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通りのサクラ
旧東海道沿いに面して建つ佐佐木信綱記念館の前
に、1本の見事なサクラがあります。新入学の小学生
の列、ウォーキングを楽しむ老夫婦、毎年、満開の花
が通りを行き交うたくさんの人の笑顔をやさしく見
守っています。



　川岸市長は、平成21年3月市議会定例会の開会にあたり、施政に対す
る所信を次のとおり述べました。

　はじめに
　昨年、世界経済は、2007年に顕在
化したアメリカ発のサブプライム問題
に対する警戒感が広がる中で幕が開
け、9月の「リーマンショック」以降、金
融危機の深刻化により、景気は大きく
後退しています。国内経済は、昨年夏
ごろまでは、資源価格の急騰が景気
減速の主な要因でしたが、その後全
世界を巻き込んだ金融の混乱による
悪影響により、約69カ月間続いた戦後
最長の好景気は終わりを迎えました。
本市の状況に目を向けますと、世界的
な消費意欲の落ち込みによる販売減
少を受け、企業業績が悪化し、その
結果、市の財政状況は、非常に厳し
い局面に置かれています。
　このような中、わたしが自らの責任を
持ってまとめた第5次鈴鹿市総合計
画の第2期行財政経営計画が4月か
らスタートします。今後は、計画に基づ
き、より一層の「選択」と「集中」を進め、
計画を着実に推進していきます。

　経済対策
　本年1月、市内に生産拠点を持つ
企業から、生産調整に伴い、期間従
業員の雇用調整を行うことが発表さ
れました。今後、市内中小企業活動
や市民生活に大きな影響を及ぼすこ
とが懸念されます。
　本市では、景気対策を検討するた
め、全庁的な組織として「緊急経済対
策本部」を設置し、緊急な取り組みと
して各種相談窓口の強化、情報提供
などを行ってきました。また、期間的な

臨時職員を雇う雇用支援や、中小企
業支援などを実施することを追加しま
した。今後も、国や県の経済対策との
整合性を図りながら、市として取り組
みができるものを種々検討し、安心で
きる市民生活のための方策を講じて
いきます。

　Ｆ１復活
　本年10月に、F1日本グランプリレー
スが3年ぶりに開催されます。開催成
功に向け、交通情報の積極的な提供
とパークアンドライドを活用した交通渋
滞対策や、ガイドマップの作成など、観
戦客に対するおもてなしをはじめとし
た歓迎ムードを盛り上げるための事業
を官民一体となって推進します。
　また、知名度の高い「鈴鹿」を最大
限に利用したシティセールスを市民の
皆さんと一緒に取り組み、鈴鹿の魅力
や特色をＰＲしたり、まだ、知られてい
ない魅力を発掘したりすることで、
「人」「もの」「お金」「情報」など、さま
ざまな資源を獲得し、豊かな鈴鹿市に
していきたいと思っています。
　さらに、昨年、鈴鹿サーキットの改修
工事のため開催できませんでした鈴
鹿シティマラソンでは、2年ぶりの大会
の成功に向けて取り組んでいきます。

　協働社会・共生社会の実現
　自主性・自立性があって活力のある
地域づくりを促進するため、継続的に
市民活動を活発に行うことができるよ
う、条例の制定などの仕組みづくりに
取り組み、市民参加による「住民自治

が充実したまちづくり」の実現をめざし
ます。
　本市には、人口の5％を超える外国
人が在住し、いわゆる集住都市となっ
ています。外国人労働者や在留管理
の観点からだけではなく、外国人住民
を生活者・地域住民として認識する
視点から、多文化共生の地域づくりを
検討する必要性が増しています。そ
のため、外国人を受け入れるための
体制を整備し、良好な共生社会を実
現するための指針づくりに取り組みま
す。また、外国人児童生徒の学力・進
路を保障するため、本市独自の日本
語教育支援システムの構築に向けた
取り組みを推進します。

　緊急医療体制づくりと
　子どもの育成
　近年、地域医療機関での産婦人
科、小児科などの医師不足などに起
因し、救急搬送の際に受け入れ先が
見付からないなど、医療への不安が
全国的に発生しています。「救急医
療の充実」に向けた取り組みについ
ては、市民病院を有しない本市では、
行政として可能な限りの支援に着実
に取り組み、市内医療機関との協働
を築くことが重要であると考えていま
す。今後も引き続き持続可能な医療
体制をめざして、市内1次救急病院の
当番体制を整備し維持するための支
援や、2次救急病院の高度医療化に
伴う医療機器導入に対する支援など
を行います。
　救急搬送では、円滑に搬送を行え
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るよう、市内医療機関とのさらなる連
携の下、協力体制の構築を図ります。
　施設整備では、消防・救命・救急の
拠点となる消防庁舎の建て替えにか
かる実施設計を行います。
　乳幼児医療費助成制度では、現
行の就学前までの入院費の助成の
枠を12歳まで広げます。また妊婦健
診の無料化も拡充を行います。
　教育現場の充実では、確かな学力
の保障を図ることを目的とし、一人ひと
りに応じたきめ細やかな指導をめざし
た少人数教育を進めます。

　生活に密着した安心・安全
　今後、発生が予想される大規模地
震に備え、本市では県下でも先行し
て公共建築物の耐震化に取り組んで
きました。今後の新たな取り組みとして、
主要な下水道管の耐震化および収
容避難所となる小学校ではマンホー
ルを利用したトイレシステムの整備に
取り組むとともに、橋りょうの耐震整備
計画を作成し、耐震化工事の実施に
向けた取り組みを進めます。
　また、現在、メールモニター事業で
災害情報、防犯情報などの情報を電
子メールで発信していますが、アンケ
ート回答による市政参加を希望する
方と、各種情報の入手を希望する方
とに大きくニーズが二分していることか
ら、これらのニーズに的確に対応する
ため、登録システムを再構築します。
　県内3番目となるコミュニティＦＭ放
送局が間もなく本格放送を始めます
が、災害時の協定を締結するとともに、
外国語による情報提供にも活用して
いきます。
　近年、高病原性鳥インフルエンザ
が変異し、人から人へと感染する新
型インフルエンザの爆発的感染が新
たな脅威となっています。国や県の行
動計画・マニュアルを踏まえ、市民へ
の感染拡大および健康被害を可能な
限り最小限にとどめるために、「鈴鹿
市新型インフルエンザ業務対策マニ
ュアル」の策定に取り掛かります。また、
関連物資を備蓄するとともに、市民に

対する新型インフルエンザに関する
啓発にも取り組みます。

　活気あるまちづくり
　本市が生き生きとした地域であり、
市民の活力を生み出すために、地域
の経済力を高めるための産業の活性
化やそれを支える基盤整備を進めま
す。
　既存企業の拡充支援に取り組む
だけでなく、高等教育機関の英知を
生かした新技術の研究開発をはじめ、
活性化に欠かすことができない中小
企業の元気創出や、新しい産業の創
出と育成のため、ものづくり研究開発
支援を行います。
　活発な生産物流活動を支えるため
の基盤整備として、地域と地域を結
ぶ都市基盤の骨格形成に欠かすこと
ができない汲川原橋徳田線の4車線
化、国道23号と平行しながら南北に
通じ、補完機能を持つ西玉垣秋永線、
市庁舎を経て鈴鹿中央線へ接続す
る神戸一丁目70号線の整備や交通
結節点となる白子駅前広場の交通タ
ーミナル機能の充実などを推進します。

　また、国土軸となる新名神の四日市
北ジャンクションから亀山西ジャンクシ
ョン間の事業が進められています。こ
の区間のパーキングエリアが本市に
設置されることが決まっていることから、

ETCを使っての出入りが可能となる
スマートインターチェンジの設置に向
けた検討を行うための調査に着手し
ます。
　さらに、本市の中心部から東名阪
鈴鹿インターチェンジに接続する県道
神戸長沢線の早期拡幅に向けた要
望を続けていくとともに、市でもできる
限りの協力を行っていきたいと考えて
います。

　結び
　健全な財政運営のためには、貴重
な市税などの自主財源の確保に努め
ることは重要です。そこで、社会情勢
や技術の進展を生かした新たな納税
しやすい手段と納税者の利便性の向
上を図るため、いつでも、どこでも納付
可能なコンビニ納付窓口を導入しま
す。
　以上、平成21年度を迎えるに当た
り、市政運営の基本的な考え方と施
策の一端を申し上げました。平成21
年度はいまだ経験したことのないよう
な非常に厳しい行政運営となります。
施策の一部に計画より遅れるものが
生じると思われますが、福祉、教育、
環境など市民サービスにかかるもの
については、極力その低下につながら
ないように努めたいと考えています。
　市民の皆さんに「頑張っている元
気な鈴鹿」と感じていただけるよう施
策に取り組みたいと考えていますので、
議員ならびに市民の皆さんの一層の
ご理解ご協力をお願いします。　

