
　全国的にも貴重な唐人おどりが、東玉垣町に脈々と伝え

られています。毎年4月の第1日曜日、牛頭天王神社の春祭

りで獅子舞とともに行われ、独特の踊りで場を盛り上げて

います。

春を呼ぶ唐人おどり

撮影場所

撮影日

撮影者

東安寺（東玉垣町）

平成25年4月7日
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鈴鹿市役所発！NHK津「ほっとイブニングみえ」の
公開生放送が行われました
　「ほっとイブニングみえ」は、NHK津放送局が県
内のニュースと地域の話題や、くらしに役立つ情報
を伝える番組です。この日は「鈴鹿キャラバン」と
銘打って、本庁1階の市民ロビーをスタジオに模様
替えして、18時30分から19時まで公開生放送を行
いました。
　オープニングでは、ベ
ルディとケーブルネット鈴
鹿の日髙キャスターが伊
勢型紙、鈴鹿墨、アナゴ、
お茶など、鈴鹿自慢の
品 を々ワゴンに載せて登
場。このほか、コウナゴの

試食、入道ヶ岳のハイキング、鈴鹿高校書道部によ
るパフォーマンスなどが取り上げられ、鈴鹿の魅力
を発信できました。

　「鈴鹿さくら祭り2013」が、旭化成ケミカルズ
（株）のグラウンドで2日間にわたって開催されまし
た。オープニングでは、浅尾美和さん（鈴鹿と・
き・め・きスポーツ大使）や伊藤智也さん（ロンド
ンパラリンピック銀メダリスト）らが人力車に乗っ

て登場し、会場は大いに盛り上がりました。
　浅尾さん、伊藤さんと鈴木知事、末松市長の4
人によるトークショーが行われ、鈴鹿の魅力や新
しく決まった都市イメージキャッチコピー「さぁ、
きっともっと鈴鹿。」などについて、息がぴったり
合ったトークで、来場者を楽しませました。
　わがまち鈴鹿に新しい風を吹き込もうと、平田

商店会が企画
開催する鈴鹿さ
くら祭りは今年
で 2回目です。
今回はあいにく
の天候でしたが、
多くの方が来場
し、花見とグルメ
を楽しみました。
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を発信できました。

浅尾美和さんや伊藤智也さんが人力車で登場！
鈴鹿さくら祭り　オープニングトークショー

ンパラリンピック銀メダリスト）らが人力車に乗っ



4月13日㈯～21日㈰

4月14日㈰
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人と緑のふれあい　第37回鈴鹿市植木まつり

　加佐登町の鈴鹿フラワー
パークで植木まつりが開催
されました。鈴鹿市が全国で
も有数の植木の産地である
ことをPRするとともに、生産
者と消費者との交流をとおし
て、人と緑のふれあいを高め
るために、昭和52年から開催
されています。
　訪れた人は生産者と会話
をしながら植木や花を買い
求めたり、並べられたたくさ
んの植木や花を見て回り、楽
しんでいました。
　そのほかにも、苗木のプ
レゼントや、植木寄せ植え
体験、鈴鹿のお茶の振る舞
いや特産物の販売などのイ
ベントが行われ、多くの人々
で賑わっていました。

決勝前の緊迫したピットの雰囲気を味わう
鈴鹿2&4レース　特別観戦ツアー

4月13日㈯ 21日㈰第37回鈴鹿市植木まつり

　鈴鹿モータースポーツ友の会が、鈴鹿サ
ーキットの「鈴鹿2&4レース」に合わせて、
特別観戦ツアーを開催しました。参加したフ
ァンは、同日開催された2輪と4輪の日本最
高峰のレースを、イヤホンで分かりやすい解
説を聞きながら、より深く楽しみました。
　2輪レース「JSB1000」では、八代俊二さ
ん（元世界GP参戦、元全日本チャンピオン）、
4輪レース「スーパーフォーミュラ」では、福山
英朗さん（元全日本チャンピオン、ルマン24
時間優勝）が解説を担当されました。
　ピット訪問では、地元チームの「F.C.C.TSR 
Honda」と「HPリアルレーシング」の協力を

得て、決勝レース前
のマシン整備を間
近に見学するなど、
参加したファンは
至福の時を過ごし
ました。
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27,322,617
8,784,297
5,663,000
4,275,861
4,170,811
2,408,754
2,072,417
1,697,000
1,140,291
945,333
1,752,762
60,233,143

