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　今年も庄野地区や庄内地区でたくさんのホタルが舞い、家族連
れでにぎわいました。庄野地区では、静寂の中を時折電車が駆け
抜けるなど、人工光との共演が見られました。
※複数の写真を重ねています。　

ホタルの舞

2

ひと･まち･モータースポーツ
ひと･なかま24

お知らせ・催し物11

情報館210

情報館19

元気なすずか6

特集

情報政策課

平成28年5月22日

庄野町

図書館夏休みのイベント

考古博物館夏休みのイベント

広報レンズ・情報局

Ｆ１鈴鹿市民応援席



左からフェルナンド・アロンソ、セバスチャン・ベッテル、
キミ・ライコネン、ニコ・ロズベルグ、ジェンソン・バトン、
ルイス・ハミルトン

の鹿鈴」市都ツーポスーターモ「、きだたいてじ感で肌をスーレ車動自の峰高最界世にんさ皆の民市鹿鈴　 市民
としての誇りを持っていただきたいことから、鈴鹿サーキットと鈴鹿市の共催で「鈴鹿市民応援席」を設置します。

Ｆ１鈴鹿市民応援席
～Ｆ１日本グランプリは市民応援席で観戦しよう～

今年の見どころ
　昨年、7年ぶりにＦ１参戦を果たしたマクラーレ
ン・ホンダ。ともにチャンピオン経験を持つフェル
ナンド・アロンソ、ジェンソン・バトンという2人のド
ライバーで臨んだ2015年シーズンは、入賞6回に
留まる苦しいシーズンとなりました。しかし、2016
年シーズンは、強力なドライバー布陣はそのままに、
パワーユニットの開発規制緩和を味方につけて
序盤からポイントを積み重ねており、今後のさら
なる活躍が期待されています。マクラーレン・ホン
ダにとって、ホームコースである鈴鹿でどのような
走りを見せてくれるのか、今から楽しみです。

　一方、昨シーズン圧倒的な速さを誇ったメルセデスＡ
ＭＧは、2年連続ドライバーズチャンピオンを獲得したル
イス・ハミルトンと2015年終盤から2016年序盤にかけ
て7連勝と波に乗るニコ・ロズベルグの2枚看板が健在
で、今年もＦ１世界選手権シリーズをリードしています。
　しかし、昨年メルセデスAMG以外で唯一3勝をあげた
セバスチャン・ベッテルを擁するフェラーリやレッドブル、
ウイリアムズといった上位チームとの差は縮まっており、
シーズン後半となる鈴鹿での日本グランプリでは激しい
優勝争いが展開されると予想されています。このＦ1日本
グランプリを、鈴鹿市民応援席で観戦しませんか。
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2016Ｆ1日本グランプリ
平成28年10月7日(金)～9日(日)  

Ｃ席(第2コーナー～Ｓ字)に
設置する｢鈴鹿市民応援席｣
へ特別価格でご招待

日日日日))))) 鈴鹿サーキット国際レーシングコース

対　象　鈴鹿市民でチケットの送り先が鈴鹿市内の方 
※市民応援席では、会場を盛り上げるパフォーマンスにご協力ください。
特別価格　大人2万600円(高校生以上)、子ども4,200円(3歳～中学生)
※5日間(6日㈭～10日(月・祝))の遊園地乗り物乗り放題付きです（一部を除く）。
購入期間　7月5日㈫10時～8月31日㈬(24時間受け付け)
定　員　1,000人(先着順)
申込み　
1 次の「鈴鹿市民応援席」申込専用アドレスにパソコン、携帯電話などでアクセス
　※市ホームページからもアクセスできます。
2 画面の指示に従って必要事項を入力
　※購入時にMOBILITY STATION(鈴鹿サーキットオンラインチケットサイト)への会員登録が必要です。
　※1人10枚まで
　※精算方法はクレジットカードまたは代引き　
　※チケットは8月から順次発送
｢鈴鹿市民応援席｣申込み専用アドレス
　　　ht t p : //www. s u z u k a c i r c u i t . j p /s u z u k a s h i /
　パソコン・携帯電話をお持ちでない方は、鈴鹿サーキットへお問い合わせください。
　鈴鹿サーキット営業課　　378-1111(代表)　(月～金曜日の10時～17時)
主　催　株式会社モビリティランド ／ 鈴鹿市
協　力　鈴鹿商工会議所 ／ NPO法人 鈴鹿市体育協会 ／ 一般社団法人 鈴鹿市観光協会 ／ 
　　　　NPO法人 鈴鹿モータースポーツ友の会
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最先端技術が惜しみなく投入されるＦ1マシン

鈴鹿サーキット5.807kmを1分28秒で駆け抜ける

Ｆ1ドライバーは選ばれし22人

速さを競うレースの裏にある先進技術のバトルにも要注目

Ｆ1を楽しむための

知識豆
　かつてHondaの創業者である本田宗一郎氏が「レースは走る実験
室」と語ったように、世界最高峰のF1マシンにはその時代ごとの最先
端技術が惜しみなく投入されてきました。そして実は、普段私たちが
乗っている市販車にもここで培われた技術が応用されています。
　現在のF1マシンは、コンパクトカー並の排気量1.6Lのエンジンに
余った熱エネルギーと運動エネルギーを再利用するERS(エネルギ
ー回生システム)を組み合わせ900馬力ものパワーを発揮し、その
最高速度は軽く時速300ｋｍを越えています。ドライバーたちの戦
いだけでなく、マシンを開発する世界屈指の技術者たちによる先
進技術の戦いもF1を面白くしている要素のひとつです。  

　Ｆ1マシンは、鈴鹿サーキットの国際レーシングコ
ース5.807kmをわずか1分28秒で駆け抜けます。そ
の驚くべきスピードはさまざまなカテゴリの鈴鹿サ
ーキットのコースレコードと比較するとよく分かりま
す。国内最高峰のGTカーレースSUPER GTの
GT-Rがもつタイムは1分47.630秒、有名なオートバ
イレース鈴鹿8耐のCBR1000RRがもつタイムが2
分07.943秒です。これらのタイムに対してＦ１のフェ
ラーリが叩き出した鈴鹿のコースレコードは1分
28.954秒。Ｆ１マシンの速さがよく分かります。 

　誰よりも先にチェッカーフラッグを受
けることだけを目指し、アクセル全開で
サーキットを駆け抜けるＦ1ドライバー。
他のスポーツと違いＦ1は毎日練習でき
るものではありません。限られた練習
環境のなかで確実に成績を残し、チー
ムと契約ができるのは真の実力と強運
を持ち合わせた数少ないドライバーだ
けなんです。 

ＦＦＦＦＦＦＦＦ11111111
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ＴＳＲ(大使)

モリワキレーシング(大使)

小島庸平選手(大使)

TEAM MITANI

Honda鈴鹿レーシングチーム

　「鈴鹿8時間耐久ロードレース」で3度の優勝を誇り、昨年の
鈴鹿8耐でも2位表彰台を獲得した名門チーム。2016年は、
FIMロードレース世界耐久選手権シリーズに挑戦し、その第1
戦となる「ル・マン24時間耐久ロードレース」で見事3位入賞し
ています。この勢いで、世界耐久選手権の第3戦でもある「鈴
鹿8時間耐久ロードレース」の優勝奪還を目指しています 。 

Ｆ１だけじゃない　まだまだあります
バイクも元気な鈴鹿のモータースポーツ

　鈴鹿市に拠点を置き、日本国内のみならず世界で活躍するチームや選手を紹介します。
※「(大使)」の表示は、鈴鹿と・き・め・きモータースポーツ大使を委嘱しているチームや選手です。 

　昨年、鈴鹿市民でもある高橋裕紀選手を擁し、全日本ロー
ドレース選手権Ｊ－ＧＰ2クラスに加え、アジアロードレース
選手権でもシリーズチャンピオンを獲得したモリワキレーシン
グ。今シーズンは、2017年の「鈴鹿8時間耐久ロードレース」
参戦を見据え、「全日本ロードレース選手権」の最高峰クラス
JSB1000クラスにも参戦。更なる活躍が期待されています。

　本市出身のモトクロスライダー小島庸平選手。2015年シーズンに全日本モト
クロス選手権の最高峰ＩＡ1クラスで、自身初のシリーズチャンピオンを獲得。
シリーズ連覇に向けて、奮闘しています。

　高低差や傾斜が複雑に設定されたコースをオー
トバイに乗ったまま走り抜けるトライアル。鈴鹿市
に本拠地を置くTEAM　MITANIには、その競技
の最高峰の全日本トライアル選手権ＩＡＳクラスで
現在3年連続シリーズチャピオンを獲得し、4連覇
に向けてチャレンジを続けている小川友幸選手が
所属しています。

　本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所の従業員によって
構成されるクラブチームながら、鈴鹿8耐では2014年
6位、2015年8位と安定した成績を残しています。今年
こそ悲願の表彰台を目指して頑張っています。
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広報すずか特集「Ｆ１鈴鹿市民応援席」についてのご意見・ご感想は、地域資源活用課へ
　382-9020　　382-0304　　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp  
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モータースポーツを身近に体験しよう
　5月22日㈰、市内在住で申し込みのあった60人を対象
に開催する「初心者のためのモータースポーツおもしろ
体験・講座」の開講式が市役所本館1203会議室で行わ
れ、鈴鹿市とモータースポーツの歴史などを学びました。

