤山千晶）
入　場　無料

新茶の摘み取り
「すずか茶ポーター」募集
農林水産課　382-9017　 382-7610

　　norin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市茶業組合では、市民
の皆さんと協働して、市の特産
である「かぶせ茶」の新茶を摘
み取って、全国や関西の品評
会に出品しています。今年も鈴
鹿市がお茶の産地であること
を皆さんに知っていただき、より
一層お茶に親しんでもらうため
に、新茶の摘み取りをお手伝い
いただける「すずか茶ポー
ター」を募集します。
と　き　4月２１日㈯・22日㈰・
28日㈰・29日（日・祝）9時～
13時ごろ（予備日：4月30日
（月・休）、5月3日（木･祝）
※天候や茶葉の生育状況などで日
程が変更する場合があります。
ところ　市内の茶園（主に椿
地区）
内　容　品評会に出品する新
茶の摘み取り

※草もちとかぶせ茶1パックを差し
上げます。
参加料　無料
申込み　4月13日㈮までに、代

4月２１日㈯・22日㈰・

表者氏名（参加人数）、住所、
連絡先、参加希望日（予備日
を含む）を電話または電子メ
ールで農林水産課へ

※既に登録していただいている方に
は日程が決まり次第連絡します。

手話奉仕員養成講座
障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　日常会話程度の手話表現技
術を取得し、聴覚障がい者の支
援者として携わっていただける
手話奉仕員の養成講座です。
対　象　市内在住、在勤また
は在学で手話の学習経験が
なく、全課程の7割以上を受
講できる18歳以上の方
と　き　5月8日から平成31年
3月20日までの第1・2・4・5火
曜日19時30分～21時と第3
水曜日19時30分～21時と
年3回土曜日13時15分～16
時30分（予定）
ところ　男女共同参画センタ
ー（神戸2-15-18）（予定）
定　員　25人（応募者多数の
場合は抽選）
受講料　無料（別途テキスト代
3,000円＋税）

申込み　4月25日㈬までに、申
込用紙を直接障がい福祉課へ

※申込用紙は障がい福祉課でお
渡しします。

鈴鹿国際交流フェスタ2018
わいわい春まつり！！

鈴鹿国際交流協会

383-0724　 383-0639

　世界各国の人たちが集まっ
て、音楽、ダンス、世界の味や
遊びで楽しみます。
と　き　4月22日㈰10時～15
時30分
ところ　鈴鹿ハンター(算所
2-5-1)、弁天山公園
内　容　各国の音楽＆舞踊
（内モンゴルダンス、韓国舞
踊、サンバ、フィリピン音楽な
ど）、国際屋台村（メキシコ・
インドネシア・ベトナム・トルコ・
インド・ブラジル・ペルーなど）、
民族衣装試着体験、似顔絵、
フェイスペイント、民芸品即
売、フェアトレード、Waraマ
ルシェなど

※天候などにより内容が変更され
ることがあります。
◆ボランティア募集
　わいわい春まつりの前日準
備や当日ボランティアを募集
しています。詳しくは国際交
流協会へお問い合わせくだ
さい。

表者氏名（参加人数）、住所、
連絡先、参加希望日（予備日
を含む）を電話または電子メ

既に登録していただいている方に
は日程が決まり次第連絡します。
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3月20日までの第1・2・4・5火
曜日19時30分～21時と第3
水曜日19時30分～21時と
年3回土曜日13時15分～16

　男女共同参画センタ

　25人（応募者多数の

　無料（別途テキスト代



主　催　鈴鹿市ダンススポー
ツ連盟（SDSF）
問合せ　実行委員長（川瀬弘
　386-3169　090-6619-
　3760）

幅跳び、走り高跳び、長距離、

を専門練習（希望種目を選択）

内　容　短距離、ハードル、走り
幅跳び、走り高跳び、長距離、
ヴォーテックス投げのいずれか
を専門練習（希望種目を選択）

※当日はＡＧＦ鈴鹿株式会社より
ドリンクが提供されます。

※スタンドを開放させていただきます。
お子様の練習風景をご覧ください。
定　員　先着100人
※参加者は1日スポーツ保険に加
入します。
申込み　4月5日㈭～18日㈬の
間に、参加者氏名、学年、種目
（第1希望、第2希望）、保護者
氏名、保護者電話番号を電子
メール（　suzukasomu1_
　agf@agf.co.jp）で。
問合せ　ＡＧＦ鈴鹿株式会社 
総務グループ（　382-3181
（平日8時-16時25分））

