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鈴鹿鈴鹿の教育

未来を拓く心豊かで
たくましい子どもを育む
未来を拓く心豊かで
たくましい子どもを育む
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「鈴鹿らしさ」を生かした
  教育の振興

策定趣旨

基本理念

計画期間

策定趣旨

基本理念

計画期間

　少子化、グローバル化、ライフスタイルの多様化など、子ど

もを取り巻く環境は大きく変化しています。国の「教育基本

法」でも「教育の振興のための施策に関する基本的な計画の策

定に努めること」と規定されたことを受け、鈴鹿市でも中長期

的視野に立った教育の方向性を明確にしました。

　地域全体で取り組む鈴鹿らしい教育の実現をめざし、「つなぎ　

つながる　鈴鹿の教育」と定めました。

　家庭・学校・地域が、それぞれの責任と役割を自覚し、一体と

なって子どもの「生きる力」を育んでいきます。

　本計画は、平成23年度から平成32年度までの10年間です。

時代の変化に対応できるよう具体的な施策は、5年間を目標

とします。

　本市では、第五次鈴鹿市総合計画「みんなで築く鈴鹿

夢プラン」に基づき、市民の皆さまと協働しながら

「住んでよかった、これからもずっと暮らしてい

きたい」と感じることのできるまちづくりに取り

組んでいます。

　特に、明日の鈴鹿を担う子どもたちが、将来へ

の夢や希望を持ち、心豊かにたくましく成長する

ことのできる教育の推進は、市政運営において

大変重要なことと考えております。

　「鈴鹿市教育振興基本計画」の策定を契機に、す

べての子どもたちの幸せを願い、家庭・学校・地域

が一体となって取り組む鈴鹿らしい教育を、さらに

充実・発展させて参りたいと考えております。

　今後とも、市民の皆さまのご理解、ご協力をお

願いいたします。
鈴鹿市長　川岸光男鈴鹿市長　川岸光男

鈴鹿市教育振興基本計画 
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「鈴鹿五策」
　　これまでの取り組みを整理し、これからも大切に残していかなければならない施策を「鈴鹿五策」と位置付け

ました。

　「学び」と「安全安心」の2つの

ネットワークづくりを基盤に、学校と

地域との双方向の連携を促進し、地

域ぐるみで子どもの教育に取り組む

教育環境づくりを推進します。

つなぎ　つながる　鈴鹿の教育つなぎ　つながる　鈴鹿の教育つなぎ　つながる　鈴鹿の教育

　少人数学級編制を核とした少人

数教育を推進するとともに、日々の

授業を中心とした教育活動の工夫

と改善を図り、きめ細かな指導と学

力保障への取り組みを推進します。

一人一人を大切にし、学ぶ意欲と
わかる喜びを高める少人数教育の推進

ものづくりを基盤として、
夢を育むキャリア教育の推進

　職場体験学習や「夢工房〜達人

に学ぶ〜」事業を充実し、自分の

将来や進路について考え、夢や希

望を持った生き方について学ぶ

キャリア教育を推進します。

多文化共生のまちづくりに
つながる外国人児童生徒教育の推進

　人権の視点を大切にした外国人児

童生徒への日本語指導と国籍や文化

が違っても、将来のパートナーとして、

共に学び合い、理解し合うことがで

きる多文化共生教育を推進します。

　障がいのある子どもの多様性を

理解し、一人一人の特性やニーズを

把握するとともに、保護者との連携

を図り、それぞれの子どもに応じた

個別の教育支援を推進します。

途切れのない支援をめざした
特別支援教育の推進

家庭・学校・地域が主体的に
協働する地域ぐるみの教育の推進

少人数教育 外国人児童生徒教育 キャリア教育

鈴鹿市教育振興基本計画鈴鹿市教育振興基本計画
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幼小中学校園長会長　一見勝美さん

　「鈴鹿市教育振興基本計画」では、鈴鹿の子どもたちにとって真に必要な取り組みを「鈴

鹿五策」とし、基本理念の「つなぎ　つながる　鈴鹿の教育」の実現をめざしております。

　地域の皆さまのご協力を得て進めて参りました「学びのネットワーク

づくり」と「安全安心のネットワークづくり」は、「鈴鹿らしさ」のある取

り組みを基盤として、これからも大切にして参りたいと思います。

　「鈴鹿市教育振興基本計画」を基に、すべての子どもたちの幸せを

願い、家庭・学校・地域が一体となって取り組む鈴鹿の教育を、さら

に充実・発展させて参る所存です。地域の皆さまには、今後ともより

よい学校づくりに向けて、ご支援賜りますようお願い申し上げます。
教育長　水井健次教育長　水井健次

つなぎ　つながる　鈴鹿の教育つなぎ　つながる　鈴鹿の教育

　今、学校ではさまざまな教育課題を抱えておりますが、何よりもすべての子ども

の学力保障に取り組まなければならないと考えています。

　そこで、１学級30人から35人の少人数学級だと、先生が子どもたち一人一人

にゆとりを持って、丁寧に指導することができます。

　これは、市独自で非常勤講師を配置いただいていることなどにもよ

りますが、今後もこうした子ども一人一人にきめ細かに目を向けるこ

とのできる鈴鹿らしい教育環境づくりが進むことを期待します。

鈴鹿市PTA連合会長　名和利昌さん

　多くの地域の方が、登下校や学校での活動にボランティアとして子ども

たちにかかわっていることは、鈴鹿市の大きな特徴ではないでしょうか。

人間関係の希薄さが、よく指摘されますが、こうした活動は、地域の顔

と顔の見える関係づくりが進む大きなきっかけになるように思いま

す。こうした活動への参加が広がり、子どもたちの可能性や夢の実

現を、地域全体で応援し、支えていくことができる環境が整ってい

けばと思っています。

特定非営利活動法人 愛伝舎　坂本久海子さん

　鈴鹿市には、人口の約4.3％にあたる外国人の方々が生活しています。

子どもたちには、小・中学校のころから外国人の仲間と共に学び合える

環境を生かし、さまざまな国の仲間とつながり、より豊かな感性を育ん

でもらいたいと思っています。

　お互いの国籍や文化の違いを認め合い、共に学ぶ楽しさを実感す

ることで、多文化共生社会の未来の担い手として世界で活躍する人

材に育ってもらえることを願っています。

広報すずか特集「鈴鹿市教育振興基本計画」についてのご意見・ご感想は教育委員会指導課へ
〒513-8701　指導課　　382-9028　　 383-7878　　shido@city.suzuka.lg.jp
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　子どもたちを中心に緑茶離れが進んでいる

