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狂犬病の予防注射
お知らせ・催し物・講座・教室
インターネットと人権
ひと・なかま・
モータースポーツに学ぶ交通安全

第3期行財政経営計画

第５次鈴鹿市総合計画 みんなで築く鈴鹿夢プラン

４月からスタート！

新生「ＳＵＺＵＫＡ」に 向かって
第３期行財政経営計画 が 発進！
市の全ての計画の基本となる
「鈴鹿市総合計画」。その総合計画を構成するひとつに「行財政経営
計画」
があります。
市制施行70周年を迎える今年、鈴鹿市がめざす将来都市像を実現するために、行政がリーダーシップ
を持って進める
「第3期行財政経営計画」
が、平成24年度から平成27年度を計画期間としてスタートしま
す。今回の特集では、
その概要を紹介します。

●オール鈴鹿市で策定
平成18年度から開始した第5次鈴鹿市総合計画も、
いよ
いよ最終段階となる第3期を迎えます。
第3期行財政経営計画策定にあたっては、
私が直接市民
の方の意見をお聞きする
「まちづくり意見交換会」
を開催する
とともにパブリックコメントを実施するなど、
市民の方々の思い
を大切にして計画をつくりあげました。
また、
各分野の団体などから推薦をいただいた委員20人
で構成する鈴鹿市総合計画審議会（作野史朗会長）
を設
置し、
専門的な見地からのご意見もいただき計画に反映させ
るなど、
オール鈴鹿市で策定したものです。
今後はこの第3期
行財政経営計画を着実に推進してまいります。

市長
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●総合計画ってどんなもの？
■ 市の全ての計画の基本となる総合計画
総合計画は、
将来、
自分たちの「まち」
をどのような
「まち」にしていくのか、
そのためにどんなことを
していくのかを総合的・体系的にまとめた市の全ての計画の基本となるものです。
鈴鹿市は、
平成17年度に平成18年4月から平成28年3月までの10年間を計画期間とする
「第5
次鈴鹿市総合計画 みんなで築く鈴鹿夢プラン」
を策定し、
将来都市像の実現に向けたまちづくり
に取り組んでいます。

■ 総合計画は三層構造
鈴鹿市の総合計画は、
「基本構想」、
「行財政経営計画」、
「実施計画」の3つで構成されてい
ます。
①基本構想
市の将来都市像を
「市民一人ひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせるまち すずか」
とし、5つの「政策の柱」
と、
これらを推進するために横断的に取り組む「構想の推進のために」
を掲げ、
市民と行政が協働して進めていく
「政策」
を位置付けています。
②行財政経営計画
基本構想を実現するために10年間を3つの期間に区切り、行政がリーダーシップを持って実
施していく
「施策」
と
「単位施策」
を位置付けています。
③実施計画
行財政経営計画で定めた施策、
単位施策を実施するための主要な「事務事業」
と、
その財
源について明らかにしています。

第５次鈴鹿市総合計画の構成と計画期間
平成18年度

平成21年度

平成24年度

平成27年度

将来都市像
①基本構想
（政策の柱、構想の推進のために、政策）
②行財政経営計画
（施策、単位施策）
第1期（平成18年〜20年度）

第2期（平成21年〜23年度）

第3期（平成24年〜27年度）

③実施計画
（事務事業）
第1期（平成18年〜20年度）

第2期（平成21年〜23年度）

第3期（平成24年〜27年度）
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第3期行財政経営計画
●第3期行財政経営計画には、どんなことが書いてあるの？
■ 44の施策と目標数値を示した124の単位施策で構成
今回策定した第3期行財政経営計画は、44の「施策」
と124の「単位施策」で構成されていま
す。
「施策」には、
政策を実現するために取り組むべき事項が記載されています。
その施策を推進す
るための「単位施策」では、
それぞれ成果指標を設定し、計画終了年度（平成27年度）
の目標数
値を明示しています。
第3期行財政経営計画では、5つの「政策の柱」
と
「構想の推進のために」に次のような施策が
位置付けられています。

政策の柱

人と文化を育むまちづくり

○生涯学習の推進
○学びの場の充実
○子どもを育てやすい環境づくり
○子どもの教育の充実
○生涯スポーツの推進
○みんなでまもり、育てる青少年の健全育成
○文化財の保護・保存・継承・活用
○文化活動の促進

政策の柱

例

単位施策：地域における学習活動の推進
成果指標：学習活動への年間参加者数
現状値
（平成22年度）
44万5,209人⇒目標値
（平成27年度）
52万人

例

単位施策：地球温暖化防止啓発活動の推進
成果指標：環境出前講座・イベント参加者数
現状値
（平成22年度）
1,850人⇒目標値
（平成27年度）
2,000人

例

単位施策：健康診査の推進
成果指標：健康診査、検診、予防接種の受診者数
現状値（平成22年度）13万6,681人⇒目標値（平成27年度）15万9,600人

環境と共生するまちづくり

○ごみ減量活動の推進
○地球温暖化防止活動の推進
○緑豊かな自然と共生したまちづくり
○生活排水対策の推進
○良好な生活環境の確保

政策の柱

誰もが暮らしやすいまちづくり

○福祉サービスの充実
○労働環境の充実
○健康づくりの推進
○医療体制・制度の充実
○平等で平和な社会の実現
○共生社会の実現
○男女共同参画社会の実現
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「みんなで築く鈴鹿夢プラン」を読んでみよう！
冊子で読む
企画課
（市役所6階）
、地区市民センター、公民館、図書館で閲覧ができます。
企画課では、冊子を貸し出しています
（2週間）
。
インターネットで読む
鈴鹿市ホームページに掲載しています。
トップページ＞行政ガイド＞計画・財政・施策＞計画
http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikaku/index.html
■ 問合せ 企画課
政策の柱

382-9038

382-9040

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり

○人・物がスムーズに行き交う交通網の充実
○経済活動が活発化する市街地の創造
○情報通信インフラの活用と次世代への対応
○生活の快適性・利便性の向上
○景観に配慮しつつ個性を活かした計画的なまちづくり
○蓄積された知識と技術の活用による競争力の向上
○持続的で安定した経営基盤づくり
○新ビジネスの創造と産業の振興
○豊かな自然と観光資源の活用

政策の柱

kikaku@city.suzuka.lg.jp

例

単位施策：観光資源の充実
成果指標：観光客入込客数
現状値
（平成22年度）
453万人⇒目標値
（平成27年度）
500万人

例

単位施策：消防体制の充実強化
成果指標：消防車の平均到着時間
現状値
（平成22年度）
10.5分⇒目標値
（平成27年度）
10.0分

安全で安心できるまちづくり

○防災対策の推進
○地震災害対策の推進
○交通安全対策の推進
○防火・防犯対策の推進
○上水道の安定供給

○浸水・治水対策の推進
○消防力の強化
○建築物の安全性確保
○救急・救命対策の推進
○相談機能の拡充

構想の推進のために
○市民参加が活発なまちづくり
○市民との情報共有の推進
○自治力の強化
○効果的・効率的な行政経営
○適正な事務運営

例
単位施策：事務の効率化
と行政コストの削減
成果指標：職員数
現状値（平成22年度）
1,452人⇒
目標値（平成27年度）
1,418人
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阪神大震災の発生から17年目を迎えたこの日、
大木中学校で、津波を想定した避難訓練が行
われました。
授業中に震度6弱の地震で、
伊勢湾沿岸に津波

１月17日㈫
小学校に最後の生徒が到着するまでにかか
った時間は地震発生から約50分。津波の第一
波がくるとされる地震発生から約70分よりも早
く避難できることが実証されました。