※この施政方針は概要で、
　全文ではありません。
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　本市の財政状況は、主要産業である製造業の業績悪化により非常に厳しい状況となっています。歳入面では、特に法人
市民税を中心とした税収の大幅な減少が予想されています。歳出面では、歳入の減少に対応するため、市民に密着した行
政運営に重点を置き、真に必要な事業の取捨選択、事業のより的確な重点化、徹底したコスト縮減を念頭に置いて編成しま
した。今回の特集は平成21年度予算のあらましについてお知らせします。
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　平成16年度から取り組まれてきた地
方分権推進のための地方税財政改
革、いわゆる「三位一体の改革」につ
いては、平成19年度に実施された国
から地方への税源移譲をもって一応
の区切りとなり、今後は地方自治体が
本格的に自主・自立（律）の財政運営
を行うことが求められています。
　このような状況の下、歳入面では法
人市民税の大幅な減収の影響により、
これまで経験したことのない財源不足
となっており、不足分を財政調整基金
や臨時財政対策債などに頼らざるを
得ない状況です。

　歳出面では少子高齢化対策として
の福祉関係経費が依然として大きく、
教育施設の充実をはじめとする経費
や従来からの特別会計への繰出金な
どに多額の支出を要するとともに、平成
20年度予定納付された法人市民税
の多額の還付金が発生するなど、非
常に厳しい状況となっています。

　一般会計は、平成20年度当初予算
に比べ、12億1,700万円、2.1％の減とな
っています。このような減額予算となっ
たのは、世界的な金融経済市場の混
乱による景気低迷の影響を受け、法人

市民税の大幅な減収が見込まれるこ
とが大きく影響しています。
　特別会計については、それぞれの
事業実施計画などに基づき所要額を
計上していますが、老人保健は、三重
県全域を対象とする広域連合による
後期高齢者医療制度への移行に伴う
経過措置の経費のみとなり、大幅な減
額となっています。
　水道事業会計を含めた本市の会
計全体の予算規模は、907億3,282万
円で、平成20年度当初予算に比べ、
29億2,042万円、3.1％の減少となります。

■財政状況

会　計　区　分
一　般　会　計

合　　計

水 道 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業

土 地 取 得 事 業

福 祉 資 金 貸 付 事 業

住宅新築資金等貸付事業

老 人 保 健

下 水 道 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

介 護 保 険 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

特
　
別
　
会
　
計

平成21年度 平成20年度 増減額 増減率

【単位：千円・％】

■平成21年度会計別予算規模

1.0159,73516,156,00916,315,744
4.886,3651,872,711
0.00551
13.62,14813,656
98.11,128,11721,903
13.81,066,9336,670,263
9.9102,303935,772
0.310942,100
5.3113,0902,238,120

小 計 6.51,940,42028,110,820
3.7237,0006,462,0006,699,000
3.12,920,42093,653,24090,732,820
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［歳入］合計
559億2,300万円

［歳出］合計
559億2,300万円

［歳入］合計
559億2,300万円

［歳出］合計
559億2,300万円

［歳入］合計
559億2,300万円

［歳出］合計
559億2,300万円

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、
地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得
税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、
分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附
金、繰越金

一般財源

地方税 使用料手数料
自主
財源

依存
財源

地方交付税
地方譲与税

国庫支出金
地方債

特定財源

市税【51.8％】
289億8,853万9,000円

民生費【29.0％】
162億3,305万円

衛生費【9.2％】
51億6,086万6,000円

商工費【1.7％】
9億4,965万1,000円

土木費【13.1％】
73億1,687万1,000円

教育費【11.7％】
65億3,267万8,000円

公債費【10.7％】
60億552万円

その他【2.8％】
15億5,000万円

消防費【3.7％】
20億7,935万5,000円

農林水産業費【3.4％】
18億8,100万4,000円

労働費【0.3％】　1億8,359万3,000円

議会費【0.8％】
4億3,312万8,000円

総務費【13.6％】
75億9,728万4,000円

地方譲与税【1.2％】　6億5,700万円

国庫支出金【9.5％】
52億8,556万1,000円

県支出金【5.6％】
31億4,550万1,000円

繰入金【10.6％】
59億1,793万7,000円

諸収入【4.6％】
25億9,798万8,000円

市債【7.1％】
39億4,660万円

その他【9.4％】
52億5,387万4,000円

地方交付税【0.2％】
1億3,000万円

　グラフ1は歳入を円グラフで表したものです。市
税は、市の主要産業である自動車関連企業の業績
悪化により39億4,006万2,000円減の289億8,853万
9,000円を見込んでいます。また、地方交付税は、普
通交付税が交付されない見込みのため特別交付
税のみの1億3,000万円を計上しています。国庫支
出金などの特定財源は、対象事業費の動向により
増減しますが、特に県支出金は2億1,209万9,000円
減と減少が顕著となっています。大幅な市税の減収
を補うため、繰入金を財政調整基金と地方債減債
基金から合わせて52億円（前年度33億円）を計上
しているほか、21億4,500万円の臨時財政対策債を
含む市債を39億4,660万円計上して財源を確保して
います。

　グラフ2は歳出を円グラフで表したものです。平
成21年度の歳出は、平成20年度当初予算と比べ
て12億1,700万円の減少となっています。特に、公共
投資を削減したことから土木費は14億9,851万2,000
円減の73億1,687万1,000円となっているほか、教育
費は給食センターなどの整備事業が終了したことか
ら8億1,890万7,000円減の65億3,267万8,000円とな
っています。一方で、総務費が13億279万2,000円増
の75億9,728万4,000円と大きく増加しています。これ
は、法人市民税の前年度予定納付分に対して多
額の還付金が発生するためです。また、労働費は1
億8,359万3,000円を計上していますが、緊急経済対
策の経費により増加しています。その他、衛生費が
不燃物リサイクルセンターの施設整備費やごみ処
理施設の経費により、商工費が企業立地推進事業
などにより増加となっています。

一般会計予算

市税 39億4,006万2,000円（12.0％）減グラフ1　歳　入

■用語解説

市税の還付金発生で総務費（20.7％）増グラフ2　歳　出

　一般会計は、市が行う仕事の大部分を賄う
予算で、市税や国・県からの支出金などを財源
にしています。市民の皆さんには最もかかわりの
深い予算といえます。

　特別会計は、特別の財源で特別の事業を行
うもので、国民健康保険事業など9つの会計が
あります。

　地方公共団体における年度間の財源の不均
衡を調整するために設けられる基金

　地方債の償還とその信用の維持のために設
けられる基金。公債費（地方公共団体が借り入
れた地方債の元利償還金と一時借入金の合計
額）は、地方公共団体の歳入の減少などに関係
なく支出されなければならない義務的な経費で
あるため、この償還を計画的に行うために資金
を積み立てる目的で設置しています。

　財源の種類は、その性質に従って、一般財源
と特定財源、自主財源と依存財源に区別されま
す。その主なものは次のとおりです。

○一般会計

○特別会計

○地方債減債基金

○財源○財政調整基金

○「その他」に含まれる歳入

災害復旧費、諸支出金、予備費
○「その他」に含まれる歳出
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　市政運営の指針として定めた「第5次鈴鹿市総合計画」。ここでは、その計画に定められた5つの政策の柱と構想の推進
の6項目に分けて、平成21年度に進められる主な事務事業などについて紹介します（1万円未満四捨五入）。

どんなところに
使われるの？
どんなところに
使われるの？
どんなところに
使われるの？

　神戸中学校の移転改築工事を進めます。校舎・屋内運動場建設工事、プール・グ
ラウンド・テニスコート・駐車場施設整備工事、下水道施設工事を実施します。

　青少年の健全育成、子育て環境づくり、生涯スポーツの推進、文化活動の
促進など

中学校施設整備費（神戸中学校）　20億7,111万円

人と文化を育むまちづくり

　鈴西小学校の校舎補強工事実施のための設計を行います。仮設教室と空調機
器を借り上げます。

小学校施設整備費（鈴西小学校）　6,500万円

　通学路として利用している集落と集落をつなぐ道路での児童生徒の通学の安全
を確保するため、防犯灯の設置促進を図ります。防犯灯の維持経費（電気代）を補助
します。

通学路集落間防犯灯管理費補助事業費　29万円

　「鈴鹿市の自然」で重要生態系地域として紹介された地域の市民主体の調査を
行います。

　循環型社会づくり、自然環境の保全、快適な生活環境の維持など

自然環境保全費/重要生態系調査費　51万円

環境と共生するまちづくり

　鈴鹿市の自然に関する展示などを開催します。
自然環境保全費/自然大学費　30万円

　管渠の耐震化とマンホールの浮上防止を図ります。防災拠点または主要な避難
所へのマンホールトイレシステムを整備します。

関連公共下水道整備事業費/地震対策事業　4,900万円
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　病院群輪番制病院として、機器充実を図るため、MRI購入費を補助します。

