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■昨年を振り返って
　市長に就任し、2回目の
予算編成を迎えました。
　平成24年は、市制施行

70周年という節目の年として、この1年を新たなま
ちづくりにつなげる年と位置付け、市民の皆さま
とともに多くの事業を実施することができました。
　それらの事業を通じて芽生えた取り組みを今
後に活かし、希望の持てるまちづくりにつなげて
いきたいと考えております。
　そして、巳年である本年、71年目を迎えます
が、将来に向けてスパイラルアップすることがで
きるように、市民の皆さまのまちづくりへの思い
が、さらに上昇機運に乗じていくよう決意を新た
に市政に取り組んでまいります。

■まちづくりに欠かせない安心感
　第5次鈴鹿市総合計画「みんなで築く鈴鹿
夢プラン」における将来都市像は、「市民一人
ひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせる
まち　すずか」であり、誰もが生活を営むさまざ
まな場面で希望を持ち、安心して生活ができる
ことが重要になってまいります。
　そのためには、「鈴鹿」というまちに暮らす
方々が、将来を前向きに捉えることができるよう
に市政を推進していく必要があります。
　そこで、さまざまな社会経済情勢や本市の置か
れている状況を踏まえ、特に実現に向けて推進し
なければならない取り組みについて申し上げます。

■かけがえのない市民の生命を守る
　自分の住むまちが災害や危機に強く、常に安
心して住むことができるまちであると実感できる
ように、私も市政を預かる者として、第一にかけ
がえのない市民の皆さまの生命や財産を守る
ことができるまちづくりを推進していきたいと考
え、これまで取り組んでまいりました。
　具体的には、行政の組織面として、防災危機
管理課を設置し、危機管理指針や危機対策計
画の策定など危機管理体制の構築に向けた
取り組みを行っております。
　ハード面では、防災拠点となる新消防庁舎が
竣工したほか、防災スピーカーやFMラジオによ
る一斉通報システムの整備など、災害に強い構
造のまちづくりを進めており、これらの機能を有効
に活かした取り組みを今後推進してまいります。

　また、ソフト面では、津波ハザードマップの作成
などによる市民の皆
さまへの情報提供
や自主防災組織の
育成、津波避難ビ
ル協定など、民間と
の協働による取り組

１ 市政運営の基本方針

　末松市長は、平成25年3月市議会定例会の開会にあたり、施政方針を述べました。　末松市長は、平成25年3月市議会定例会の開会にあたり、施政方針を述べました。

施政方針施政方針
平成25年度平成25年度

防災スピーカー 緊急防災ラジオ

津波ハザードマップ
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みも進めており、今後も地域との連携を図りなが
ら、安全、安心の確保に努めてまいります。
　東日本大震災以降、「地域の絆」といった点
が注目されております。このことから、防災訓練
や防災教育、自主防災組織の育成など地域に
おける自主防災力を引き続き強化するほか、防
災、減災に関する知識や情報を市民の皆さまと
最大限共有することで、市民と市民、市民と行
政が互いに協働し「自分たちの地域は自分た
ちで守る」という絆づくりが深まるよう取り組んで
まいります。

■豊かで安定した市民生活の実現
　本市は、農業、水産業、商業、工業、サービス
業などバランスのとれた産業構造を有している
ことが強みであり、その強みをさらに活かし、市
民生活の安定を図ってまいります。
　昨年、新名神高速道路の（仮称）鈴鹿パー
キングエリアにおけるスマートインターチェンジの
連結許可をいただきましたので、平成30年度内
の開通に向けてアクセス道路の整備を行うとと
もに、周辺地域の土地活用のあり方について検
討してまいります。
　一方、東の玄関口である近鉄白子駅の駅前
広場についても整備が進み、交通ターミナル機
能の充実、道路
交通の円滑化
はもちろんのこ
と、まちの活性化
に貢献できるよう
取り組みを推進
してまいります。
　また、全国では今後成長すると思われる分野
において新たな挑戦が始まっております。三重
県においても、昨年7月に、みえライフイノベーシ
ョン総合特区が認定され、本市に地域拠点の１
つが位置付けられました。未来志向の技術へ
のチャレンジ、そして、その実現は想像しただけ
でも夢のあるものです。このような取り組みが本
市において行われることから、市内の技術力を
持った企業との連携や、高齢者および障がい
者福祉の向上、健康の増進にも結び付けること
ができるように取り組んでまいります。

■夢や生きがいをもてる市民生活の実現
　同時に、本市の将来を担う子どもたちが健や
かに育ち、あるいは、高齢者や障がい者の方な
どが安心して生活できる環境整備が必要とな
ってまいります。
　そこで、教育施設の整備や子育て支援など
に積極的に取り組んでまいります。
　また、住み慣れた地域で、安心して暮らし続
けることが出来るよう「高齢者福祉計画」、「す
ずかハートフルプラン」に基づく各種取り組みを
推進してまいります。
　このほかにも、文化、スポーツの振興などを推
進し、特にスポーツの分野においては、平成30
年に全国高等学校総合体育大会、平成33年
に国民体育大会が開催されますことから、計画
的な環境整備を進めてまいります。
　さらに、エネルギーの地産地消などスマートシ
ティの取り組みを推進し、快適で住みよいまちづ
くりを行ってまいります。
　
■まちづくりに欠かせない市民との協働
　さて、これまで市政運営の基本的な考え方を
申し上げてまいりましたが、これらの実現には、
市民の皆さまとの協働が不可欠となってまいり
ます。
　私は、これまでも対話と協働を重視し、審議
会や委員会における市民委員の公募など、可
能な限り市政への市民の皆さまの参画を促進
してまいりました。
　また、「市長と話そう！鈴鹿（まち）づくりミーティ
ング」をはじめとしたさまざまな取り組みなどを通
して、積極的に市民の皆さまと接し、今何が求
められているのか、それにはどう対応すべきかを
常に考え、市政を運営してまいりました。

新しくなった近鉄白子駅西口の駅前広場

「市長と話そう！鈴鹿づくりミーティング」の風景
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　昨年、まちづくり基本条
例を制定し、今後は条例
の理念に基づき、市民や
議会の皆さまと協働でまち
づくりを進める新しい仕組
みやルール作りを行ってま
いります。
　さらに、これからは女性
の積極的な社会参画が必
要不可欠であると認識し、
男女共同参画社会のさら