第4回 SDSF 
春季ダンスフェスティバル
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　主に市内在住の社会
人（年齢不問）
と　き　4月30日(月・休)12時
30分～16時
ところ　武道館（江島台2-6-1）
内　容　ワルツ、タンゴ、ルンバ、
チャチャチャなどのフリーダン
スやダンスサークルの発表、
であいふれあいタイム、オー
プンミニデモ、他

※オープンミニデモは3種目（ワル
ツ、ルンバ、タンゴ）で1人1種目、
D級以下の方が参加できます。
希望される方は当日受付へ申し
込みください。

※女性は皮製ヒールカバーを必ず
着用して入場してください。
参加料　前売1,000円（当日
1,200円）、JDSF登録会員800円

※JDSF登録会員は2018年の会員
証を受付へ提示してください。

危険物取扱者試験と
予備講習会

予防課　382-9159　 383-1447　

◆危険物取扱者試験（鈴鹿会
場）
と　き　
  乙種第4類　6月10日㈰・17
　日㈰　丙種　6月10日㈰
ところ　鈴鹿地域職業訓練セ
ンター（鈴鹿ハイツ1-20）
申込み　
○電子申請の場合
　4月9日㈪9時から20日㈮
17時までに、(一財)消防試
験研究センターホームページ
(  http://www.shou-(    http://www.shoubo-shik
en.or.jp/) で

場の視察見学を行い、その後、
名阪森林パークにて交流会を
行い、森林と海とのつながりに
ついて学びます。
※昼食は主催者が用意します。
対　象　市内小学生（保護者
同伴）
と　き　5月12日㈯10時～15
時ごろ（雨天決行）

※8時50分に白子港に集合しバス
で現地へ出発予定
ところ　三栄林産株式会社（亀
山市加太中在家8032-1）ほか
参加料　無料
定　員　5組（10人）
※応募多数の場合は抽選の上、当
選者の方に連絡します。
主　催　鈴鹿森林組合・鈴鹿
市漁業協同組合
申込み　4月27日㈮までに、住
所、氏名、年齢（学年）、電話
番号を電話またはファクス、電
子メールで農林水産課へ

ものづくり産業支援センター
リーダー研修

産業政策課　382-7011　 384-0868

対　象　全8回の研修に原則
同じ方が参加できる市内中
小製造企業の係長、班長クラ
スの従業員
と　き　5月19日㈯・25日㈮、6
月2日㈯・8日㈮・16日㈯・22日
㈮・30日㈯、7月6日㈮9時～
16時30分(7月6日は12時30
分まで)
ところ　市役所別館第3　2階
ものづくり産業支援センター会
議室
内　容　ものづくり製造現場
の改善手法に関する講義、
グループ活動
定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　4月20日㈮までに、産
業政策課ものづくり産業支援
センターへ

鈴鹿市いきいき健康
スポーツクラブ参加者募集
スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　昭和33年5月10日以前
生まれ（60歳以上）の市民の方
と　き　5月9日～2019年3月
13日の第2・4水曜日9時30
分～11時30分（延長変更あ
り）全20回（予定）　　
ところ　市武道館、AGF鈴鹿
陸上競技場、ふれあいホール、
文化会館さつきプラザ
内　容　レクリエーション、ストレ
ッチ、卓球、ニュースポーツ他
定　員　100人（先着順）
参加料　65歳以上4,000円、
　64歳以下4,650円
申込み　4月6日㈮から17日㈫
までの9時から17時までに、
参加料を添えて直接鈴鹿市
体育協会(石垣池公園管理
事務所内（桜島町7-1-1））
へ。
問合せ　鈴鹿市体育協会（　
399-7120）