18,059,986
1,750,000
10,017
42,769

2,574,075

41,946,411

20,110,394

23,227

21,812,790

41,625

15,772,893
2,198,951
8,632
0

1,332,359

87.3%
125.7%
86.2%
0.0%
51.8%

16,234,834
1,606,224

5,123
41,028

2,340,803

89.9%
91.8%
51.1%
95.9%
90.9%

民 生 費

土 木 費

総 務 費

公 債 費

衛 生 費

教 育 費

消 防 費

農林水産業費

諸 支 出 金

商 工 費

そ の 他

計

固 定 資 産 税

市 民 税

都 市 計 画 税

市 た ば こ 税

そ の 他

計

12,803,290 
11,688,000 
1,244,000 
1,180,000 
407,327 

27,322,617 

12,485,479 
12,574,093 
1,003,072 
1,240,870 
419,994 

27,723,508 

97.5%
107.6%
80.6%
105.2%
103.1%
101.5%

定 期 性 預 貯 金

普 通 預 貯 金

市 債 運 用

現 　 　 　 金

　 計 　

普 通 財 産

行 政 財 産

教 育 財 産

計

有価証券等

物権(地上権)

17,772,389,502円
2,304.78㎡の内持分100分の34

602,531.54
3,039,601.99
1,095,914.23
4,738,047.76

15,576.52
255,274.44
299,699.65
570,550.61

6,116,920
6,909,843
2,811,860

1,758
15,840,381

38.6%
43.6%
17.8%
0.0%

100.0%

12
1

27,723,508
7,839,357
570,500
4,447,634
3,395,436
2,115,262
39,780

1,802,032
1,045,490
930,261
2,014,208
51,923,468

101.5%
89.2%
10.1%
104.0%
81.4%
87.8%
1.9%

106.2%
91.7%
98.4%
114.9%
86.2%

53.4%
15.1%
1.1%
8.6%
6.5%
4.1%
0.1%
3.5%
2.0%
1.8%
3.9%

100.0%

21,674,801
8,195,502
6,140,788
5,524,530
5,447,672
5,301,000
2,815,585
1,744,610
1,400,000
845,256
1,143,399
60,233,143

18,772,777
6,573,115
4,523,206
5,242,667
4,198,493
4,736,216
2,238,829
1,454,034
1,400,000
652,370
786,908

50,578,615

86.6%
80.2%
73.7%
94.9%
77.1%
89.3%
79.5%
83.3%
100.0%
77.2%
68.8%
84.0%

37.1%
13.0%
8.9%
10.4%
8.3%
9.4%
4.4%
2.9%
2.8%
1.3%
1.6%

100.0%

科 　 目

事 業 名 予 算 現 額 収 入 済 額 予算対比 支 出 済 額 予算対比

予 算 現 額 収 入 済 額 執行率 構成比 科 　 目 予 算 現 額 支 出 済 額 執行率 構成比

　市が特定の事業を行う場合に、その事務や経理の内容
を明確にするため、一般会計とは別に設けたものです。
次の5つの会計があります。

　市が第三者からの借り入れを行うこ
とによって長期にわたり債務を負うも
のです。

科 目 予 算 現 額 収 入 済 額 予 算 対 比

区　　　分 金 　 額 預託金融機関数構 成 比

区　　分 土　　地 建　　物

区　　分 現　在　高

区 　 分 現　債　額

一 般 会 計 債

住宅新築資金等貸付事業特別会計債 

訳

内 普 通 債

災 害 復 旧 債

そ の 他

 (単位 千円）

 (単位 千円）

 (単位 千円）

特別会計 市債

 (単位 千円）

 (単位 ㎡）

公金の状況 

市税 
市有財産の状況 

歳計現金・基金などの保管状況

その他 

土地および建物

普通財産・・・事業用地の先行取得分や、事業の代替地など
行政財産・・・事業を執行するために直接使用する財産や

公の施設など

教育財産・・・学校、公民館、博物館など 

 (単位 千円）  (単位 千円）

一般会計
歳　入 歳　出

市が行う仕事の大部分を賄う予算で、市税や国・県からの負担金などを財源としています。
まかな

国民健康保険事業

土地 取得 事業

住宅新築資金等貸付事業

介 護 保 険 事業

後期高齢者医療

財政課　　382-9041　　382-9040
zaisei@city.suzuka.lg.jp

市の財政状況をお知らせします市の財政状況をお知らせします

財政公表～平成24年度～情報館❶
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市の財政状況を皆さんに知っていただくため、予算の執行状況などを年2回公表しています。今回は、