警報が出されたという想定のもと、
浸水想定区域
内に位置する大木中学校の1・2年生約300人が、
浸水想定区域外の一ノ宮小学校へ、
避難しました。
地震の緊急放送が流
れると、
いったん生徒た
ちは机の下に身を隠し、
その後、
校庭に集まって
から、
教職員の誘導で小
学校へ向かいました。
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今年度、第3、4回目になる
「市 長と話 そう
！
ち
鈴鹿づくりミーティング」
を開催しました。
3回目は鈴峰地区青少年町民会議の皆さんと、
「安全安心なまちづくり」
をテーマに、子どもや道路
ま

の問題などについて活発に意見交換を行いました。

㕥ᓠᆅ༊㟷ᑡᖺ⏫Ẹ㆟ࡢⓙࡉࢇ

ķ

ĳıĲĳȆĴȆĶ

１月26日㈭
２月16日㈭

また、4回目は日本茶インストラクター協会三重
県支部鈴鹿地区と鈴鹿市茶業組合青年部の
皆さんと
「お茶の普及」
をテーマに、今後、鈴鹿の
お茶をどのようにPRしていくのかなどについて、熱
心に話し合いま
した。
心に
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１月29日㈰
第58回
第58回鈴鹿市内駅伝競走大会
が開催されました。近鉄鈴鹿市駅
が開催さ
前から石垣池公園陸上競技場ま
前から石
での19kmを5人でタスキをつなぎ、
での19k
一般の部は高田高校が、中学の
一般の部
部は白子中学Aチームがそれぞ
部は白子
れ優勝を飾りました。
れ優勝を

２月19日㈰
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第5回美し国三重市町対抗駅伝が開催されました。
した
県庁前（津市）
をスタートし、
ゴールの県営総合競技場
（伊勢市）
までの42.195kmを、10人がタスキをつなぐ絆
のリレーです。
鈴鹿市チームのタイムは2時間18分46秒で、惜しくも
優勝はならず第3位でした。
しかしながら小学生から400
代までのメンバーが、
それぞれ自らの力を発揮して、熱
い走りを見せてくれました。
この対抗駅伝が始まって以来、連続3位以内の素晴
晴
らしい記録を今年も更新した鈴鹿市チームに、沿道から
ら
も熱い声援が送られていました。皆さんの応援ありがとう
ございました。
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２月19日㈰

参 加した4 8 組 9 6 人の親 子は、お茶の知
識
識を問う筆
記クイズ、お茶の入れ方 競 技 、お
茶
茶の種 類当て競 技の計 3レースで、
「 茶〜キ
ットチャンピオン」の座をめざしてポイントを競
い
いました。
レース終了後は採点を待つ間に、鈴鹿の
お
お茶を使ったスイーツの試食などが行われ、3
人
人が同点トップで並んで白熱したレース展開
は
は好評のうちに幕を閉じました。
お茶を通じて、
「家族団らん」
や
「おもてなしの心」
を育んでもらおうと、昨年に続いて第 2 回
「すずか茶
〜キット」
が文化会館で行われました。
この企画は、鈴鹿茶業組合と市が主催し、鈴鹿
農協に協力をいただいています。
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防災安全課
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〜確認しておきたい 5 つの大事なこと〜
①自転車は「車両」の仲間

④自動車からは見えていない！

自転車は、自動車と同じように、車道の左
側を走行するのが原則です。

自転車は、自動車ドライバーからは目立
ちにくい存在です。特に、交差点では一時
停止や徐行を心掛けて左右の安全確認を
行い、たとえ優先道路であっても、ドライ
バーが気付いているか確認してから渡る
ようにしましょう。

②自転車が歩道を走行できるのは
次の場合に限られます
●道路標識で指定されている場合
●運転者が、13 歳未満の子ども、70 歳以上
の高齢者、身体が不自由な場合
●車道または交通の状況からみて、やむを得
ない場合（車道の交通量が多い、または車
道の幅が狭く、自動車と接触する危険があ
る場合など）

⑤ルールを守って安全運転を

※掲 載 し た ポ ス
ターは４点とも
「平 成 23 年 度
鈴鹿市交通安全
図画ポスター入
賞作品」です

③いつでも歩行者が優先
歩道を走れる場合であっても、常に歩行者
が優先です。歩行者がいる場合は、必ず徐行し
たり、止まったりしましょう。

●二人乗り・並進・飲酒運転をしない
●夕暮れ時や夜間は、ライトを点灯しましょう
●子どもにはヘルメットを着用させましょう
●携帯電話を持ちながらの運転、画面を見
ながらの運転は禁止です

〜グリーン帯を知っていますか〜
路肩部分を緑色に着色し、視
覚的効果により、ドライバーに
対して、歩行者・自転車利用者
の安全を確保するために設置し
たものです。
鈴鹿市では、駅や学
校周辺の比較的狭い道路への整
備を進めています。
ĳıĲĳȆĴȆĶ
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ૂ༭ ܁吸 ݢཡबρΐ
防災安全課
382-9968
382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp
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災害時に頼れるコミュニティ FM 78.3MHz
鈴鹿市では、株式会社鈴鹿メディアパーク
が運営 するコミュニティF Mラジオ局「 鈴鹿
ヴォイスFM 78.3MHz」を通じて、緊急地震
速報などを含む緊急情報を、FMラジオの電
波を使ってお知らせする仕組みを導入してい
ます。
また 、地 震の直後から通常の生活に戻る
までの、市内のライフラインなどの詳細情報
については、全国放送や県域放送では細か
い 情 報 が 網 羅できないため 、コミュニティ
FM放送が頼りになります。
災害などの緊 急時には、FM78 . 3M H zを
お聞きください。
緊急防災ラジオの仕組み

全国瞬時警報システムを使った緊急放送
緊急時に鈴鹿ヴォイスFMでは、全国瞬時
警報システム（J-ALERT）を使って緊急放送
を行います。
緊急放送では、国から通信衛星を使って鈴
鹿市に伝わってきた市内の緊急情報（※）を、
鈴鹿ヴォイスFMの放送に割り込んで放送し
ます。
鈴鹿ヴォイスFMでは、これらの緊 急情報
を放送する際に、聞き漏らすことがないよう、
自動的に電源が入って最大音 量で放送する
「緊急防災ラジオ」のレンタルサービスを行っ
ています。
※緊急情報…緊急地震速報・津波注警報・弾道ミ
サイル・大規模テロ情報など

緊急防災ラジオの利用料金と主な機能、申込み方法
「鈴鹿市緊急防災ラジオ」はレンタル方式です。申し込みは、㈱鈴鹿メディアパークへお願
いします。
○利用料金／月額 350 円（税込：367 円）
○主な機能／・緊急時や災害時のお知らせを受信するときに、自動的に電源が入ります
・AC アダプタと乾電池を併用することで、停電時でも確実に情報が得られます
ＦＭ三重、
ＮＨＫが受信可能）
・通常は普通のラジオとして利用できます
（鈴鹿ヴォイスFMの他、
・選択した番組（鈴鹿市広報番組など）が放送される際に自動的に電源が入ります
電話（平日 9 時〜 18 時）、
ファクス、
ホームページから申込みできます
申込み
問合せ
Ĳı

ĳıĲĳȆĴȆĶ

㈱鈴鹿メディアパーク（鈴鹿ヴォイス FM 78.3MHz）
〒513-0825 鈴鹿市住吉町 8947
378-6267
378-626 8
h t t p : //www. su zu k a med i a p a r k . j p /