　6月9日㈭には郡山小学
校の5年生を対象に課外授
業が行われ、夢を実現した
ライダーの体験談や迫力あ
るレーシングマシンのエン
ジン音を聞き、夢への一歩
を踏み出しました。

5月27日㈮～29日㈰
　核兵器のない世界、命の大切さをあらためて考えていただくため
に「2016平和への祈り展」をイオンモール鈴鹿で開催しました。
　第2次世界大戦のさなか、ユダヤ人へのビザ発給により約
6,000人の命を救った外交官「杉原千畝」のパネル展や講演会、
原爆展、鈴鹿市
の戦中戦後資料
展などを行い、
戦争や命の尊さ
について考えて
いただきました。

6月4日㈯

　金生水沼沢植物群落は
暖地性植物と寒地性植物
が混生していて、湿地性植
物が豊富なこともあり、国の
天然記念物に指定されてい
ます。市では沼沢植物を保
護するとともに、観察会を年
６年ほど開催しています。
今回は、ノハナショウブを見
ていただきました。

体
れ

5月27日㈮ 29日㈰
らためて考えていただくため
ール鈴鹿で開催しました。
ヤ人へのビザ発給により約
千畝」のパネル展や講演会、

6月4日㈯

　金生水沼沢植物群落は
暖地性植物と寒地性植物
が混生していて、湿地性植

2016・7・5106

平和や命の大切さを考える　2016平和への祈り展

豊かな自然をいつまでも　金生水沼沢植物群落観察会

課外授業課外授業 開講式開講式

動画



このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは
二次元コードからアクセスしてください。動画
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6月5日㈰命と暮らしを守るために　水防工法講習会実施
　川が増水しやすい時期を前に、鈴鹿市消
防団員を対象に水防技術の向上と水防体
制の充実を図るた
めに河川防災セン
ターで講習会を行
いました。土のう
の作り方や積み方
を再確認し、大雨
などのときに迅速
に対応できるよう
訓練しました。

6月5日㈰
「COOL CHOICE」で環境に優しい選択を　
地球温暖化防止対策啓発活動

　鈴鹿ハンターで地球温暖化防止対策啓発
はと」ECIOHC LOOC「。たしまし施実を動活 、

一人一人があらゆる場面で環境に優しい
「選択」をして、地球温暖化防止に取り組んで

いく国民運動
で す 。啓 発
ブースでは緑
のカーテン用
苗の配布や子
ども向けのエ
コ工作などを
行いました。

6月5日㈰鈴鹿抹茶でおいしいデザートを
スイーツコンテストで金賞決定
　鈴鹿抹茶をより親しんでいただくために、鈴鹿抹茶を使った
創作スイーツのコンテストが行われました。応募総数113件の中
から書類審査を通過した10作品を小早川陽青さん（フレンチ
料理人）などに試食審
査をしてもらいました。
見事金賞に輝いたのは
「新緑の鈴鹿抹茶ケー
キ」です。生クリームに
鈴鹿抹茶を使用し、最
上層を茶畑に見立てた
一品です。

地球温球 暖化暖 防止対防防 策啓策 発啓 活発 動

積んだ土のうを固定する作業
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 彫型画（伊勢形紙）
鈴鹿教室生徒募集

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／文化会館
研修室　内容／伊勢形紙の技法を活
用した創作絵画を作成する　講師／
大杉華水　※初心者大歓迎

事務局　中城　383-5393

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／7月11日㈪～ 15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。

次回の募集は９月5日号掲載分です

鈴鹿市民歩こう会

とき／7月17日㈰(雨天時、24日㈰)　集合／
近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園8時55分　
内容／長太の大くす見学ウオーク　約5ｋｍ
コース、約8ｋｍコース　参加料／200円　
※自由参加　初参加者歓迎

マレットゴルフ会員募集

ところ／鈴鹿川河川敷マレットゴルフ場　内容／
1人でもプレイできて時間も自由です。初心者に
はクラブ所属後指導します（道具の貸し出し有
り）。運動できる服装、靴でお越しください　入
会金／1,000円　年会費／1,000円

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／7月12日㈫19時～21時　ところ／白
子公民館　参加料／100円　不登校のお
子さんの親を中心とした集まりです。担任
面談は大丈夫ですか。気軽な気持ちで参
加ください。詳しくは電話で連絡を。

公開講座
「死んだ時、どうしてほしい？」

とき／7月9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／「ニ
ルヴァーナの森」を作った 唯正さん（宣隆寺
住職）、海洋散骨会のおくり人を任じる柳川真
一郎さんが語ってくれます。　参加料／500円

鈴木利昭　080-1611-9264 鈴鹿市マレットゴルフ協会
福田展久　090-7044-5384 保井　090-4185-1514 理想の暮らしを語る会

　389-6603

脳トレ体験会

とき／7月12日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

いっしょに歌いませんか

とき／毎週木曜日19時～21時　ところ
／市民会館または玉垣ふれあいセン
ター　指導／鈴木みづ絵　団費／月
1,500円　※詳しくはホームページま
たは団員へ

有機野菜づくり

とき／相談の上で決定　ところ／国
府町　内容／農薬化学肥料を使用
しない野菜づくり指導をします。　定
員／3人　参加料／無料（畑有り）　
申込み／電話で

認知症の人と
家族の会のつどい

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　とき
／7月13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　※気軽にお越しください。

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　090-9948-6597

鈴鹿混声合唱団
酒井ひさし　090-9662-6030 小川茂　090-3937-7253 下野　370-4620

自然農法セミナー
第4講

とき／7月24日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／病害虫の対策（害虫個体の特徴と
対策、病原菌の特徴と対策）　講師／
板坂康行　参加料／300円

第7回Waraっこ笑店街

とき／7月26日㈫　11時～15時（12時
～13時は休憩）　ところ／イオン白子店
(サンズ)3階Waraひろば　内容／小学
生店長のお店が8ブース並びます。　
参加料／300円まで

キッズ料理教室
参加者募集

対象／4歳～小学4年生　とき・内容／7月23日
㈯（ナンとカレー、ゼリー）、8月6日㈯（のり巻き、いな
りずし）9時30分～12時　ところ／ジェフリーすず
か食の工房　定員／各12人　参加料／1回1,300
円(材料費・保険料含)　申込み／7月15日㈮まで

「うたごえ喫茶」
開催します

とき／7月28日㈭昼15時から、夜18時から　
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生演奏で
懐かしい昭和歌謡、フォークなどをみんな
で一緒に歌いましょう。　参加料/昼1,500
円、夜2,000円　申込み／電話で

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　378-0041

輝く瞳Waraひろば
　387-0767

Agri ロマン鈴鹿
　090-5033-3375

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

フラ＆ウクレレ＆
大正琴を楽しむ会

とき／7月9日㈯13時30分　ところ／
ふれあいホール　内容／フラとウクレ
レでハワイの雰囲気を味わっていた
だくとともに大正琴の美しい音色を
お楽しみください　入場料／無料

楽楽クッキング参加者募集

とき／7月7日㈭・12日㈫　ところ／ジェフ
リーすずか食の工房　内容／10時30分か
ら旬の料理教室、13時30分から簡単スイー
ツ教室　参加料1,000円(材料費別)　※
気軽にお電話ください。 

放送大学
10月入学生募集中！

放送大学はテレビやインターネット
で授業を行う通信制の大学です。
入学試験はなく、興味ある科目を
1科目からでも学べます。　申込み
／9月20日㈫まで

大人の賢い美容塾
アトピーサロン

内容／食べて綺麗にをコンセプト
にアトピーの相談などを行ってい
ます。1人で悩まず話してみません
か。　※とき、ところは相談の上で。
まずは気軽にご連絡ください。

草野ネ喜久代　386-3806
　090-3933-1632

Lily Club 藪内　
080-3650-1715

放送大学三重学習センター
059-233-1170

あす美　090-9337-8012
biyojuku@gmail.com

創立45周年
第42回定期演奏会

とき／9月4日㈰14時30分（開場14時）　
ところ／サンヒルズ安濃ハーモニー
ホール　内容／モーツァルト・ヴァイオ
リン協奏曲第5番他　入場料／1,000
円（高校生以下800円）

ボランティア電話相談員
養成講座生徒募集

とき／9月24日㈯～2018年2月(月3回
程度)　ところ／アスト津など　申込
み／8月12日㈮まで　※詳しくはホー
ムページか電話で

医師による医療見直し講演会
上映

対象／医療や子育てに関心のある方　とき／7月
10日㈰、16日㈯13時　ところ／牧田コミュニティセ
ンター　内容／断薬治療の内海聡医師と注射し
ない自然流子育て論の真弓医師の講演会映像　
参加料／事前予約800円（小学生400円）