と言われる中、お茶を通じて「家族の団らん」

や「おもてなしの心」を学び、本市が緑茶の有

数の生産地であることに関心を持ってもらお

うと、文化会館で「すずか茶～キット」が行わ

れました。

　この企画は、鈴鹿市茶業組合と市が主催者

となって今年から始まったもので、参加した

約50組100人の親子は、お茶の知識を問う筆記

クイズ、お茶のいれ方競技、お茶の種類当て競

技の3つの「レース」でポイントを競いました。

　このうち、お茶の種類当て競技では、鈴鹿市

産の「かぶせ茶」「煎茶」「ほうじ茶」「玄米茶」

「深蒸し煎茶」の5種類のお茶で利き茶を行い

ました。参加者は、親子で交互にコップにいれ

られたお茶を口に含み、戸惑いながらも、微妙

な味や香りの違い

を頼りにして、真剣

な表情で5つのお茶

の種類を特定して

いました。

2/20（日）2/20（日）

　第4回美し国三重市町対抗駅伝が開催され、鈴

鹿市チームが2時間18分17秒のタイムで、見事に2

年ぶり2回目の総合優勝の栄冠を手にしました。

　この駅伝は、県内の29市町ごとに編成され

たチームが、三重県庁前をスタートし、伊勢

市の三重県営総合競技場陸上競技場をゴー

ルとする10区間、42.195㎞の早春の伊勢路を

舞台に毎年熱い戦いを繰り広げます。

　鈴鹿市チームは、小学生から40代までの

メンバーが各区間でたすきをつなぎ、郷土

の誇りを胸に、沿道の声援を力に変えて力

走を見せてくれました。

2/20（日）2/20（日）鈴鹿市チームが総合優勝！
美し国「三重」を熱くする駅伝の戦い

白熱したポイント争い　その結末は？
鈴鹿の緑茶を使って「茶～キット」
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　石薬師町出身の国文学者で、歌人の佐佐木

信綱をたたえる「第39回佐佐木信綱顕彰歌

会」の優秀作品展が、図書館一階ロビーで行

われました。

　歌会は佐佐木信綱顕彰会が全国から公募し、

毎年開催されています。39回目となる今回は、

小・中学生、高校生を中心に、過去最多の8,316

点の応募がありました。

　展示会では、佐佐木信綱の孫で歌人の佐佐

木幸綱さん（早稲田大学名誉教授）、歌人の奥

田亡羊さんの2人の選者によって選ばれた作品

25首が展示され、来館者は歌に詠まれた情景を

思い浮かべながら、熱心に見入っていました。

2/10（木）2/10（木）

2/19（土）2/19（土）

　ホンダ鈴鹿製作所ラグビー部「ホンダヒート」

が、2年ぶりに来シーズンから日本ラグビー界の

最高峰「トップリーグ」に参戦することが決まり

ました。これを受け、上野三四郎監督と選手た

ちが市長を訪問し、トップリーグ再昇格を決め

た今シーズンの戦績を報告しました。

　選手は「鈴鹿の皆さんの応援が力になった」

と今シーズンを振り返り、上野監督は「トップ

リーグで上位に入り、

念願の日本選手権出

場を果たしたい」と来

シーズンに向けての

決意を語りました。

　また、市役所本館1階ロビーではトップ

リーグ昇格を祝い、公式戦の写真などを展示

したパネル展示も行われました。

2/2（水）～18（金）2/2（水）～18（金）

　企業同士や関連機関との「新たな連携」や

「販路の拡大」の創出を目的に、市役所別館第3

の2階にある「ものづくり産業支援センター」

で、第1回センター祭りが開催されました。こ

の日は、ものづくり産業支援センターが支援を

してきた市内の中小製造業の皆さんが一堂に

会し交流を深めました。

　会場では、市内企業の経営者が、起業から

現在に至るまでのさまざまなエピソードを

話すコーナーや、約20社の経営者が思い出の

商品や自社製品を持ち寄って展示し、「わが

社の今昔、自慢、今後の夢」を話すコーナーな

どが設けられました。

　参加者はイベントを楽しみながら、新たなビ

ジネスパートナーの創出や販路の拡大におおい

に役立てていました。

佐佐木信綱顕彰歌会　優秀作品展を開催

ホンダヒートが来季から再びトップリーグへ参戦！

ものづくりのまち「鈴鹿」　深めよう！企業間の連携
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次回の募集は5月5日掲載分です ●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内 ●申込み／3月14日㈪〜18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、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします。

民族衣裳着付同好会
　386-3827

鈴木利昭
　383-0712

事務局　中城
　383-5393

先天性四肢障害児父母の会三重支部
松本　383-1502

事務局長　辻岡勝洋
　386-8422

鈴鹿建設高等職業訓練校
　382-1521

三重県ディスクゴルフ協会
　辺田寿夫　370-3248

鈴鹿きくち教室
　080-3624-6446

磯路会　増井
　386-7256

とき／4月5日から毎週火曜日10時～
12時（3カ月12回）　ところ／華賀きも
の学院内　内容／手結び着付、冠婚葬
祭などの着付、常識をマスター　定員
／10人　受講料／12回で8,400円

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／伊勢型紙の技法で
絵画を作ろう！　講師／大杉華水（月
1回）、吉村悦子　※初心者歓迎

とき／3月19日㈯～21日㈪　ところ／三重県
総合文化センター2階　入場料／無料　※
障がいを持つ子どもと親とまわりの子どもた
ちが障がいを理解し明るく育っていく姿を描
いています。野辺明子さんのお話会も開催

すずか陶芸教室
　386-2509

対象／性別年齢不問　とき／第1・3土
曜日・第2・4金曜日の全日、第1・3月曜
日午前、木曜日午後のいずれか　とこ
ろ／NDCホール（鈴鹿警察署東1分）　
参加料／2,500円※釉薬から焼成まで

とき／3月27日㈰9時30分～
16時　ところ／ふれあいホー
ル　内容／仕舞･独調･素謡･
連吟など20曲を会員が発表
入場料／無料

　大工の仕事をしながら技術を身に
つける職業訓練生を募集　条件／高
卒（中卒は要相談）　木造建築科訓練
期間／4月開校・3年間　訓練日／毎
週水曜日　※随時面接を行います。

とき／3月19日㈯から　ところ／白
子サンズ2階　内容／子どもたちの
工作、絵画、集団制作を展示します。
入場料／無料　※3才～小学6年生
の力作をぜひお楽しみください。

とき／3月13日㈰（雨天時は20日
㈰）　集合／近鉄斎宮駅前　9時5
分　内容／海岸道を歩く斎宮～
明野　約7kmと12km　参加費／
200円　※初参加者大歓迎

対象／幼児から高校生、親子も可　
とき／毎月第2土曜日10時から、13
時から　ところ／文化会館　参加料／
茶菓代程度　申込み／随時電話で
※当日参加、親子参加も可能です。

とき／3月20日㈰10時～15時（荒天
中止）　ところ／青少年の森常設
コース　内容／10時～14時30分随
時受付、15時表彰　参加費／無料
※貸しディスク有り、初心者大歓迎

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿こども茶道教室

鈴鹿テニス協会　川出
　・　370-1341

世話人　堤
　386-6338

とき／4月9日から毎週土曜日（全10回）ジュニ
ア18時から、一般中級・初級19時20分から（ナイ
ター）　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、
氏名、年齢、連絡先、クラスを明記しファクスで

対象／中国語を学びたい方誰でも可
とき／毎月第2・4金曜日19時から
ところ／白子コミュニティセンター
内容／中国人･日本人講師熱血指導
※初心者歓迎、体験入会可、詳細は電話で

玉垣小学校　山中
　382-0269

とき／3月1９日㈯13時30分から　と
ころ／玉垣小学校体育館　内容／第1
部オリジナルステージ、第2部招待演
奏（桜島小学校リコーダークラブ）、第
3部ポップスステージ　入場料／無料