　福祉サービスの充実、健康づくりの推進、平等で平和な社会の実現など

公的病院施設設備整備費補助/鈴鹿回生病院　5,000万円

誰もが暮らしやすいまちづくり

　新型インフルエンザ発生時に備えた物資を購入します。新型インフルエンザに対する
市民への啓発を行います。

新型インフルエンザ対策費　148万円

　障がい者授産施設「けやきホーム」の作業場などの床面の張り替え工事を行います。

けやきホーム施設整備費　250万円

　橋りょうの耐震整備を実施します。平成21年度は整備計画書を作成します。

　消防力の強化、交通安全・防火・防犯対策の推進、上水道の安定供給など

橋りょう耐震整備事業費　500万円

安全で安心できるまちづくり

　地震などの大規模災害時の消防力を高め、消防施設の災害活動拠点を整備す
るため、老朽化した消防本部（中央消防署）庁舎を建て替えます。

消防庁舎施設整備費　2,678万円

　特殊災害に対応するための化学防護服、除染シャワーテント、防毒マスクなどを購入
します。

特殊災害対策費　297万円

　鈴鹿市政メールモニター（メルモニ）のアンケート部分と情報提供部分を分離します。
登録方法を簡素化します。

　市民参加の行政、効果的・効率的な行財政運営など

メールモニター費/システム再構築分　130万円

構想の推進のために

　コンビニ収納実施のための電算システムを開発・修正します。平成22年度から軽自
動車税について実施します。

コンビニ収納実施事業費　730万円

　市民のF1に対する気運の向上とF1開催時の観戦客に対して歓迎ムードを盛り上
げるために、官民が連携した協議会を通じて事業を展開します。

　都市基盤の整備、景観保全、地域産業の振興、観光資源の活用など

鈴鹿F1日本GP地域活性化協議会費　400万円

いきいきとした地域と活力を生み出すまちづくり

　鈴鹿市漁港の鮮魚直販施設を活用して、料理講習会など市民が魚や海の環境
に親しむ機会をつくるイベントなどを支援します。地元水産物の消費拡大、水産業へ
の市民の理解促進などを図ります。

水産業振興施設支援費　51万円

　整備工事、実施設計、用地補償を行います。
街路整備事業費/白子駅前広場整備事業　5億2,829万円

※市ホームページ（　http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/zaisei/index1.html）にも詳細資料を掲載しています。
広報すずか特集「平成21年度予算」について詳しくは、企画財務部財政課（　382-9041　　382-9040）へ

メルモニマスコットキャラクター「ヤッホ～」
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Cheerful!

「F1の日」イベントを開催　3年ぶりのF1を盛り上げよう 

M a c h i k a d o  S h o t

レンズ レンズ 
2/18㈬

2/22㈰

3/16㈪

3/7（土）3/7（土）

3/20㈮3/20㈮

　今年10月に開催される自動車

レースの最高峰・F1日本グランプ

リを記念した「F1の日」イベントが、

文化会館で開催されました。 

　シンポジウムではホンダ・レ

ーシング・ディベロップメント初

代社長の田中詔一さんの基調

講演の後、モータースポーツ関

係者らによるパネル討議が行わ

れました。討議の中では「地域

の宝に気付くことが大切」、「知

名度の高さは地元の誇り」など

の意見が出されました。また、

別会場では個人が収集したF1

グッズを展示した「1日限りのF1

個人ミュージアム」が開かれ、

多くの市民が珍しい展示品に見

入っていました。 

　「Suzuka Voice FM（スズカヴォイスエフ

エム）」が、県内３番目のコミュニティFM

放送局として、住吉町に誕生しました。 

　このFM放送局は、本市全域と近隣

の市町の一部をサービスエリアとし、今後、

本市を中心としたさまざまな情報が毎日、

24時間放送されます。3月20日から22

日までの3日間は、開局イベントとして

さまざまな催し物が開かれ、多くの市民

でにぎわいました。 

FM放送局が鈴鹿に開局、周波数は78.3MHz  
市との災害時協定も締結 

　開局に先立ち、17日㈫には市役所で大規模な災害が発

生したときに、緊急放送を流すことができることを市との間

で取り決めた災害時協定が締結されました。これは、災害時、

特に停電時において大きな効果が期待できます。 

　なお、市では、開局と同時に、平日の10時30分から日本

語によるお知らせを、土曜日17時55分からポルトガル語に

よるお知らせを放送しています。ぜひ、お聴きくださ い。 　はっとりみつる
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健康増進とよりよい地域づくりに向けて 
今年度最後の車座懇談会を庄野で開催 

レンズ レンズ 
2/18㈬2/18㈬

2/22㈰

3/16㈪

3/7（土）

2/22㈰

3/16㈪

3/20㈮

日本人と外国人が手を取り合って 
「わいわい春まつり～すずかの輪～」を開催 

地域のごみは自分たちできれいに 
神戸で小・中学校生、高校生が「合同ごみゼロ運動」 

　今年度最後となる第10回目の車座懇談会が、「健康

増進について」をテーマに、庄野公民館さわやか体操

のメンバー14人を対象として開催しました。 

　懇談に先立ち、市長もさわやか体操に参加し、メンバー

全員が身も心も軽くなったところで懇談会がスタートしました。 

　懇談会では、「このサークルに入ってから自分の体調の

チェックができるようになった」

「健康は身体だけではなく、

心の健康が大事」など健康

増進についての意見のほか、

「地域一丸となって、地域

の子は地域で育てようという

ことで、積極的にあいさつ

運動に参加している」「高齢の夫婦世帯や一人暮らしの

方に対して市や地域で支え合うことが大切」などとよりよ

い地域づくりに向けての意見も出されました。 

　「かんべ寝釈迦まつり」の最終日に合わせて、神戸

地区で神戸小学校、神戸中学校、神戸高校の児童・

生徒総勢444人が「合同ごみゼロ運動」を行いました。 

　これは、今年が初めての試みで、地域社会の一員と

して地元への恩返しと、地域のごみは自分たちの手で

きれいにしようという思いを込め、紙コップやたばこの

吸い殻、空き缶など、軽

トラック2台分のごみを拾

いました。 

　参加した児童は「高

校生がやさしく接してく

れて楽しくごみ拾いがで

きた」と話し、一方、高

校生は「小学生が一生懸命取り組んでくれたのでご

み拾いがしやすかった」と話していました。 

　文化会館さつきプラザで、「わいわい春まつり～すずか

の輪～」が開催されました。これは、日本人と外国人が

一緒に楽しむお祭りで、ブラジル・中国・イギリスの

展示コーナーや民族衣装着装体験ができるコーナー、

着物・生け花のコーナーなどが所狭しと並びました。

どのコーナーも大人気で、約800人が参加し、会場

は大にぎわいでした。 

　また、メインイベントの「大太巻きづくり」と「みんなで

サンバ」では、それぞれ日本人と外国人が肩を寄せ合っ

て、文字通り「輪」に

なり、力と息を合わせ、

今回のイベントのテー

マである「同じ目的を

持ち、協力し合い、一

緒に達成感を味わうこ

と」を実感できました。 



10 2009・4・5
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報局 
こ
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なかま 
神戸ジュニアリコーダークラブ

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、安全安心の農畜産物生産
販売に取り組む後藤さんです。

後藤博英さん

☺農業生産法人が直売所をオープン 
今から10年ほど前に、三重県職員

として農業普及に従事していたときか

ら若手農業者と一緒に安全安心な農

産物の生産、食育の推進活動などに

取り組んできました。そして、昨年の

11月、この流れを継いで、「株式会社

鈴鹿大地の耕作人」を設立しました。

生産者と消費者の顔の見える身近な

関係を作り、農産物直売所を開いて

両者の橋渡しをしたいとの思いからで

した。この会社は、鈴鹿市で初めて農

業経営を行うためにこの地域の専業

農家を主体とした23人が出資した株

式会社です。直売所の参加会員は鈴

鹿市と亀山市の生産者約50人です。 

 

☺食の安全を守り、安心を伝えたい 
現在、道伯町の直売所では、コメ

や野菜、鶏卵、食肉など70品目の食

材を扱っています。また、オリジナル

商品として、地元産の食材を厳選し

加工した納豆、豆腐、冷凍コロッケ、

ケーキなども販売しています。 

生産者と消費者のつながりが大切

との考えから、両者の交流を図るために、

に、今後、イチゴハウスでジャム作り

を計画しています。また、地域循環型

農業を積極的に推進していて、例えば、

会員農家の土づくりのために、畜産

農家から出た堆肥を利用したり、スー

パーマーケットから野菜くずを譲り受

け農地に還元したりしています。 

農畜産物が安全であることはもちろ

んのことですが、それに加え、新鮮で

温かみや旬を感じる農畜産物を提供し、

消費者の皆さんに食の安心を伝えた

いと思います。 

☺全国大会で金賞受賞 
　神戸ジュニアリコーダークラブは今

から6年前に、6人でスタートしました。

現在のメンバーは48人で、延べ数で

は約100人になります。最初は少人

数のアンサンブル中心でしたが、3年

前から合奏に広がりました。これまで

6年連続で全日本大会に出場し、金

賞を4回受賞しています。今年度は

CBC子ども音楽コンクールに初出場し、

中部日本決勝大会に進み最優秀賞

を受賞することができました。また、

韓国リコーダー合奏団から招待を受け、

海外遠征も実現しました。ほかには、

市内の病院や介護施設などでも積極

的に演奏活動を行ってきました。 

☺美しい音色のリコーダー 
　リコーダーの種類は8種類あり、そ

の音色とハーモニーは他の楽器に

引けを取らない美しさです。今、ク

ラブでは４種類のリコーダーを使っ

ています。練習は神戸小学校で週

に３、４回、OBの中学生は神戸公民

館で週1回行っています。「目標高く、

姿勢は低く」、「歌えリコーダー」を

モットーに、聴いてくださる人たちの

心に届く演奏をめざしています。 

 