EM活用と普及促進に
原液提供

とき／毎月第2・第4日曜日 9時～11時　
ところ／鈴鹿市漁業協同組合入口　
※希望者に1ℓにつき100円で配布します。

ゾンターク室内合奏団
吉田　090-6760-9235

NPO法人三重いのちの電話協会　059-213-3975
　http://www12.plala.or.jp/mie-inochi/

恩送り三重の会鈴鹿
　090-8560-5448

EMエコスクラム
　090-2576-6190

熟年男女のふれ合い
お話の会

対象／50歳～75歳男女(配偶者のいな
い人)　とき／7月30日㈯　ところ／久居
総合福祉会館2階第1研修室　内容／
気の合う仲間を探し、将来支え合うパー
トナーを見つける　料金／1,000円

実用筆ペン教室

対象／大人　とき／毎月第2・第4水
曜日または土曜日9時30分～11時30
分　ところ／寺家会館　内容／筆ペ
ン基礎から　講師／木平桂洞　参
加料／月2,000円

ノルディックウオーキング
参加者募集

とき／毎月第1日曜日（青少年の森  9時集
合）、第2日曜日（季節を感じる場所へ）　
内容／インストラクターがポールを使った
健康的なウオーキングを丁寧に指導します。
※初めての方参加歓迎。貸しポール有り

パリ公演出発記念演奏会
　

とき／7月18日(月･祝)14時30分（開場14
時）　ところ／ふれあいホール　内容／
30人のフルートオーケストラによる演奏
会　指揮／細川敦朗　入場料／無料　
※ご来場お待ちしております。

シルバー・サークル　059-255-0196
　fuji077@yahoo.co.jp 木平桂洞　386-0587 すずかノルディックウオーキングクラブ

伊藤　090-1747-3394
鈴鹿フルートアンサンブル
　細川　382-5738

気軽に楽しく
汗をかきましょう

とき／毎月第2または第4金曜日　
ところ／文化会館　内容／14時から
ズンバ、15時からピラティス　参加料
／初回500円　※7月8日㈮に行いま
すので気軽にご参加ください。

EM勉強会

とき／7月15日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基
礎知識と家庭内での使い方と応用　
参加者の意見交流　参加料／500円
(EM菌含む)　※気軽にどうぞ

水の祭典inMIE2016

とき／9月19日㈪　ところ／三重交通Ｇ
スポーツの社鈴鹿水泳場　内容／水
泳大会　参加料／1,000円（リレーは
1チーム1,000円）　申込み／7月8日㈮
から22日㈮までにホームページで

初級中国語学習講座
生徒募集

とき／毎週水曜日19時～20時30分　とこ
ろ／男女共同参画センター　内容／中国
人講師による初級会話学習で、中高年が
多く和気あいあいのゆるい講座です。　参
加料／月4,300円（月4回）

松尾　090-8330-8852 　090-8555-0223
　sakai-h@mecha.ne.jp鈴鹿EM交流会　382-6039 鈴鹿市水泳協会　北川　080-3678-6782

　http://www.swim-suzuka.com/
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情報館❶

　夏休み期間中の考古博物館では、体験できるさまざまな催しを行います。
この機会にぜひ考古学者の気分を体験してみましょう。

　と　き　7月21日㈭～8月31日㈬　 ※休館日　7月25日、8月1・8・15・16・22日・29日
　ところ　考古博物館講堂、ホール、玄関前など

　受付時間　9時～10時、13時～14時
　材  料 費　勾玉300円、土笛200円

夏休み子ども体験博物館夏休み子ども体験博物館

考古博物館夏休みのイベント
考古博物館　37 4 - 1 9 9 4　　37 4 - 0 9 8 6

　ko ko h a k u b u t s u k a n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

体験講座（休館日以外毎日実施）

夏休み限定！体験講座
 

●伊勢型紙のしおりを作ろう（1時間）
　7月22日㈮、8月31日㈬、材料費100円、各回10人
●編みかごを作ろう（2時間）
　丸型　7月28日㈭、材料費300円
　角型　8月12日㈮・24日㈬、材料費500円
　各回10人、材料費100円
●博物館キーホルダーを作ろう（30分）
　7月29日㈮、8月11日（木、祝）、材料費200円
　各回10人（入替制）
●麦わらの虫かごを編もう（1時間）
　8月4日㈭、定員30人、材料費500円
●縄文たて櫛を作ろう（2時間）
　8月5日㈮、定員10人、材料費100円
●ストーンアート（1時間）
　8月10日㈬、定員16人（入替制）、
　材料費400円
●リメイク缶アート（2時間）
　8月18日㈭、定員16人（入替制）、
　材料費400円
●草木染めをしよう（2時間）
　8月19日㈮、定員10人、材料費300円
●万華鏡を作ろう（30分）
　8月25日㈭、各回15人、材料費500円
●うぐいす笛を作ろう（1時間）
　8月26日㈮、定員10人、材料費100円

勾玉作り（1時間30分）・土笛作り（1時間）
　受付時間　11時～11時30分、15時～15時30分
　体験費用　100円　

火おこし体験（10分）※悪天候時は中止します。

自然素材で工作をしてみよう

●オカリナを吹いてみよう～演奏鑑賞と無料体験～ 
　8月20日㈯　①10時、②13時30分

プチ考古学者体験講座
●古墳の模型を作ろう
　（1時間30分）
　7月27日㈬、8月17日㈬
　各回10人、材料費300円

縄文時代の布を作ろう
●アンギンのコースター（2時間）
　7月24日㈰
　各回10人　材料費300円

陶土での鈴づくりを体験しよう
●土鈴を作ろう（1時間）
　7月21日㈭、8月3日㈬　　　
　各回10人　材料費200円
※乾燥・焼成後お渡しします。

●磐城山遺跡発掘体験（3時間）
　7月30日㈯①9時、②13時30分　※悪天候時は8月6日㈯
　各回20人（要予約、先着順）、参加料：無料
　申込み　7月5日㈫から20日㈬までに電話で考古博物館へ
　※当日の持ち物、注意事項などについては、申し込み締切り後にご連絡します。

対　　象　小・中学生
　　　　　※小学3年生以下は保護者が同伴してください。
受付時間（入替制、オカリナを除く）
　　　　　午前　9時～9時15分（開始9時30分）
　　　　　午後　13時～13時15分（開始13時30分）
　　　　　※希望者が定員を超えた場合は抽選します。
　　　　　※事前の申し込みは受け付けていません。
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夏休みもやっぱり図書館へ夏休みもやっぱり図書館へ
図書館　　382-0347　　382-4000
　　toshokan@city.suzuka.lg.jp

情報館❷図書館夏休みのイベント
　

　図書館では、夏休みにさまざなイベントを開催します。ぜひご参加ください。

わくわく本ストリート２０１６（ロビー展示）

夏休み子ども映画会

と　き　7月23日㈯～25日㈪
ところ　図書館本館1階玄関ロビー
内　容　「夏におすすめの本のタイトルをさがせ！～ワードクイズ」
　　　「名探偵＆怪盗　人気投票＆クイズ」
　　　 「みんなでスイミーのおさかなを折ろう」ほか
※ボランティアさんとの協働による、参加型の楽しいロビー展示です。

対　象　乳幼児、小学生
と　き　7月27日㈬・28日㈭
　　　　10時～11時20分、13時30分～14時50分
ところ　図書館本館2階視聴覚室 
内　容　昔話などのアニメーション映画上映 
定　員　各100人（当日先着順）
参加料　無料　

三重県の木で時計を作ろう　～夏休みクライマックス企画～ 
対　象　どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）
と　き　A日程：8月30日㈫14時～16時　B日程：31日㈬10時～12時
ところ　図書館本館2階視聴覚室 
内　容　三重県の木材を使った世界に一つだけのオリジナル木工
　　　　時計作り  
定　員　各30人　参加料　無料
申込み　7月31日㈰まで（必着）に往復はがきで図書館へ
〈往信表面〉〒513-0802 鈴鹿市飯野寺家町812　
　　　　　　鈴鹿市立図書館「三重県の木で時計を作ろう」係 
〈往信裏面〉①住所 ②氏名・年齢（保護者同伴の場合は保護者
　　　　　の氏名も）③電話番号 ④希望日程
〈返信表面〉郵便番号、住所、氏名

夏休み手作り絵本教室
対　象　市内在住の約3歳～12歳　　　　            
　　　（小学校低学年以下は保護者同伴）
と　き　8月3日㈬・4日㈭　9時30分～15時
ところ　図書館本館2階視聴覚室 
内　容　硬い表紙の本格的な絵本作り
　　　　テーマ「ゆめのある絵本」  
定　員　各48人（保護者除く、先着順）

参加料　500円　※おつりがいらないようにお願いします。
申込み　7月12日㈫ 9時から参加料を添えて直接
　　　図書館2階視聴覚室で

※定員に達し次第締め切ります。
※家族以外での複数の申し込みはできません。



電　話 電子メール ホームページファクス

振込詐欺の被害が市内で
発生しています

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　詐欺の電話が市内にかかっ
てきており、被害も発生してい
ます。手口は、市役所職員をか
たって電話をかけ、還付金があ
るので至急手続きを行うよう
言葉巧みにATMへ誘導し、実
際には還付ではなく他の口座
にお金を振り込む操作をさせる
ものです。また、警察官をかた
る電話もかかってきています。
市の職員や警察官がATMの操
作を誘導することは絶対にあり
ませんので、注意してください。
◆被害に遭わないためには
　・留守番電話機能を利用し、
知らない電話番号は受けな
い、折り返しかけない。
　・電話を受けたときは、慌てず、
まずは家族や警察に相談を
する。
問合せ　鈴鹿警察署（　380-
　0110）