奥山
　090-9663-4676

とき／4月3日㈰開演1部10時、
2部14時　ところ／鈴鹿スポー
ツガーデン体育館　開場／開
演30分前　入場料／無料　
※クラブ会員も募集中

すずか陶芸教室
春組生募集

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集中

私たちと楽しく
歌いませんか

絵本「さっちゃんの
まほうのて」原画展

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室生徒募集

鈴鹿能楽連盟
第22回発表会

平成23年度
職業訓練生募集

こどものアトリエぱぴえ
春休み作品展

青少年の森
ディスクゴルフ大会

きつけ

中国語学習同好会

藤田恭子
　385-4089

とき／3月26日㈯9時～16時
30分、27日㈰9時～16時　と
ころ／文化会館さつきプラザ　
講師／佐野硯水　※多数の皆さ
んのお越しをお待ちしています。

第23回鈴鹿水墨画・
日本画展

春季テニス教室
受講生募集

鈴心館道場　三木
　378-2608

対象／小学生以上　とき／毎週水･日曜日
19時から　ところ／平田野中学校体育館
内容／元気で楽しく、長く続ける剣道
※来館、見学自由。スポーツ少年団にも
登録。中学校正課導入前に始めよう。

剣道　新年度会員募集 あなたは、一人じゃない

Kiddie Koop （キディクープ）
　090-4112-5510

とき／3月28日㈪10時30分～11時30分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容／
えいごの歌･絵本に親しみイースターを楽
しみましょう。　参加費／運営費として親
子で1,000円　申込み／3月20日㈰まで

西条発展会事務局
　・  　384-2122  　nishijo-b@sky.plala.or.jp

とき／3月20日㈰・21日㈪9時～
15時　ところ／西条中央公園　
料金／1ブース1,500円　※10
月30日の台風での順延です。気
軽にお問い合わせください。

ママと一緒にえいごで
イースター

元気フリーマーケット
出店者募集

初歩の俳句
スクーリング生募集

楽しいコーラス会員募集 EM勉強会リトミック教室生徒募集･
無料体験

第4回Sorae新体操クラブ
発表会

玉垣小学校金管バンド
第28回お別れ演奏会

ヨガ教室

石田
　080-5134-0066

とき／3月9日㈬10時～11時　ところ／
四日市市楠ふれあいセンター（北五味塚
1452-1）内容／無料でヨガの体験　持
ち物／動きやすい服装、飲み物、マットか
バスタオル　※お気軽に参加ください。

太田
　372-2835

とき／毎月第3･4木曜日13時30分か
ら　ところ／郡山公民館　参加費／
月1,500円　※年齢、男女は問いませ
ん。童謡･唱歌など懐かしい曲を歌っ
ています。お気軽にお越しください。

山原
　372-0933

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。

NPO俳句みえ（花卯木会）　藤田
　386-6710

とき／毎月第3金曜日9時30分からま
たは13時30分から2時間　ところ／
文化会館　内容／ボランティア講師の
初歩の俳句教室　費用／3カ月無料

（会場費など実費月100円程度必要）

鈴鹿EM交流会
　382-6039

とき／3月18日㈮19時～21時　と
ころ／ジェフリーすずか　参加費／
500円（EM菌含む）　内容／EM菌
の基礎知識と家庭内での使い方と
応用。　※気軽にご参加ください。

河西
　090-1750-6245

対象／悩み事がある人　とき／3月
11日㈮14時～15時30分　ところ／
白子駅前ストーリアホテル2階ニュー
ポート　内容／語り合い、分かち合い
参加料／500円　申込み／不要

鈴鹿少年少女合唱団
佐々木　・　374-3397

対象／小学1年生から　とき／毎週土
曜日10時～12時　ところ／神戸コミュ
ニティセンターほか　内容／歌って楽
しい、聴いて楽しい合唱団です。親切･
丁寧に指導します。　※見学者大歓迎

西部少年少女合唱団
佐藤　371-3219

対象／小学1年生～高校生　とき／毎
週土曜日10時～11時30分　ところ／
深伊沢小学校　参加費／月500円　
※夏休みには合宿もあり皆で楽しく歌っ
てます。ぜひ一度見学に来てください。

森本
　080-1562-5724

とき／3月25日㈮13時30分
から　ところ／ジェフリーす
ずか3階　内容／楽しいフラ
ダンスを1曲覚えましょう　
参加費／500円

フラダンス

こちら すずか

情報局
※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、年度内(4月5日号～翌
年3月5日号)2回までです。

   

なか じょう
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固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市民税・県民税

（普通徴収分）、国民健康保険税

対象となる市税

◆納付書による納付

金融機関・市役所の窓口

百五銀行、三重銀行、第三銀行、北伊勢上野信用金

庫、東海労働金庫、中京銀行、 三菱東京ＵＦＪ銀行、

鈴鹿農業協同組合、三重県信用漁業協同組合連合会、

東海４県内のゆうちょ銀行(郵便局)、市役所本庁舎

（納税課、指定金融機関派出所）、地区市民センター

コンビニ店舗（全国にある下記のコンビニ店舗）

 市内に店舗のあるコンビニ　

サークルＫ、サンクス、セブン‐イレブン、ファミリー

マート、ミニストップ、ローソン、ＭＭＫ設置店（※）

　その他、納付書の裏面に記載のあるコンビニ店

舗でも納付できます。

※MMK設置店・・・MMK端末（公共料金収納端末）が設置さ

れ、「公共料金収納取扱窓口」の表示のある店舗。

　次のような場合は、コンビニでは納付できませ

ん。コンビニで納付できない場合は、金融機関・市

役所の窓口で納付してください。

　納付書にバーコードの印字がない場合（例えば、納

付書1枚あたりの金額が30万を超える場合など）

　金額を訂正したものや書き加えた場合

　破損や汚れなどによりバーコードを読み取れな

い場合

　納付書記載の納期限、コンビニ取扱期限を過ぎ

た場合

◆口座振替による納付

　口座から自動的に振り替えて納税する口座振替

をご利用いただくと大変便利です。申込用紙は、市

内の各金融機関窓口、納税課、地区市民センターにあ

ります。手続き後、登録までに約1カ月かかりますので、口座

振替をご希望の方は、お早めに手続きをお願いします。

市税を納める方法と場所
　平成23年度から、納付書はとじられ

ていない状態（単票）で送付します。納

付の際は、納付書に記載されている期

別と納期限をよくお確かめください。

　また、固定資産税・都市計画税、市民

税・県民税（普通徴収分）の、全期前納

（一括納付）用の納付書が廃止されます。

全期分を一括して納めたい場合は、送

付される期別納付書すべて（４枚）を使

用してください。なお、口座振替により

全期納付されている方は、変更ありま

せん。

納付書の様式・発送方法が変わ
ります

　「領収証書」とコンビニレジで発行さ

れた「レシート」は、納めていただい

た内容を証明する大切な書類となり

ますので、必ず受け取り、一緒に保管

してください。いかなる場合でも「領

収証書」と「レシート」の再発行はで

きません。

　納付後、取消しなどの変更はできま

せん。納付書記載の納期と納期限日

をご確認の上、納付してください。

　コンビニでの納付の際に手数料はか

かりません。

安心してコンビニ納付を利用する
ポイント

バーコードの印字のあるものはコンビニでも納付
できます。ただし、納期限内に納めてください。

情報館　　コンビニ納税❶
納税課　　3 8 2 - 7 8 3 1 　　3 8 2 - 7 6 6 0
　　n o z e i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

市税の納付できる窓口を拡大します
　平成23年度の市税の納付書から、全国のコンビニエンスストア（以下コンビニ）
や東海4県内（三重・愛知・岐阜・静岡）のゆうちょ銀行（郵便局）の窓口でも納付で
きるようになります。口座振替で納付いただく方は今までと変更ありません。
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愛犬に予防注射を受けさせましょう