ૂ༭ ܁吹 ఉވا
市民対話課
382-9058
382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp
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外国人市民の現状
外国人
登録者数

総人口

割合

平成19年(2007） 9,700人 201,954人 4.80%
平成20年(2008）10,205人 203,716人 5.01%
平成21年(2009）10,205人 204,469人 4.99%
平成22年(2010） 8,914人 202,999人 4.39%
平成23年(2011） 8,440人 202,412人 4.17%
（各年3月末現在）

経済危機や昨年の東日本大震災を背景に、
鈴鹿市における外国人登録者数は平成20年
10月の1万491人をピークに、平成23年12月末
では8,185人に減少しています。
減少傾向ではありますが、本市の外国人
登録者数は全国的にも非常に多く、日本人と
外国人が地域社会で協力し合い、安心して暮
らすためには、コミュニケーションが大事です。

共通する言語は「やさしい日本語」
世界で共通する言語は、英語というイメージがありま
す。
しかし、鈴鹿市在住の外国人のうち、英語を公用語
としている外国人は約 550 人であり、外国人市民全体
の 7% 弱にすぎません。鈴鹿市には、ポルトガル語を筆
頭に、46 の言語を話す人々が生活しています。
そのような状況の中で、日本人市民と外国人市民にと
って共通する言語は日本語、それも生活や仕事を通じ
ての
「やさしい日本語」になります。

鈴鹿市の外国人市民の公用語
1 ポルトガル語

約3,500人 約43%

2 スペイン語

約1,700人

約21%

3 中国語

約1,050人

約13%

4 英語

約550人

約7％

5 タイ語

約170人

約2％

※上位5番目まで

「やさしい日本語」の例
こちらの申請用紙に必要事項の記載をお願いします

この紙に名前と住所を書いてください

災害時要援護者への配慮をお願いします

困っている人を助けましょう

研修会の取り組み
鈴鹿市では昨年12月に、市内に4カ所設置されている日本語教
室のボランティアスタッフと市職員を対象に、名古屋大学から講師を
招いて、
豊田市での外国人住民の現状や
「とよた日本語学習支援シ
ステム」
についての研修会を実施しました。
（写真①）
また同じ12月に、
職員を対象とした
「やさしい日本語」
による窓口
対応の研修を㈶鈴鹿国際交流協会との共催で実施するなど、
「日本
語」
を多文化共生のキーワードの一つとして推進しています。
（写真②）
今後も鈴鹿市では、昨年 3 月に策定された『鈴鹿市多文化共生推進指
針』に基づいて、関係機関や関係団体、地域と連携しながら、日本語による
外国人市民とのコミュニケーションやサービスの向上について、啓発・普及
を積極的に行っていきます。

写真①

写真②
ĳıĲĳȆĴȆĶ
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ૂ༭ ܁吺 ࡂޚພ͈ထཡಕৣ
環境政策課
382-9014
382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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対 象 生後 91 日以上の犬
費 用 3,200円
狂犬病は動物・人間共通
の感染症で、発症すると治
療方法がない、非常に恐ろ
しい病気です。世界の多く
の国では現在でも発生して
いて、いつ海外から侵入し
てくるかもしれません。
品種、
室内飼いの区別にかかわらず、
狂犬病予防注射は必ず毎年
受けましょう。注射を受けた
犬には注
射済票が
交付され
ます。

旭が丘公民館
13時30分〜14時30分
白子コミュニティセンター 14時45分〜15時30分

4 月 8 日㈰
10時〜11時
11時15分〜11時45分
13時〜14時
14時15分〜14時45分
15時〜15時45分

4 月 14 日㈯
鼓ヶ浦公民館
伝統産業会館

13時30分〜14時15分
14時30分〜15時15分

4 月 15 日㈰
千代崎海水浴場駐車場
ＪＡ鈴鹿一ノ宮支店
長太新町東自治会集会所
長太公民館

※注射料金は、各動物病院へお問い合わせください。

●犬の登録が済んでいる方には、事前に案内はがきを郵送します。内容

を確認し、誤りがあれば訂正して、必ず会場にお持ちください。
※案内はがきを紛失または届かなかった場合でも、会場で申込書に記入すれば、注射を受けられます。

●犬の登録がない場合でも、会場で登録ができます。登録手数料

3,000 円を持参してください。
●犬が高齢、妊娠中、病気などの場合は、自分で判断せずに、必ず獣
医師の診察を受けてください。場合によっては「狂犬病予防注射猶予
証」
（有料）の発行を受け、環境政策課へ提出することで、予防注射
を最長 1年猶予できます。
狂犬病予防注射日程表
4 月 18 日㈬

4 月 7 日㈯

牧田コミュニティセンター
弓削町公会堂
ＪＡ鈴鹿牧田支店
竹野町公会堂
県鈴鹿庁舎駐車場

ی᥋✀ࡢ㝿ࡢὀពⅬ
●犬を押さえられる方が連れてきてください。
●首輪や胴輪は抜けないようにしっかりと装着してください。
●ふんの後始末ができるよう、ご用意ください。
●注射はどの会場でも受けられます。
●日程が合わない場合は、動物病院で注射を受けてください。

10時30分〜11時30分
13時〜13時45分
14時5分〜14時35分
14時50分〜15時50分

ふれあいセンター
野町公民館
鈴鹿ハイツ公民館

4 月 19 日㈭
徳田町ふれあい会館
天名公民館
徳居集会所前空き地
合川公民館前旧農協倉庫
鈴鹿水産研究室
市立体育館東駐車場
愛宕下会館
ひばり会館

4 月 17 日㈫

4 月 22 日㈰

Ĳĳ

ĳıĲĳȆĴȆĶ

13時〜13時45分
14時〜14時30分
14時45分〜15時15分
15時30分〜16時

県鈴鹿庁舎駐車場
太陽の街第一集会所
ＪＡ鈴鹿栄支店
ＪＡ鈴鹿稲生支店

4 月 23 日㈪
椿公民館

13時30分〜14時15分

鈴峰公民館

14時30分〜15時15分

庄内公民館

15時30分〜16時

4 月 24 日㈫
国府台第三集会所 13時〜13時45分
国府公民館

14時〜14時40分

住吉公民館

15時〜15時30分

4 月 25 日㈬
13時〜13時20分
13時35分〜14時5分
14時20分〜14時40分
14時55分〜15時15分

4 月 21 日㈯

ＪＡ鈴鹿玉垣支店
13時〜13時30分
西玉垣集会所
13時45分〜14時10分
三日市南自治会集会所 14時25分〜14時45分
ＪＡ鈴鹿若松支店
若松地区市民センター
下箕田集会所
箕田公民館

13時〜13時20分
13時35分〜14時5分
14時20分〜14時50分
15時5分〜15時35分

4 月 20 日㈮

庄野公民館
井田川公民館
平野町民会館
羽山共進集会所

4 月 16 日㈪

13時〜13時30分
13時45分〜14時5分
14時20分〜14時40分

13時〜13時30分
13時45分〜14時15分
14時30分〜15時
15時15分〜15時45分
10時30分〜11時20分
13時〜14時
14時15分〜14時45分
15時〜16時

三重県花植木センター 13時〜13時30分
加佐登公民館

13時45分〜14時15分

深伊沢公民館

14時30分〜15時

久間田公民館

15時15分〜15時45分

4 月 26 日㈭
石薬師公民館

13時〜13時50分

自由ヶ丘集会所

14時5分〜14時35分

木田公会堂

14時50分〜15時20分

4 月 27 日㈮
野辺町集落センター 13時〜13時20分
河曲地区市民センタ− 13時35分〜14時5分
神戸コミュニティセンター 14時20分〜14時50分
神戸公民館