ＡＧＦキッズアスリート教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

　リオデジャネイロオリンピック
出場の衛藤昂選手と鈴鹿市陸
上競技協会のコーチを講師に
迎え、キッズアスリート教室を開
催します。お友達・ごきょうだい
お誘いの上、ふるってご応募く
ださい。
対　象　小学1年生～6年生
（1・2年生は全員で走る・跳ぶ・
投げるを体験します）
と　き　4月28日㈯9時～12時
※雨天中止
ところ　ＡＧＦ鈴鹿陸上競技
場（石垣池公園陸上競技場）

場の視察見学を行い、その後、

の改善手法に関する講義、

bo-shiken.or.jp/)で
○書面による申請の場合
　4月12日㈭から23日㈪まで
（当日消印有効）に、各消防署
に備え付けの受験願書に必
要事項を記入の上、郵送で
（一財）消防試験研究センタ
ー三重県支部（〒514-0002
津市島崎町314）へ
◆予備講習会（乙種第4類）
と　き　5月11日㈮9時30分～
16時
ところ　消防本部4階　多目的
室（鈴鹿市飯野寺家町217-1）
定　員　80人（先着順）
受講料　無料
申込み　4月9日㈪から鈴鹿市
防火協会事務局（消防本部
予防課（平日8時30分～17
時15分））へ

海と森林を結ぶ交流事業
（製材工場視察見学）の

参加者募集
農林水産課　382-9017　 382-7610

 　norin@city.suzuka.lg.jp

　三栄林産株式会社で製材工



鈴鹿市前期スポーツ教室
スポーツ課　382-9029　 382-9071

申込み　4月6日㈮から15日㈰9
時～17時までに、参加料を添え
て、石垣池公園管理事務所へ
問合せ　鈴鹿市体育協会（　
399－7120）、石垣池公園管
理事務所（　383－9010）
◆ウォーキング教室
と　き　4月～7月　火曜日（全
14回）9時30分～11時30分
ところ　AGF鈴鹿陸上競技
場（1回目と14回目は鈴鹿回
生病院）
定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料・血
液検査代を含みます）
◆スロージョギング教室
と　き　4月～7月　金曜日（全
14回）9時30分～11時30分

ところ　AGF鈴鹿陸上競技
場（1回目と14回目は鈴鹿回
生病院）
定　員　50人（先着順）
参加料　6,000円（保険料・血
液検査代を含みます）

鈴鹿医療科学大学
鍼灸サイエンス学科
市民公開講座

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　4月15日㈰10時から
（受付9時20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）
内　容　
午前の部
講演「漢方薬の活用法」、「春の

　ＡＧＦ鈴鹿株式会社 

武道館（江島台2-6-1）
　ワルツ、タンゴ、ルンバ、

スやダンスサークルの発表、

ツ、ルンバ、タンゴ）で1人1種目、
D級以下の方が参加できます。

養生　薬膳とツボケア」
午後の部
東洋医学でほっとするひととき！
疲労改善ハリ体験コーナー（先
着24人）、体質チェックと体質に
合わせた薬膳茶コーナー
定　員　230人
参加料　無料。薬膳弁当は
1,080円（先着200人。希望者
は4月9日㈪までに、電話で同
大学代表（　383-8991）へ）、
疲労改善ハリ体験コーナーは
500円（当日9時20分から受付）
主催・問合せ　鈴鹿医療科学
大学鍼灸サイエンス学科（　
383-9208（浦田：内線9406、
水野：内線9412）へ
共　催　日本薬膳学会

薬膳と栄養学が学べる
基礎セミナー

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　5月20日㈰、8月26日
㈰、10月28日㈰、2月3日㈰
（全4回）10時～13時10分
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）
内　容　薬膳講座、栄養学講
座、薬膳特別ランチと料理解
説（薬膳茶つき）
定　員　100人（先着順）
参加料　1回3,500円（4回分
事前一括払の場合は1万
3,000円）
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　4月23日㈪ま
で(必着)に、電話で鈴鹿医療
科学大学（薬膳学会事務局
　383-9208（長岡：内線
9411、浦田：内線9406）へ

※詳しくは日本薬膳学会ホームペ
ージ(　http://www.yakuzen.