すずか応援寄附金
(ふるさと納税制度)が
新しくスタートします
総合政策課 　382-9038 　382-9040

　7月1日から、すずか応援寄
附金の取り組みを一層推進す
るため、制度を拡充しました。
　市外・県外の方に広く発信し
ていただくなど、市民の皆さん
のご協力をお願いします。
内　容
　・寄附方法の拡大（クレジット
カード、コンビニなど）
　・返礼品の拡充
　・申込サイトの開設（　http://
　www.satofull.jp/city-
suzuka-mie/)

※市ホームページのトップページ
にリンクを貼っています。

鈴鹿市上下水道事業経営
審議会の市民公募委員を

募集します
上下水道総務課

　 　 　368-1696 　368-1688　　　
　 jogesuidosomu@city.suzuka.lg.jp

　上下水道事業を将来にわたっ
て安定的に継続するため、経営
戦略を策定する予定です。この
策定にあたり、経営審議会にお
いて、意見や提案をしていただ
く市民公募委員を募集します。
対　象　次の全てに該当する方
　・水道・下水道を使用されてい
る市内在住の方
　・平成28年4月1日時点で20
歳以上の方
　・上下水道局で年4～6回程度
開催される審議会に出席で
きる方（平日の日中を予定）
　・国や地方公共団体の議員ま
たは常勤の公務員でない方
任　期　委嘱の日～平成31年
3月31日
定　員　3人以内　
※審議会は市民公募委員のほか、
学識経験者など10人以内で構
成します。
申込み　8月10日㈬までに、所
定の応募用紙に必要事項を
記入の上、作文とともに、直
接または郵送・ファクス・電子
メールで上下水道総務課（〒
510-0253 寺家町1170）へ

※応募用紙と作文の原稿用紙は、上
下水道総務課窓口と上下水道局
ホームページから入手できます。

※作文は応募動機（200字程度）
と上下水道事業の経営について
の所感(400字程度)　

※応募書類をもとに選考し、8月下
旬に応募者全員に書面で結果
を通知します。

※予算の範囲内で謝金をお支払い
する予定です。

　

平成29年の成人式は
市民会館で開催します
文化振興課　382-7619　　382-9071

対　象　平成8年4月2日～平成
9年4月1日生まれで、市内在
住または本市出身者
と　き　平成29年1月8日㈰ 
10時～11時（開場9時）
ところ　市民会館
※対象の方へ個々の通知はしません
ので、ご自由にお越しください。

教育委員会定例会を
傍聴できます

教育総務課　382-7617　 383-7878

　教育委員会は、「地方教育行
政の組織及び運営に関する法
律」に基づき設置される機関
で、教育行政の基本方針や重
要施策などについて審議し、意
思を決定する合議制の執行機
関です。
　毎月開催される「定例会」
と、教育長が必要と認めるとき
などに開催される「臨時会」が
あり、そのどちらも原則として
公開しており、どなたでも傍聴
できます。
と　き　 7月26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
傍聴券を配布
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　公立保育所の職員を
募集します

子ども育成課　 382-7606　 382-9054

◆嘱託看護師　　
対　象
　・看護師免許または准看護師
免許を習得している方
　・パソコン操作（入力・検索な
ど）ができる方
　・昭和31年4月2日以降生まれ
の方
雇用期間　雇用した日～平成
29年3月31日（更新する場合
あり）
業務内容　保育所での園児の
健康管理・看護
勤務条件　給与は18万3,300
円です。その他各種手当て
（期末手当、通勤手当など）が
あります。また、社会保険に加
入します。
定　員　2人
申込み　土･日曜日、祝日を除く
8時30分～17時15分に、採用
試験申込書に必要事項を記
入の上、直接または郵送(簡
易書留)で子ども育成課（〒
513-8701（住所不要））へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で子ども育成課へ請求し
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｣と記入の
上、返信用封筒（宛先を記入し、
92円切手を貼った12cm×23cm
程度）を同封してください。
採用試験　面接と小論文
※日時は申し込み時に案内します。
◆延長保育補助員　
対　象　
　・子どもの好きな方
　・昭和31年4月2日以降生まれ
の方

※保育士資格は問いません。
雇用期間　雇用した日～平成
29年3月31日（更新する場合
あり）
業務内容　保育所での延長保
育時間（朝・夕）の保育補助
勤務条件　給与は時給840円
（保育士資格がある場合は
1,000円）です。社会保険加
入の有無は、就業時間・日数
により変動します。交通費は日
額100円（勤務地まで直線で
2キロ以上の場合のみ）。
定　員　4人
申込み　土･日曜日、祝日を除
く8時30分～17時15分に、
直接または電話で子ども育
成課へ

※公立保育所の臨時保育士・延長
保育補助員・臨時給食調理員の
登録も随時受け付けています。

嘱託職員（臨床心理士）を
募集します
子ども家庭支援課

　 382-9140　　382-9142

対　象　昭和31年4月2日以降
生まれで、臨床心理士の資格
を有し、有資格者として実務
経験を有する方
ところ　子ども家庭支援課
業務内容
　・児童の発達検査、保護者相談
　・市内の保育所、幼稚園、小中
学校への巡回相談を通じて
の専門的指導や助言

定　員　1人程度
申込み　7月5日㈫から12日㈫
まで（土・日曜日を除く8時30
分～17時15分）に、申込書に
必要事項を記入の上、子ども
家庭支援課へ
※勤務条件や申込方法など詳し
くはお問い合わせください。
◆採用試験
と　き　7月20日㈬14時から
（予定）

道路にはみ出た樹木や
草などは適切に管理を
土木総務課　 382-9021　 382-7612
道路保全課　 382-8421　 382-7612

　道路にはみ出た樹木や草は、
通行の支障となります。土地所
有者の方は、歩行者や車両など
とトラブルに発展する前に、枝
の剪定や除草などの適切な管
理をお願いします。

高齢者向け給付金の申請
期間は8月1日までです
健康福祉政策課　臨時給付金室　

382-9886　 382-9887

　8月1日㈪（当日消印有効）で、
低所得の高齢者向けの年金生
活者等支援臨時福祉給付金の
申請期間が終了します。これを
過ぎると申請書の受付ができま
せん。
　支給対象と思われる方には、4
月末に給付金の申請書などを送
付しています。申請書を紛失さ
れた場合や申請方法などについ
て不明な点があれば、臨時給付
金室へお問い合わせください。
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解体処分用の消防車と救急車を一般競争入札で売却します
消防課　 382-9154　 383-1447

◆入札
と　き　8月1日㈪13時30分から順次
※受け付けは一度に行います。13時20分までにお集まりください。
ところ　消防本部4階消防学習室（飯野寺家町217-1）
申込み　7月11日㈪から29日㈮まで（土・日曜日、祝日を除く）の9時から17時までに直接、消防本部3階
消防課へ

※郵送、ファクスによる受け付けは行いません。
※入札当日は、内容説明を行いませんので、「公用車（消防車両等）売却（解体処分）説明書」を熟読の上、不明な点は
事前にお問い合わせください。

※申込書と「公用車（消防車両等）売却（解体処分）説明書」は、消防本部消防課窓口と市ホームページから入手できます。
◆車両の公開
と　き　7月14日㈭～20日㈬（土・日曜日、祝日を除く）9時30分～11時30分
ところ　中央消防署鈴峰分署敷地内（長澤町381）
※現地での説明会、試乗、試運転は行いません。
※入札に参加される方は、売却車両を実際にご覧になってお確かめください。

桜島学童保育ももたろう１組・２組
神戸小学校区かんたろう学童保育所
白子小学校区児童クラブたんぽぽ
旭が丘小学校区児童クラブピッコロ
明生小学校区放課後児童クラブみらくる
箕田学童保育所
庄野小学校区放課後児童クラブコスモス
平成の寺小屋神戸みらい塾
一ノ宮小学校区放課後児童クラブスマイル
玉垣小学校区放課後児童クラブ玉垣レインボー
庄内小学校区放課後児童クラブ学童たけっこクラブ
天名小学校区放課後児童クラブピース天名
牧田小学校区放課後児童クラブひかりっ子
鈴鹿わかすぎこどもクラブ

(1)
(2)
(3)

消防車(三菱　MT)
救急車(トヨタ　AT)
救急車(日産　AT)

平成14年2月
平成17年12月
平成15年3月

平成28年2月27日
平成27年12月11日
平成29年3月6日

6人
7人
7人

約34,000Km
約200,000Km
約206,000Km

29万円
9万円
9万円

(Nox・PM)適合
(Nox・PM)適合
(Nox・PM)適合

桜島
神戸
白子
旭が丘
明生
箕田
庄野
神戸
一ノ宮
玉垣
庄内
天名
牧田
稲生

桜島町3-10-1
神戸8-9-15
白子2-7-38
東旭が丘4-9-19
住吉1-4-29
南堀江1-14-19
庄野東2-5-35
神戸2-20-8
高岡町2665-2
東玉垣町523-1
東庄内町2458-1
御薗町2500
平田東町10-13
稲生西2-4-3