15時5分〜15時25分
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ࠉࡁ 4月7日㈯・8日㈰
10時〜17時
ࡇࢁ 旭化成ケミカルズ㈱
鈴鹿工場南側駐車 場
(グランド周辺)
ෆࠉᐜ
○B級グルメ大集合
○こども縁日
○フリーマーケット
7日 10時〜16時
○バルーン体験
8日 10時〜16時
○桜ぬりえ作品展示 など
ɦͼαϋΠඤယ͉་ࢵ̭̦̈́ͥ͂ͅ
̜̳ͤ͘ȃ

ࠉദ 平田商店会
ඹࠉദ 源氏の会
ၥྜࡏ 鈴 鹿さくら祭り実 行

委員会 ㈲ 小 林フーズ
( 378-0624)
ɟέςȜζȜΉΛΠഝ৪༡ਬ
1ブース2.5m×2.5m、登録料
1ブース1,000円、100ブース募集
します(先着順)。
⏦㎸ࡳ 源氏の会 平井省吾
( 0 9 0 - 3 3 81-19 76、
http://webhit.xsrv.jp/
download/)へ
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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。申し込み手続きは金融機
関、地区市民センター、納税課
の窓口で行っています。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。
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対象の児童がいる世帯など
には、平成23年11月と平成24
年2月に申請のご案内を郵送し
ています。まだ手続きがお済み
でない方は、申請期限までに提
出してください。
⏦ㄳᮇ㝈 3月31日㈯
⏦ㄳඛ 子育て支援課、地区
市民センターへ
ɦ૭́͘ͅࡠܢ૭̳ͥ͂Ȃ଼
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春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くなります。市では、3月25日、
4月1日に特別日曜窓口を開設します。内容をご確認の上、ぜひご利用ください。
ɦĴĳĶ͉ȂঅঌঌȆ߬ྴঌȆ̞͓̈́ঌȆܹ५ঌȆઐिঌȆ֥ȆࡴȂĵĲ͉Ȃܹ५ঌȆઐिঌ͈ڎঌਫ਼
ུௗ࢛̳̞̞̀͘͜ٳȃમ̱̩͉Ȃڎঌ̤͒ଂ
͇̩̺̯̞ȃ
ɦĴĳĶ͉Ȃ୕ બྶ ĩ֚ ໐ͬੰ̩Ī͜อ̧࣐́
̳͘ȃ

ɟુ͈ঌྦྷهဟௗ࢛̮͜၌ဥ̩̺̯̞
毎週日曜日の9時から12時まで、市役所1階
市民課で市民課日曜窓口を開設しています。
❆ཱྀෆᐜ 住民票・印鑑証明・戸籍関係証
明などの交付、印鑑登 録、戸籍届、住民
異動届、外国人登 録の変更申請・カード
の受け取りなど
ɦඤယ͉̽̀͢ͅȂ৾ͤե̧̞̞́̈́ાࣣ̦̜ͤ͘
̳ȃ̹͘Ȃ୕બྶȂਯྦྷུܖరನȜΡȂഩঊબ
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་ࢵ̱̳͘

ισκΣ̜̱ͭͭιȜσ
ȶबٺȷ͈͒ഴͬ
̤̳̱̞͘ܐ
ࢩ༭هġġġġĴĹĳĮĺıĴķġġġġĴĹĳĮĺıĵı
ġġġġũŪŴũŰŬŰũŰŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

܁ġġġġĴĹĳĮıĴĵĸġġġġĴĹĳĮĵııı
ġġġġŵŰŴũŰŬŢůŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

4月から休 館日を変更しま
す。休館日の本の返 却は、夜
間返却口をご利用ください。
ఇ㤋᪥ 月曜日、第 1 火 曜日
( 資 料 整 理 日 ) 、第 3 火 曜
日、1 2月2 8日〜 翌 年 1月4
日、特別整理 期間

メルモニとは、登録者の携
帯電 話などに、電子メールで
情報をお届けするシステムで
す。今回、システム改修を行い、
より早く登録者に災害情報が
届くようになりました。
Ⓩ㘓᪉ἲ 3種類あります。
○インターネット上で「メルモ
ニあんしんメール」を検 索

して、登 録サイトで登 録
○ 秘 書 広 報 課 、地 区 市民 セ
ンターに備え付けの申込用
紙で登 録
○下記コードを読み取り、登
録サイトで登 録

ɦྸთιȜσݵ๛͈୭̦̯̞ͦ̀
ͥ͂එ̥̞̈́ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ
ɦഴ͉ྫၳ̳̦́ȂιȜσ͈
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4月1日から、自己負担限度額(下表)を超える外来診療を受けている方も、入院と同様に、受診時に
医療機関などの窓口で「限度額適用認定証」等を提示すると、ひと月の窓口での支払いが自己負担限
度額までとなります。ただし、
「個人単位、医療機関等ごと、入院・外来ごと」の適用になります)ಕ2* 。
なお、
「限度額適用認定証」等は、加入している健康保険へ事前に申請し、交付を受ける必要があり
ます。すでにお持ちの方は、今回新たに申請いただく必要はありません。
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ᑐࠉ㇟ 昭和2 7年 4月2日以
降生まれで、保育士資格を
取得または平成 2 4 年3月末
日までに取得見込みの方
ເ㞟ேဨ 2人程度
⏦㎸ࡳ 3月6日㈫から14日㈬
(土･日曜日、祝日を除く8時
3 0 分から17時15 分)までに
採 用試 験申込書に必 要 事
項を記入の上、直接または
郵送で、〒513 - 8701 子育
て支援課へ
ɦनဥদࡑ૭ࣺ͉Ȃೄ୪̹͉͘

放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない、
小学校に就学している児童を対象に、授業の終了後から18時ご
ろまで、保護者に代わって児童をお預かりする場です。現在、下
記◎の児童クラブで、子ども好きの指導員と児童の募集を行って
います。
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⫋ࠉ✀ 看護師
ཷ㦂㈨᱁ 昭和2 8 年 4月2日
以 降 生まれ の 看 護 師 免 許
取得者
ᴗົෆᐜ 応急診 療所での
業務
ເ㞟ேဨ 若干名
⏦㎸ࡳ 3月16日㈮までに採
用試 験申込 書に必 要 事 項
を記 入の上、直 接、または
郵便で〒513 - 0 8 0 9西条五
丁目118-3 健康づくり課へ
ɦनဥদࡑ૭ࣺ͉Ȃೄ୪Ȃ̹͘

要です。児 童センター職員
応 募 の場 合は保育 士の資
格が必要です。
㞠⏝ᮇ㛫 平成 2 4 年 4月1日
〜平成25年3月31日
ົඛ 一ノ宮市民館、一ノ
宮団地児童センター、玉垣
児童センター
ເ㞟ேဨ 隣保 館1人、児童
センター各1人
ᴗ ົ ෆ ᐜ 隣 保 館は、人 権
啓 発 や 相 談などの隣 保 事
業 全 般 。児 童 センターは 、
児 童の 健 全 育成 事 業など
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ᑐࠉ㇟ 昭和2 7年 4月2日以
降生まれの方で、地方公務
員法第 16 条の欠格 条項に
該当しないことが条件です。
外国籍の方は、永住者か特
別 永住者の在留資格が 必
Ĳķ
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ܢȆĲܢ
ĩĶĲĪ