なる実現に向けて取り組みを進めるために、男女
共同参画都市宣言を行ったところでございます。
　これらの取り組みを市民の皆さまとともに着実
に進めることで、市民主体の市政運営を実現
し、少子高齢化社会を乗り越えることができるま
ちづくりにつなげてまいりたいと考えております。
　
■安定的な市政運営
　本市が、持続的な成長、発展を遂げるために
は、安定した経営資源の獲得が必要となります。
　このことから、私自身が先頭に立って、本市
の魅力や個性を発信し続け、人材や財源、ノウ
ハウなどのまちづくりに必要な経営資源の獲得
に向けて、より積極的に取り組んでまいります。
　また、産品やイベントなどで個性や魅力を発
信する以外にも、魅力的な取り組みを実現し
PRすることもシティセールスにつながりますの
で、さまざまな取り組みをシティセールスに結び
つけ、新たな資源の獲得ができるように努めて
まいります。

　平成24年度は、第3期行財政経営計画およ
び実施計画を策定し、将来に向けて持続可能
な都市を創り上げていくために、「種を蒔く」1年
と位置付け、予算編成を行いました。
　2年目となる平成25年度は、蒔いた種が元気
に花を咲かせ、そして大きな実を結ぶために、
確実に成長させる1年と位置付け、本市の将来
を見据えながら、持続と成長に欠かせない分野
に重点的に予算を配分しております。

（1）　かけがえのない市民の生命を守る
　まず、生命を守るための安全、安心につい
て、引き続き防災、減災に向けた取り組みを推
進してまいります。
　ハード面では、雨水施設の整備、橋りょうの耐
震改修、小中学校屋内運動場の吊り天井改
修、消防団栄分団の車庫などに関する整備、
市民会館吊り天井の改修に係る設計などを行
ってまいります。
　ソフト面においても、引き続き自主防災組織の
育成や木造住宅の耐震補強工事費への助成な
ど防災、減災のまちづくりを推進してまいります。
　また、救急救命士養成人数の増加や、救急
情報ネックレス配布による救急体制の充実を図
るほか、防犯団体育成などの防犯事業、通学
路の歩道整備事業などの交通安全の推進にも
取り組んでまいります。

（2）　豊かで安定した市民生活の実現
　次に、市民の皆さまが豊かさを実感し安定し
た生活を営むための取り組みについて申し上げ
ます。
　その一つとして、産業の創出による活性化に
ついては、モノづくり元気企業支援事業、市内
農水産品等を活用した新商品開発、販路拡大
への支援としてメイドインSUZUKA応援事業を
実施いたします。
　また、地域経済対策住宅リフォーム等促進事
業や、農業の担い手育成支援、商店街の基盤
整備支援、伝統的工芸品産業の振興、漁港施
設の機能保全にも取り組み、産業の維持、経済
の活性化を図ってまいります。
　一方で、（仮称）鈴鹿パーキングエリアへのア
クセス道路整備や中勢バイパス関連道路整
備、汲川原橋徳田線などの幹線道路の整備な
ど、物流や
交流のため
の移動円滑
化に向けた
取り組みを
推進してま
いります。

2 予算編成に対する基本的な考え方

新名神高速道路
四日市方面亀山方面

市道 山本65号線

上り線側上り線側

ETCETC

ETCETC

下り線側下り線側

消
防
道
路

新名神高速道路
（仮称）鈴鹿ＰＡスマートインターチェンジ（山本町）

4 2013・4・5



（3）　夢や生きがいをもてる市民生活の実現
　教育や子育て、子育ちについては、平成26
年8月に竣工予定の平田野中学校の施設整

備、平成27年
4月からの中
学校給食実
現に向けた
第二学校給
食センター施
設 整 備など
教育振興の
ための取り組
みを推進して
まいります。
　また、理科
教育の推進

支援や学校図書館の機能強化、子どもたちの
学力向上のための特色ある学校づくりへの支
援、私立保育園の施設整備に対する補助のほ
か、教育研究所が所管する教育相談に係る業
務を子ども家庭支援室に移管し、子どもに関す
る相談窓口を一元化するとともに相談体制の
強化を図ってまいります。
　医療、健康については、2次救急医療機関の
MRI機器購入費に対する支援による医療環境
の整備や、予防接種費助成の対象拡充、高齢
者肺炎球菌ワクチン接種費助成などを行ってま
いります。
　障がい者福祉について
は、みえライフイノベーショ
ン総合特区の鈴鹿地域拠
点と連携し、身体障がい
者の方の機能回復への
支援を実施いたします。ま
た、就労をテーマにしたイ
ベントを開催し、就労支援
と「障がい」への理解を深
める取り組みを進めてまい
ります。

　文化振興については、市内の大学等と連携
し（仮称）市民大学の開校や音楽など芸術文
化活動への支援を行ってまいります。
　このほか、クリーンエネルギー自動車の普及
促進に関する支援の継続や、国際交流、多文
化共生の推進、コンビニエンスストアにおける証
明書などの発行サービスの実施に向けた取り
組みなど、生活環境や市民サービスの向上を
図ってまいります。

■新たな行財政改革の推進
 さて、社会経済環境の変化や、厳しい財政状
況の中にあって、着実に市政を推進するために
は、行政経営のシステムも強化しなければなりま
せん。
　これまでも「行財政改革」に取り組んでまいり
ましたが、特に基礎自治体として自治力の強化
に重点を置き、昨年「鈴鹿市行財政改革大綱」
と「行財政改革アクションプラン」を策定したとこ
ろでございます。
　また、第3期行財政経営計画に基づき、着実
に施策を遂行するとともにその進捗状況をより
適正に検証するために、外部評価を試行し、市
民参加に基づく行政経営をめざしてまいります。
　

　本市が、これからも持続、発展していくために
は、現在の課題を的確に認識し、長期的な見
地に立って、何を優先的に取り組むべきかを考
え、市民の皆さまが、本市に住んで良かった、住
み続けたいと思っていただけるようなまちづくり
を推進していかなければなりません。
　そのためには、市議会の皆さまや市民の皆さ
まとより一層連携し、一体感を持って市政運営
に臨まなければならないと考えておりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