外国人市民の現状

　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

日本に侵入してくるか分かり

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。

●犬を押えられる方が連れてきてください。

●首輪や胴輪はしっかりと装着させてください。

●ふんの後始末ができる用意を持参してください。

●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。

※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。

※案内はがきが届かなかった場合でも、会場で申込書を記入すれば、注射

を受けられます。

●犬が高齢、妊娠中、病気などの場合は、自分で判断せずに、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。

対　象　生後91日以上の犬

費　用　3,200円

注射済票

◆接種の際の注意点

4月2日㈯
旭が丘公民館
白子コミュニティセンター

13時30分～14時40分

15時～15時45分

4月13日㈬
ふれあいセンター

野町公民館

鈴鹿ハイツ公民館

13時～13時30分

13時45分～14時5分

14時20分～14時40分

4月18日㈪
椿公民館

鈴峰公民館

庄内公民館

13時30分～14時15分

14時30分～15時15分

15時30分～16時

4月19日㈫
国府台第一集会所

国府公民館

住吉公民館

13時～13時45分

14時～14時40分

15時～15時30分

4月20日㈬
三重県花植木センター

加佐登公民館

深伊沢公民館

久間田公民館

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

4月21日㈭
石薬師公民館

自由ヶ丘集会所

木田公会堂

13時～13時50分

14時5分～14時35分

14時50分～15時20分

4月22日㈮
野辺町集落センター

河曲地区市民センタ－

神戸コミュニティセンター

神戸公民館

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25分

4月14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

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15日㈮
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

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25分

4月16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

13時～13時30分

13時55分～14時25分

14時45分～15時15分

15時30分～16時

4月17日㈰
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

10時30分～11時20分

13時～14時

14時15分～14時45分

15時5分～16時5分

4月3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

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9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10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

10時30分～11時30分

13時～13時45分

14時15分～14時45分

15時～16時

4月11日㈪
ＪＡ鈴鹿玉垣支店
西玉垣集会所
三日市南自治会集会所

13時～13時30分

13時45分～14時10分

14時25分～14時45分

4月12日㈫
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45分

14時～14時30分

14時45分～15時15分

15時30分～16時10分

狂 犬 病 予 防 注 射 日 程 表

情報館　　狂犬病の予防注射❷

　犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で義
務付けられています。これに伴い、4月2日㈯から各地区で狂犬病予防集
合注射を行いますので、ご都合の良い会場で受けてください。

環境政策課　　3 8 2 - 9 0 1 4 　　3 8 2 - 2 2 1 4
　　　k a n k y o s e i s a k u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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リサイクルセンターが完成しました

　現在の鈴鹿市不燃物リサイクルセンターは、稼働から約18年が経過し、処理施設の老朽化が著

しく、併設する最終処分場は、平成26年度中には埋立が完了する見込みとなっています。そのため、

平成20年度から、現在の鈴鹿市不燃物リサイクルセンターの隣接地に、不燃物リサイクルセン

ター2期事業として、新しい施設の設計・建設を進めてきました。

　この不燃物リサイクルセンター2期事業は、「リサイクルセンター」（容器包装プラスチック処理施設、不燃・

粗大ごみ処理施設）と「最終処分場」の新設を目的としています。

　平成22年4月に完成した容器包装プラスチック処理施設

に続き、このたび不燃・粗大ごみ処理施設が完成し、新しい

「リサイクルセンター」が4月1日㈮から本格的に稼働する

こととなりました。

　「リサイクルセンター」をご利用の際は、場内の案内看板や

誘導員の指示に従ってご利用ください。

※新しい「最終処分場」は、平成24年度中に工事に着手し、平成26年3月

の完成をめざしています。

　新しいリサイクルセンターは、入口と出口の動線を分けることで、混雑時の渋滞を緩和し利便

性の向上に配慮しています。

　また、環境学習の場として、見学者コース、見学者ホール、情報コーナーなどがあります。さらに、

場内外灯には太陽光と風力のハイブリッド照明灯、管理棟屋上には屋上緑化やソーラーパネルを

設置し、自然エネルギーを活用して環境負荷を軽減しています。

新しいリサイクルセンター

入　口 出　口 ハイブリッド照明灯

住　　所　鈴鹿市国分町1700番地　  374-4141　 374-4619

受付時間　9時〜12時、13時〜16時（日曜日、年末年始を除く） 考古博物館●

●河曲小学校
●神戸中学校

リサイクル
センター

至 亀山 至 四日市

木田橋鈴鹿川

JR河曲駅

木田橋木田橋

★

●不燃物リサイクルセンター2期事業

●施設概要●施設概要

●特徴●特徴

容器包装プラスチック処理施設　　　22ｔ/日

不燃・粗大ごみ処理施設　　　48ｔ/日（ペットボトル・有害ごみ処理系統を含む）

新しいリサイクルセンターの処理能力　

国道１号

●不燃物リサイクルセンター2期事業●不燃物リサイクルセンター2期事業

情報館　　リサイクルセンター❸

　新しいリサイクルセンターが完成し、4月1日㈮から本稼働します。
ここでは、その施設概要などについてお知らせします。

開発整備課　　3 8 2 - 9 0 1 5　　3 8 2 - 2 2 1 4
　 kaihatsusebi@ci ty . suzuka . lg . jp
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納税の休日・夜間窓口を
開設します

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

◆休日窓口

と　き　3月27日㈰　8時30分

～17時15分

◆夜間窓口

と　き　3月30日㈬、31日㈭　

17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市

役所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、

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。

公共下水道の供用開始の
縦覧をします

下水管理課　  382-9026　  384-3938
　gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　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。

対象地区　国府、牧田、白子、

飯野、一ノ宮、玉垣、若松、栄

の各一部

と　き　3月16日㈬～23日㈬

(土・日曜日、祝日を除く)　

8時30分～17時15分

ところ　下水管理課(市役所

本館9階)

第3回鈴鹿市地域公共
交通会議が傍聴できます

商業観光課　  382-9016  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月18日㈮　13時30

分～16時

ところ　市役所本館12階1204

会議室

定　員　5人(先着順)

申込み　当日13時から13時30

分まで、会場で受け付けます。

臨時職員の登録者を
募集します

人事課　  382-9037　  382-2219
　jinji@city.suzuka.lg.jp

子育て支援課　  382-7606　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp
学校教育課　  382-7618　  382-9054
　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　一般的な事務補助を行う臨

時職員の登録者を随時募集し

ています。登録希望者は、臨時

職員登録申込書を人事課へ提

出してください。登録者の中

から必要の都度、勤務条件や

経験などを考慮して雇用させ

ていただきます。

　また、公立保育所の臨時保

育士・給食調理員・延長補助員

(子育て支援課)、小学校の給

食調理員、公立幼稚園・小・中

学校の講師・介助員(学校教育

課)も随時募集しています。詳

しくは、子育て支援課または

学校教育課へお問い合わせく

ださい。

70歳から74歳の方の
窓口負担割合を見直します
保険年金課　  382-7605　  382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　70歳から74歳の方の窓口負