☺指導者長岡むつみさんから一言 
　子どもたちが自分の殻を破って成

長すること、自分の力に見切りをつ

けないことを教えたくて、あきらめず

に挑戦し続けてきました。子どもたち

はきちんとそれに応えてくれました。

これからも音楽を通して仲間と心を

合わせること、そして、チャレンジ精

神を忘れないでほしいと思います。

また、保護者の皆さんの協力には心

から感謝しています。 
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交流会実行委員募集 
 

お気軽にご利用ください
食品110番 

第30回 
春の山野草展示会 

中高年の 
クラシックギター教室開講 

中高年のギター 
弾き語り講座開講 !

陶芸教室・ 
春期生追加募集(7人)

俳句同好会 
会員募集 

楽しい中国語 
会話しませんか！ 

彫型画(伊勢型紙)鈴鹿教室展 新緑吟行俳句会 
鈴鹿市俳句連盟 

詩吟のロマンを 
今あなたとご一緒に 

ひぐらしハーモニカ教室
第11回合同発表会 鈴鹿市民歩こう会 

 

ホームヘルパー2級 
養成講座 

認知症の人と家族の会 
(鈴鹿)

EM勉強会 
 

木平桂洞作品展 
 

絵画教室 
無料体験者募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

Riseミュージック 
スクール 

新体操・ 
器械体操無料体験実施 !!

キッズ絵画教室 
体験者募集 ! 鈴鹿ランニングクラブ 

 

鈴鹿ハンドボール 
スクール生徒募集 

親子・英語絵本 
読み聞かせ会 

リトミック教室 
生徒募集・無料体験 

亀山サンシャインパーク無料
バーベキューランドのご案内 

パソコンふれあい会 
 

石薬師ランニングクラブ
部員募集 

第20回 
鈴鹿花き温室組合品評会 英検合格勉強会 

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申込み／4月20日㈪〜24日㈮　8時30分から直接、秘書広報課（本館6階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業と認められるものは、お断りします。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。 
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。 

次回の募集は６月５日号掲載分です

読み聞かせボランティア交流会実行委員会
代表　米川弥寿代　　・ 　372-1692

三重農政事務所　　059-228-3153
県健康危機管理室　　059-224-2358

鈴鹿山野草の会　中野忠次　
　379-1066

高橋
　090-8555-1185

高　橋　　090-8555-1185
若松公民館　　　385-1919

すずか陶芸教室
　386-2509

泉句会　上田
　090-2617-8590

鈴鹿ニーハオ会
世話人　石津　　383-1840 事務局　中城　383-5393 長谷柑生　(〒513-0036矢橋二丁目4-3)

　　382-6704
昼の部　中北　　378-3231
夜の部　松井　　382-2458

伊藤静生　(津市神戸1893-1-17)
　　・　059-223-2106

鈴木利昭
　383-0712

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
　370-0311

三重県支部
　0595-24-4545

鈴鹿EM交流会
　382-6039 木平桂洞　386-0587 舟越利和

　383-5219
保井

　090-4185-1514

NPO法人三重県アマチュア軽音楽協会　鈴鹿支部　柳原
　090-7686-8205　  http://rise-music.net

アクロキッズ　石井
　090-7916-5101

すずかのぶどう　　387-0767
　http://www.sirobudou.com

山元　　386-1426
延与　　382-5571

鈴鹿ハンドボールスクール事務局
松岡富夫　　378-5728

英会話パルス(Pals)　岩田　
　340-6011

山原
　372-0933

バーベキュー受付
　090-1473-2333

打田
　080-3617-5186

岡田國孝
　374-1011

鈴鹿花き温室組合　組合長　
杉本二良　　385-1159

簿記・英語研究会
三　　　367-2621

　市内の小学校で活動する読み聞かせボ
ランティアの研修や情報交換のために、年
2回交流会を行っています。その交流会の
企画・運営をするのが、読み聞かせボラン
ティア交流会実行委員会の役割です。

　食品表示に対する消費者の関心が高まっ
ていることや、食品の品質表示の一層の適正
化を図る観点から、広く国民から食品の表示
について情報提供や問い合わせを受けるた
めのホットラインを設置しています。

とき／4月18日㈯、19日㈰10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　※新入会員の募集をし
ています。初心者も歓迎します。

対象／原則として中高年　とき／
毎月第1・3水曜日19時〜21時(開
講日／4月15日から)　ところ／郡
山公民館　内容／クラシックギタ
ーの初歩　参加料／月1,500円　

対象／原則として中高年　とき／
毎月第2・4木曜日19時〜21時　と
ころ／若松公民館　内容／なつか
しフォークやナツメロの弾き語り
を楽しむ　参加料／月1,500円

とき／毎月第1・3土曜日、第2・4金曜
日10時〜14時のお好きな時間　内容
／手ひねりからろくろ、絵付、釉薬、焼
成まで教室で行います。　参加料／月
2,500円　※一日体験もできます。

対象／俳句を習いたい方　とき／毎月
第1土曜日13時から　ところ／文化会
館　内容／句会の中で親切指導します。
会費／月500円　申込み／5月2日㈯
13時に文化会館へ　※初心者大歓迎

対象／年齢、性別を問わず、初心者から上級
者まで　とき／金曜日19時〜20時30分　
ところ／白子コミュニティセンター　内容
／北京出身の女性講師と日常会話を学ぶ同
好会です。　※お気軽にお電話ください。

とき／4月23日㈭〜26日㈰9時〜
16時30分(23日は13時から、26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、吉村
悦子　入場料／無料

とき／4月19日㈰　ところ／石薬師
公民館　内容／石薬師付近自由吟行、
10時から受付、10時30分北川さん案
内で歩き説明、13時から俳句会　参加
料／1,000円　※3句投句互選

とき／昼の部:毎月第2・4金曜日13時
30分から、夜の部:毎月第1・3金曜日18
時30分から　ところ／神戸公民館　※
初心者大歓迎です。人生を楽しくかっ歩
するは最も良い生き方と思われます。

とき／4月26日㈰13時から(開場12時30分)
ところ／ふれあいセンターふれあいホール
(南玉垣町6600　386-3704)　入場料／
無料　※生徒の皆さんが日ごろの練習に
頑張っています。お気軽に見に来てください。

とき／4月19日㈰(雨天時は26日㈰)
内 容 ／ 鈴 鹿 の 歩 き た く な る み ち
500選コース、約13㎞、自由参加　
集合／鈴鹿川河川敷緑地9時　参加
費／200円　※初参加者大歓迎

とき／5月16日から毎週土曜日、9月19
日まで　ところ／住吉二丁目　受講料
／6万8,250円(教科書ほか別)　定員／
30人(駐車場有)　申込み／電話で鈴鹿
オフィスワーク医療福祉専門学校へ

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／4月8日㈬13時30分から
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／悩み相談、情報交換など　参加
料／会員100円、一般500円

とき／4月17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　参加費／500円(EM菌含む)　
※気軽にご参加ください。

とき／5月1日㈮〜6月30日㈫　と
ころ／百五銀行白子支店　※書道、
ペン習字、実用書道、筆ペンの作品で、
今回は特に変化と妙味のある作品
を主眼として書きました。

とき／4月から5月の各教室各自1回
のみ　ところ／各教室により異なり
ます。詳しくは、お問い合わせください。
※初心者の方歓迎。簡単な基礎から始
めます。リンゴを描いてみましょう。

とき／4月14日㈫19時〜21時　ところ
／白子公民館(近鉄白子駅東口徒歩5分)
参加費／100円　※不登校、ひきこもり
で困っている親を中心とした集まりです。
どなたでも気軽にご参加ください。

とき／第1・3金曜日18時　ところ／
牧田コミュニティセンター　内容／
初心者向けの気軽なギター弾き語り
講座です。音楽に興味があれば年齢な
ど問いません。　参加料／月500円

対象／幼児〜小学生　とき・ところ／月曜日・
箕田公民館、火曜日・郡山公民館、金曜日・市立
体育館　内容／新体操:リボン・フープ・ボール
演技・バーレッスン・ダンス、器械体操:側転・逆立ち・
転回など　※詳しくは、お問い合わせください。