387-0371
383-1519
388-2774
368-2033
367-1711
395-1003
379-0811
382-3708
369-2780
373-4734
371-2317
080-9495-4497
375-2468
367-7075

○
○
○
○
○
○
○
　
○
○
○
○
　
○

　
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
○

放課後児童クラブ名

車　名物件 初年登録 車検有効期限 乗車
定員

予定価格
(最低売却価格) 備考走行距離

(4月1日時点)

小学校区 所在地 電話番号
支援員
補助員
募集

児童
募集

放課後児童クラブの放課後児童支援員や補助員、児童を募集します
子ども政策課　 382-7661　 382-9054

　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生を対象に、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◯印の放課後児童クラブで、放課後児童支援員や補助員、児童の募集を行っています。
※放課後児童支援員は、保育士などの資格をお持ちで、都道府県が行う研修を修了した方です。補助員は、必要な
資格はありません。

※掲載時点で募集を締め切っている場合もあります。
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就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験が

行われます
教育指導課　382-9028　 383-7878

対　象　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育諸
学校への就学を猶予または
免除された方など
と　き　10月27日㈭10時～15
時40分
ところ　県栄町庁舎（津市栄町
1-954）　

試験科目　国語・社会・数学・理
科・外国語（英語）
申込み　8月22日㈪～9月9日㈮

※作品は日本語で書かれ
たものに限ります。

※アフォリズム（警句）と
は「人生や世情などを軽
い批評精神やユーモア、
皮肉で表現した短文」を
言います。

※一般部門「小説・評論
募応ごに」イセッエ「」等

の方で、パソコンを使用
した作品の場合は、デー
タをＣＤ－Ｒにコピーを
し、印刷した作品と併せ
て提出してください。

※詳しくはお問い合わせ
いただくか、文化振興事
業団ホームページをご
覧ください。

（消印有効）
※願書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください。
問合せ　県高校教育課（　059-
　224-2913)

鈴鹿の街音楽祭2016の
出演者を募集します
（公財）鈴鹿市文化振興事業団
　 384-7000　 384-7755

対　象　次の全てに該当する団
体・個人（団体は8人程度まで）

　・市内在住・在勤・在学の方がメ
ンバーにいる、または活動拠点
が市内の団体・個人

・ＰＡ（音響機材など）を使用して
演奏する団体・個人

・前日などのリハーサルに参加で
きる団体・個人

※ジャンルは問いません。
と　き　11月20日㈰
ところ　文化会館さつきプラザ
申込み　7月29日㈮までに、申込
用紙に記入の上、デモ音源2曲
（当日の演奏スタイルで録音し
たCDまたはDVD）、写真1枚、
プロフィール（90文字以内）を添
えて鈴鹿市文化振興事業団へ

※審査後、郵送で結果をお知らせし
ます。

対　象　市内在住・在勤・在学または市内の文化団体などに所属している方
※前回（第24回）の一般の部で最優秀賞を受賞した方は、今回同じジャンルには応募できません。
※ジュニアの部は、中学生以下に限ります。
出品料　一般の部は1作品につき1,000円、ジュニアの部は無料
申込み　11月4日㈮まで　

第25回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します
（公財）鈴鹿市文化振興事業団　384-7000　 384-7755　　http://www.s-bunka.net　　

ジャンル 応募規格 賞
最優秀賞 1人以内〔賞状と賞金5万円〕
優秀賞　 1人以内〔賞状と賞金2万円〕
奨励賞　　若干名〔賞状と図書カード〕
最優秀賞 1人以内〔賞状と賞金2万円〕
優秀賞　 1人以内〔賞状と賞金5千円〕
奨励賞　　若干名〔賞状と図書カード〕
最優秀賞 1人以内〔賞状と賞金1万円〕
優秀賞　 1人以内〔賞状と賞金5千円〕
奨励賞　　若干名〔賞状と図書カード〕

最優秀賞 4人以内〔賞状と賞金3万円〕
優秀賞　 4人以内〔賞状と賞金1万円〕
奨励賞　　若干名〔賞状と図書カード〕学

文
型
詩
短

文

　散

小説・評論等

エッセイ

アフォリズム
（警句）

詩（漢詩含む）
短歌
俳句
川柳

1編
1作品 10首
1作品 10句
1作品 10句

最優秀賞 4人以内〔賞状と図書カード〕
優秀賞　 4人以内〔賞状と図書カード〕
奨励賞　   若干名〔賞状と図書カード〕

ジャンル 応募規格 賞
400字詰め原稿用紙で
本文 20枚以内

400字詰め原稿用紙で本
文20枚以内（パソコン使用
の場合はデータも提出）

400字詰め原稿用紙で本
文50枚以内（パソコン使用
の場合はデータも提出）

1句80字以内1人5句以
内（タイトル不要）

作文・童話等

詩
短歌
俳句・川柳

1編
3首まで
3句まで

◆一般の部

◆ジュニア（小・中学生の部）
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第49回鈴鹿市美術展の作品を募集します
（公財）鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　 384-7755　 http://www.s-bunka.net

書　道

写　真

美術工芸

彫　刻

洋　画

日本画

部　門

　・額装
　仕上がり寸法は半切以上12平方尺以内
　縦210cm（7尺）、横182cm（6尺）以内
　・折帳、巻子
　縦45cm×横300cm以内

黒白またはカラー、半切以上全紙まで
　・パネルの規格　木製73cm×61cm以内
　・組写真　パネルの規格と同じ

　・立体作品　50cm四方立方以内（1辺1m以内）
　・平面作品　縦2m、横1.2m以内とし展示できる
　　　　　　形態のもの(額縁等)

手動可能なもので
縦・横とも２m以内、高さ2.5m以内

20号以上80号以内で額縁付

10号以上60号以内で額縁付
（ただし60号は縦描きのみ）

作品は全て表装
楷書以外は所定の様式（ハガキ大）の釈文を添付
アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
軸装の出品は不可
高校生作品は臨書可 (全紙判可 )

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと　　　　　　　　

アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

著しく破損しやすい作品は不可

ポスター等はパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

アクリル付額縁は不可

規　　　　定

対　象　市内に在住・在勤・在学し、高校生以上の年齢の方
部門・規定

※自作の未発表の作品に限ります。　　　　※1部門1人1点とします(複数の部門に1点ずつ出品することは可能)。
※共同作品、コラボ作品は出品できません。　※どの部門に出品するかは、出品者の意向を尊重します。
※日本画・洋画・美術工芸の額装作品は、必要最低限のつり金具だけを付けてください。　
※ガラス付額装は出品できません。　　　　　※乾燥していない作品は出品できません。

出品料　1作品につき1,000円（高校生無料）
◆出品手続き
①申込み　10月11日㈫から19日㈬まで（必着、土・日曜日を除く9時～17時）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文化振興事業団事務所（文化会館内）へ

※10月11日㈫・17日㈪・18日㈫は休館日ですが、職員が対応しますので、お越しの際は東側入口でインターフォンを
押してください。　　　
②作品の搬入　10月22日㈯9時30分から16時まで、または23日㈰9時から12時までに出品料を添えて文
化会館へ
◆公開審査
と　き　10月25日㈫ 10時から
ところ　文化会館
◆展覧会　
と　き　11月2日㈬～6日㈰9時～17時（最終日は16時まで）　
ところ　文化会館
内　容　入賞・入選作品と、会員・審査員から出品された作品を展示　　
入場料　無料
◆ギャラリートーク　
と　き　11月6日㈰14時15分～16時（予定）
ところ　文化会館
※詳しくは、文化振興事業団ホームページをご覧いただくか、公民館に備え付けの募集案内をご覧ください。
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鈴鹿市国民健康保険特定
健康診査が始まりました
保険年金課　 382-9401　 382-9455

　特定健康診査は、高血圧や
糖尿病などの生活習慣病、特
にメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）の予防に
着目した健康診査です。
　対象の方に受診券を送付し
ています。同封の一覧表にあ
る医療機関などで、11月30日
まで受診できますので、健康
管理のために受けましょう。
対　象　鈴鹿市国民健康保
険加入者で、次の全てに該
当する方
○昭和16年9月1日～昭和52年
3月31日生まれの方（平成28
年度中に40～74歳（一部75
歳）になる方）

○平成28年8月末までに届出
をして加入した方
○受診時に継続して加入して
いる方

※健康診査実施期間中に75歳に
なる方は、誕生日前日までが有
効期間です。

※4月1日現在加入中の方には7月
上旬までに、8月末までに届出を
して加入した方には順次10月中
旬までに受診券を送付します。

※鈴鹿市国民健康保険以外の方
や資格を喪失した方は、加入し

ている医療保険者（保険証に
記載）にご確認ください。
持ち物　特定健康診査受診券、
質問票、自己負担金（受診券
に記載）、鈴鹿市国民健康保
険被保険者証（短期被保険
者証、資格証明書を含む）