平成24年度の予算について、3月31日現在の財政状況をお知らせします。

なお、出納整理期間（4月1日～5月31日）の数字が含まれませんので、実際の決算額とは異なります。

市の財政状況を皆さんに知っていただくため、予算の執行状況などを年2回公表しています。今回は、

平成24年度の予算について、3月31日現在の財政状況をお知らせします。

なお、出納整理期間（4月1日～5月31日）の数字が含まれませんので、実際の決算額とは異なります。

市　　　税

国庫支出金

市　　　債

地方交付税

県 支 出 金

諸　収　入

繰　入　金

地方消費税交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

そ　の　他

計

※構成比については、単位未満は四捨五入のため、積み上げと一致しない場合があります。
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市民対話課　　382-9004　　382-7660 
　　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

市民の声～平成24年度実績報告～情報館❷

あなたの声をお聴かせくださいあなたの声をお聴かせください
市では、より良いまちづくりのために、市政全般に対する貴重なご意見・ご要

望を、「市民の声」としてお受けしています。ここでは、平成24年度の実績報告と、

「市民の声」に対して市がどのように対応しているのかをお知らせします。 

　平成 24年度は、延べ 635
件のご意見が寄せられました。
部局別にみると、保健福祉部
（乳がん検診、不妊治療につ
いてなど）、企画財務部（ホー
ムページ、広報の配布につい
てなど）、環境部（資源ごみの
持ち去り、騒音についてなど）
へのご意見が多く寄せられま
した。
　これらの声は、今後、市政
の参考にさせていただきます。

ご意見をお寄せください 
　市政に関するご意見・ご要望を市民対話課へお寄せください。
　手紙、電子メール、電話、ファクス、面接のいずれの方法でも結構です。回答をさせていただきますので、
住所・氏名・年代・電話番号もお知らせください。
　なお、匿名の場合は回答させていただけませんのでご了承ください。
　市民対話課と地区市民センターに切手不要の「市民の声」用紙（右上写真）を備えていますので、
ご利用ください。市販の封書の場合は、〒513-8701（住所不要）「市民の声」へお願いします。

　お寄せいただいたご意見は、
すぐに対応のできるもの、今後
の課題として取り組んでいくもの
などがありますが、担当部局と
内容を十分に検討・協議し、
できる限りご本人へ回答をさせ
ていただいています。
　これからも、より良い鈴鹿市を
築くため、市民の皆さんから気
軽に市政へご意見をいただけ
るような環境づくりを進めていき
ます。

「市民の声」全体の流れ
民

手紙・電子メールなど

聴 く
市民対話課でご意見を拝読し、対応する部局の調整をします。

市長が確認
ご意見の内容と担当部局の対応を確認します。

市 民
手紙やメールなどで回答します。

考 える
担当部局で対応を考えます。

民

※お寄せいただいたご意見から抜粋し、個人が特定できないよ
うに配慮して、広報すずかや市ホームページで紹介します。

※国・県などの他の機関へのご意見は、除いています。
※本年度より、市民の方から寄せられたご意見全般（提案・要望・苦情・照会など）
の内訳としました。 

　電子メールでの投稿は、市ホームページの「市への意見・質問」内の「市民の声」をご利用ください。

直接、担当から内容確認
のため、電話などで連絡
することもあります。

市

市

担当部 など 件数 主な内容
企画財務部 81 ホームページ、広報の配布についてなど
総務部 38 時間外窓口の開設についてなど
生活安全部 66 コンビニでの住民票発行についてなど
文化振興部 41 成人式、体育館器具の修理についてなど
環境部 70 資源ごみの持ち去り、騒音についてなど
保健福祉部 95 乳がん検診、不妊治療についてなど
産業振興部 62 猿の出没、緊急経済対策リフォーム促進事業補助金についてなど
土木部 52 市道側溝ふた、カーブミラー調整についてなど
都市整備部 51 公園遊具の補修についてなど
教育委員会事務局 37 複式学級、中学生の自転車マナーについてなど
その他の部局 42 台風17号、水道工事、救急法講習会についてなど

計 635
（防災危機管理課、水道局など）
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　産業政策課　　382-8698　　382-0304
　　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp 