3 行政経営の強化

4 むすび

この施政方針は概要です。全文は市ホームページ「市長のページ」でご覧いただけます。
平成２５年度予算の概要は、広報すずか４月２０日号でお知らせします。

平田野中学校（国府町）

第二学校給食センター（稲生四丁目）

装着型の福祉用
ロボットスーツ「ＨＡＬ」
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２月27日㈬
　飯野幼稚園で、卒園をひかえた園児たちが、急
須を使って鈴鹿特産のかぶせ茶を入れ、保護者た
ちと楽しみました。お茶を入れる習慣に触れてもら
おうと、市茶業組合などが企画しました。
　茶葉を入れた急須にお湯を注ぎ、唱歌「茶摘
み」を歌いながら茶葉を蒸らします。園児たちは、

ゆっくりとお茶を注ぎ、「いつもありがとう」と日頃の
感謝を添えて湯飲みを保護者に手渡し、一緒に味
わいました。

２月27日㈬

　廣中邦充さんを文化会館に招いて、自治会
連合会が講演会を開催しました。
　廣中さんは、愛知県岡崎市の西居院21代目
住職で、自身のお寺に、いじめや不登校、ひき
こもりなどさまざまな問題を抱えた子どもたち

を無償で預かり、社会復帰させる活動を20年
以上続けています。
　講演では実際の経験をもとに、「地域社会の大
人たちがあと半歩子どもたちに近づいて心の居場
所を作ってあげることが大切」と話されました。最
後は、皆で掛け声を合わせて、仲よく明るいまちづ
くりを頑張っていこうと万歳で締めくくりました。

摘
は、

後は、
くりを頑



２月28日㈭

　一ノ宮町で県道四日市鈴鹿線
（旧国道23号）の鈴鹿橋の架け替
え工事が完成し、地元自治会長な
どで組織する鈴鹿橋建設実行委
員会による開通式が行われました。
テープカットの後、一ノ宮地区在
住の親子三代の二家族を先頭に、
約150人が渡り初めをしました。
　鈴鹿川に架かる新しい鈴鹿橋
は長さは245m、車道2車線、両側
に歩道があり、大規模な地震にも
耐えうる強度となっています。
　また、橋に掲げられた橋名板
は、一ノ宮小学校の児童が書い
た字をもとに作られました。

２月28日㈭

　講師に、木村拓郎さん((社)減災・復興
支援機構理事長)を迎えて、文化会館で防
災講演会を開催しました。
　東日本大震災から2年。多くの被災者が
避難生活を強いられ、避難先における生活の困
難さが大きな課題となっています。いざというと
きの避難行動や避難生活への備えなどについ
て、木村さんの親族が東日本大震災で経験した

避難生活の様子をもとに、普段からの備えの必
要性について講演されました。
　会場には多くの方が集まり、皆さんの関心の
高さを示していました。

興
防

が



３月２日㈯

３月９日㈯

　鈴鹿市社会福祉協議会が開いた、災害時に
ボランティアの調整役を担う人材を育てる「災害
ボランティアコーディネーター養成講座」の修了式
が行われ、男女32人が修了書を受
け取りました。
　災害時には、ボランティアの受け入
れ体制が整っていないと現場が混
乱します。そこで、コーディネーターは、
地域のニーズを把握し、各地から来
る大勢のボランティアを効果的に活
動に結びつけることなど、さまざまな
役割があります。
　今年の1月から5回にわたって、災
害ボランティア団体や大学教授ら
を講師に招き、被災者の支援や各
機関との連携について学びました。

　修了書を受け取った女性は「自分たちの住む
まちを自分たちの手で守る。災害時に何をすべき
か学べた」と意気込みを語っていました。

　本市は昨年12月に男女共同参画都市宣言を行いました。こ
れを記念し、ふれあいホールで男女共同参画都市宣言記念
事業「～いいね！男女共同参画社会～」を開催しました。
　鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使であるジャズトランぺッタ
ー中村好江さんの率いるバンド演奏により幕を開け、都市宣
言文の読み上げの後、男女共同参画をテーマにした白子高
校声優部による紙芝居と、奥山和弘さ
ん（静岡県立吉原高校校長）による講
演を行いました。
　宣言文が述べているように、男女があら
ゆる分野において個性と能力を十分に発揮
し、夢を持って暮らせるまち「鈴鹿」の実現
を、皆で力を合わせてめざしていきましょう。



3月11日㈪
　寒さも和らぎ、市内でも、春を感じさせてくれる草花
が顔を出し始めました。
　市役所の駐車場のフェンス脇では、春の陽気に誘わ
れたツクシがにょきにょきと顔を出していました。
　池田町の北川さん方でも、ひと足早く、早咲きのサク
ラが咲き誇りました。昨年より早い開花だったそうです。
　本格的な春の訪れはすぐそこまできています。

3月20日（水・祝）
　玉垣にあるふれあいセンターのホールで、「安全
で安心なまちづくり」と題した、防犯についての研修
会が行われました。また、研修会に先立ち、長年、自
主的に防犯活動を継続されている4団体に対し、そ
の功績をたたえ、市長から感謝状が贈られました。
　研修会では、品川洋二さん（鈴鹿警察署生活
安全課長）が、市内の犯罪情勢について話しま
した。「鈴鹿は県内の同規模の市と比べても犯
罪率が高い。最近は、振り込め詐欺が北勢で多
発している。家族や地域の話題で取り上げてほ

しい」と呼びかけました。
　その後、大野正博さん（朝日大学法学部教授）が、
防犯についての講演会を行いました。講演では、「犯
罪にまきこまれないためには、他人事と思わないこと
が大切。私は関係ないだろうという気持ちにつけこま
れる」と犯罪者の心理などを交え、犯罪抑止のヒン
トを紹介しました。
　会場に集まった、防犯ボランティア団体やパトロー
ル隊のメンバーは、熱心にメモをとるなど、今後の活
動の参考にしていました。

・玉垣地域安全推進連絡協議会  〔代表：上條　好三さん〕

・国府台自治会安全安心ネットこうだい 〔代表：加藤　清さん〕

・鼓ヶ浦小学校区「子どもを守る会」 〔代表：谷川かず子さん〕

・飯野小学校教育協議会「すくすく」 〔代表：三好佐智子さん〕

朝日大学　大野さん 鈴鹿警察署　品川さん

玉垣地域安全推進連絡協議会 〔代表：上條 好三さん〕
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企画課　　382-9038　　382-9040
　kikaku@city.suzuka.lg. jp

❶

　鈴鹿市は、モータースポーツ、サーキ
ット、自動車といったイメージが強い街。
　「さぁ、きっと」という表現をキャッチ
コピーの中に入れることで「鈴鹿市」
が連想できます。
　また、豊かな自然、産業が盛んなこ
となど、鈴鹿市にあるたくさんの魅力
を発信していこうという意図が強く込
められています。
　非常に言いやすく、覚えやすいフレ
ーズが特徴です。

