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三重とこわか国体・大会三重とこわか国体・大会

2021 年に開催される三重
とこわか国体・大会。この
コーナーでは、市内で行わ

れる競技や注目選手などを、
皆さんにお伝えします。

今回の

馬術

注 目 選 手
注 目 選 手

ラモン 340 号（14 歳）

河北浩峰選手

（59 歳・下大久保町）

　2018 年にドイツからやってき
たラモン 340 号。専門は馬場馬
術競技で、昨年の国体では河北選
手とのコンビで 7位入賞。三重
とこわか国体でも上位入賞が期待
される一頭です。
　スタイル抜群で、そのプロポー
ションを生かした優雅な歩行がで
きる彼。鞍上の河北選手の指示ど
おりに演技できる器用さと賢さを
兼ね備えています。
　国体での目標は、もちろん優勝。
ラモン 340 号に意気込みを聞い
てみると「ヒヒーン！」。力強い
返事が返ってきました。

バナナが
大好物です。

応援してね！

馬術についてわかっとこ
　三重県馬術競技場（石薬師町）で

開催される馬術競技。国体では、障

害物を飛越しながらミスなく走行す

る競技（障害馬術）と、演技の正確

さや優雅さを競う競技（馬場馬術）

が行われます。人馬一体となった姿

に注目です。

河北選手＆ラモン 340 号河北選手＆ラモン 340 号
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さまざまな媒体で情報を発信しています

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

ツイッターツイッター 広報すずかスマホ版

件　数/5件、うち建物4件（14件、1件減） 出動数/725件（2,231件、161件減）

人口/199,487人（315人減） 男性/99,879人（143人減） 女性/99,608人（172人減） 世帯数/87,050世帯（167世帯増）

事故数/497件、うち人身事故33件（1,453件、47件減） 死者数/0人（2人、1人増） 傷者数/39人（104人、34人減）

再生紙を使用しています。この冊子は
資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市から
のお知らせ
（5分間）

7時50分
16時30分

月・水・金曜日

8時03分
17時30分

火・木曜日

7時54分
13時54分

土・日曜日

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

『ベルディ便り』

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

78.3MHz

5月1日㈮～5月15日㈮…公共施設マネジメント
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メルモニ

すずかデータバンク

[ 3月31 日現在] 月

 火　災　件　数/2件、うち建物1件
（40件、13件増）

 救　急　出動数/755件（7,050件、
307件減）

 交　通　事故数/544件、うち人身事
故22件（4.677件、261件減）
死者数/1人（3人、3人減） 
傷者数/28人（400人、215
人減）

人口･世帯数 人口/199,909人（99人増）

 男性/100,072人（79人増  ） 

女性/99,837人（  20人増） 

世帯数/86,722世帯（124世帯増）

（　）内の数字は 1 月からの累計と

その前年との比較です。

（　）内の数字は前月との比較です。
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