ȶ؊ݢၷਫ਼ਲম৪नဥদࡑ

ɟनဥদࡑ
 ࠉ ࡁ 3月2 2日㈭ 1 3 時
30分から
ࡇࢁ 健 康 づくり課 (保 健
センター内)
ヨ㦂ෆᐜ 面接

ɟࣉ
ࠉࡁ 3月18日(日) 9時から
 ࡇ ࢁ 市役所本館1 2 階会
議室
ෆࠉᐜ 面接、作文

平成24年度の市税の納期は下記のとおりです。納期内納付に
ご協力をお願いします。各欄の( )内は納期限です。
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児 童センター 事 業 の 企 画
運営。
⏦ ㎸ ࡳ 3月6日㈫ から1 3日
㈫ (必着 )までに、申込書に
必 要 事 項 を 記 入の上 、〒
513 - 8701人権政策課(本館
4階)へ
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オートバイや軽自動車など
に課 税される軽自動 車 税は、
毎年4月1日現在の所有者に課
税されます。車両を処分したと
きは廃車の手続き、譲渡した
ときは名義変更の手続きが必
要です。手続きをしないと、い
つまでも課税されます。普通車
とは異なり月割制度がないた
め、4月2日以降に手続きされて
も、全額課税されますのでご
注意ください。
また、トラクターやフォーク
リフトなどの小型特殊自動車
を所有されている場合、標識
の交付を受け、車台に取り付
ける必要がありますので、手続
きをしてください。
年度末になると、窓口が大
変混み合います。まだ手続きを
していない方は早めに済ませ
てください。
なお、車両によって手 続き
に必要なものや機関が異なり
ますので、電話で確認の上、次
の窓口にお越しください。
①1 2 5 cc以下の原付自転車・

小型特殊自動車(農耕車を
含む)
市民税課( 382-9006)
②12 5ccを超え2 5 0 cc以下の
軽二輪車
三重県軽自動車協会(津市
雲出長常町119 0 -1 059 234-8611)
③軽四輪車
軽自動車 検 査協会三 重事
務所(津市雲出長常町
1190-10 059-234-8431)
④250ccを超える小型二輪車
中部運 輸局三重運 輸支 局
(津市雲出長常町119 0 -9
050-5540-2055)
ɦӲ ӳ Ӵ ͉ Ȃႝ  ঌ ু  زဥ ু
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̞̳̀͘ȃ

ဥ౷ߊ֖͈་ࢵັͬ
೪গ̱̳͘
ႅକॲهġġġġĴĹĳĮĺıĲĸġġġġĴĹĳĮĸķĲı
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農業振興地 域 整 備計画の
特別管理による見直しに伴い、
一般管理による農用地区域の
除外・編入の受け付け(平成24
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4月から、国府地区のくみ取り業者が変更になります。くみ取りを
依頼する際には、下記の担当業者にご連絡ください。
ഩდ๔
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年12月と平成25年6月受付分)
を停止します。ご了承ください。
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3月31日㈯から新たに公共
下水道が使用できる区域が決
まりましたので、縦覧します。
ᑐ㇟ᆅ༊ 国府、牧田、白子、
飯 野、一ノ宮、玉 垣、若 松、
神戸、栄の各一部
ࠉࡁ 3月15日㈭〜22日㈭
(土・日曜日、祝日を除く8時
30分から17時15分まで)
ࡇࢁ 下水管理課(市役所
本館9階)

डਞੜા͈୭౾ͅ߸ͥ
ޣגޏ۪ڰऔࠫͬض
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鈴鹿市不燃物リサイクルセン
ター2期事業最終処分場の設
置に係る生活環境影響調査結
果を縦覧します。また、施設の
設置に関し利害関係を有する
方は、生活環境の保全上の見
地から意見書を提出することが
できます。
⦪ぴሙᡤ 開発整備課(市役
所4階)、リサイクルセンター
管理棟(国分町1700番地)
⦪ぴᮇ㛫 3月14日㈬〜4月13
日㈮ (土・日曜日、祝日を除
く9時から16時30分まで)
ពぢ᭩ཷᮇ㛫 3月14日㈬
〜5月1日㈫(土・日曜日、祝日、
4月30日㈪を除く9時から16
時30分まで)
ɦςͼ·σΓϋΗȜ̴͉̞͈ͦ
͜ۼܢȂĺশ̥ͣĲĳশȂĲĴশ̥ͣ
Ĳķশ́͘
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消防署では、救命手当ての
講習会(心肺蘇生法、A ED自
動 体 外式 除 細 動 器 の取り扱
いなど )を行っています。受講
を希望される方はお申し込み
ください。
ᑐࠉ㇟ 市民の方や市内の事
業所にお勤めの方
ෆࠉᐜ
○10人以上の場合の出張講習
(最大40人程度まで)
普通救命講習Ⅰ(3時間)、普通
救命講習Ⅱ(4時間)
○個人で受講の方 定期講習
会(定員20人程度)
普通救命講習(3時間) 毎月
第1日曜日9時〜12時、上級
救命講習(8時間)2月、5月、
10月の第3日曜日9時〜18時
⏦㎸ࡳ 3月26日㈪9時から、
電話か直接、中央消防署へ
ɦഩ დ͉Ȃఱ ་ ई ͙ࣣ̠ાࣣ̦
̜̳͈ͤ́͘Ȃ̮ၭઇ̩̺̯̞ȃ
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ȁ2月1日から、三重大学医学
部 付属病院と伊 勢 赤 十字 病
院 が、ドクターヘリの 運 航を
開始しました。これにより、心
臓発作や脳卒中、交通事故な
ど、緊急に治療を行う必要が
ある重症患者が、迅速に医師
による治療を受けられるよう
になります。
ドクターヘリとは、救 急医
ĲĹ

ĳıĲĳȆĴȆĶ

療用の医 療 機 器などが 装 備
され、救急医療の専門医や看
護師が同乗し、救急現場など
から医療機関に搬送するまで
の間、患者に救命医療を行う
ことのできる専用のヘリコプ
ターを言います。ドクターヘリ
の出動は、悪天候の場合など
を除 いた 昼 間に 限られます。
患者を搬送してきた救急車か
ら収容し、医療機関へ搬送し
ます。出動要請は、消防機関
が事故概要などを考慮して要
請します。
یᕷẸࡢⓙࡉࢇ
ヘリコプターが 離 着陸する
際は、プロペラの回転による
強い吹き下ろしの風や騒音が
発生します。近づかないようご
理 解、ご 協力をお願いします。