0 500 1000 1500 2000

ささぁぁききっっとと五五感感がが喜喜ぶぶ鈴鈴鹿鹿市市へへ

ハハッッピピーーエエンンジジンン すすずずかか

ささぁぁ ききっっとと満満足足 鈴鈴鹿鹿ののおお宝宝

ササーーキキッットトもも、、ココーーススのの外外もも。。
魅魅力力全全開開ののＳＳＵＵＺＺＵＵＫＫＡＡ！！

ささぁぁ、、ききっっととももっっとと鈴鈴鹿鹿。。

10歳未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代以上

不明

投票結果の分析（年代別投票結果）

（人）

さぁ、きっともっと鈴 鹿 。
海あり、山あり、匠の技あり

最優秀作品受賞者

下野えい子さん
（福岡市在住）

のコメント

　鈴鹿市には、サーキットがあり市の名前は
全国に知られています。他の市に比べると、
とても恵まれていると感じます。「もっと鈴鹿」という表現には、
きっと他にもたくさんある鈴鹿市の魅力を発信してほしいという
意味を込めました。三重県に寄った時には、「鈴鹿市へ行こう」と
思えるような、そんな三重県の顔になる市に発展してほしいです。

最優秀作品最優秀作品

投票結果投票結果
　1,300 の原案の中から優れた 5つの作品を選び、最優秀作品を決めるため市民の皆さんに投票して
いただきました。その結果、次点作品とわずか5票差で都市イメージキャッチコピーが決定しました。
　多くの方々 が投票に参加していただき、誠にありがとうございました。 ○市民投票の総数

7,136票（内有効票7,027票）



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

❷

◆リニューアルの特徴

◆公式フェイスブックページ「さあ、きっともっと鈴鹿。」をはじめました

①“もしも”に備えるための「防災情
報」のページがスタートしました。

②暮らしや出来事別に目的の情報を
探しやすくするため、「こんなとき
は…」というボタンを設けました。

③市長のページ内に、日々の公務を
写真とともにお届けする「行動記
録」のページを設けました。

④ケーブルネット鈴鹿で放映して
いるテレビ広報「ベルディ便り」
から、毎月 1日～ 10 日に放送し
ている特集番組がご覧いただけ
るようになりました。

⑤『鈴鹿市民活動情報サイト』を
ワンクリックで見られるようにし
ました。さまざまな情報の検索
や発信にご利用ください（登録
が必要）。これに伴い、『市民情
報掲示板』を廃止しました。

⑥よく利用されているページを、ワン
クリックで見られるようにまとめま
した。

※『Web 広報すずか』に掲載していた
「お知らせ」「催し物」「講座・教室」の
ページを廃止しました。今後は「広報
すずか（PDF版）」をご利用ください。

　市民の皆さんの投票で決定した都市イメー
ジキャッチコピーをタイトルに、新たにフェイス
ブックページをスタートしました。行政情報や
観光情報、市内の出来事などをタイムリーに発
信していきます。

②②

①①
③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

http://www.facebook.com/suzukacity



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

❸

◆「スクエアステップ」ってなに？
　4×10 のマス目のマットの上で、あらかじめ
決めたパターンに沿って、順番にステップを踏
む運動です。
　スポーツ医学や健康体力学、加齢体力学を
専門とする国立大学の教員が連携し、実践的
研究の中から、経験的に開発された科学的根
拠に基づく運動です。

◆どんな効果があるの？
　高齢者の転倒予防や、認知機能の若返り、
体力の向上などに効果があると言われてい
ます。高齢者だけでなく、あらゆる年齢層の
体力づくり・仲間づくりにつながります。

体験者の声体験者の声
 ・「見ているときは簡単と思いましたが、
実際やってみると難しくていい運動に
なりました」

 ・「初めて体験しましたが、頭と足を同時
に使うのでとても良いと思いました」

 ・「初対面の人ばかりでしたが、笑いあい、
教えあい、とても楽しく参加できました」

ステップ風景

教えあい、とても楽しく参加できました」

ステップ風景

スクエアステップ講演会＆講習会
　市民の方
　5月31日㈮　10 時～ 12 時
　市役所本館 12 階　1203 会議室
　スクエアステップについての講演と講習
　重松良祐さん（三重大学教育学部・

准教授、博士（体育科学）、ＮＰＯ法人スクエア
ステップ協会理事）

　50 人 ( 先着順 )

　無料
　動きやすい服装、水分補給用の飲

み物、上靴（ある人のみ）
　4月8日㈪から、電話で、健康づくり課

（　382-2252）へ

重松良祐さん 講習会の様子

※スクエアステップとその効果を地域に普及、定着させ
ることを目的に実施される、三重大学の地域貢献事
業です。今後、スクエアステップを通じた健康づくり
教室のリーダーなどを養成していくものです。



　｢緊急地震速報｣、｢津波警
報｣などの緊急情報を、より迅速
に伝達する防災スピーカーを設
置し、4月1日から運用を開始しま
した。

　市内に本社のある業者に発注
して住宅リフォーム工事を実施
する方に補助金を交付します。

工事にかかった費
用の10％で上限10万円まで

工事にかかる費用
が10万円以上で、6月21日㈮
から12月31日㈫の間に着工 
かつ完成する住宅リフォーム

工事
はがき

5月13日㈪～31日
㈮（消印有効）

　徴収業務の一元化などの取
扱いの強化に取り組む組織を
立ち上げるため、納税課に債権
回収対策準備室を設置しました。
また、鈴鹿市まちづくり基本条例
の施行に伴い、協働のまちづくり
をより積極的に推進するための
組織として地域課の市民活動
グループを廃止し、同課に市民
協働推進室を設置しました。さら
に、社会福祉法人の定款の認
可および指導監査などの権限
が県から移譲されたことに伴い、
生活支援課に福祉法人監査室
を設置しました。
　これらの室の設置のほか、効
率的に業務を推進し解決すべ
き行政課題に取り組むため、清
掃センターに業務グループ、健

康づくり課に地域医療グループ
をそれぞれ設置するとともに、市
民対話課の対話グループと市
民相談グループを統合して対話
相談グループを、市街地整備課
の区画整理グループを市街地
整備グループへ統合して、新た
に公園維持グループを設置しま
した。