対象／幼児〜小学生　とき・ところ／水
曜日16時〜19時・白子駅前Bチャレンジ、
木曜日16時〜18時・郡山町太陽の街　内
容／水彩・鉛筆デッサン・造形　※中学生
はデッサンのみ。ぜひご参加ください。

対象／一般　とき／毎週日曜日7時
から　ところ／｢青少年の森｣多目的
グラウンドとコース　内容／ジョ
ギングとウォーキング　会費／月
300円

対象／小学3年生〜6年生、男女不問
とき／第2・4土曜日、年間24回　と
ころ／ホンダアクティブランド体育
館　定員／50人　会費／年3,000円
※随時入校歓迎します。

とき／4月22日㈬10時30分　ところ／
英会話パルス(鈴鹿ハンター近く)　内容
／アメリカ人バーバラによる英語絵本読
み聞かせ会です。外国人の正しい英語に
触れて楽しい時間を過ごしませんか。

対象／1歳〜入園前　とき／毎週金曜日
10時〜12時　ところ／郡山町太陽の街
第三集会所　内容／音楽に合わせて体を
動かしたり、歌ったり、音楽遊びを楽しみ
ます。　※お気軽に参加してください。

受付時間／9時〜17時　利用時間
／8時30分〜19時30分(11月〜3
月は、18時30分まで)　予約方法／
上記受付電話にお電話ください。　
※かまどの数は16基で先着順です。

対象／初心者　とき／毎月第1土曜日
9時〜12時　ところ／鈴鹿青少年セ
ンター　内容／写真、ワード、エクセル、
インターネットなどでパソコンとふ
れあいましょう。　参加料／1,000円

対象／小学生　とき／毎週月・水・土
曜日17時から　ところ／石薬師町県
消防学校前広場　※みんなで楽しく
走ってレベルアップしませんか。ホー
ムページもあるので見てください。

とき／4月17日㈮〜19日㈰　とこ
ろ／鈴鹿ハンターセンターコート
内容／鈴鹿・亀山の花の生産者が自
慢の花を品評会に出し、18日・19日
には春の花を直接販売します。

対象／小中学生　とき／毎週土曜日または
日曜日17時30分〜21時30分　ところ／
文化会館　内容／英検5級〜準2級(各50
分授業)　定員／各10人(先着順　会費／
月2,500円(4カ月更新)　※辞書持参

なかじょう

きひらけいどう

今回のパズルは
お休みします。

と 

なかま 

ひ ☺

☺

☺ ☺

☺



12 2009・4・5

くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

子育て応援特別手当を 
支給します 

子育て支援課　 382-9297　 382-7607
　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育て応援特別手当は、多子

世帯の幼児教育期の負担に配慮

する観点から、平成20年10月30

日に国で決定された｢生活対策｣

の一環です。今回一度限りの措

置として支給されます。 

支給対象の子ども　平成14年4月

2日から平成17年4月1日生ま

れで、18歳以下(平成2年4月2

日以後生まれ)から数えて第2

子以降の子ども

手当の額　対象となる子ども一

人あたり3万6,000円

手続き　基準日(平成21年2月1日)

時点で対象となる世帯主に、4

月末日までに申請書を送付し

ますので、必要事項を記入の上、

申請してください。

問合せ　子育て応援特別手当受

付窓口(　382-9297)

※世帯員以外に別居の扶養児童がい

る場合や世帯内に対象児童がいる

にもかかわらず通知が届かなかっ

た場合などは、上記窓口へご連絡

ください。 

※申請期限は平成21年10月17日(土)

ですので、申請書が届いたら忘れ

ずに申請してください。 

※定額給付金は、子育て応援特別手当

とは別に通知を送付しますので、同封

の案内に沿って申請してください。 

4月の木曜日は市民課・ 
保険年金課・子育て支援課の
窓口を19時まで延長します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　春は就職、進学、転勤などで、

住民異動届や証明書が必要とな

ることが多くなります。昼間、

仕事などで時間の都合がつかな

い方はご利用ください。 

◆業務の範囲
○市民課　転入・転出・転居の

手続き、戸籍の届出、印鑑登

録・証明書の交付、住民票の

写しの交付、戸籍謄抄本の交付、

税証明書の交付

※外国人登録は入国管理局および他

市区町村との連携が必要なため行

いません。また、住民基本台帳カ

ードの交付は県との連携が必要な

ため行っていませんのでご注意く

ださい。 

○保険年金課　国民健康保険・

国民年金・後期高齢者医療・

福祉医療費助成の手続き

○子育て支援課　児童手当・児
童扶養手当の手続き 

※木曜日以外の平日の窓口時間は、

従来どおり8時30分から17時15分

までです。 

納税の夜間窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
　 nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　4月28日㈫、30日㈭　

17時15分〜20時

ところ　納税課(市役所本館2階)

内　容　市税の納付、納税相談、

口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

市税の口座振替手続きは 
お早めに 

納税課　 382-7831　 382-7660
　 nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替の開始手続き

には約1カ月要しますので、口座

振替を希望される方は、お早め

に手続きをしてください。手続

きは、通帳、通帳の届出印、納

税通知書を持参の上、金融機関、

地区市民センター、納税課の窓

口で行ってください。 

図書館の嘱託職員を募集します 

図書館　 382-0347　 382-4000
　 toshokan@city.suzuka.lg.jp

受験資格　昭和26年4月2日以降

生まれの方で、司書資格のあ

る方

業務内容　図書館での司書、事

務補助業務

募集人員　1人程度

申込み　4月17日㈮まで(郵送の

場合は必着)

試験日　4月25日㈯　9時30分から

※募集要項など詳しくは、図書館へ

お問い合わせください。 

平成22年鈴鹿市成人式実行
委員会の委員を募集します 

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
　 shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成元年4月2日から平

成2年4月1日生まれの市内在住

の方

内　容　市が主催する成人式の

企画立案、運営

会　議　原則として、月1回市役

所本館会議室で夜間に開催

※第1回の会議は5月に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のための電話相談日が
増えます 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　毎週金曜日に行っている女性

のための電話相談を、平成21年

度から火曜日にも開設します。毎

月の広報すずか20日号｢相談｣の

コーナー、または市ホームページ

(　 http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

life/kurashi/sodan/index.html)をご

覧ください。 

相談日　毎週金曜日　10時〜16時、

　第2・4火曜日　13時〜17時

相談専用電話　　381-3118

内　容　家庭や地域での人間関係、

職場でのセクハラ、夫や恋人

からの暴力、生き方など心の

悩みについて、女性の専門相

談員が相談をお受けします。

平成21年鈴鹿市成人式の様子平成21年鈴鹿市成人式の様子

お 知 ら せ  
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　市では、地球温暖化防止対策の一環として、鈴鹿市地球温暖化防止実践活動奨

励制度｢Suzuka-ECO2  プロジェクト(環境家計簿)｣を創設しましたので、参加者を

募集します。 

｢Suzuka-ECO2　プロジェクト｣登録メンバーを募集します 
環境政策課　 382-7954　 382-2214　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

◆｢Suzuka-ECO2  プロジェクト｣の仕組み

対　象　市内に住所を有する方

内　容　配布シートの中で実践できた省エネ活動の項目を毎月チ

ェックし、電気使用量を昨年同月実績(8月分、1月分)と比較します。

参加料　無料

募集期間　4月6日㈪から(登録者数が150人に達した時点、あるい

は5月末日をもって締め切ります)

申込み　環境政策課(市役所本館4階)配布、

あるいは市ホームページ(　http://

　www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/

　shinsei/youshiki/index.html)か

らダウンロードした登録申込書に必要

事項を記入の上、環境政策課へ

こまめに節約

家庭で 

省エネ活動 

を実践 

「S u z u k a - E C O 2　　 

プロジェクトシート」 

「電気ご使用量の 

お知らせ」 

提　出 ・地球環境にも家計にもやさしい

好事例をホームページなどで紹介 

・全員に修了証を発行 

・奨励制度として上位30人には

公共交通機関利用券を支給 

成果・特典

新エネルギー関連補助制度
のご利用を 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
　 kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、家庭用新エネルギー設

備の設置やクリーンエネルギー自

動車の購入に対して補助制度を設

けています。地球温暖化防止のため、

ぜひご利用ください。 

◆家庭用新エネルギー設備設置
事業補助金

対象設備　エコウィル(家庭用ガ

スエンジン給湯器)

補助額　5万円

対象者
○自らが居住し、

または居住す

る予定の市内

の住宅へ対象

設備を設置さ

れた方

○対象設備が設

置された市内

の新築住宅を

購入された方

○県または市が行う新エネルギー

の普及啓発活動(アンケートや

イベントなど)に協力できる方

○市税を滞納していない方

申請期間　平成22年2月26日㈮

まで

※申請期間内に補助金の予算額を超

えた場合は、抽選を行います。

◆クリーンエネルギー自動車購
入費補助金

対象車種　ハイブリッド自動車、

天然ガス自動車、メタノール

自動車、電気自動車、燃料電

池自動車

補助額　6万円(当該年度内一人

1台限り)