担について、平成23年4月から

平成24年3月までの1年間、医

療機関での窓口負担が1割に

据え置かれます(制度改正に

より、窓口負担については平

成20年4月から2割負担とされ

ていましたが、平成23年度も

平成22年度に引き続き、これ

を1割に据え置きます)。

※現在3割負担の方、後期高齢者

医療制度に加入している方は除

きます。

※現在一部負担金の割合が｢2割

(平成23年3月31日までは1割)｣

と記載されている高齢受給者

有

料

広

告

※｢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。

※臨時職員登録申込書は、市ホー

　　ムページ(　　http : / /www.c i t y .

　　suzuka. lg . jp/gyosei/jinji/saiy

　　ou / i n d e x7 . h tm l )から入手で

　　きます。
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　　証をお持ちの鈴鹿市国民健康保

険の被保険者には、3月下旬に｢1

割｣と記載された新たな高齢受

給者証を郵送します。

国民年金加入の届出を
お忘れなく

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

　退職などに伴い、年金の被

保険者の種別が変わる方は届

出が必要です。届出をしない

と将来の年金額が減ったり、

給付されなくなったりします

のでご注意ください。

◆国民年金被保険者の種別

○第1号被保険者：20歳以上60

歳未満の自営業者、学生、フ

リーターの方など

○第2号被保険者：会社員や公

務員(厚生年金加入者、共済

組合員)

○第3号被保険者：会社員や公

務員に扶養されている20歳

以上60歳未満の配偶者

◆20歳になったとき(第1号被

保険者)

　誕生月の前月に、年金事務

所から加入届書が送付され

ます(厚生年金、共済組合の

加入者は除く)。必要事項を

記入の上、加入手続きをして

ください。

◆会社などを辞めたとき(第1

　号被保険者)

　国民年金の加入届出が必

要です。扶養されている配

偶者も同時に届出が必要で

す。保険年金課、地区市民セ

ンターで手続きをしてくだ

さい。

持ち物　退職日が分かる書類、

年金手帳

◆会社などに勤めたとき(第2

号被保険者になったとき)

　会社などが年金事務所へ届

出をしますので、本人の届出

は不要です。扶養されている

配偶者(第3号被保険者)も同

様です。

問合せ　津年金事務所国民年

金課(　 059-228-9188)

後期高齢者医療制度の
｢医療費のお知らせ｣を

送付します
保険年金課　   382-7627  　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　後期高齢者医療制度の加

入者を対象に、三重県後期高

齢者医療広域連合が、平成

22年1月から12月までの｢医

療費のお知らせ｣を3月下旬

に送付します。この｢医療費

のお知らせ｣は、実際にか

かった医療費をお知らせし、

健康の大切さを改めて確認

していただくことを目的と

しています。

※確定申告などの｢医療費控除｣の

領収書の代わりとすることはで

きません。

問合せ　三重県後期高齢者医

療広域連合事業課 (　   

059-221-6884)、保険年金課

水道料金などに関する
委託業者の事務所が

移転します
営業課　  368-1670　  368-1688

　egyo@city.suzuka.lg.jp

　水道メーターの検針、使用

開始・中止、料金のお支払いに

関する一連の業務を、4月1日

以降も引き続き第一環境(株)

に委託することになりました。

このたび、委託業者の事務所

統合により、鈴鹿営業所の窓

口を廃止し、水道局内の事務

所に移転します。

　これに伴い、3月19日㈯8時

30分から17時まで、水道局の

留守番電話が不通になります。

緊急の開栓や漏水などについ

ては、直接(株)水道修理セン

ター(　382-5284)へご連絡く

ださい。

(4月1日以降)

　水道局内(寺家町1170　

368 -1 6 7 1：検針、名義変更、

収納)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

有

料

広

告

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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障がい者の通所費用と
障がい児の通園費用を
一部助成します

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

　平成22年10月1日㈮から平成

23年3月31日㈭までにかかった下

記の費用を一部助成します。

対　象

○市内に住所があり、療育手

帳、身体障害者手帳、精神障

害者保健福祉手帳のいずれ

かを持っている方などで、障

害者小規模作業所に公共交

通機関を利用して月10回以

上通所している方の通所費

○市内に住所があり、知的障

害児通園施設、肢体不自由

児通園施設、その他これら

に類する施設に公共交通機

関を利用して月4回以上通

　園している18歳未満の方と

同行する保護者(障がい児1

人につき1人)の通園費

助成額　最も経済的な経路と

方法による通所(通園)の費

用の2分の1(1人月額5,000

円が上限)

申込み　4月8日㈮までに、障

害福祉課に備え付けの申請

用紙に施設の証明を受け

て、同課へ

※施設の種類によっては証明を受

ける際に証明書料がかかる場合

があります。

平成23年度救急法講習会の
申し込みを受け付けます

中央消防署　  382-9165　  382-9166
　chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　消防署では、救命手当ての

講習会(心肺蘇生法、AEDの取

り扱いなど)を行っています。

対　象　市民、市内の事業所

とき・内容・定員

○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

申込み　3月25日㈮9時から、

直接または電話で中央消防

署(飯野寺家町217-1　　

382-9166)へ

消費生活相談員を
募集します

鈴鹿亀山地区広域連合総務課
　  369-3200  　369-3202

　skkouiki@mecha.ne.jp

　鈴鹿亀山消費生活センター

で相談業務を行う嘱託職員を

募集します。

対　象　消費生活専門相談

特別日曜窓口を開設します　市民課　　382-9013　　382-7608　　shimin@city.suzuka.lg.jp

※3月27日は四日市市、桑名市、いなべ市、亀山

市、松阪市、木曽岬町、東員町、菰野町、4月3日

は亀山市、松阪市の各市役所と町役場本庁窓

口も開設しています。詳しくは、各市町へお問い

合わせください。

◆市民課日曜窓口もご利用ください。

　毎週日曜日の9時から12時に、市民課(市

役所本館1階)で市民課日曜窓口を開設して

いますので、併せてご利用ください。

窓口内容　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

※内容によっては取り扱いできない場合がありま

す。また、税証明、住民基本台帳カード、電子証

明は取り扱いできません。

◆特別日曜窓口一覧

　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27日

と4月3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。

開設窓口 階 数 窓口内容
3月27日
8時30分～
17時15分

4月3日
9時～12時

1階

1階

11階

2階

2階

市民課
（   382-9013）

保険年金課
（   382-9401）

子育て支援課
（   382-7661）

学校教育課
（   382-7618）

納税課
（   382-9008）

市民税課
（   382-9006）

住民票・登録原票記載事項証

明書・印鑑証明・戸籍関係証

明などの交付、印鑑登録、転入・

転出・転居の手続き、戸籍の

届出、外国人登録の受け付け

国民健康保険・国民年金の手

続き、後期高齢者医療・福祉

医療費 ( 心身障害者・1 人親・

乳幼児 )助成の手続き

市立小・中学校の転校相談、

新入学の手続き

市税の納付、納付相談、口座

振替の手続きなど

原動機付自転車の廃車・名義

変更の手続き

子ども手当の手続き

◯　　◯

◯　　◯

◯　　◯

◯　　◯

◯

◯

1階
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　員、消費生活アドバイザー、

消費生活コンサルタントのい

ずれかの資格を有する方

内　容　消費生活相談業務

定　員　1人

勤務場所　鈴鹿亀山消費生活

センター(算所一丁目3-3　

鈴鹿農協平田駅前支店2階)

申込み　3月7日㈪から17日㈭

に、鈴鹿亀山地区広域連合

総務課へ

伊勢鉄道が便利になります
商業観光課　  382-9016  　382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　3月12日㈯のダイヤ改正で、