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
とのない方

8月7日㈬～13日㈫
アメリカ合衆国　ワシン

トンD.C.（1泊）、オハイオ州ベル
フォンテン市（ホームステイ4泊）

12人
17万5千円（燃油サー

チャージ上昇分の料金と旅
券取得費、傷害保険料など
の個人的経費は除く）

筆記（英語）と面接
（日本語・英語）（5月19日㈰）

5月10日㈮（必着）まで
に、参加申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送で



鈴鹿国際交流協会（〒
5 1 3 - 0 8 0 1　神戸一丁目
18-18　市民会館 正面玄関
西）へ。申込書は協会ホーム
ページ、協会事務局、市内の
中学校、高校にあります。

　4月6日から15日までの10日間、
春の全国交通安全運動が実施
されます。
　運動の重点は、
○自転車の安全利用の推進
○全ての座席のシートベルトと
　チャイルドシートの正しい着用の
　徹底
○飲酒運転の根絶　です。
　県内では交通死亡事故が多
発しており、市内でも、交通人身
事故が2月末現在で昨年と比べ
10％以上増加し、死傷者は既に
200人を超えています。
　ドライバーの皆さん、登下校中
の子どもや道路を横断中の高
齢者には特に注意しましょう。車
に乗るときは、どの席でもシートベ
ルトを着用し、6歳未満の子ども
を乗せるときは必ずチャイルドシ
ートを使用しましょう。
　また、自転車に乗る方は、歩
行者の通行を妨げないように
ルールとマナーを守りましょう。

　統計をはじめた昭和43年以
降、全国で毎日、交通死亡事故
が発生しているという厳しい状
況から、交通安全に対する国民
の意識を高めるため平成20年
に制定されました。

　｢対立抗争や不当要求に伴う
市民に対する危害防止｣や｢今
後の暴力団対策を強化するた
めの措置｣が追加されました。
　市内でも市民、事業者、行政
が一体となって、鈴鹿警察署な
どの関係機関と連携・協力し、暴
力団の不当要求を拒否する運
動が広がっています。
　｢暴力団を恐れない、暴力団
に対して資金を提供しない、暴
力団を利用しない、暴力団と交
際しない｣ことで、社会全体で暴
力団を排除し、安全で平穏な市
民生活を実現しましょう。

　暴力団に関する通報、相談
は警察署・交番・駐在所か下記
の相談電話へ

  059-228-8704（ハナレヨ）
         

  0120-31-8930（ヤクザゼロ）

　ジェフリーふぇすたは、男女共
同参画について考え、活動のネ
ットワークを広げるイベントです。
　11月16日㈯に開催予定の
｢ジェフリーふぇすた｣の企画運営
に参画していただける今年度の
実行委員を募集します。

5月から月1回程度の
実行委員会を開催予定

5月11日㈯までに、住
所、氏名、年齢、連絡先、応募
の動機を記入の上、電話・ファ
クス・電子メールまたは直接男
女共同参画課へ
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一ノ宮、玉垣、若松、栄の各一
部約46ヘクタールです。
　これにより、すでに供用してい
る区域と合わせて約1,870ヘクタ
－ルの区域で公共下水道が使
用できるようになりました。
◆すみ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、供用開始後1年
以内に公共下水道に切り替えし
てください。また、くみ取り便所は、
3年以内に水洗便所に改造して
いただくようお願いします。

ＥＭ活性液を
無料で配布します

環境政策課   382-9014    382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、EM活性液を無料で
配布しています。希望される方
は受付期間内に予約の上、配
布日にお受け取りください。
対　象　個人、ボランティア
予約電話・ファクス番号

 　・  384-6655（シルバー人材
センター）

予約時間　予約受付日の8時
30分～12時30分

配布時間　13時～15時
配布場所　シルバー人材セン
ター（市役所立体駐車場南
側の別館第3ロビー）

持ち物　空きペットボトル（2リット
ル）

配布量　個人：1世帯につき
1カ月2リットル以内、ボランテ
ィア：1カ月10リットル以内

※ボランティアは環境政策課に

登録があり、公共用水域の環

境浄化に取り組む団体に限り

ます。

※ファクスでの予約は、5人以内

に限ります。

※当日受付は行いません。

※7月以降の日程については、7月

5日号に掲載予定です。

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　4月28日㈰ 9時～16時
30分

◆夜間窓口

と　き　4月26日㈮、30日㈫ 17
時15分～20時

ところ　いずれも納税課
内　容　いずれも市税の納付、
納税相談、口座振替の手続
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は
お早めに

納税課   382-7831    382-7660

    nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続に約1カ月かかり
ます。申込み手続は金融機関、
地区市民センター、納税課の窓
口で行っていますので、口座振
替を希望される方は、お早めに
手続をお願いします。
　手続の際には、通帳、通帳の
届出印、納税通知書（納付書）
が必要です。

金融・多重債務の無料相談

産業政策課   382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

市民対話課   382-9004    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　財務省東海財務局では金融
サービスを利用されている皆さ
んからの意見・相談の受け付け
と、多重債務でお悩みの方々の
相談窓口を設けています。どちら
も無料でご利用いただけます。
◆金融ほっとライン(東海)

　  052-951-9620
◆ 多 重 債 務 相 談 窓 口 　            
　052-951-1764

◆｢金融ほっとライン(東海)｣

による無料巡回相談会

と　き　6月7日㈮　9時～17
時

ところ　財務省　東海財務
局　津財務事務所（津市桜
橋2-129）

内　容　預金・融資・保険・貸
金・証券などの金融サービス
に関する相談、無登録業者
からの未公開株・社債などの
勧誘・被害に関する相談、多
重債務・家計の再建・借金に
関する相談と、心の悩み相談

申込み　事前予約が必要（財
務省東海財務局　052-951-
9620（平日9時～12時、13時
～17時））

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、牧田、白子、稲生、飯野、

お 知 ら せ

１回目 3日（水）～5日（金） 9日（火）

２回目 17日（水）～19日（金） 23日（火）

１回目 8日（水）～10日（金） 14日（火）

２回目 22日（水）～24日（金） 28日（火）

１回目 5日（水）～7日（金） 11日（火）

２回目 19日（水）～21日（金） 25日（火）

配布日

4月

5月

6月

月・回数 予約受付日



市内小学生と保護者
5月11日㈯　10時～

15時ごろ（小雨決行）

亀山市加太森林、名
阪森林パーク

林業・漁業者が、海と
森林の環境保全の大切さに
ついて互いに理解を深めるた
めに実施しています。今回は
鈴鹿川源流の森を訪ねたり、
シカ肉試食会などを行う予定
です。（昼食は用意します）