対象者
○対象車種を自家用の新車として、

2月16日㈪以降に鈴鹿ナンバー

で初度登録された方

○対象車種を初度登録した時点で、

6カ月以上鈴鹿市に在住してい

る方

○市税を滞納していない方

申請期間　前期：8月31日㈪まで、

後期：9月1日㈫〜平成22年2月

26日㈮

※初度登録が8月17日(月)から31日(月)

の登録車は、後期でも申請可能です。 

※各申請期間内に補助金の予算額を

超えた場合は、それぞれ抽選を行

います。 

※詳しくは、市ホームページ(　 http:// 

　www.city.suzuka. lg.jp/gyosei/ 

　sh inse i /yoush ik i / index .h tm l )

でもご覧いただけます。 

※住宅用太陽光発電システムの設置

に対しては、経済産業省の補助金

制度があります。詳しくは、NPO

法人三重総合環境研究センター

(　059-253-4197)へ 

教育委員会活動の点検・ 
評価報告書を公表しました 

教育総務課　 382-7617　 383-7878
　 kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　平成20年度の教育委員会活動

について実施した、点検・評価

に関する報告書を公表しました。

教育委員会ホームページ｢教育委員

会活動の点検・評価｣( 　 http: / /  

www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/ 

commi tee / index02 .h tml )、また

は市政情報課情報コーナー(市役

所本館4階)、教育総務課(市役所

本館11階)でご覧いただけます。 

第8回みんなでつくる鈴鹿
まちづくり条例を考える会

が傍聴できます 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　4月23日㈭　19時〜21時

ところ　市役所本館12階1203会

議室

定　員　10人程度(先着順)

申込み　当日18時30分から18時

50分までに会場で受付します。平成21年鈴鹿市成人式の様子

(エコツー)
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ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
　 kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時のブロック塀などの倒

壊事故を未然に防ぎ、通行人の

安全と災害時の避難路を確保し、

安全で安心できるまちづくりに

寄与することを目的に、ブロッ

ク塀の除却に対して助成を行っ

ています。

対　象　セットバックが必要な

道路を除く公道に面し、高さ

が1ｍを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確認を

した上で、市の積算に基づい

た除却費を算出し、市の算出

した費用の2分の1を25万円を

限度に助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。 

※詳しくは、建築指導課へお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年ベルフォンテン市派遣
事業の参加者を募集します 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
　 sifa@mecha.ne.jp

対　象　市内在住の中学生、高

校生または同年齢の方で、過

去にこの事業に参加したこと

がない方

と　き　7月29日㈬〜8月4日㈫

ところ　米国オハイオ州ベルフ

ォンテン市(ホームステイ4泊)、

イリノイ州シカゴ市(1泊)

定　員　12人

参加費　16万円(燃油サーチャー

ジ料、旅券取得費や傷害保険

料などの個人的経費は別)

選　考　筆記と面接(5月17日㈰)

申込み　5月8日㈮(必着)までに、

(財)鈴鹿国際交流協会事務局、市役

所、市内公立中学校・高校に備え

付けの参加申込書に必要事項を

記入の上、直接または郵送で同事

務局(〒513-0801　神戸一丁目

1-1　近鉄鈴鹿市駅ビル3階)へ

CNS｢テレビ広報すずか｣と
｢鈴鹿市議会中継｣が 

地上デジタル12chになりました 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

　 hishokoho@city.suzuka.lg.jp

議事課　 382-7600　 382-4876
　 giji@city.suzuka.lg.jp

　ケーブルテレビ701chで放送

中の ｢テレビ広報すずか ｣と

702chで放送中の｢鈴鹿市議会中継｣

が、4月1日から地上デジタル

12chに変わりました。このチャ

ンネルは、地上デジタルテレビ

などでご覧いただけます。なお、

このチャンネルをご覧いただく

ためには、テレビのチャンネル

再スキャン操作が必要です。

　詳しくは、テレビの取り扱い

説明書をご覧いただくか製造メ

ーカーにお問い合わせください。

ケーブルテレビのデジタルター

ミナルでご覧の方は、自動的に

設定されます。

※｢テレビ広報すずか｣は121ch、｢鈴

鹿市議会中継｣は122chになりました。 

※アナログ10chと20chは、引き続

き2011年7月までご覧いただけます。 

問合せ　(株)ケーブルネット鈴鹿

(　0120-173734)

シャクヤクをプレゼントします 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　シャクヤクのまちづくりをめ

ざしているSUZUKA産学官交流

会では、見ごろを迎えるシャク

ヤクの切花を50人の方にプレゼ

ントします。 

と　き　5月8日㈮、9日㈯のいず

れかを予定

ところ　市内の栽培場所

申込み　4月20日㈪(必着)までに、

住所、氏名、年齢、電話番号、応

募動機を記入の上、往復はがき

で鈴鹿商工会議所内環境植物

研究会事務局(〒513-0802　

飯野寺家町816　382-3222)へ

※希望者多数の場合は抽選とし、当

選者には場所、日時などをご連絡

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市政メールモニターを 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040

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

　本市では、インターネットや

携帯メールを活用したアンケー

トシステム「メールモニターシ

ステム」を運用し、市民の皆さ

んのご意見を市政に生かす取り

組みに活用しています。3月10日

現在、5,500人の方に登録してい

ただいています。市内に住所が

ある中学生または13歳以上の方

が対象で、どなたでも無料で登

録できます。 

※登録できるのは一人1IDとなって

います。 

※パソコンと携帯との二重登録はで

きません。 

○パソコンから登録
　http://www.merumoni.city.

　suzuka.lg.jp/

○携帯電話から登録
　http://www.merumoni.city.

　suzuka.lg.jp/i/

○市に登録用紙を提出　秘書広

報課や地区市民センターに備

え付けのメルモニ登録用紙に

必要事項を記入の上、秘書広

報課へ

お 知 ら せ  
くらしの情報 
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広報すずかの表紙写真を 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
　 hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙写真を募集

しています。行事や風景など、

生活感・季節感あふれる作品を

お待ちしています。 

規　定　市内で撮影されたカラ

ー写真(横判)で、未発表のもの

(サイズは問いません)

申込み　随時受付をしています。

写真(一人1点)の裏面に、郵便

番号、住所、氏名、電話番号、

作品のタイトル、撮影場所、

撮影日時、撮影に関するエピ

ソード(80字程度)を記入の上、

直接または郵送で〒513-8701

秘書広報課へ

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願いします。 

※同じ年度内で、同一応募者からの

表紙写真への採用は1回です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢バンビーキッズ｣を 
配布しています 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　一般募集した育児中のお母さ

んたちで作成している子育て支

援情報紙｢バンビーキッズ｣には、

子育てなんでも情報や市内の幼

稚園、保育所(園)などの園庭開放

スケジュールを掲載しています。

設置場所　子育て支援課、子育

て支援センター(りんりん)、勤

労青少年ホーム(はぐはぐ)、保

健センター、図書館、文化会館、

ジェフリーすずか、ふれあい

センター、公民館、児童セン

ターなど

※幼稚園、保育所(園)、市ホームページ 

　( 　http://www.city.suzuka.lg.jp/ 

　kouhou/gyosei/open/shiryou/ 

　hakkobutsu/index31.html)でも

ご覧いただけます。 

自転車駐輪場内の放置自転車の処分についてお知らせします 
防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

◆近鉄平田町駅周辺自転車放置禁止区域◆近鉄白子駅周辺自転車放置禁止区域

放置禁止区域 

自転車駐輪場 

凡　　　　例 

　毎年春になると、放置されたままの多くの通学用自転車により、駐輪場敷地内の駐輪スペースが年々減っ

てきています。自転車については各自で責任を持って処分をお願いします。

◆放置禁止区域(近鉄白子駅・平田町駅の周辺300ｍ以内)での処分
　2時間放置後撤去→保管(60日間)→警察で照会→はがきで通知→返還(自転車

1,500円、原付2,000円必要(盗難届出済の場合は無料、引き取りがない場合は処分))

※放置禁止区域外(その他駐輪場)での処分(駐輪場敷地内の自転車、原付について1週間以上

放置禁止の場合)は、札をはってから7日後に撤去し、以後の流れは上記と同じです。 
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｢県民の日｣に 
無料開放します 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　｢県民の日｣を記念して、考古

博物館の観覧料が無料になります。

この日は、速報展｢発掘された鈴

鹿2008｣と常設展を無料でご覧

いただけます。

と　き　4月18日㈯

ところ　考古博物館

妊婦健診の助成を 
拡大します 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
　 kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　妊婦の健診費用の負担軽減の