伊勢鉄道がますます便利にな

ります。快速みえ号の増便、停

車本数の増加、4両化に伴う座

席数の増加など、今まで以上

に快適にご乗車いただけます。

◆快速みえ号の増便

　平日朝の時間帯に1往復増

便されます(12往復から13往

復へ)。名古屋方面：中瀬古駅

発7時51分、鈴鹿駅発7時58分

(名古屋駅着8時46分)、伊勢

市・鳥羽方面：鈴鹿駅発9時25

分(鳥羽駅着10時33分)

◆快速みえ号の定期全列車を

4両編成で運転

　毎日定期13往復すべての列

車が4両編成で運転されます。

これにより、指定席・自由席の

座席数が約2倍となります。

◆中瀬古駅に快速みえ号名古

屋行が3本停車

　現在、中瀬古駅に停車する

快速みえ号は、上り(名古屋

行)列車1本だけですが、改正

後は、毎日朝の上り列車3本(7

時51分、8時30分、10時9分)が

停車します。

速報展
｢発掘された鈴鹿2010｣

考古博物館　  374-1994  　374-0986
　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　　 http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　3月19日㈯～6月26日㈰

ところ　考古博物館特別展示室

内　容　2010年に市内で行わ

れた発掘調査の成果を、出

土した遺物、発掘調査現場

や遺構の詳細を写真パネル

や図面で紹介します。

観覧料　一般・学生200円、小・

中学生100円

◆入門講座｢古墳を調査する

ということ｣

と　き　3月19日㈯　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　中井正幸さん(大垣

市教育委員会文化振興課)

聴講料　無料

鈴鹿サーキット
「プートのエネチャレ祭」

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

と　き　3月5日㈯～4月10日㈰

ところ　鈴鹿サーキット

内　容　環境にやさしい行動

｢エコアクション｣のきっ

かけづくりを目的とした、

家族で楽しめるイベント

です。3月19日㈯から21日㈪

は、GPスクエアでエコ工作

体験などの｢エコ｣に関す

るブースや本市の伝統的

工芸品である｢伊勢型紙｣

の彫刻体験教室などを開催

します。

入場料　鈴鹿サーキットへ

の入場料が必要です（別途

駐車料金が必要な日があ

ります）。

体験料　体験内容によって異

なります。

問合せ・主催　(株)モビリ

ティランド鈴鹿サーキット

(　378-1111)

　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、児童の募集を行っています。

放課後児童クラブの児童を募集します
子育て支援課　　382-7661　　382-7607  　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

名　　　　　称 学校区 住　　所 電話番号

385-5331

382-7661

長　太 長太新町2-10-13

深溝町 3553鈴　西

遊由保育室

(仮称)鈴西小学校区放課後児童
クラブ(平成23年4月1日開設予定)

※募集要項など詳しくは、鈴鹿亀山

　地区広域連合総務課(　 http://

   www.suzukakameyama-kouiki.jp/)

   へお問い合わせください。

問合せ　伊勢鉄道(株)(　383-

　2112　 http://www.isetetu.

  co.jp/)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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第20回記念
鈴鹿市芸術文化協会祭

文化課　  382-9031　  382-9071
　bunka@city.suzuka.lg.jp

　市内で文化活動を行う団体

や個人の活動成果を発表する

｢鈴鹿市芸術文化協会祭｣を開

催します。美術作品の展示や

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。今回は第20回

の記念祭で、大作御所(花)車を

文化会館ロビーに展示します。

と　き　3月18日㈮～21日㈪

とき・ところ・内容

◆展示など

○美術部門(洋画、日本画、彫

刻、美術工芸、写真、書道)　

3月18日㈮～20日㈰　市民

会館展示室、市役所本館1階

市民ギャラリー

○文学部門(短歌、川柳、俳句、

連句、詩、小説評論)　3月19

日㈯～21日㈪　文化会館第

2・3研修室、講演会｢芝居読

み語り｣(講師：佐々木梅治さ

ん)　21日㈪　13時30分から

文化会館さつきプラザ

○生活文化部門　文化会館

　華道部会：3月19日㈯、20日㈰

さつきプラザ、1階ロビー、茶

道部会：3月20日㈰　茶室、

和室、香道部会：3月20日㈰

第4研修室、七宝部会：3月21

日㈪　第1研修室、将棋部

会：3月20日㈰　第1研修室

（プロ棋士の指導あり）

◆舞台発表(文化会館けやき

ホール)

○音楽部門　白子ウインドシ

　ンフォニカ｢スプリングコ

ンサート｣　3月20日㈰　

・詩吟部会　吟と舞のつどい

 3月21日㈪

○演劇・舞踊部門　舞踊・ダン

ス合同発表会　3月19日㈯

入場料　無料

※お茶会への参加は呈茶券(有料)、

将棋大会は参加料、講演会は整

理券(無料)が必要です。

問合せ　鈴鹿市芸術文化協会

事務局(　387-0560)

市民活動団体支援事業
活動報告会＆講演会

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

　市では、地域を問わず広く

公益に寄与することが期待で

きる自主的、自発的な非営利

の市民活動を行う団体に対し

て、事業費の一部を補助して

います。このたび、平成22年度

に補助金の交付を受けて事業

を実施した3団体の活動報告

会と講演会を開催します。

と　き　3月23日㈬　19時～

20時50分

ところ　市役所本館12階1203

会議室

講　演　｢ボランティア・市民

活動のこれから｣

講　師　蒔田勝義さん(鈴鹿

医療科学大学准教授)

報告団体　ここ花はうす、や

すらぎくんネット、鈴亀地

区介護支援専門員協会

入場料　無料

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展

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

　主に市内を拠点に活動し、

福祉や環境などのさまざまな

分野で公益的な活動を行って

いるボランティアや市民活動

団体を紹介するパネル展です。

と　き　3月22日㈫～27日㈰

　8時30分～17時15分(平日)、10時

～17時(26日)、10時～16時(27日)

ところ　市役所本館1階市民

ギャラリー

第1回
｢鈴鹿さくら祭り2011｣

商業観光課　  382-9016  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　サクラの名所｢旭化成ケミ

カルズのサクラ並木｣で、さま

ざまなイベントを行います。

と　き　4月2日㈯　10時～21

時(雨天時は3日㈰)

ところ　旭化成ケミカルズ

(株)鈴鹿工場南側駐車場(グ

ラウンド周辺)

内　容　親子フリーマーケッ

ト(10時～15時)、こども縁

日(10時～21時)、バルーン

体験(10時～17時)、飲食店

コーナー(10時～21時)、サ

クラぬりえ作品展示など

◆親子・一般フリーマーケッ

ト参加者を募集します

　親子(子どもは高校生以下)

で物を売る楽しさを体験して

みませんか。親子以外の一般

の方の参加も可能です。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(申し込み先着順)。

申込み　平田商店会青年部

(源氏の会)会長水谷(　 

大作御所(花)車
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電 話 電子メール ホームページ ファクス 

　suzukagenji@yahoo.co.jp)

または源氏の会副会長平井

（　090-3381-1976）へ

主　催　平田商店会

共　催　算所発展会、源氏の会

問合せ　鈴鹿さくら祭り実行

委員会((有)小林フーズ内

　378-0624)