5組（10人）

無料
鈴鹿森林組合・鈴鹿

市漁業協同組合
4月26日㈮までに、住

所・氏名・年齢（学年）・電話番
号を記入の上、電話または
ファクス、電子メールで農林
水産課へ

　（公社）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。緑の募金は、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。
　また、大きな被害を受けている
東日本大震災地域の復旧・復
興に向けて、地域の防災林など
の森林整備や拠り所となる住居
周辺や学校周辺の緑化などを
より支援する東日本大震災復興
事業を平成24年度以降3年間
にわたり実施しています。
　将来の世代に豊かな地球環
境を残せるよう、皆さまのご協力
をお願いします。

5月31日㈮まで
農林水産課、地

区市民センターに募金箱を設
置します。また、払込取扱票を
添付したリーフレットも置いて
ありますので、ご利用ください。

次の区域を除いた地域
　○下水道事業計画区域　○農業集落排水事業採択区域　○大型合併処理浄化槽の処理区域

　国庫補助の対象となるもので、生
　物化学的酸素要求量（BOD）除去率90％以上、
　放流水のBODが日間平均値20mg/ℓ以下のもの

　高度処理型合併処
　理浄化槽で、下記のいずれかの要件を満たすもの
　　・総窒素濃度が20㎎/ℓ以下または総リン濃度 
　　が1mg/ℓ以下のもの
　　・BOD除去率が97％以上で放流水のBODが
　　日間平均値5㎎/ℓ以下のもの

　補助金申請後に工事着工し、平成25年
　度中に工事が完了し、下記の要件に該当するもの
　　・専ら居住の用に供する住宅
　　・延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する
　　　建築物
　　・鈴鹿市集会所建築等補助金交付要綱（平成
　　7年鈴鹿市告示第102号）第2条第1号の集会
　　所（10人槽以下に限る）

環境政策課に備え付けの申請書に必要
　事項を記入の上、環境政策課へ



稲生塩屋一丁目1326
他（加和良神社南へ100m）

①約30㎡　②約40
㎡

①9区画　②2区画
①3,000円　②4,000

円（1区画／1年間）
伊達健次（稲生塩屋

一丁目6-23　386-3809）

　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100人の方にプレゼント
します。

5月17日㈮、18日㈯の
午前と午後

市内の栽培場所（研
究圃場）

4月19日㈮（必着）まで
に住所、氏名、年齢、電話番
号、応募動機、希望日（午前・
午後）を記入の上、往復はが
きで鈴鹿商工会議所内　
SUZUKA産学官交流会　
環境植物研究会事務局（〒
513-0802　飯野寺家町816
　382-3222）へ

　鈴鹿市国民健康保険に加入
している方で、入院などにより1カ
月にかかった医療機関などでの
支払い（保険診療分に限る）が
高額になり、自己負担限度額を
超えている場合、高額療養費の
支給対象になることがあります。
　高額療養費の支給には申請
が必要ですが、審査機関におけ
る診療内容の審査後（おおよそ
受診した月から3カ月かかります）
に、支給対象となる方へ今月か
ら案内文書を送ります（既に申
請済みの方は除く）。
（例）平成25年4月発送分は、平
成25年1月に受診した内容です。

（1）案内文書は毎月下旬に発
送します。

（2）申請時には、医療機関など
への支払いが済んでいること
が必要です。

（3）申請してから振込まで、1～2
カ月程度かかります。

（4）2年を過ぎると時効となり、申
請できなくなります。

　国民健康保険に加入、または
脱退する場合は、届出が必要
です。該当した日から14日以内
に届出をしてください。

　・他の市町村から転入したとき
　（職場の健康保険などに加

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむこ
とができる｢ふれあい農園｣の利
用者を募集しています。利用希
望者は開園者へお問い合わせ
ください。

石薬師町2980-1
30㎡
3区画
１区画3,000円（1年間）
川北清司（石薬師町

2980-1　 374-1529）

岸岡町字ユウ35-1
約30㎡～70㎡
4区画
1区画3,000円～7,000

円（1年間）
三田久憲（南若松町

3057-2　 386-1630）

中江島町261
15㎡から
2区画
1区画2,000円から（1

年間）
山形納（南江島町5-1

　387-0166）

東江島町2858-1　
30㎡から
9区画
1区画3,000円から（1

年間）
山形納（南江島町5-1

　387-0166）



津年金事務所　国
民年金課　059-228-9188
（IP電話・PHSからは  03-6700
    -1165）

　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。

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）

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

ないための取り扱いです。転出
手続きをされるときに、国民健康
保険担当窓口へご相談ください。

　所得がないため、国民年金
保険料の納付が困難な学生に
対して、本人の保険料の支払い
を猶予できる｢学生納付特例制
度｣があります。
　学生納付特例を受けるには
毎年度申請が必要です。希望
する方は学生証または在学証
明書（原本）、印鑑、年金手帳
（20歳になったばかりの方は届
いている方のみ）を持参の上、
手続き期間内にお手続きくださ
い。猶予された期間の保険料は
社会人になってから追納するこ
とも可能です（追納する場合は
猶予の時から10年以内）。

保険年金課、地区
市民センター

年金手帳（20歳にな
られた方はお手元に届いてい
る方のみ）、印鑑、学生証また
は在学証明書（原本）、仕事
を退職して学生になった方は
雇用保険の離職票または受
給資格者証（公務員だった
方は辞令書）

平成24年度学生
納付特例は平成25年4月30
日㈫まで、平成25年度学生納
付特例は平成25年4月1日㈪
から平成26年4月末まで

入していない場合）
　・職場の健康保険などをやめ
　たとき
　・国保の被保険者に子どもが
　生まれたとき
　・生活保護を受けなくなったとき
○届出が遅れた場合
　加入者は、国保に届出をした
　日ではなく、国保の被保険者
　の資格を得た日までさかのぼ
　って保険税を納めなければな
　りません。また、届出日以前の
　期間にかかった医療費は全
　額個人負担となる場合があり
　ますので注意しましょう。

　・他の市町村へ転出したとき
　・職場の健康保険などに加入
したとき
　・加入者が死亡したとき
　・生活保護を受けるようになっ
たとき
○届出が遅れた場合
　他の健康保険に加入した後、
　国保の保険証を使って受診
　した場合には、国保が支払った
　医療費を全額返却していた
　だく場合がありますので注意
　しましょう。