ため、平成21年4月から妊婦一般

健康診査における公費負担を、

現在の5回から14回に拡充します。

受診票は前期・2回目・3回目・4

回目・後期・6〜14回の計14回

となり、｢母子保健のしおり｣に5

回分、｢母子保健のしおり｣別冊

として追加9回分をつづったもの

を、妊娠届出時にお渡しします。

県内の委託医療機関で、定期の

妊婦健康診査の際にご使用くだ

さい(2・3・4回目・6〜14回目

については委託助産所でも使用

できます)。

　なお、平成21年3月31日まで

に妊娠届出を済ませた妊婦の内、

出産予定日が平成21年4月1日以

降の方には、拡充された9回分の

受診票を3月末から4月上旬に郵

送します。自宅に届かない場合

はご連絡ください。赤ちゃんの

発育状態や妊娠の経過を診ても

らうためにかかりつけ医を持ち、

定期的に健康診査を受けましょう。

妊婦健診の県外受診費用を
助成します 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　妊婦の健診費用の負担軽減の

ため、平成21年4月1日から妊婦

一般健康診査における県外受診

費も公費負担の対象となります。

詳しくは、健康づくり課へお問

い合わせください。

木造住宅の耐震化のための
補助制度の一部を変更します 

防災安全課　 382-9968　 382-7603
　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市では、昭和56年5月31日以

前に建てられた木造住宅に対し

て無料で耐震診断を行っており、

診断の結果、｢倒壊する可能性が

高い｣と診断された住宅について、

耐震補強計画、耐震補強工事、

取り壊しの費用の一部を補助し

ています。この補助制度について、

4月1日から、補助要件の変更、

補助金の減額など、その一部の

見直しを行っています。また、

厳しい財政事情のため、補助制

度の申し込みの状況によっては、

この制度をご利用いただけなく

なる場合もあります。

　詳しくは、市ホームページを

ご覧いただくか、事前に防災安

全課へお問い合わせください。
 

緑の募金にご協力を 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
　 norin@city.suzuka.lg.jp

　(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、災害や地

球温暖化の防止など、わたした

ちにさまざまな恵みを与えてく

れます。寄せられた募金は、植林、

間伐、里山の手入れなどの森林

整備や森林ボランティア育成に

役立てられていますので、ご協

力をお願いします。

と　き　5月29日㈮まで

ところ　農林水産課、地区市民

センター設置の募金箱

 
シルバー人材センターの 
事務費率を改定します 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　シルバー人材センターは、高

　火災に伴う廃棄物の処理については、

市の処理施設で処理できる物とでき

ない物があります。右記の区分に従

って処理してください。 

※事前に市が火災現場を確認させてい

ただきます。 

※搬入に際しては制限などがありますので、

清掃センター(御薗町3688　 372-1646)、

不燃物リサイクルセンター(国分町

1700　 374-4141)へお問い合わせく

ださい。 

建物火災に伴う廃棄物の取り扱いについてお知らせします 
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

解体業者などに
委託した場合

事 業 活 動 に
供 す る 建 物

被災者が自分で解体して
直接搬入した場合

廃棄物の分類

建物および附属建物

生活用動産

建物および附属建物

事務所用動産

区　　　分

個　人　住　宅

○：搬入可能　△：一部搬入可能　×：搬入不可 

お 知 ら せ  
くらしの情報 
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齢者の社会参加の推進と能力を

生かした活力ある地域社会づく

りに寄与することを目的に活動

しています。センターでは、事

業の効率化、事務の改善などに

より経費削減に努めてきましたが、

大口契約などの減少で運営が大

変厳しくなっていることから、

平成21年度から、事務費率を7％

から9％に改定します。 

※詳しくは、シルバー人材センター

(　382-6092)へお問い合わせく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
消費生活小冊子を 
無料で配布します 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　身近な消費生活の基本知識を

掲載した｢くらしの豆知識2009年

版｣を無料で配布します。 

内　容　食の安全を読み解く、

くらしのなかの契約、契約ト

ラブル注意報、くらしの事故

注意報など

人　数　35人(先着順、一人1冊

まで)

配　布　4月30日㈭まで、産業政策

課(市役所本館7階)窓口で配布

平成21年度 
国民年金学生納付特例制度
の申請をお忘れなく 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
　 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　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、

社会人になってから学生時代に

猶予した保険料を納めることが

できる｢学生納付特例制度｣があ

ります。20歳で国民年金に加入

された学生や平成20年度に制度

を利用していない学生は、申請

が必要ですので、手続きをして

ください。 

申請場所　保険年金課、地区市

民センタ—

持ち物　年金手帳、印鑑、学生

証または在学証明書(原本)

※平成20年度｢学生納付特例制度｣の

承認を受け、社会保険庁で卒業予

定年月を把握している方には、｢学

生納付特例申請書(はがき)｣が送付

されます。必要事項を記入して返

送することにより申請ができます。

｢学生納付特例申請書(はがき)｣が

届かなかった方や在学する学校を

変更した方は、従来通りの申請を

してください。平成21年度国民年

金保険料は、月額1万4,660円です。 

 
鈴鹿市療育センターを 
改修しました 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　障がい児デイサービス事業の

提供施設である療育センターに

ついて、平成20年度電源立地地

域対策交付金事業を活用した改

修工事が終わりました。 

ところ　西条五丁目118番地の3 

鈴鹿市の地形図が新しくなります　　都市計画課　 382-9024　 384-3938　　 toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

◆旧都市計画図

　現在、三重県では、県内一斉に地図情報を統一するため、共有デジタル地図の作成を行っています。従来は、各市

町が独自で作成していた都市計画図などの地図情報を、県内一斉に整備することで、住民サービスの向上や市町間

での情報共有などが円滑に行われます。市でも、今回の共有デジタル地図の作成にともない、従来使用していた都市

計画図(2,500分の1)の図画番号割が変更になります。詳しくは、都市計画課(市役所本館9階)、市役所売店(市役所本

館15階)でご確認ください。 

 ◆新都市計画図
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公共下水道の使用できる 
区域を拡大しました 

下水管理課　 382-9026　 384-3938

gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　3月31日㈫から、公共下水道の

使用できる区域がさらに広がりま

した。今回供用開始になる区域は、

国府、牧田、白子、稲生、飯野、河曲、

一ノ宮、箕田、玉垣、若松、神戸の各

一部約80haです。これにより、す

でに供用をしている区域と合わせ

て約1,580haの区域で公共下水道

が使用できるようになりました。

◆速やかに排水設備工事を行っ
てください
　公共下水道の供用開始区域内

の皆さんは、家庭の台所、風呂場、

洗面所、水洗便所などからの汚

水や工場、事業場からの排水を

公共下水道に流すための｢排水

設備｣を、供用開始後1年以内に

設置する必要があります。また、

くみ取り便所は、汚水管が公共下

水道に連結している水洗便所に3

年以内に改造しなければなりませ

ん。排水設備は個人負担で施工

していただき、工事は、市の排水

設備基準にあった設備をつくる技

術を習得している｢指定工事店｣

でないとできません。指定工事店

では、工事に関する必要書類の

作成、届出なども皆さんに代わっ

て行います。なお、70万円を限度

とした改造資金融資あっせん制

度が利用できる場合もありますので、

ご相談ください。 

平成21年度自衛官を 
募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
　 shimin@city.suzuka.lg.lg

◆予備自衛官補
応募資格　一般は18歳以上34歳

未満、技能は保有資格に応じ

て53歳から55歳未満の方

試験日　4月18日㈯〜20日㈪の

内で希望の日

申込み　4月13日㈪まで

◆幹部候補生
応募資格　20歳以上26歳未満の方

(大学院修士学位取得者は28歳

未満)

試験日　5月16日㈯、17日㈰(17日

は飛行要員のみ)

申込み　5月12日㈫まで

◆一般曹候補生
応募資格　18歳以上27歳未満の方

試験日・申込み
○第1回　試験日：5月23日㈯、

申込み：5月12日㈫まで

○第2回　試験日：9月19日㈯、

申込み：8月1日㈯〜9月11日㈮

※詳しくは、自衛隊三重地方協力本部

四日市地域事務所(　 351-1723)へ 

 
 

第33回鈴鹿市植木まつり 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

と　き　4月11日㈯〜19日㈰

　9時〜16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容　植木即売、寄せ植え体験、

クイズラリー、オークション、

地震体験車など

問合せ　鈴鹿市植木振興会

　(　382-9017)

国際理解セミナー｢作者の児童文学
から見えるカナダの移民の歴史｣ 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
　 sifa@mecha.ne.jp

と　き　5月10日㈰　10時〜11時30分

ところ　ジェフリーすずか研修室1

講　師　ジャクリーン・ピアース

(カナダの児童文学作家)

定　員　35人(先着順)