プラネタリウム春番組
文化会館　  382-8111  　382-8580

◆一般・春番組

と　き　3月19日㈯～6月12日

㈰　10時30分から、13時30

分から、15時から

内　容

○｢躍動する太陽｣

　水素とヘリウムの気体から

できている太陽の主な活動現

象としては、100万度以上ある

コロナ、高さ10万㎞に達する

プロミネンス、11年周期で増

減する黒点が挙げられます。

いまだになぞの多い太陽です

が、これからの科学進歩とと

もにこれらの現象も解明され

ていくことでしょう。

○春の星座(おおぐま座、こぐ

ま座、おとめ座、しし座ほか)

定　員　各回180人 

◆学習番組

と　き　3月23日㈬～6月10

日㈮

内　容　太陽・月・星の動き

定　員　各回180人

※学習番組は、団体申し込みに限り

ます。　

※3月16日㈬から18日㈮は、番組入

　　れ替えのため投映を休止します。

　

ものづくり現場の基礎研修
産業政策課　  382-7011　  384-0868
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　ものづくり中小企業に共通

する必要な基礎や心構えを、

分かりやすく身に付けること

ができます。

対　象　全3回の講座に同じ

方を参加させることができ

る市内の中小製造会社

と　き　4月9日、16日、23日の

各土曜日　9時～16時30分

内　容　講座、グループ演習、

個人発表

定　員　20人(先着順)

参加料　無料

申込み　3月7日㈪から、産業

政策課ものづくり産業支援

センター(市役所別館第3)へ

対　象　平成23年4月1日現在で35歳以下の勤

労青少年

申込み　3月14日㈪から18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

※応募多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行い

ます。また、定員に満たない講座は随時受け付けま

すが、3月末時点で各講座の定員の3分の1に満たな

い講座は、開講をとりやめることがあります。

※自由購入の教材やゴルフ講座のボール代など、開講

後に教材費以外の実費を負担していただく講座が

あります。

※水曜料理と木曜料理は、重複受講できません。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いは、講

座ごとに異なります。

※4月11日㈪から順次開講します。

※サークルは随時募集しています。

　働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高めることができるように

各種教養講座を開いています。

◆前期教養講座・サークル(教材費は全回分)

勤労青少年ホーム前期教養講座　産業政策課　　387-6125　　388-1223　　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

講座名 受講時間 回数 教材費（円）曜日 定員（人）受付日

華道(嵯峨御流)

写　　真

茶道(表千家)

パン・お菓子

ゴ　ル　フ

華道(池坊)

レクリエーション

陶　　芸

水曜料理

木曜料理

着物の着装

英　会　話

中級茶道サークル

希望テニスサークル

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

19時～21時

18時30分～20時30分

19時～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

18時30分～20時30分

19時～20時30分

月

火

水

木

金

水

金

15

15

15

20

20

20

20

15

24

24

女性10

20

－

－

14

12

14

12

14

14

14

14

14

14

14

14

－

－

1万1,000

4,000

5,000

1万

無料

1万2,000

2,500

5,000

1万1,000

1万1,000

無料

2,000

5,000

無料

3月14日

3月15日

3月16日

3月17日

3月18日

随　時 18時30分～20時30分
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鈴鹿国際大学授業公開
企画課　  382-9038　  382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　大学の授業に学生と一緒に

参加していただく｢授業公開｣

の受講生を募集します。

対　象　18歳以上の方

と　き　4月4日㈪～7月22日

㈮(前期15回)

ところ　鈴鹿国際大学

内　容

○観光地論／観光地計画論Ⅰ

　月曜日1限(9時～10時30分)

○民俗学　月曜日2限(10時40

分～12時10分)

○ブライダルコーディネート

　月曜日2限(10時40分～12時10分)

○ホテルマネジメントⅠ　月

曜日3限(12時50分～14時20分)

○地域研究・中国Ⅰ　月曜日3

限(12時50分～14時20分)

○EU経済論Ⅰ　月曜日4限(14

時30分～16時)

○政治学原論Ⅰ　火曜日1限

(9時～10時30分)

○日本文化史　火曜日2限(10

時40分～12時10分)

○スラブ文化論Ⅰ　火曜日2

限(10時40分～12時10分)

○国際観光論Ⅰ　火曜日3限

(12時50分～14時20分)

○経営戦略論　火曜日3限(12

時50分～14時20分)

○日本の家族法　水曜日1限

(9時～10時30分)

○観光マーケティングⅠ　水

曜日2限(10時40分～12時10分)

○東洋史概論　水曜日2限(10

　時40分～12時10分)

○韓国の政治と文化Ⅰ　水曜

日3限(12時50分～14時20分)

○体力・トレーニング論　木

曜日1限(9時～10時30分)

○日本語文法Ⅰ　木曜日2限

(10時40分～12時10分)

○こころから見た健康　木曜

日5限(16時10分～17時40分)

○国内旅行業務論Ⅰ　金曜日

1限(9時～10時30分)

○言語学概論Ⅰ　金曜日1限

(9時～10時30分)

○国際関係論Ⅰ　金曜日1限

(9時～10時30分)

○ヨーロッパの中のドイツⅠ

　金曜日1限(9時～10時30分)

○国内旅行業務論Ⅱ　金曜日

2限(10時40分～12時10分)

○映画の英語　金曜日3限(12

時50分～14時20分)

※参加者は、市内在住者を優先します。

※定員のある教室は、平成22年度後期に当該教室に参加し

ていない方を優先的に受け付けます(1人につき1教室1

枚のみ)。また、申込者が定員を超えた場合は、平成22年

度後期教室参加者の中で抽選を行います。 

※いずれも受付時に参加料と保険料を添えて、各会場で申

し込んでください(ヨガ教室は、市立体育館で受け付け

ます)。なお、保険料は1つで複数の教室に適応できます。

ぜひ、複数の教室へご参加ください(大人1人につき

1,600円、中学生以下1人につき600円)。

※子ども連れでの参加はご遠慮ください。

※各団体個人登録料は含みません。

平成23年度前期スポーツ教室　市立体育館　  387-6006　武道館　  388-0622

教室名 バドミントン 卓　球 テニス シニアテニス ヨ　ガ バレーボール 柔　道 剣　道

対　象

ところ

定　員

参加料

保険料

申込み

一般男女

 

50人

3,500円

一般男女

60人

3,500円

65歳以下男女

45人

3,000円

55歳以上男女

20人

3,500円

一般女性

市立体育館

50人

3,500円

小学1年生～中学3年生男女

100人

5,500円

小学1年生～中学3年生男女

100人

5,500円

一般男女

武道館(受付は市立体育館) 

午前・午後各50人

3,000円

と　き

市立体育館 市立体育館テニスコート

600円1，600円

3月7日㈪13時～22日㈫

武道館

4月から8月までの

木曜日9時30分～

11時30分(15回)

4月から9月までの

水曜日9時30分～

11時30分(15回)

4月から7月まで

の水曜日9時～

11時(12回)

4月から9月まで

の金曜日9時～

11時(15回)

4月から9月まで

の木曜日10時

～12時(15回)

4月から9月まで

の土曜日19時

～21時(20回)

4月から9月まで

の土曜日19時

～21時(20回)

4月から9月までの
月曜日10時～11時
30分、13時～14時
30分(いずれも12回)

教室名 さわやか 健　康 女性健康 簡単エアロビック わいわいソフトバレー リラックスヨガ 弓　道 なぎなた

対　象

ところ

定　員

参加料

保険料

申込み

50歳以上男女

80人

3,500円

一般男女

100人

3,500円

一般女性

150人

3,500円

一般男女

100人

3,000円

一般男女

100人

3,000円

一般男女

30人

3,000円

小学生以上男女

50人

一般男女

60人

3,000円

と　き

市立体育館

1，600円

3月7日㈪13時～22日㈫

武道館

4月から9月まで

の金曜日13時～

14時30分(15回)