　jpn.org/）をご覧ください。

　鈴鹿市ダンススポー

時～17時までに、参加料を添え

　4月15日㈰10時から

講演「漢方薬の活用法」、「春の

水素エネルギーに
ついて学ぼう

産業政策課　382-9045　 382-0304

　本市は来るべき水素社会の
実現に向け、本田技研工業株
式会社製の燃料電池自動車と
スマート水素ステーションを導
入し、併せて水素エネルギーに
ついて知ってもらう取組を進め
ています。今回、ＥｎｊｏｉＨｏｎｄａ
２０１８鈴鹿サーキットにおいて、
水素社会について学ぶブース
を本市と同社および鈴鹿工業
高等専門学校と共に設けます。
と　き　4月21日㈯・22日㈰
ところ　鈴鹿サーキット
参加料　無料（鈴鹿サーキット
の入場料と駐車料金は必要）

※詳しくは専用ホームページ（　
http://www.honda.co.-
jp/enjoyhonda/2018/suzu-
ka/）をご覧ください。　

日本語ボランティア養成講座
鈴鹿国際交流協会 

　059-383-0724　 059-383-0639

　　sifa@mecha.ne.jp

　地域に住む外国人の日本語学
習を支援する日本語ボランティアの
養成講座を開催します。日本語だ
けを使って教える方法を学びましょ
う。外国語ができない方でも、今ま
で日本語を教えたことがない方でも
気軽に参加していただけます。
対　象　原則全講座に出席で
き、日本語学習支援活動に興
味のある方

ＥｎｊｏｉＨｏｎｄａ
において、

高等専門学校と共に設けます。

の入場料と駐車料金は必要）

と　き　5月19日～6月16日毎週
土曜日13時30分～16時40分 

ところ　男女共同参画センター
　研修室1A・B
定　員　20人（先着順）
受講料　一般6,000円、賛助
会員 3,000円（年会費2,000
円でいつでも加入できます。）
講　師　舟橋さん、桟敷さん
（共に鈴鹿大学）
共　催　鈴鹿大学
申込み　5月7日㈪までに住所、
氏名、電話番号をはがき、ファ
クス、または電子メールで鈴鹿
国際交流協会（〒513-0801
神戸1-17-5　鈴鹿市役所別
館第3）へ

キーワードを探せ
鈴鹿青少年の森　

378-2946　 370-4706　

　北勢中央公園、亀山サンシャ
インパークと合同で開催するイベ
ントで、公園内に隠されたキー
ワードを探していただきます。
と　き　4月29日㈰～6月30日
㈯10時～17時
ところ　鈴鹿青少年の森公
園内
定　員　100人（先着順）
参加料　無料
申込み・問合せ　電話で鈴鹿
青少年の森へ

※参加者には粗品を進呈します。ま
た、他の公園のキーワードを記入
して応募いただくと、抽選でプレ
ゼントします（3つの公園分集め
ると鈴鹿サーキットホテルS－
PLAZAのナチュラルビュッフェ
「そら・たべよ」ほかで使用できる
食事券2，000円×ペア（3人）、2
つの公園分集めると3つの都市
公園で使用できるわくわくチケッ
トセット（20人））。



鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部
平成30年度公開講座（前期）
総合政策課　382-9038　 382-9040

と　き　5月12日・19日・26日、6
月2日・9日・16日・30日、7月7日・
14日・21日（いずれも土曜日）
ところ　鈴鹿大学・鈴鹿大学
短期大学部　講義室
申込み　5月7日㈪までに希望
講座名、参加者の氏名（フリ
ガナ）、性別、生年月日、郵便
番号、住所、日中の連絡先、
電子メールアドレスを記入の
上、直接、ファクス、郵送また
は電子メールで同大学総務
課（〒510-0298郡山町663-
　222　 koukai@suzuka-
　jc.ac.jp　372-2121　372-
　2827）へ
◆親子でイングリッシュ　
対　象　乳幼児とそのパパ・
ママ
と　き　0歳から3歳：9時30分
～10時20分、3歳から5歳：10
時30分～11時20分
内　容　英語のネイティブスピ
ーカーによる楽しい英語教室
講　師　ステファニー・ジャンさん
受講料　1万2,000円(全10講座)
定　員　各クラス10組（先着順）
◆英会話講座
対象・とき　初級クラス：久しぶ
りに英語に触れ、一から楽しく
勉強したい方10時30分～12
時、中級クラス：日常会話から
もう少し発展させたい方12時
45分～14時15分
講　師　黒崎純子さん
受講料　2万円(全10講座)
定　員　各クラス10人（先着順）