円券 5 枚を年間1冊。1回の
乗車につき複数枚の利用、
額 面 未 満 の 利 用が できま
す。ただし、釣り銭は受け取
れません。
⏦ࠉㄳ 3月16日㈮から、該当
する障がい者手帳を持参の
上、障害福祉課へ
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収入がないため、国民年金
保 険 料の納付が困難な学 生
に対して、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。受付
期 間 内に お 手 続きください 。
猶 予された期間の 保 険 料 は、
社会人になってから追 納する
こともできます(追納する場合
は猶予のときから10年以内)。
⏦ㄳሙᡤ 保険年金課、地区
市民センター
ᣢࡕ≀ 年金手帳 (2 0歳にな
られた方はお手元に届いて
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っ
た方は雇用保険の離職票ま
たは受給 資格者証(公 務員
だった方は辞令書)
ཷᮇ㛫 平成2 3 年度学生
納付特例は平成24年5月1日
㈫まで、平成24年度学生納
付特例は平成24年4月1日か
ら平成25年4月末まで
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重度障がい者の方がタクシ
ーを利用する場合に、その料
金の一部を助成する福祉タク
シー事 業を行っています。現
在交付している乗車券の有効
期限は3月31日㈯までです。4
月1日㈰以降に利用する場合
は新たに交付申請が必要です。
ᑐ ࠉ ㇟ 身体 障害者手 帳の
下肢または体幹機能障がい
の1・2級、視覚障がいの1・2
級、内部障がいの1級、療育
手帳のA1(最重度)・A 2(重
度 )、精神障害者保 健 福 祉
手帳の1級に該当する方
ɦඤ ໐ વ ̦ ̞ ͉͂Ȃ ௫Ȇ̲ͭ
௫Ȇ۴௫ȆࡤܕݟȆಸȆ͖̠
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ၥྜࡏ 津年金事務所 国民
年金課( 059-228-9188)
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現在、三重県に提出いただ
いている工場立地法に係る特
定工場の新設・変更の届出先
が、平成24年4月1日から鈴鹿
市に変わります。
特 定 工 場とは、敷 地 面 積
9,0 0 0㎡以上か建築面積
3 , 0 0 0 ㎡以 上の製 造業 ( 加 工
修理含む)、電気・ガス・熱 供
給 業 ( 水力、地 熱 発 電 所を除
く)に係る工場・事業所です。
届出の必要があるのは、特
定 工 場 の 新 設の 他に、業 種
の変更、敷地面積・生産施設
面積・緑地面積の変更、届出
者や工場の名称の変更といっ
た事由に該当する場合です。
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今 年 4月以降、森林の土地
の所有者となった方は、市町
村長 への事 後 届け出が義 務
付けられました。
ᑐࠉ㇟ 個人・法人を問わず、
売買や相続などにより森林
の土地を新たに取得した方

ᒆฟᮇ㛫 土地の所有者とな
った日から9 0日以内に、取
得した土地のある市町村の
長に届け出をしてください。
ᒆฟ㡯 届出書には、届出
者と前所有者の住所氏名、
所有者となった年月日、所有
権移転の原因、土地の所在
場所・面積とともに、土地の
用途などを記載します。添
付書 類として、登記事項証
明書 (写しも可 )か土地売買
契約書など権利を取得した
ことが分かる書 類の写し、
土地の位置を示す図面が必
要です。
ၥྜࡏ 農林水産課( 3829 017 )、三重 県四日市農 林
商工環 境事務所林 業 振 興
課( 059-352-0655)へ
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資 源ごみ回収 活 動 奨 励 金
とは、活動を実施する団体に
対して、一般 廃棄物の減量化、
資源としての再利用を促進し、
生活環境の保全を図ることを
目的に交付するものです。
平成23年度(平成23年4月1
日〜平成24年3月31日)に実施
された分については、3月31日
㈯までに申請してください。期
日を過ぎると、申請できなくな
る場合がありますのでご注意
ください。
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生ごみ処理容器及び生ごみ
処理機購入費助成金とは、処
理容器などを使用する方に対
し、ごみの減量化、自己処 理
の啓 発促進を図ることを目的
に、その購入費用の一部を助
成するものです。
平成23年度(平成23年4月1
日〜平成24年3月31日)に購入
された分については、3月31日
㈯までに申請してください。期
日を過ぎると、申請できなくな
る場合がありますのでご注意
ください。
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ġġġŴũŰŨŢŪŨŢŬŶŴũŶŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

ᑐࠉ㇟ 平成4年4月2日〜平
成5 年 4月1日生まれで市内
在住か本籍のある方
ෆࠉᐜ 成人式の企画・運営・
広報活動を行っていただき
ます。
ࠉ ㆟ 月1回程 度、市 役 所
本 館 会 議 室で 夜 間に開 催
します。
ɦలĲ͈݈͉ٝٛĶ̮ͧͅထ
̱̞̳̀͘ȃ

平成24年成人式実行委員
ĳıĲĳȆĴȆĶ

Ĳĺ

̩̱͈ͣૂ༭
ट ̱ 
δρϋΞͻͺȆঌྦྷڰ൲
౬ఘતٚΩΥσജ
౷֖هġġġġĴĹĳĮĹķĺĶġġġġĴĹĳĮĳĳĲĵ
ġġġŤũŪŪŬŪŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

市内で、福祉・環境・文化・
スポーツなど、さまざまな分野
で活動を行っているボランテ
ィア・市民活動団体を紹介す
るパネル展を開催します。
ࠉࡁ 3月14日㈬ 〜19日㈪
平日：8時30分〜17時15分、
土・日曜日：10時〜17時
ɦडਞ͉ȂĲĶশ́͘

ࡇࢁ 市役所1階 市民ギャ
ラリー
ɦδρϋΞͻͺȆঌྦྷڰ൲̳ͥͅ۾
ͼαϋΠȶႝ  ঌ ŏ ő Ő ࣒ ׳
जȷͬĴĲĸ㈯ĲĴশ̥ͣȂঌ
ਫ਼ĲĳٴĲĳıĴ݈ٛ́ٳट̱̳͘ȃ
મ̱̩͉Ȃࢩ༭̴̳̥ĳĳı
ĲıβȜΐ̮ͬ။̞̹̺̩̥Ȃ౷
֖̤͒ه࿚̵̞ࣣ̩̺̯̞ͩȃ

లĳĲٝႝঌ
ࠝފاٛऱ
هاġġġġĴĹĳĮĺıĴĲġġġġĴĹĳĮĺıĸĲ
ġġġţŶůŬŢŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

市 内 で文化 活 動を行う団
体や個人の活 動の成 果を発
表する「鈴鹿市芸術文化協会
祭」を開催します。さまざまな
作品の展 示や講演会、ステー
ジでのコンサートや舞踊など、
多 彩な 催し 物 が 行 われます。
ぜひ会場にお越しください。
ࠉࡁ 3月16日㈮〜18日㈰
ࡇࢁ 文化会館 各会場
ෆࠉᐜ
یᒎ♧࡞
○美術部門(洋画・日本画・彫
刻・美術工芸・写真・書道)
と き 3月16日㈮〜18日㈰
ĳı

ĳıĲĳȆĴȆĶ

ɦĲķ͉ࡿஜȂࡿࢃ̥ͣജা

とこ ろ さつきプラザ(1階)
○ 文 学 部 門 ( 短 歌・川 柳・俳
句・連句・詩・小説評論)
と き 3月17日㈯・18日㈰
と こ ろ 美術工芸室・陶芸室
(3階)
・記念講演会 17日㈯13時30
分開演(13時開場)
演題：日本武尊の鈴鹿にお
ける望郷歌をめぐって
講師：川北富夫さん
○生活文化部門
・華道部会 3月17日㈯・18日
㈰、第1・2・3研修室(2階)
・香 道部会 3月18日㈰ 、第
4・5研修室(2階)
・茶道部会 3月18日㈰ 、茶
室・和室(3階)
ྎ⯙یⓎ⾲
○演劇・舞踊部門
と き 3月17日㈯10時開演
(9時30分開場)
とこ ろ けやきホール(1階)
内 容 ダンス・舞踊・奇術
○音楽部門
と き 3月18日㈰13時30分
開演(13時開場)
とこ ろ けやきホール(1階)
内 容 かるがもブラスアンサ
ンブルスプリングコンサート
「春風によせて」
入場料 無料
ɦ̤ಋ͈ٛ͒४͉حȂ೮ಋ࠴ĩခ
ၳĪ̦ຈါ̳́ȃ