4月から9月まで

の木曜日19時～

21時(15回)

4月から9月までの

金曜日9時30分～

11時30分(15回)

4月から9月までの

水曜日9時30分～

10時30分(12回)

4月から9月までの

月曜日9時30分～

11時(12回)

4月から9月までの

火曜日9時30分～

10時30分(12回)

4月から7月まで

の木曜日19時

～21時(12回)

4月から7月まで

の水曜日19時～

20時30分(12回)

中学生以下2,500円
高校生以上3,000円
中学生以下600円
高校生以上1,600円
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○日本語学概論Ⅰ　金曜日3

限(12時50分～14時20分)

○エコツーリズム論　金曜日

3限(12時50分～14時20分)

○国際ボランティア論　金曜

日3限(12時50分～14時20分)

参加料　1科目1万円

申込み　3月18日㈮(消印有効)

までに、希望する授業科目(複

数可)、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

際大学教務課(　372-2915　

372 - 3 9 3 5　 s u z u k o k u -

jk@m.suzuka-iu.ac.jp)へ

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢春休み短期教室｣
県営鈴鹿スポーツガーデン

　  372-2250　  372-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆Let'sウォーキング教室

対　象　健康な方ならだれでも

と　き　4月8日、15日、22日の

各金曜日　10時～11時(全

3回)

内　容　正しい歩き方を習得

しながら、ガーデン周辺を

歩きます。

※雨天時は屋内でインディアカ・フ

リーテニスをします。

定　員　20人

参加料　1,500円

◆ジュニアアスレチック教室

対　象　小学校低学年

と　き　3月30日㈬～4月1日

㈮　10時30分～11時30分

(全3回)

内　容　鉄棒、ボール、跳び箱、

リズム体操など、しっかり

体を動かし基礎体力の向上

を図ります。

定　員　20人

参加料　2,850円

◆ボールでチャレンジ

対　象　小学生

と　き　4月30日、5月7日、14

日の各土曜日　10時～12時

(全3回)

内　容　さまざまなボールを

使ったり、ドッジボールな

どで体力向上と球技力の向

上を図ります。

定　員　20人

参加料　1,500円

申込み　3月18日㈮までに、住

所、氏名、年齢、性別、電話番

号、コース名を記入の上、直

接またはファクスで県営鈴

鹿スポーツガーデンへ

※ホームページからも申し込みでき

ます。

※教室終了後、プールが利用できます。

※そのほかにも、飛込み教室や体

験ダイビングもあります。

　ある日、道を歩いていたら、｢○○(場所)

はどこですか？｣とお年寄りに尋ねられま

した。わたしがその質問に答えても、その方

は同じ質問を何度も繰り返した後、無言で

歩いて行ってしまいました。そのやりとり

を見ていた別の方から声をかけられました。

その方は先ほどのお年寄りの近所の方のよ

うで、事情を話すと、｢あの人は家族が知ら

ない間にふらっと家を出て行き、帰れなく

なってしまうんですよ｣と言い、わたしに礼

を言うと急いでお年寄りの後を距離をおき

ながらついていかれました。この光景を見

て、普段から地域でこのお年寄りのことを

理解し見守っているのだなと思い、とても

心が温かくなりました。

　家に帰ろうと一生懸命に歩くお年寄りと

それを見守る近所の方。地域のつながりが薄

れていると言われる昨今ですが、このような

心の交流は非常に大切ではないでしょうか。

家で介護をしている家族は、毎日の生活の中

で時間も気持ちもいっぱいになり、心の余裕

をなくしたりします。また、家のことを話す

のは恥ずかしいと思い、話ができなかったり

もします。でも、少しだけでもだれかに話が

でき、また、その話を聴いた方が自分のこと

に置き換えて考えることができたら、お互い

心地よく暮らすために、何かできることを見

つけられるかもしれません。

　相手のことを思いやる心。これが人権を尊

重する第一歩ではないでしょうか。

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 

ある日のできごと

○国民健康保険税・・・・9期

【納期限は3月31日㈭です】
※納税は、便利な口座振替で

3 月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 「モータースポーツ都市」鈴鹿の未来

撮影場所 近鉄鈴鹿市駅前

岸桐我くん（左）  国府小二年
下田丈くん（右）  牧田小二年

　　国内外に「モータースポーツのまち」として知られ

る鈴鹿市は、平成16年12月に「モータースポーツ都

市」を宣言しました。同宣言にはモータースポーツを

通じて生き生きとした夢や未来が語れるまちづく

りをとの思いが込められています。

　　そして翌年、有志で結成されたのが「鈴鹿モータ

ースポーツ市民の会」です。設立以来モータースポー

ツに親しんでもらうべく、さまざまな活動を行って

います。来る3月12日㈯・13日㈰に鈴鹿サーキット

で行われる「モータースポーツファン感謝デー」でも、

マシン搭乗体験、サーキ

ット走行会、キッズモー

タースポーツ教室などを

行うほか、この春から活

動をさらに拡大・充実さ

せる発表を行います。

　　来年、鈴鹿サーキットは開場50周年の節目を迎

えます。そんな中、モータースポーツの未来に向けて

市民レベルでの新たな動きも始まっているのです。

撮影日  平成23年1月30日

撮影者  秘書広報課

　子どものころは、今よりずっと自然の変

化に敏感だったような気がします。身長が

低かったためか、特に足もとの変化はすぐ

に感じ取ることができました。

　最初に春を感じたのはツクシです。ザ

ルを抱えよく裏山へ摘みに出かけたもの

です。ハカマを取るのもわたしの仕事。た

くさんのツクシで爪が真っ黒になり

ました。一番好きだった「ツクシの卵

とじ」はほろ苦い春の味がしました。

　今、たまにスーパーでツクシが売

られているのを見ると、当時の思い

出がよみがえる一方、時代の移り変

わりを感じてしまいます。（眞）

　　モトクロスキッズライダー

　　二人は、起伏のある未舗装の

コースを、二輪で競走するモトク

ロスのキッズライダーです。二人

ともモトクロスライダーであった

父の影響で、4歳のときにモトク

ロスバイクを始めました。

　　毎日2時間、市内のコースで

実際のレース形式で練習を重ね

ています。もともと道伯幼稚園

の同級生で、お互い親友である

とともに、良きライバルとして切

磋琢磨しています。

　　昨年、下田くんは、西日本で

行われた年間シリーズ戦「ロック

スターモトクロスゲーム」のキッ

ズ50ccクラスで年間チャンピオ

ン、岸くんは、Kids東西対抗日

本一決定戦のキッズ50ccクラス

で総合優勝に輝きました。

　また、二人は4月にアメリカの

ネバダ州で行われる、アマチュ

アモトクロスライダーの全米ナ

ンバーワンを決める大会「N.M.A

ワールドミニグランプリ」の6歳

から8歳の65ccクラスに出場し

ます。

　　N.M.Aワールドミニグランプ

リの目標は？

下田くん「得意技はジャンプ。か

っこよくジャンプを決めて、全米

ナンバーワンになってきます」

岸くん「得意技はコーナリング。

コーナーワークで相手を抜いて、

全米ナンバーワンをめざします」

市民の会のイベント風景

とお　あ

下田くん 岸くん
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