経済的な理由で国民年金
保険料の納付が困難な場合
は免除・猶予制度を
ご利用ください

保険年金課　 382-9401　 382-9455

申　請　原則、毎年手続きが
必要です（平成27年度免除
申請で全額免除や納付猶予
が承認されており、継続審査
の承認を受けた方は除く）。

※所得によっては免除・猶予の対
象とならない場合もあります。

※これまで猶予制度は30歳未満
が対象でしたが、平成28年7月
から対象が50歳未満まで拡大
されました。世帯主の所得によ
って免除が通らなかった方も
承認される場合がありますの
でご相談ください。
申込み　保険年金課、地区
市民センター、年金事務所

※平成26年12月31日以降に退職
（失業）した方は、雇用保険の離
職票または受給資格者証の写
しをお持ちください。
問合せ　津年金事務所（　059-
　228-9112）

公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　 368-1674　 368-1685

　下水道が普及すると、雑排水
の排除や便所の水洗化などに
より、水路から汚れた水がなく
なり、蚊やハエなどの発生を防
いで伝染病を予防し、清潔で快
適な生活環境が確保されます。
また、家庭や工場から流された
汚水は処理場できれいにされ、
海や川がきれいになります。供
用が開始している地域の方は、
下水道に接続してください。
◆ご注意ください
○下水道に接続するための
「排水設備」は、供用開始
後1年以内に設置していただ
かなければなりません。くみ
取り便所は、3年以内に水
洗便所に改造し、公共ます
に接続してください。
○排水設備工事が適正に施工
されるよう工事店の指定を行
っており、｢鈴鹿市排水設備指
定工事店｣でないと下水道の
排水設備工事はできません。

※契約するときは、後でトラブルが
生じないように、工事の内容・支
払方法などを十分に検討し納得
のいく内容で契約しましょう。
○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する「融資あっせん制度」
がありますので、指定工事店
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※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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者の登録してください。
　登録いただきました情報は、
個人情報を除き、市ホームペー
ジ(引越・住まい→空き家バン
ク制度)で公開しています。詳し
くは住宅政策課へお問い合わ
せください。

自衛官を募集します
戸籍住民課　 382-9013　 382-7608

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
（　351-1723）または自衛官
募集コールセンター（　0120-

　063-792、12時～20時（年中
無休））

◆自衛官採用制度説明会
と　き　7月31日㈰、8月21日
㈰10時～16時
ところ　神戸コミュニティセン
ター（神戸9-24-52）
◆一般曹候補生
対　象　18歳以上27歳未満
試験会場　県四日市庁舎（予定）
申込み　8月1日㈪～9月8日㈭
試験日　1次：9月16日㈮・17
日㈯のうち1日
◆航空学生
対　象　高卒（見込み含む）
21歳未満
試験会場　津市（予定）
申込み　8月1日㈪～9月8日㈭
試験日　1次：9月22日（木・祝）
◆自衛官候補生（男子）
対　象　18歳以上27歳未満

にお問い合わせください。
※局では、下水道への接続を普及
促進するため戸別訪問をしてい
ます。お伺いする者は、「身分証
明書」を携帯しています。不審な
点があれば確認してください。
◆下水道は大切に使ってください
○油を下水道に流すと管などを
傷めたり、環境に負荷がかか
ります。油のついた食器など
は、キッチンペーパーなどで
ふき取ってから洗い、油を含
んだスープ類は、浮いた油を
除いてから流してください。
○事業所・飲食店の方は、「除
害施設」を通してから、下水
道に流してください。除害施
設は、油や残飯でいっぱいに
なっていると十分な効果が
ありませんので、適時清掃・
点検をしてください。

空き家バンク制度への
登録物件と空き家利用者を

募集しています
住宅政策課　 382-7616　 382-8188

　空き家バンク制度は、空き
家に関する情報を市に登録し、
空き家の売却、購入、賃貸借を
希望する方々に情報提供する
ものです。現在空き家を所有・
管理している方で、売却や賃貸
をお考えの方はぜひ登録して
ください。逆に、空き家の購入
や賃借を希望される方も利用

試験会場　津市（予定）
申込み　随時
試験日　受付時にお知らせし
ます。
◆自衛官候補生（女子）
対　象　18歳以上27歳未満
試験会場　津市（予定）
申込み　8月1日㈪～9月8日㈭
試験日　9月23日㈮～27日㈫
のうち1日

※対象年齢はいずれも平成29年
4月1日現在

納税の夜間窓口・
休日窓口を開設します
納税課　 382-9008　 382-7660

◆休日窓口
と　き　7月31日㈰ 9時～16
時30分
◆夜間窓口
と　き　7月28日㈭・29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。

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ
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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
に戻りませんか。
対　象　介護福祉士や介護職
員初任者研修（旧ホームヘルパ
ー2級）修了者で、現在福祉・介
護の仕事をしていない方

と　き　7月22日㈮・28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。
定　員　30人
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

乳幼児をもつ保護者の
ための救急法講座

子ども政策課　 382-7661　　382-9054

　乳幼児をもつ保護者の皆さ
んと一緒に乳幼児に対する救
急法について学ぶ講座です。
対　象　市内在住の乳幼児
（0～3歳未満）と保護者
と　き　7月30日㈯13時30
分～15時30分
ところ　子育て応援館ホール
（白子駅前 6-33）
内　容　乳幼児の「急な病気
やケガ」「誤飲誤食」に対する
応急処置や心肺蘇生法など
について、実践を交えて参加

鈴鹿市飯野寺家町816　鈴
鹿商工会議所「市内企業等見
学会」係
○往信裏面　住所、電話番号、
参加ペアの氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、小学校名、学
年、保護者の携帯電話番号
○返信表面　郵便番号、住所、
氏名
主催・問合せ　鈴鹿商工会議所 
（　382-3222　http://www.
　scci.or.jp）

　

消費税転嫁対策セミナー 
効果的な価格設定

産業政策課　 382-8698　 382-0304

対　象　事業を営んでいる方
と　き　7月22日㈮14時～15
時30分
ところ　鈴鹿商工会議所4階
大ホール
内　容　
　・消費税率改定のポイント
　・
すれば、顧客離れを防げる
　・セール表示の活用で同一商
品の売上が30％も上がる　他
講　師　大木ヒロシさん（ジャイロ
総合コンサルティング（株）取締
役会長）
定　員　50人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿商工会議所
申込み　7月15日㈮までに、電話
で鈴鹿商工会議所（　382-
　3222）へ

創業支援セミナー
産業政策課　　382-8698　　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　専門家による現場の最前線
の情報や、夢を実現するための
起業家マインドの形成と事業企
画づくりの秘訣をお伝えします。
対　象　創業・起業に興味の
ある方、市内で創業・起業を
お考えの方
と　き　7月30日㈯13時30分
～16時30分
ところ　市役所本館12階
1203会議室
講　師　玉井正則さん（（株）
日本能率協会コンサルティング）
定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　電話・ファクス・電子
メールで産業政策課へ

※手話通訳を希望される方は、申
込時にお知らせください。

※希望者には、日本政策金融公庫
融資担当者による個別相談を
行います。

夏休み親子市内企業見学会
産業政策課　 382-8698　 382-0304

対　象　市内在住の小学4～
6年生と保護者
と　き　8月25日㈭ 8時30分
～16時
ところ　本田技研工業（株）鈴
鹿製作所、AGF鈴鹿（株）
※文化会館前集合
定　員　40組80人（希望者多
数の場合は抽選）
参加料　無料（昼食・お土産付）
申込み　7月25日㈪まで（当日
消印有効）に、往復はがきに
次の事項を記入の上、鈴鹿
商工会議所へ
○往信表面　〒513-0802　
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申込み　7月15日㈮から電話
で文化財課へ
※1グループ3人まで申し込めます。

高齢者のための技能講習
(遺跡発掘)

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

382-6092　　382-6093 

　厚生労働省の委託を受けて、
シルバー人材センターでの就業を
目指す地域の高齢者を支援する

人ーバルシ県重三）社公（、にめた
材センター連合会が実施します。
対　象　60歳以上の求職者
と　き　9 月 6日㈫～ 9日㈮
の4日間　

ところ　考古博物館（国分町
224）ほか
内　容　埋蔵文化財などの遺
跡発掘に必要な知識と技術
を習得し、遺跡発掘関連へ
の就業を目指します。
定　員　15人（先着順）
受講料　無料
申込み　7月
13日㈬か
ら8月10日
㈬までに、
電話で鈴
鹿市シル
バー人材
センターへ

社会を明るくする運動 
強調月間啓発運動

健康福祉政策課　 382-9012　 382-7607

　犯罪や非行の防止と罪を犯
した人たちの更生について理
解を深めていただき､それぞれ
の立場において力を合わせ、犯
罪や非行のない明るい社会を
築いていくために行います。
と　き　7月10日㈰
ところ　イオンモール鈴鹿
内　容　

者の皆さんと一緒に学びます。
講　師　消防職員　
定　員　15組（先着順、最少
催行10組）
参加料　無料
申込み　7月5日㈫から20日㈬
まで（土･日曜日、祝日を除く9
時～16時30分）に、直接または
電話で子育て応援館（　387-
　6125）へ