住宅リフォーム補助金情報館❸

10

住宅リフォームに対する補助金を交付します住宅リフォームに対する補助金を交付します
「市内施工業者」を利用して自宅の修繕・補修工事などを行う場合に、経費の

一部を補助します。その要件や申し込み方法をお知らせします。

※平成25年度のみの事業です。
補助金額

対象工事経費の 10％で 10 万円を限度に補助します。
( 千円未満切り捨て )
※補助金は予算の範囲内で交付します。

■次の要件の全てを満たしている必要があります

対象となる工事 1

2

3

Q
A

市内施工業者とは？

Q

A

次の工事は対象になりません

補助金の申請ができる方

対象となる住宅 

○市内施工業者を利用して行う工事 
○リフォームに要する経費が 10 万円以上（消費税含む）の工事
○この補助金の交付決定通知を受けた後、6 月 21 日㈮から 12 月 31 日㈫の間に着工し、
完成する工事
○既存住宅の一部増改築（10 ㎡未満）および住宅の修繕、補修、模様替え工事 

○鈴鹿市に住民登録がある方
○自己が居住する住宅をリフォームする方
○申請者と同一世帯の全員が市税を滞納していない方
○同一の工事について、国・県・市などが実施する他の補助制度を利用していない方

○自己または直系二親等以内の親族が所有し、現在居住する住宅（借家、賃貸アパートは対象外）
※事務所や店舗などの併用住宅の場合にはその住居部分
※分譲マンションなどの共同住宅では、個人の専有部分

鈴鹿市内に本社または本拠を持つ法人または個人事業主であって、リフォーム工事を自らが
施工するとともに、見積書、契約書、請求書、領収証を市内の住所で作成できる事業者です。

○屋根のふき替え、塗装
○畳の表替え、障子・ふすまの張り替え
○給湯器・エコキュートの設置、交換
○トイレ・洗面台・システムキッチン・ユニットバスなどの設備機器、サッシ・建具・システム
家具などの設置、取り替え
○外構工事のうち、外壁に定着させるエクステリアの修繕、取り替え、設置や既存建物の修
繕に付帯する工事（例：サンルーム、ストックヤード、物干し場、ベランダ、ウッドデッキ、出
入口新設に伴うポーチなどの施工） 

○補助金交付決定前に着工した工事
○門扉、塀、庭などの外構工事
○照明器具・エアコンなどの生活家電を設置、または取り替える工事 

○外壁塗装、防水工事
○床・壁・天井の張り替え
○間取りの変更 

○住居以外の建物工事（倉庫など）
○新築工事

対象となる工事の具体例は？
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■申し込み方法
官製はがき、または産業政策課か地区市民センターに備え付けの申し込みはがきに、下記の①～⑫の
事項を記入して産業政策課に送付してください（地区市民センター経由での送付も可）。
　① 申請者の郵便番号　② 申請者の住所　　　③ 申請者の氏名　　④ 氏名のふりがな
　⑤ 申請者の生年月日　⑥ 申請者の電話番号　⑦ 工事物件の所有者
　⑧ 工事物件の所有者と申請者の続柄　　　　⑨ 工事内容 ( できるだけ具体的に )
　⑩ リフォームの予定工事費 ( 税込 )　　　　　⑪ 予定施工業者名と所在地、電話番号
　⑫ 工事着工予定日と完成予定日