　国民健康保険は、住所地（住
民登録地）の市町村で加入す
るのが原則です。しかし、被保
険者が福祉施設、養護老人ホ
ーム・特別養護老人ホーム、介
護保険施設などへの入所や長
期入院などの事情により住所を
他の市町村へ移す場合、今ま
での国民健康保険を継続して
いただくことになります。この制度
を｢住所地特例｣といいます。こ
れは、福祉施設などが集中する
市町村の国保財政を圧迫させ



険です。
スポーツ・文化・ボラン

ティア・地域・指導活動を行う5
人以上のアマチュア社会教
育関係団体

○一般団体加入
　平成25年4月1日～平成26年
3月31日。途中加入可

○短期スポーツ教室加入
　3カ月以内（ネット申請限定）

○書面申請
　スポーツ課、市内運動施設、
地区市民センター、百五銀行
各支店に備え付けの加入依
頼書に必要事項を記入の
上、指定銀行へ

○ネット申請
　｢スポーツ安全協会｣｢スポ安
ねっと｣で会員登録後、名簿
を作成し、指定銀行へ

○加入に関して
　スポーツ安全協会三重県支
部   372-8100

○事故・保険内容に関して
　東京海上日動東海スポーツ
安全保険コーナー 0120-
789-057

　｢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。当日は、速報展｢発掘された

鈴鹿2012｣と常設展を無料でご
覧いただけます。

4月13日㈯
考古博物館

高校生以上（未成年
者は保護者の同意が必要）、
プラネタリウムドームの大きさ
の都合上、演奏者は5人程度

文化会館プラネタリウ
ム

7月の｢七夕さま｣と
12月の｢クリスマス｣の各特別
投映で、星座解説や番組投映
に合わせて演奏します。

5月31日㈮（必着）まで
に、演奏希望曲の1曲を録音
したＣＤ（1枚）と結果連絡用
の官製ハガキ、応募用紙に必
要事項を記入の上、文化会
館へ持参。応募用紙は文化
会館に備え付けてあります。

　居宅で介護を受けている重
度の要介護者・身体障がい者
の家庭を訪問する理美容サー
ビスの出張経費を支援します。
年度ごとに申請が必要です。

市内に住所があり、市
内の居宅で介護を受けてい
る40歳以上の方のうち、要介
護3から5と認定されている
方、または身体障害者手帳1・
2級を持ち障がい名が下肢ま
たは体幹機能障害の方

上限2,000円（1回）
申請する時期

により異なり、最高4回まで
長寿社会課または地

区市民センターへ。要介護認
定が要介護3～5に該当する
方は介護保険被保険者証
を、該当しない方は、障害者
手帳のコピーを持参してくださ
い。

　スポーツ安全保険は、加入者
が活動中に生じた事故などで
傷害を被った場合、これを補償
します。社会一般におけるスポー
ツ活動などの、社会教育活動の
普及振興に寄与するための保



○500円金券無料配布　18日
13時から　先着80人（中学
生以上の方）

農林水産課内　鈴
鹿市植木振興会事務局（  382-

   9017）

　わいわいと各国の人たちが集
まって、音楽・ダンス、世界の遊び
で楽しみます。丸一日国際交流
できる楽しいイベントです。ぜひ
遊びに来てください。

4月21日㈰　10時～
16時

鈴鹿ハンター　センタ
ー＆サブコート、屋外コート、弁
天山公園　　　

各国の音楽＆舞踊
（フラダンス・ベリーダンス・フラ
メンコ・コリアン舞踊・サンバ
他）、世界10カ国の味が楽し
める国際屋台村、民族衣装
試着体験、似顔絵コーナー、
クラフトコーナー、フリーマーケ
ット、民芸品展示・即売、フェア
トレード商品 など

ゼント、各日先着100人、1家族
1本、本人がお越しください）

○植木クイズラリー　14日・21日
11時から、各日先着100組、無
料

○植木のオークション　13日・14
日・18日・20日・21日　14時から
○緑化相談

○盆栽の展示・販売　13日・14
日・20日・21日
○風船のプレゼント　20日・21日
①10時から　②14時から（各
回先着250人）
○鈴鹿のお茶の振る舞い・淹れ
方教室（茶業組合）　13日・
14日　

○コーヒーの振る舞い（AGF鈴
鹿（株））　20日・21日

○住宅・耐震相談、子ども木工
教室（材料費要500円から）、
包丁研ぎ（1丁100円から、1人
2丁まで）、13日（包丁研ぎの
み14時まで）
○ホーバークラフト体験　14日・
21日　①9時30分～12時（9
時から受付）　②13時～16
時（12時30分から受付）（中
学生以上1,000円、小学生
500円、未就学児無料（要保
護者同乗、保護者1人で2人
まで））
○鈴鹿の特産物・農産物の販
売（鈴鹿市物産協会他）　
13日・14日・20日・21日
○Weekday抽選会　15日～19
日(1 , 0 0 0円で補助券1枚，
3,000円で抽選券1枚）

4月13日㈯～21日㈰　
　9時～16時　

鈴鹿フラワーパーク
毎年大好評の植木

生産者による｢大即売会｣を
はじめ、植木に関するイベント
がめじろ押し。また、地元の団
体や企業からも協力いただ
き、子どもから大人まで一日楽
しめる内容です。ご近所・ご家
族お誘い合わせの上、ぜひお
越しください。
○寄せ植え体験　13日・14日・20
日・21日　11時から（9時から
受付）、各回先着40人、15日・
19日　13時（11時から受付）、
各回先着20人、参加料1,500
円
○苗木プレゼント　13日・14日・20
日・21日　10時から（先着100
人）、15～17・19日　①10時
から　②14時から（各回先着
50人）（中学生以上の方）
○トピアリー作り体験　20日　
①10時30分（9時から受付）
②14時30分（13時から受
付）、各回先着16人、参加料
1,000円
○ハローツリープレゼント　13日・
14日　9時から（本市在住で、
新築・結婚・誕生1年未満と今
年小中学校へ新入学された
方本人を対象に苗木をプレ



ころを守る鈴鹿市民の会　
杉本（ 383-2472   383-2490
　teruchan@mecha.ne.jp）

4月20日㈯　13時～
16時20分

鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス　JART記
念館100年記念ホール（岸岡
町1001-1（駐車場あり））