第4回金生水沼沢
植物群落観察会

文化財課　 382-9031　 382-9071

　今回は、サギソウをご覧いた
だく予定です。
と　き　7月30日㈯10時から
（集合9時30分、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）

※自家用車の方は、飯野地区市民セ
ンター駐車場で集合・受け付けを
し、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
に直接植物群落に来てください。
定　員　25人（先着順）
持ち物　長靴、水筒、タオル、
帽子、虫除けスプレー、カメラ
など（雨天時は雨具も）

○式典（13時～13時45分）
　・市内5中学校の10人を「一
日保護司」に委嘱
○啓発イベント
　11時～15時30分　カプラ
の積み木、ちびっこ広場（遊
ぼう・作ろう）
　14時～15時20分　合唱・ダ
ンス（めっちゃええやんずキッ
ズ）、金管バンド（神戸小学校
金管バンドクラブ）、フラダンス、
傘踊り、銭太鼓（太陽の会）

※7月17日㈰11時からF1マートサ
ーキット通り店と鈴鹿エース、7
月24日㈰11時から鈴鹿ハンタ
ーでも啓発活動を行います。

ニューヨーク・シンフォニック・
アンサンブル～鈴鹿に奏でる
ニューヨークと和の響き～

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　鈴鹿医療科学大学創立25周
年記念事業として開催されます。
と　き　7月16日㈯ 14時から
（開場13時30分）
ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス講堂（南玉垣
町 3500-3）
内　容　
　・ニューヨーク・シンフォニック・
アンサンブル（指揮 高原守さ
ん）による演奏と、同大学吹
奏楽部との共演
　・鈴木健史さんによるバイオリ
ン演奏、的場凛さん（鈴鹿
と・き・め・きカルチャー大使）
による和太鼓演奏
　・「飃～ FREEDOM」（同大
サークル）のよさこい演舞
定　員　900人（自由席）
入場料　500円（当日払）
問合せ　同大学企画課（　340-
　0330 平日9時～17時30分 
　383-9669　 http://www.
　suzuka-u.ac.jp)
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　3,000円
主催・申込み　7月22日㈮までに、
電話または電子メールで災害ボ
ランティアネットワーク鈴鹿
　（船入　 090-7677-3961
　　funapy@mecha.ne.jp）へ

伊勢型紙体験教室
（ハンカチ染め） 

地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

対　象　小学4年生以上（大人
も参加できます）
と　き　7月31日㈰、8月21日㈰
13時～16時
ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）
内　容　色別の型紙を彫り、ハ
ンカチに模様を型染めします。
持ち物　3色以上の色鉛筆、筆
記用具、汚れてもよい服装
参加料　300円
定　員　各30人（先着順）
申込み　7月17日㈰9時以降に、
電話で伝統産業会館（　386-
　7511）へ

伊勢型紙体験教室
（型紙あかり）

地域資源活用課　 382-9016　 382-0304

　次世代に鈴鹿の伝統工芸伊
勢型紙の魅力を知ってもらい、も
のづくりの楽しさを伝えるため、
体験教室を開催します。
対　象　市内在住の小学4～6
年生と保護者
と　き　8月6日㈯13時～15時
ごろ
ところ　伝統産業会館（寺家
3-10-1）
講　師　伊勢型紙伝統工芸士

定　員　40組80人（先着順）
参加料　無料
主　催　鈴鹿シティーロータリ
ークラブ
申込み　7月29日㈮までに電話
で鈴鹿シティーロータリー
クラブ事務局（　379-2875 
土・日曜日、祝日を除く10時
～16時）へ

※教材（型紙あかり）と型紙の道
具は主催者が用意します。ま
た、作品は持ち帰れます。

鈴鹿市民大学文芸学科
「活字文化よ！勢いを取り

もどせ！（第4回）」
（公財）鈴鹿市文化振興事業団
　384-7000　 384-7755

対　象　小中学生
と　き　8月10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　鈴鹿市文芸賞全ジャ
ンル（作文・童話等・詩・短歌・
俳句・川柳）の書き方
講　師　福嶋礼子さん、津坂治
男さん、青砥たかこさん、達
知和子さん、山中悦子さん
定　員　70人（先着順）
受講料　無料
申込み　受講日「8月10日」、住
所、氏名、電話番号、学年を
記載の上、電話・はがき・ファ
クスで鈴鹿市文化振興事業
団（〒513-0802　飯野寺家
町810）へ

レッツ・チャレンジ
～野外炊飯やキャンプ
ファイヤー～
鈴鹿青少年センター
378-9811　 378-9809

　さまざまな学校から集まった
学年の異なる子どもたちが共同

　昆虫観察会
あの虫この虫飛んできた
環境政策課　 382-7954　 382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　どなたでも（小学生
以下は保護者同伴）
と　き　7月30日㈯19時～20
時（雨天中止）
ところ　考古博物館（国分町
224）
内　容　灯火採集を行います。
講　師　篠木善重さん（三重昆
虫談話会）
参加料　無料
定　員　30人（先着順）
申込み　7月20日㈬17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・電
子メールで環境政策課へ

子ども防災サミット
防災危機管理課　 382-9968　 382-7603

　今後30年以内の発生確率が
高いとされる南海トラフ地震に
備え、防災講座や消防学校の施
設を使った訓練などを通して、災
害から命を守るためにとるべき
行動を学びましょう。
対　象　小学1年生以上
と　き　8月6日㈯・7日㈰ 1泊
2日
ところ　社会福祉センター（神
戸地子町383-1）、県消防学
校（石薬師町452）　
定　員　50人（先着順）
参加料　学生1,000円、一般
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生活を送り、自主性、協調性など
を身につけるとともに、地域の自
然の素晴らしさを感じることで、
豊かな心を培う場を提供しま
す。
対　象　小学5年生～中学2年
生
と　き　8月24日㈬～27日㈯
 3泊4日と、10月29日㈯
ところ　鈴鹿青少年センター
（住吉町南谷口)とその周辺
内　容　野外炊飯、創作活動、
キャンプファイヤー、水辺の活
動など

※10月29日は日帰り登山
参加料　1万3,500円程度（別
途バス代1,500円）
定　員　36人（応募多数の場
合は抽選）
申込み　7月3日㈰から22日㈮
17時まで（必着）に、センター
所定の用紙に記入の上、鈴鹿
青少年センターへ

地産地消でパワフルに！
夏休みキッズ料理教室

鈴鹿市体育協会　 387-6006　 387-6008

対　象　小学1年生～中学3年
生 
とき・内容　7月31日㈰あやひ
かり（地元産の小麦）のナンと
夏野菜カレー、伊勢茶ゼリー、
8月21日㈰のりまきといなり寿
司、みそ玉　全2回　9時30
分～13時
ところ　農村環境改善センター
料 理 実 習 室（ 岸 田 町
1549-12）

講　師　豊田栄美子さん（Agri
ロマン鈴鹿）
定　員　12人（最少催行10人）
参加料　2,000円（2回分の材
料費・保険料込）
申込み　7月7日㈭から16日㈯
までの 9時～20時に、参加
料を添えて農村環境改善セ
ンターまたはAGF鈴鹿体育
館（市立体育館、江島台
1-1-1）へ

問合せ　農村環境改善センター
（　374-3455)、AGF鈴鹿体
育館（　387-6006）

親子体操　わんぱく教室
鈴鹿市体育協会　 387-6006　 387-6008

対　象　小学1～4年生と保護
者

と　き　7月26日㈫・28日㈭、
8月1日㈪・2日㈫・11日（木・祝）・
16日㈫・23日㈫・25日㈭13時
30分～15時　全8回
ところ　武道館第一道場（江
島台2-6-1）
定　員　20組
参加料　子ども1,500円、大人
　2,500円（8回分）
保険料　1人800円(8回分)
申込み　7月7日㈭から16日㈯
　までの9時～20時に、参加料を
添えてAGF鈴鹿体育館（市
立体育館、江島台1-1-1）へ

問合せ　AGF鈴鹿体育館
（　387-6006）

 親子計量教室
（ボランティア調査員）
産業政策課　 382-8698　　382-0304

　計量について学び、いろいろ
なものを「はかる」ことを通して
計量への興味や理解が深まり
ます。
対　象  小学5・6年生と保護者
（2人1組）
と　き　8月9日㈫10時30分～
15時
ところ　市役所別館第3　2階
会議室、市が指定する市内店
舗

※店舗へは各自で移動
内　容　正味量が記載されて
いる商品や、量り売りで販売
されている商品を購入して、
その実量をはかり、表示内容
との差を検査します。また、
計量士から計量についての
お話もあります。
定　員　8組16人
共　催　三重県計量協会鈴鹿
支部
申込み　産業政策課窓口で実
施要領を受け取りの上、7月25
日㈪までに直接産業政策課へ

電　話 電子メール ホームページファクス
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申込み　8月5日㈮17時まで
◆身のまわりのおもしろ化学
実験（生物応用化学科）
対　象　中学生
と　き　8月25日㈭・26日㈮10
時～16時15分
定　員　各32人（先着順）
申込み　8月5日㈮17時まで

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　7月8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
ージで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親
と　き　7月20日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時