職業訓練講座
鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

申込み　事前に電話でお問い

　5月7日㈪までに住所、

　合わせの上、鈴鹿地域職業
訓練センターの窓口へ。

※会員に加入されると特典があり
ます。

※オーダーメイド講習も可能です
のでご相談ください。
◆クレーン運転業務特別教育
（5ｔ未満）
と　き　5月9日㈬・10日㈭8時
45分～17時

受講料　1万285円（教材費込）
申込み　4月9日㈪から受付
◆小型移動式クレーン運転技
能講習（5ｔ未満）

と　き　学科　6月16日㈯・17
日㈰8時20分～17時、
　実技　6月23日㈯または24日
㈰8時～17時10分のどちらか
1日を選択　

受講料　2万4,000円（教材費込）
申込み　4月17日㈫から受付
◆パソコン講座　〈Word・Excel
パソコンスキルアップ塾〉
　基礎から応用までスキルアッ
プに必要な内容を選択して参加
できます。日程・講習内容はホー
ムページで確認できます。
と　き　Word：5月9日～8月8
日毎週水曜日18時～18時50
分、1 9時～1 9時 5 0分、
Excel：5月12日～8月11日毎
週土曜日10時～10時50分、
11時～11時50分

受講料　1ユニット（50分）
1,000円

申込み　4月から随時受付
◆パソコン講座　〈これからは
じめるAutoCAD〉

　AutoCADの入門講座です。
全16ユニットから選択して参加
できます。日程・講習内容はホー
ムページで確認できます。

1万285円（教材費込）

込）

と　き　5月12日㈯～6月30日
㈯毎週土曜日13時～13時
50分、14時～14時50分

受講料　1ユニット（50分）
1,000円

申込み　4月から随時受付
◆教養講座　〈はじめての二胡〉
　中国の伝統的な楽器「二胡」
を3カ月間全12回の受講で、初
級レベルの曲が演奏できること
を目標にします。
※楽器レンタル（有料）もできます。
と　き　4月11日㈬～毎週水
曜日11時～12時　　 

受講料　1回（1時間）2,500円
申込み　随時

Excel

　基礎から応用までスキルアッ
プに必要な内容を選択して参加
できます。日程・講習内容はホー

　Word：5月9日～8月8
日毎週水曜日18時～18時50
分、1 9時～1 9時 5 0分、
Excel：5月12日～8月11日毎
週土曜日10時～10時50分、

　1ユニット（50分）

◆パソコン講座　〈これからは

　AutoCADの入門講座です。
全16ユニットから選択して参加
できます。日程・講習内容はホー

の4 月 納税
固定資産税・都市計画税…1期
【納期限は5月1日(火)です】



仲間づくり　スタート

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

　新しい年度がスタートし、学校
では新学期が始まります。登校初
日に、今年度のクラス名簿が掲示
され、「○○さんと一緒のクラス
だ」「△△さんと違うクラスになっ
た。どうしよう」などいろんな声
が飛び交います。子どもたちは期
待と不安を抱え、掲示された自分
の教室に入り、新しいクラスのみ
んなと出会います。ここから「仲
間づくり」の取組みが始まります。
　4月は「これから」に向かって
スタートラインに立つ、節目とな
る大切な月です。周りの子どもた
ちに自分の存在が温かく受け入れ
られるかどうかが、大きなポイン
トになります。そのために学校で
は、学級担任が中心となって子ど
も同士をつなげていく仲間づくり
を大切にします。
　仲間とは、「仲良しグループ」
や「気の合う者同士」という意味
だけではなく、互いを受け入れ認
め合う関係、また信頼し合い高め
合える対等な関係で結ばれたつな
がりを意味するものです。一人一
人違った個性・性格をもった子ど
もたちがつながることで、子ども
たちは多様な個性があることに気
付き、互いの存在を尊重しながら
成長していきます。
　しかし、子どもたちの中には新
しい環境になじめなかったり、学
校へ行くのをためらったりする子
もいます。そのようなときは、地
域の方からの声かけや家庭での温
かい見守りで子どもたちを支援し
てあげてください。
　新しい気持ちでスタートライン
に立つ子どもたちを温かく励まし
ていく取組み。そして、子ども同
士をつなげ、“仲間” にしていく
取組み。学校・地域・家庭が一体
となって子どもたちのスタートを
応援していきましょう。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