○演題1　｢食品や健康食品と
お薬の飲みあわせは大丈夫？｣
平野和行さん（日本食品安全
協会副理事長）

○演題2　｢調味料の「さしすせ
そ」を考える｣米川泰正さん
（食理学者）
○演題3　｢食の安全・安心に
関する知識力―食品添加物
編―｣長村洋一さん（鈴鹿医
療科学大学）
○演題4　｢健康食品管理士
からの一言｢減塩って、こんな
に大切｣｣長太のどかさん（鈴
鹿医療科学大学）

200人（先着順）
無料
鈴鹿医療科学大学
鈴鹿医療科学大学

（千代崎キャンパス）庶務課
   （  383-8991    383-9666）

　在住外国人に地域で日本語

支援をしていただく日本語ボラン
ティアの養成講座を開催します。
外国語ができなくても、今まで全
く日本語を教えたことがない方で
も大丈夫です。
　日本語教室では、日本語で日
本語を教えます。日本語支援活
動を通じて近くに住む外国人の
文化に触れてみましょう。

できる限り全講座に
出席でき、日本語支援活動に
参加していただける方　 

5月18日～6月22日　
毎週土曜日　13時30分～16
時40分

男女共同参画センター
日本語教師
20人(先着順)
一般6,000円、賛助会

員3,000円(賛助会員にはい
つでもご加入できます)

4月25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
1-18-18　市民会館正面玄
関西）へ

4月12日㈮（平日10時 
　～18時）から電話で｢ＮＰＯ法
　人市民ネットワークすずかの
　ぶどう（イオン白子店3階）｣（ ・
　　387-0767）へ

パソコン初心者
を対象に、オフィス2007を使用
して、いずれも3時間講習を2
日間行います。
○午前の部：9時30分から
　・初心者のための基礎　4月20
日㈯と21日㈰

　脳卒中専門医が｢脳卒中｣を分
かりやすくお話しします。皆さんの
疑問にお答えする時間もあります。

4月20日㈯　13時～
16時

文化会館　けやきホ
ール

500人（先着順）
無料
鈴鹿回生病院
鈴鹿中央総合病院
鈴鹿市医師会、日本

脳卒中協会三重県支部、鈴
鹿市　

鈴鹿回生病院
   （  375-1212　大久保）

　｢いのちの電話｣での相談や、
三段壁を訪れる自殺志願者を保
護し、教会で寝泊まりさせる共同
生活を通じ自立をめざす支援活
動を行っている和歌山県の牧師
の講演です。講演終了後、メンタ
ルパートナー養成講座を行います。

4月20日㈯　14時～
15時30分

文化会館　さつきプ
ラザ

藤藪庸一さん（ＮＰ０
法人白浜レスキューネット
ワーク理事長）

200人
無料（先着順）

いのちとこ



㈫

4月9日㈫から、水泳場
窓口、スポーツガーデンホームペ
ージで。ベビービクス、飾り巻き寿
司教室は参加料持参の上、直
接水泳場窓口へ

　赤ちゃんと一緒にエクササイズ
で産後の体をシェイプアップ♪

子（2カ月から歩く前ま
で）とその親

4月17日㈬　
　午前の部11時～12時30分、
午後の部13時30分～15時

各30組（先着順）
1,000円

　見て楽しい！食べておいしい
季節の巻き寿司を作ります。

一般成人
4月18日㈭　10時30

分～12時
16人（先着順）
2,600円（材料費込）

　5月から始まる新しい教室の
体験会です。バレエを中心にし
たダンス教室です。

年長から
4月23日㈫　17時～

18時
20人（先着順）
無料

　5ｍ先の的を狙います。スポー
ツ吹矢式呼吸でさまざまな健康
効果が期待できます。

一般成人
4月27日㈯　10時～

12時
30人（先着順）
500円

　・ワード基礎　4月27日㈯と28日
㈰
○午後の部：13時30分から
　・エクセル基礎　4月20日㈯と
21日㈰
　・エクセル応用　4月27日㈯と
28日㈰

　図書館2階視聴覚室
ほか

　各10人（1人以下の
場合は休講）

　3,000円（教材費別途
必要）

毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時30
分から

　すずかのぶどう内パソ
コン教室

　インターネット、メール
講座

　3時間1,500円

　街中に桜やチューリップなどさまざまな花が彩り
を添えています。4月になりました。新学期が始まり、
進級・進学した子どもたちは「勉強や部活動をが
んばりたい」「新しい友だちをたくさんつくりたい」な
ど、期待で胸をふくらませていることでしょう。就職
をした子どもたちも社会の一員となり、新しい一歩
を踏み出しました。どの子も自分の将来に向けて
さまざまな思いや願いを抱いてスタートしたのでは
ないでしょうか。
　しかし、中には友だち関係に不安を抱いて勉
強に身が入らなかったり、自己肯定感が低く、将

来に夢をもてずに自暴自棄になったりする子どもも
いるかもしれません。
　昨年行われた全国学力学習状況調査の分析
結果から、教師や親から「好きなことは何かな」
「将来、何になりたいの」と聞かれ、常になりたい自
分を想定している子どもは自己肯定感が高く、自
分なりの目標をもっていることから学力も伸びてい
ることが分かってきました。
　大人は子どもの思いや願いを大切にし、夢や
進路に向けて具体像をつかめるよう、子どもと話し
合って見守っていきたいものです。
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーター
スポーツ

す ず 　 　 か 　 　 び と

闘え！闘 鈴鹿人のえ！

　1月に風邪をひいて症状が長引きました。喉が痛
くて声が出ず、夜になると咳が止まりません。病院で
アレルギー検査を受けたところ、花粉もダニもペッ
トも「シロ」の判定が出たので、しばらく飲んでいた
薬を止めて現在に至っています。不調の原因は分か
りませんでしたが、それをきっかけに、花粉や黄砂な
ど大気の状態に関心をもつようになりました。
　最近では、微小粒子物質PM2.5が注目されています。

中国からの流入がもっぱら話題になっていますが
国内でも排ガスなどから発生しているそうです。市内
では算所と白子の2カ所で測定していて、基準を超え
たときにはホームページやメルモニでお知らせします。
　マスクやうがいなど、PM2.5に対しても花粉や
黄砂と同じ対策が効果的だそうです。花粉症の
方はいつもより症状が強く出るかもしれないと
のこと。ご注意ください。（保）