参加料　無料

申込み　5月1日㈮までに、郵便

番号、住所、氏名、年齢、電

話番号を記入の上、はがき、

ファクス、電子メールまたは

電話で鈴鹿国際交流協会へ

よみきかせやさんの日 

図書館　 382-0347　 382-4000
　 toshokan@city.suzuka.lg.jp

　4月23日㈭は｢子ども読書の日｣、

4月23日㈭から5月12日㈫までは｢こ

どもの読書週間｣です。今年の標

語「笑顔のヒミツは本の中」に

ちなんで、読み聞かせのフロア

ーワークを行います。水色の帽

子をかぶった職員が、子ども一

人ひとりに合わせて絵本の読み

聞かせをします。

対　象　赤ちゃんから幼児

と　き　4月23日㈭　10時〜12時、

13時〜15時

ところ　図書館児童閲覧室・親子

コーナー

※こいのぼりのぬりえコーナーもあ

ります。 

※先着30人にプレゼントがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

○講座・教室

現場力が身につく研修 

産業政策課　 382-7011　 384-0868
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　製造業の現場(稼働している企業)

を使ったユニークな研修で、もの

づくりの基本をさまざまな業種

の仲間と議論し、現場体験の中で

困りごとの原因追及を、分かりや

すく身に付けることができます。

対　象　市内の中小製造会社に

勤務し、次期リーダーをめざし

て全7回の講座に参加できる方

と　き　5月16日㈯、23日㈯、

29日㈮、6月6日㈯、13日㈯、

20日㈯、27日㈯

内　容　講義、ものづくり実技、

現場実践、グループ討議

定　員　20人(先着順)

参加料　無料

申込み　4月6日㈪から、産業政

策課ものづくり動く支援室(市

役所別館第3)へ

F1ミニ知識 F1ミニ知識 

催 し 物  

講座・教室 

お 知 ら せ  
くらしの情報 
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人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

春に 

　風景のあちらこちらが桜色に染まる4月となりました。

保育園や幼稚園、学校や職場では、新たな1年のスター

トの季節です。少し緊張した面持ちの新しい仲間ができ

たり、初めて経験するような新しいことに挑戦したり、今

まで体験したことのない新しい環境に身を置いたり、こ

れから始まることに期待と不安の入り混じったような、でも、

どこか新鮮な気分のスタートです。 

　桜の花が美しくひらひらと舞う中、さっそうと歩く人々

を見て、｢しかし自分はそうではないのだ｣と実感し、気

のせいか、美しいはずの桜が色あせて見えたのは、受

験に失敗した春の忘れ難い思い出です。｢この世の春を

おうかする｣、｢ついに春が来た｣といった言葉に代表さ

れるように、そのときまで｢春｣といえば｢幸せな始まりの季

節｣と思い込んでいた自分にとって、｢そうではない春が

ある｣という、少々つらい気付きの体験でした。そのとき

はっきり認識したことは、時間の経過として、春は来て桜

の花はひらひらと舞うけれど、その瞬間にも、自分の思

いや願いをかなえられなかったということを、受け入れな

ければならない人たちは必ずいるのだという事実でした。 

　このとき以来、自分にと

って春はいっそう深みを

増した季節となりました。

それは毎年春が来るごとに、

自分がどこから出発した

のかを思い出させてくれ、

また追体験させてくれる大切な時期となりました。そして

この体験は、その後、教育の道に進んだ自分には、悩ん

だり挫折している子どもたちに対して｢自分の状況を冷静

に受け入れることから始める｣という、かけがえのない視

点ともなりました。自分自身や自分の状況を受け入れる

ことから出発し、力強く遠くまではばたいていった子ども

たちにも出会うことができました。 

　そして今年もまた春が来ました。今年も桜の木々は、辺り

一面に桜色をふりまいています。しかし、そういう美しい情

景を見ながらも、今、自分の状況をかみしめている人たちは

必ずいることでしょう。まず、自分の状況や自分自身を見つ

め直し、受け入れることから始めることが、やがてこの｢春｣を、

忘れ難い｢転機｣としてくれるのではないでしょうか。 

の 4 月 納 税 
○固定資産税・都市計画税・・・全期・1期
 【納期限は4月30日㈭です】
※納税は、便利な口座振替で 

日本語ボランティア養成講座 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　市内に在住する外国人と共に生き

る社会づくりを進める上で、不可欠

なコミュニケーション力をはぐくむ

ため、地域で日本語支援をしていた

だく日本語ボランティアの養成講座

です。今までまったく日本語を教え

たことのない方に簡単なノウハウを

身に付けていただき、実践していた

だくことを目標に開催します。

対　象　できる限り全講座に参

加でき、日本語支援活動にも参

加できる方

と　き　5月9日㈯から6月27日㈯ま

での毎週土曜日10時〜11時30分

※6月6日、13日は13時から14時30分

にも開催(全10回)

ところ　文化会館

講　師　池田、井高、松葉、渡

辺(日本語講師)

定　員　30人(先着順)

受講料　一般6,000円、賛助会員

3,000円(賛助会員にはいつで

も加入できます)

申込み　4月23日㈭までに、郵便

番号、住所、氏名、電話番号

を記入の上、はがき、ファクス、

電子メールで鈴鹿国際交流協

会(〒513-0801　神戸一丁目

1-1近鉄鈴鹿市駅ビル3階）へ

外国語講座 

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

とき・内容
○英会話中級1　5月13日㈬〜

10月7日㈬　19時〜20時30分

○英会話中級2　5月7日㈭〜9月

24日㈭　10時〜11時30分

○英会話初級1　5月12日㈫〜

10月6日㈫　19時〜20時30分

○英会話初級2　5月13日㈬〜

10月7日㈬　10時〜11時30分

○ 中 国 語 入 門　5月13日㈬〜

10月7日㈬　19時〜20時30分

○ポルトガル語入門　5月7日㈭

〜9月24㈭　19時〜20時30分

ところ　(財)鈴鹿国際交流協会

定　員　20人(中国語入門のみ18人)

受講料　一般1万9,000円、賛助

会員1万6 ,000円(賛助会費

2,000円が必要となります)

※テキスト代、コピー代は別途必要です。 

申込み　4月23日㈭(必着)までに、

郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

電話番号、ファクス番号、電子メ

ールアドレス、希望講座名(曜日・

時間)を記入の上、はがきで鈴鹿

国際交流協会｢外国語講座｣係(〒

513-0801 神戸一丁目1-1　近

鉄鈴鹿市駅ビル3階)へ

※応募者多数の場合は抽選し、10人

に満たないクラスは中止します。 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　F1って何？ 

　　F1の｢F｣は｢Formula｣の｢F｣で、

サイズ・重量・エンジン排気量など

によるレーシングカーのクラス分け

のことです。一方、F1の｢1｣は、そ

の規定に沿ったレースの最高峰を

意味する｢1｣で、この二つを組み

合わせてフォーミュラ・ワンという

名称が付けられています。 

Q

A
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　鈴鹿山脈の宮指路岳(標高946ｍ)は滋賀県との県境にあり、その山頂付近は花こう岩が露出し三体仏石や馬ノ背岩などの
奇岩が見られます。花こう岩地帯は一般的に土壌が浅くて栄養分が乏しく、酸化しやすい立地であるためツツジ科の植物が豊
富で、5月から6月にかけては色とりどりのツツジの開花が見られます。

Vol.20
宮指路岳のツツジ

尾根道から見た花こう岩群

撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 佐佐木信綱記念館（石薬師町）
平成20年4月5日
秘書広報課

表 紙 写 真

通りのサクラ

　この号が発行されるころは春真っ盛り。
きっとサクラの花も満開のことでしょう。お花
見も各地で開かれていることと思いますが、
やっぱり一番の気掛かりはお天気ですね。
幹事さんは、気をもみながら、毎日桜前線
や天気予報をチェックされていることだと
思います。

　青空をバックに咲くピンクのサクラはとて
も美しいものですが、サクラは開花期間が
短く、雨や強風にさらされると一晩で散って
しまいます。晴天の日で満開のサクラという
のはシーズン中せいぜい2、3日ほどです。
皆さん、そんな日は、ぜひ絶景の花見スポッ
トを探しにお出掛けください。（眞）

広報すずか　2009年4月5日号

　5月から6月に、釣り鐘型の淡
紅色または紅色の花が、ブドウの
房のように垂れ下がった状態で
咲きます。

　5月から6月に、白い大柄な花
が下向きに咲き、五角形に見え
ます。皇室の愛子さまのお印の
花として用いられています。

　6月ごろに10個ほどの花がま
とまって咲きます。花びらは釣
り鐘型で、ピンク色に紅色の縦
の筋が入り、更紗模様に見られ
ることから名付けられました。

　葉が小さく三つ葉であること
からこの名が名付けられました。
早咲きで、3月下旬から４月に葉
が出る前に紅紫色の花を咲か
せます。

ベニドウダンベニドウダン
　4月から6月に朱色の5枚の
花びらが開き、鮮やかな花を咲
かせます。丘陵地の明るい雑木
林などで見みられます。

ヤマツツジ

コバノミツバツツジ

シロヤシオ

サラサドウダン

さ ら さ

　ツツジとしては開花が遅く、夏
ごろに咲きます。淡い紅色の花は
円柱状に咲き、花びらは反って雌
しべが突き出るのが印象的です。

ホツツジ

山地 丘陵地～山地