ၥྜࡏ 鈴鹿市芸 術文化 協
会事務局( 387-0560)へ

ίρΥΗς;θ๔ழ
هاġġġġĴĹĳĮĹĲĲĲġġġġĴĹĳĮĹĶĹı
ġġġţŶůŬŢŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

࣭⯡୍ی␒⤌
ࠉࡁ 3月17日㈯〜6月10日
㈰ 10時30分から、13時30
分から、15時から

ෆࠉᐜ 「星へ行く道」
宇宙飛行士として宇宙へ
行ったことがあるタカシおじ
さんは、学校で習う星座がよ
く理 解できない翔太くんに
「星を見に行く」約束をしま
す。当日、望遠鏡を持たず手
ぶらで来たおじさんを見てガ
ッカリした翔太くんですが、
標高1,000mの所での満天の
星空をみて胸が高鳴ります。
ࡢᫍᗙ おおぐま座、こぐま
座、おとめ座、しし座ほか
ᐃࠉဨ 各回180人
یᏛ⩦␒⤌
ࠉࡁ 3 月2 2 日 ㈭ 〜 6月 8
日㈮
ෆࠉᐜ 「太陽・月・星の動き」
ᐃࠉဨ 各回180人
ɦ ڠਠ๔ ழ͉Ȃ౬ ఘ ͈૭̱ࣺ ͙
ͅࡠ̳ͤ͘ȃġ
ɦĴĲĴ㈫̥ͣĲķ㈮͉Ȃ๔ழව
ͦఢ̢͈̹͛ൎݝͬדগ̱̳͘ȃ

ȶ̞͈̻ə̧͈ܵέȜ
ρθȷ͏̹͈̞͈̻͈ͤ
ιΛΓȜΐ
࠲ࢫ̩̿ͤهġġġġĴĹĳĮĳĳĶĳġġġġĴĹĳĮĵĲĹĸ
ġġġŬŦůŬŰŻŶŬŶųŪŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

ࠉࡁ 3月24日㈯ 昼の部：
1 3 時 3 0 分 〜16 時 ( 開 場1 3
時 ) 、夜の 部：1 8 時 〜2 0 時
3 0 分 (開場17時3 0 分)
ࡇࢁ ふれあいホール(南玉
垣町6600)
ෆࠉᐜ
○講演1 「うつを乗り越え、
チーママからメンタルセラピ
ストへ」稲垣利香さん
○講 演 2 「がんと闘った息
子からのメッセージ」朝倉三
恵さん
ɦ̤ඵ૽͈࣒ ࢛ͅۼ͈ഏάν
Ȝζϋಎఱ༟̯ͭͥ͢ͅςρ
Λ·ΑΗͼθ̜̳ͤ͘͜ȃ

ഩ ȁდ

ࢳࢣࢵࢺ௦ 500円(高校生以
下は無料)
⏦㎸ࡳ࣭ၥྜࡏ いのちと心
を守る鈴 鹿 市民の 会 代 表
杉本信之( 090-1620-5087
383-2490)

२ਹ̶̱ͭاऱġŪů̴̳̥
ŉŰůťŢȶ۪̮ͭͩޏȷ
ĩ࿐அ͛Ī୶࣐ထ̫ັ̫
۪ޏଽॐهġġġġĴĹĳĮĸĺĶĵġġġġĴĹĳĮĳĳĲĵ
ġġġŬŢůŬźŰŴŦŪŴŢŬŶŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

三重しぜん文化祭inすずか
(3月24・25日、文化会館)の参
加体験学習の一つとして、本
田技研工業㈱ 鈴鹿製作所が
小 学 校 など で 展 開して いる
自然に触れる・親しむ 体
験型環境学習プログラム「環
境わごん」(草木染め)を実施し
ます。先行予約を受け付けま
すので、お早めにお申し込み
ください。
ᑐࠉ㇟ 6〜12歳の方とその

保護者(子どもだけの参加も
可能です)
ࠉࡁ 3月25日㈰①10時30
分、②13時30分(各60分程度)
ࡇࢁ 文化会館 調理室
ෆࠉᐜ 草木染めでオリジナ
ルのハンカチを作ります。
ᐃࠉဨ ①・②とも各40組(先
着順)
ཧຍᩱ 無料
⏦㎸ࡳ 3月23日㈮までに、
電
話で環境政策課へ
ɦĲழ̜̹ͤஅ ͛ͥΧϋΙ͉Ĳ
ཿ̳̈́ͤ͘ͅȃ
ɦ୶࣐ထ̦֥ͅྖ̹̞̈́ા
ࣣ͉Ȃ൚Ȃ୶ਜ਼̫́ັ̫
̳͘ȃ

ࣉࡣฎ௸܁༭ജ
ȶอߡ̯̹ͦႝĳıĲĲȷ
ࣉࡣฎ܁ġġġġĴĸĵĮĲĺĺĵġġġġĴĸĵĮıĺĹķ
ġġġŬŰŬŰũŢŬŶţŶŵŴŶŬŢůŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

2 011年に鈴鹿市内で行っ
た発掘調査の成果をいち早く

έ·Α

ഩঊιȜσ

γȜθβȜΐ

報告します。
ࠉࡁ 3月2 2日㈭ 〜 6月2 4
日㈰
ࡇࢁ 考古博物館 特別展
示室
ɦમ̱̩͉Ȃࣉࡣฎ͈܁γȜθ
βȜΐ̮ͬ။̩̺̯̞ȃ

ࣉࡣ࣒ڠٛ
ࣉࡣฎ܁ġġġġĴĸĵĮĲĺĺĵġġġġĴĸĵĮıĺĹķ
ġġġŬŰŬŰũŢŬŶţŶŵŴŶŬŢůŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

寺院・官衙シリーズ「古代
寺院と地 域 社会〜都と伊 勢
国〜」
ࠉࡁ 3月25日㈰14時から
ࡇࢁ 考古博物館 講堂
ㅮ ᖌ 菱田哲郎さん(京都府
立大学文学部教授)
⫈ㅮᩱ 無料

Ĵ ͈ො ୕
ɛ࣭ྦྷ࠲ࢫ༗ࡏ୕ȆȆȆĺܢ
Ⱥො͉ࡠܢĵĳ㈪̳́Ȼ
ɦො୕͉Ȃ༒၌࢛̈́ज૦ఢ́

ͼϋΗȜΥΛΠ͂૽ࡀ
૽ࡀଽॐهġȁĴĹĳĮĺıĲĲ ȁġĴĹĳĮĳĳĲĵ
૽ࡀه֗ޗġȁĴĹĳĮĺıĴı ȁġĴĹĴĮĸĹĸĹ

ūŪůŬŦůŴŦŪŴŢŬŶŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű
ūŪůŬŦůŬźŰŪŬŶŁŤŪŵźįŴŶŻŶŬŢįŭŨįūű

厳しい寒さもようやく緩み、梅の花がほ
ころぶ春が到来しました。

意見を書くことができるため、他人の誹 謗
中傷やプライバシーの侵害をし、学校では

さて、春は新たな始まりの季節です。何
かしら生 活に変化 が 訪れ ることの 多い 季
節であり、そこには新たな出会いもあるか
もしれません。また、生活の変化に伴い、携
帯電話やインターネットをはじめる人もいる

深 刻ないじめに発 展する場 合もあります。
また、不特定多数の人々に情報を発信でき
るため、風評被害のように不確かな情報で
も一気に広まり、不安をあおり、差別や偏
見を助長することもあります。