はじめてのカードを作ろう

　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「貸出カード」
を紹介します。

　図書館では 0歳のお子さんか
ら貸出カードを作ることができま
す。図書館で、たくさんの中から
選んだ本を、家庭でゆっくり読み
聞かせをしてあげれば、きっと赤
ちゃんの気に入る 1冊が見つか
ります。1枚の貸出カードで 5冊
まで（図書館本館と江島分館でそ
れぞれ 5冊、合計 10冊まで）2
週間借りることができます。ぜひ
お子さんの貸出カードを作って、
本と触れ合う機会をたくさん作っ
てあげてください。

　どんな本を選んだらいいか分か
らない方、お子さんが絵本に興味
がないと思っている方は、図書館
制作のパンフレット「あかちゃん
ほんだな」をご覧ください。絵本
選びのポイントやアドバイス、0
歳から 2歳児におすすめの絵本
を紹介していますので、ぜひご活
用ください。

※貸出カードは、市内に在住、在勤、

在学の方ならどなたでも作れます。

※申請時には、お子さんの保険証ま

たはご両親いずれかの本人確認書

類をお持ちください。

エンジョイ！

　鈴鹿オリジナルの

フォーミュラカーレース

　F1 を頂点とする本格的レーシング

マシン「フォーミュラカー」。皆さん

は鈴鹿オリジナルのフォーミュラ

カーがあるのをご存知でしたか？鈴

鹿サーキットと周辺レーシングチー

ム協力のもと設計・生産されたマシ

ンを用いて行われる「フォーミュラ

Enjoy（エンジョイ）」。2003 年か

らスタートしたこのレース、今年は

全 6 戦が行われます。

　そのコンセプトはずばり「安価に、

公平に」。マシン本体や整備料金が厳

密に定められているほか、福山英朗

選手がアドバイザーとしてバック

アップ。さらに試乗会やマシンレン

タルシステムもあり、とにかく手軽

に、安心して参加できるのが魅力で

す。

　登録選手も 20 代の学生から 70

歳目前のシニアドライバーまで、千

差万別。勝敗もさることながら、お

互いを尊重しながらスポーツマン

シップあふれるフェアなレースが毎

回繰り広げられています。次回の開

催は 6 月 17 日 ( 日 )。この「フォー

ミュラ Enjoy」にぜひご注目くださ

い。

問合せ　フォーミュラ Enjoy 運営協

会 (　059-378-1617)

■語り手　中野能成 ( 鈴鹿モーター

スポーツ友の会　事務局長 )

キ ー ボ ー ド

　今年の冬は本当に厳しい寒さでし

たが、日一日と暖かくなり、庭の球

根が次々と花を咲かせるようになり

ました。

　さて、新しい年度に切り替わりま

した。これから新学期を迎える方、

もうすでに新生活をスタートしてい

る方は、緊張と期待が交差している

のではないでしょうか。私は新学期

というと、まっさらのノートに緊張

しながら字を書いたことを思い出し

ます。どんなページが書き加えられ

るのかを期待しつつ、初めは特に丁

寧に書きました。

　広報すずかの年度初めは、施政方

針からスタートします。市からの大

切な情報になりますので、言葉とレ

イアウトには特に気を使います。今

後、毎号作成していく上で、分かり

やすさはもちろん、季節感や人の表

情などを大切にしていきたいと思っ

ています。取材を通じた人との出会

いや会話、タイミングよく撮れた写

真などを期待しながら、魅力ある広

報づくりに努めたいと思います。(由)
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