※どちらかの時間帯を選択
定　員　各30組

申込み　7月27日㈬17時まで
◆機械工学のひとこま（機械
工学科）
対　象　中学生（3年生優先）
と　き　8月16日㈫・17日㈬9時
30分～15時30分
定　員　各20人（先着順）
申込み　7月29日㈮17時まで
◆いまからでも間に合う！材料
工学科の夏休み自由研究(
材料工学科)
対　象　小学5・6年生、中学生
と　き　8月20日㈯・21日㈰9時
30分～16時
定　員　各20人（先着順）
申込み　8月3日㈬17時まで
◆マイコン電子制御 －アルド
ゥイーノ de テクノ工作－
（電子情報工学科）
対　象　中学生
と　き　8月25日㈭・26日㈮9時
30分～15時30分
定　員　各20人（先着順）

鈴鹿高専ものづくり
体験教室

総合政策課　 382-9038　 382-9040

対　象　鈴鹿工業高等専門学
校への入学を目指している方、
ものづくりが好きな方、パソコン
が好きな方など
ところ　鈴鹿工業高等専門学
校（白子町）
申込み　鈴鹿高専ホームページ
（地域の皆様へ→公開講座・大
会）で

問合せ　鈴鹿工業高等専門学
校総務課地域連携係（　368-
1717　 387-0338）
◆楽しい電子回路工作（電気
電子工学科）
対　象　中学生
と　き　8月11日（木・祝）・12日
㈮ 9時30分～16時
定　員　各20人（先着順）

認知症とロコモの簡易チェックシステムを始めました

健康福祉政策課地域包括ケア推進室

kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp
382-9012　    382-7607

住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために
鈴鹿市地域包括ケアシステム
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6月1日から、パソコンや携帯電話、スマートフォ
ンを使って、インターネット上で簡単に認知症とロ
コモ(運動器症候群)のチェックができるようになり
ました。「同じ話を無意識のうちに繰り返す」「知
っている人の名前が思い出せない」「つまずくこ
とが多くなった」最近こんなことはありませんか。
気になることがあったら、チェックしてみましょう。
簡易チェックシステムには、「これって認知

症？（家族・介護者向け）」「わたしも認知症？
（本人向け）」「運動機能は？ロコモチェック（本
人向け）」の3つのサイトがあります。チェックの
結果とともに相談先も表示されます。なお、個人
情報の入力は一切ありません。

鈴鹿市認知症簡易チェックサイト
市ホームページのトップページ→福祉・介護→
認知症とロコモ（運動器症候群）のチェック
※携帯電話・スマートフォンは
次の二次元
コードから
アクセスし
てください。

※運動器症候群(ロコモティブシンドローム)とは、筋
肉、骨、関節などの体の動きをコントロールする運
動器が弱くなっていく状態で、略して「ロコモ」と呼
ばれています。



　リオデジャネイロオリンピックが8月5日から
開催されます。引き続き9月7日はパラリンピッ
クの開幕です。パラリンピックでは、今大会か
らカヌーとトライアスロンが新種目として採用
されるとのことですが、これまでのパラリンピッ
クでどのような競技が行われているのかを知
らない方も多いのではないでしょうか。
　オリンピック・パラリンピックが近づいている
こともあり、テレビで選手の映像を見る機会が
あります。その一つに、イタリアの車いすフェン
シングの選手を起用したコマーシャルがありま
す。初めて見る選手であることはもちろんのこ
と、この競技の存在も初めて知りました。そこ
で、ホームページを見てみると、このベアトリ
ーチェ選手の競技に取り組む姿勢や生き方
に周囲の人が尊敬の気持ちを抱いていること

が紹介されていました。そこには、障がいの有
無は感じられません。
　このように、最近は障がい者スポーツの選
手を取材して紹介するテレビ番組もあります
し、インターネットでは興味のある競技や選手
について情報を得ることもできます。東京パラ
リンピックでも多くの日本人選手の活躍が期
待されますが、4年後と言わず、今回のパラリ
ンピックから多くの競技や世界の選手に注目
してみてください。

もうすぐオリンピック・パラリンピック
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人 権 政 策 課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教 育 支 援 課 　382-9055　 382-9053

参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室
　ペンギンの巻き寿司を作ります。
対  象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）
と　き　7月21日㈭10時30分～
12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆夏休みこどもアイシング教室
　夏休みの自由研究にぴったり。
アイシングでかわいいクッキーを
完成させよう。
対　象　3歳～高校生（保護者
付添い可）
と　き　7月28日㈭10時30分～
12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）
◆テニスアカデミー夏季短期
教室
対　象　年中～小学2年生（キッ

ズクラス）、小・中学生テニス
未経験者（チャレンジクラス）
と　き　7月16日㈯～8月31日
㈬　
参加料　4回コース5,940円、8
回コース8,100円

※詳しくはテニスアカデミー専用
ダイヤル（　080-9733-6629）
へお問い合わせください。

スポーツの杜
夏休みイベント

三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　372-2250　 372-2260

申込み　不要
◆夏だ！プールだ！ちびっこ祭
りだ！！
　流れるプールが出現したり、
ボールいっぱいの広場でシュー
トをしたり、水鉄砲での的あて
ゲームなどお子さんが楽しめる
イベントが盛りだくさんです。
対　象　おむつが取れた子ども

（小学１年生以下は水着を着
た保護者同伴）
と　き　7月18日（月･祝）・30日
㈯、8月14日㈰ 13時15分～15
時
参加料　無料（別途入場料）
◆浮き輪が使用できます
　期間中25ｍプール児童優先
レーンで、直径60cm以下のド
ーナツ型の浮き輪に限り使用
していただけます。
と　き　7月16日㈯～8月31日
㈬

の7 月 納税
○固定資産税・都市計画税・・・2期
○国民健康保険税・・・1期
　【納期限は8月1日㈪です】
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広 報すずか 　2 0 1 6 年 7 月 5 日 号
今回の特集は「Ｆ１鈴鹿市民応援席」でした。Ｆ１は

詳しいルールが分からなくても、観戦を楽しめる
スポーツだと思います。レースアナウンサーの実況で
サーキットが一体となって盛り上がる、このお祭りの
ような独特の雰囲気。かっこいいマシン。スピード。
ごう音。
もちろんルールやチーム・選手のことなどを知って

いるほうが、より楽しめるでしょう。今回の特集にも

ありますが、今のＦ１はエンジンで発生した熱エネ
ルギーやブレーキ時の運動エネルギーを回収して、
再び動力として利用するルールになっています。い
かにエネルギーを効率的に使えるかが重要で、勝
敗を大きく分けるポイントの一つです。
現在メルセデスＡＭＧが強さを見せ付けており、

早く他のチームも追いついて、常に激しいデッド
）高（。すまい思といしほてげ広り繰をトーヒ
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）スーレドーロ久耐間時８鹿鈴（」耐８鹿鈴「も年今　
の季節が来ました。1978年（昭和53年）の初回から
数えて今年で39回目。近年は人気復活の兆しがあり
ます。そして、昨年からヨーロッパのテレビ局「ユー
ロスポーツ」が海外に生中継するようになり、40回
目の大会を迎える来年は「FIM世界耐久選手権」
の最終戦になることが決定しました。これは画期
的な出来事です。

　なぜ欧州の人たちがフィナーレに日本の鈴鹿８耐
を選ぶのか。それは夜の19時30分にゴールし、花火が
打ち上がり、観客たちが完走した選手を大歓声で迎
えるお祭り的雰囲気を彼らが特別だと感じたからで
す。鈴鹿８耐を考え出したのは鈴鹿サーキットのスタッ
フの皆さんと「TSR」元会長の藤井璋美さん（故人）。鈴
鹿の先輩たちが考えた鈴鹿８耐の価値は、40年の時
を経て新たなステージ
に昇華しようとしてい
ます。鈴鹿８耐はこの
街の大切な財産なのだ
と思います。

～世界的な注目度を増す、鈴鹿８耐～

　Hondaの社会人野球チーム
　社会人野球とは、プロではなく企
業チームを中心としたアマチュア野
球です。私たちは本田技研工業㈱鈴
鹿製作所の従業員で構成されてい
て、1971年の創部以来、都市対抗野
球大会出場20回(1994年優勝)、社会
人野球日本選手権出場10回を数え、
プロ野球へも多くの選手を輩出する
など、実績を積み重ねてきました。

　日本一の企業スポーツチームへ
　今年のチームスローガンの「一

れています。新人7人を含め、平均年
齢25歳の若いチームですが、選手
一人一人が本気で日本一を目指し、
お互い競い合い、高め合い、信頼し
合い、常に自分達は今何をすべき
かを主体的に考え、日々厳しい練
習に取り組んでいます。

　都市対抗野球本大会出場
　7月15日から東京ドームで行われる
都市対抗野球大会に鈴鹿市代表

として出場します（2年ぶり21回
り誇のてしと」表代の市鹿鈴「。）目

を胸に、優勝目指し戦ってきますの
で、応援よろしくお願いします。
（　http://www.honda.co.jp/
  sports/baseball-suzuka.html）

Honda鈴鹿硬式野球部

■語り手 辻野　ヒロシ
(鈴鹿モータースポーツ友の会副理事長 )