と思います。
インターネットは、知りたい情報を簡単に

私たちは、流れている情報をすべてうの
みにするのではなく、一人ひとりがその情

入手できたり発信をすることができ、世界中
の人と瞬時にコミュニケーションをとれる大
変便利なもので、多くの人が利用し、私たち
の生活に欠かせないものになっています。
一方で、インターネットを悪用して人権を
侵 害する事 件も多くなっています。匿 名で

報の真偽を見極め、情報の取捨選択をする
ことが必要です。インターネットを豊かな生
活に役 立つものとして心地よく利用するた
めには、ルールやマナーを守り、相手や読
み手の人権に配慮することが大切ではない
でしょうか。

ĳıĲĳȆĴȆĶ

ĳĲ

̩̱͈ͣૂ༭
࣒ जȆ ޗ
ࡇאႝΑεȜΜ΄ȜΟϋ
ౣޗܢ
ࡇאႝΑεȜΜ΄ȜΟϋ
ġġġġĴĸĳĮĳĳĶıġġġġĴĸĳĮĳĳķı
ġġġġũŵŵűĻİİŸŸŸįŨŢųťŦůįŴŶŻŶŬŢįŮŪŦįūűİ

ی㣭ࡾᕳࡁᑑྖᩍᐊ
春らしい飾り巻き寿 司を作
ります。
ᑐࠉ㇟ 18歳以上の方
ࠉࡁ 3月14日㈬ 13時30
分〜15時
ᐃࠉဨ 15人
ཧຍᩱ 2,600円(材料費込)
⏦㎸ࡳ 3月6日㈫から、水泳
場窓口、ホームページで(先
着順)

ࢫࢡࣅ࣐࣐ ࢫࢡࣅ࣮ࣅ࣋ی
ベビーと一 緒にできるエク
ササイズでママのストレス・運
動不足解消
ᑐࠉ㇟ 2カ月から歩く前まで
の子とその親
ࠉࡁ 3月21日㈬ 午前の
部：11時〜12時30分、午後の
部：13時30分〜15時
ᐃࠉဨ 各30組
ཧຍᩱ 1,000円
⏦㎸ࡳ 3月6日㈫から、参加
料を持参の上、水泳場窓口
へ(先着順)

ႻઁාγȜθஜ࣒ူޗܢज

ΑεȜΜ࣒ူוਠٛ
ȡ̹̩͛ͥ̈́ͅޑȂ͓ͥȡ
ࡇאႝΑεȜΜ΄ȜΟϋ
ġġġġĴĸĳĮĳĳĶıġġġġĴĸĳĮĳĳķı
ġġġġũŵŵűĻİİŸŸŸįŨŢųťŦůįŴŶŻŶŬŢįŮŪŦįūűİ

ࠉࡁ 3月18日㈰ 13時〜
14時
ࡇࢁ 鈴鹿スポーツガーデン
水泳場 会議室
ෆࠉᐜ ケガなく
・効率よく
・スポ
ーツするための食事、丈夫な
骨づくり
ㅮࠉᖌ 桑原彩さん(サン食品
工業㈱ 管理栄養士)
ᐃࠉဨ 100人(先着順)
ཧຍᩱ 無料
⏦㎸ࡳ ホームページ、電話ま
たは直接水泳場窓口へ

ġႻઁාγȜθġġġġĴĹĸĮķĲĳĶġġġġĴĹĹĮĲĳĳĴ

働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高める目的で各種教養講座
を開いています。
ᑐࠉ㇟ 平成24年4月1日現在で35歳以下の勤労青少年
⏦㎸ࡳ 3月13日㈫から15日㈭までの各講座の開講曜日の9時30分から20時
に、教材費を添えて直接勤労青少年ホームへ
ɦ૭ࣺ৪ఉତ͈ાࣣ͉Ȃ
ັ൚ ĳı শͅಒ࣐̞̳ͬ͘ȃ
ɦ֥ͅྖ̹̞࣒̈́ज͉ັոࣛȂଟশ̫ັ̫̳͘ȃĴ ྎশത́૭ࣺ৪̦࣒ڎ
ज͈֥͈ Ĵ ͈ Ĳ ͅో̱̞࣒̈́ज͉̳̜̦̭࣒ͤ͂ͥ͛ͤ৾ͬ͘͞ٳȃ
ɦऺޗͅࢃ࣒ٳո͈ٸ̮̞̹̺̩࣒ͬज̦̜̳ͤ͘ȃ
ɦͅࢃ࣒ٳప࣒̯ͦͥાࣣ͈ऺޗ͈৾ͤե̞̞͉࣒̾̀ͅڎज̮͂ͅ։̳̈́ͤ͘ȃ
ɦĵ  Ĳı ㈫̥ͣਜ਼ষ̳̱࣒͘ٳȃ
ɦȜ·σ͉ଟশ༡ਬ̱̞̳̀͘ȃ
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ഩ ȁდ

ΩΕϋ࣒जġஜܢ
ࡇၛႝઁාΓϋΗȜ
ġġġġĴĸĹĮĺĹĲĲġġġġĴĸĹĮĺĹıĺ
ġġġũŵŵűĻİİŸŸŸįŮŪŦĮŴűŰųŵŴįŰųįūűİŴŶŻŶŬŢźŤİ

入門・基礎やワードやエクセ
ル、写真の整理や編集、音楽の
取り込みや活用、
インターネット、
スライドショー、Facebookなどさ
まざまな講座を開講します。
初心者向けから中級者向け
まで、各種講座を開きます。興
味のある講座を選んで参加し
てください。
ᑐࠉ㇟ 18歳以上の方
ࠉ ࡁ 4月6日㈮ 〜 2 7日㈮

(講座により異なる)
午前の部：9時〜12時、午後
の部：13時30分〜16時30分
ࡇࢁ 県 立 鈴 鹿 青 少 年セ
ンター
ᩱࠉ㔠 1回講座：1,500円、3
回受講講座：3,500円、5回受
講講座：5,500円
ເ㞟ேᩘ 各講座(各日)10人
程度
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齢、講座名、講座日時、昼食
の希 望の有 無を記 入の上 、
はがきかファクスで鈴鹿青少
年センターへ(応募多数の場
合は抽選)
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⏦㎸ࡳ 3月6日㈫から20日㈫
17時(必着)の間に、氏名、住
所、郵便番号、電話番号、年
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レーシングアドバイザー畑川治（鈴鹿モータースポーツ友の会 理事）

ࢩ ༭ ̳ ̴ ̥ ȁĳ ı Ĳ ĳ ා ˏ  Ķ  
2月は寒い日々が続きましたが、最近、
ようやく春
らしくなってきましたね。さて、
皆さんは何に対して春
の訪れを感じますか。私は野や町に咲く花々です。庭
先のウメの木が一つ二つと花を付け始めると、心も
春の陽気のように温かくなってきます。4月ともなれ
ばサクラやパンジー、
チューリップなどが一斉に咲き
始め、
一気に春本番を迎えます。
今、北勢地方の市町が連携し、
「北伊勢で遊ぼう！
鈴鹿市携帯サイト

「元気モバイル」

花と食の回廊スタンプラリー」を開催しています。
花の名所を巡りおいしいものを食べようというイ
ベントです。スタンプを集めると抽選で特産品も当
たります。
陽気もよくなり、
そろそろどこかへ出かけたいと
思いませんか。地元の良さを見つけにぜひこのイベ
ントにご参加ください。スタンプ台紙は市商業観光
課や鈴鹿市観光協会などで配布しています。
（眞）
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