【受付期間】 5月13日㈪～31日㈮（消印有効）
■申し込みから補助金交付までの流れ

6月7日㈮ 市から補助候補者決定通知兼手続き案内と交付申請書一式を発送します。

6月 7日㈮
 

～

7月31日㈬

市へ交付申請書を提出してください。 
【工事着工予定日の１０営業日前または7月31日のどちらか早い日まで】 

市から補助金交付決定通知および実績報告書等一式を発送します。

工事着工前 施工業者と工事請負契約の締結をし、工事着工前状態を写真撮影してください。 

工事施工中 施工中の状況を写真撮影してください。
（床下や屋根裏などの工事で、完成前後の写真では実施が確認できない場合） 

交付額確定後 市から補助決定者へ補助金を支払います。 

市へ実績報告書を提出してください。

市から補助金交付額確定通知を発送します。

工事完了後 施工業者へ工事代金の支払いをし、工事完了後の状態を写真撮影してください。 

添付書類・・・

添付書類・・・

世帯全員の住民票、平成 25 年度固定資産税納税通知書および課税
明細書の写し、見積書、図面（間取りに変更が生じる場合） 

工事請負契約書または請書の写し、工事代金の内訳がわかる請求
書と領収証の写し、工事前後写真 

実績報告書
受理から
２週間程度 

工事完了
から

30日以内 

申請書受理
から

２週間程度 

し

　点検と称して自宅に上がり込み、勝手に修理や工事をして法外な料金を請求する
悪質なリフォーム詐欺事件が全国で発生しています。ご注意ください。

問合せ　産業振興部産業政策課 総務グループ（市役所本館 7 階 74 番窓口）
　382-8698 　　382-0304

ご注意ください！！
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市営住宅の入居者を
募集します

住宅課　382-7616　 382-7615

　jutaku@city.suzuka.lg.jp

所在地･構造･募集戸数･家賃

◆一般世帯

○ハイツ旭が丘（中旭が丘三・
　四丁目）中層耐火造4・5階　
　5戸　1万6,600円～3万5,600円
○安塚団地（安塚町）中層耐
　火造4階　5戸　1万1,700円
　～2万3,700円
○一ノ宮団地（一ノ宮町）中層
　耐火造4階　4戸　1万2,400
　円～2万7,000円
○桜島団地（桜島町五丁目）
　中層耐火造4階　2戸　1万
　6,300円～3万2,500円
○高岡山杜の郷（高岡台四丁
　目）中層耐火造3階　3戸　2
　万800円～4万1,800円
※高齢者世帯・身体障がい者世

帯は申込みできません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

○安塚団地（安塚町）中層耐
　火造4階　4戸　1万1,900円
　～2万3,700円
○一ノ宮団地（一ノ宮町）中層
　耐火造4階　2戸　1万3,800
　円～2万7,000円

○桜島団地（桜島町五丁目）
　中層耐火造4階　3戸　1万
　5,100円～3万2,000円
○高岡山杜の郷（高岡台四丁
　目）中層耐火造3階　3戸　2
　万800円～4万2,900円
◆世帯の区分なし(1DK･単身)

○潮風の街磯山（東磯山二丁
　目）中層耐火造3階　1戸　1
　万4,700円～2万8,800円
申込み資格　次のすべての要
　件に該当する方
1.市内に在住または勤務してい
る方
2.同居する親族（婚約者を含
む）がいる方
3.現に住宅に困っている方
4.市税の滞納がない方
5.公営住宅法に定める基準以
下の収入の方
6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て

満たし、60歳以上の方がいる

世帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要

件1と3から6を全て満たし、1

級から4級までの身体障がい

者がいる世帯が対象です。

※潮風の街磯山(1DK･単身)の入

居資格要件については、住宅

課へ

申込み　5月13日㈪から24日㈮
（土・日曜日を除く8時30分から
17時15分）に、所定の申込書
類に必要書類を添えて、直接

住宅課へ
※案内と申込書類は、5月13日(

月)から住宅課で配布します。

選考方法　応募者多数の場
合は、7月下旬に抽選で決定
します。

入居時期　8月上旬
※障がい者世帯、母子・父子世

帯など優先措置を受けられる

世帯がありますので、申込みの

際に申し出てください。

※募集戸数、内容は、状況により

変更する場合があります。

公道に面したブロック塀などの
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
するため、ブロック塀の除却に対
して助成を行っています。
対　象　公道（セットバックが必
要な道路を除く）に面し、高さ
が1ｍを超えるブロック塀など

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、算出
額の2分の1（限度額あり）を
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。

お 知 ら せ

くくらしの情報くらしの情報
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※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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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、新エネルギーを取り
入れた設備や、クリーンエネルギ
ー自動車の導入に対して、補助
制度を設けています。
◆家庭用新エネルギー設備 

　設置事業補助金

対象者　
○自らが居住または居住する予
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

※平成 25年2月15日以降に設

置 、購 入さ れ た 方 が 対 象で

す。

条　件　
○県や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）に協力できること
○市税を滞納していないこと
○対象設備について、過去に交
付申請をしていないこと

対象設備　
○住宅用太陽光発電システム
○エコウィル（家庭用ガスエンジ
ン給湯器）

補助額　一律2万円
補助予定件数　75件
申込み　平成26年2月28日㈮ま
で

※先着順ではありません。補助

金の予算額を超えた場合は、

申請期間終了後に抽選を行い

ます。

◆クリーンエネルギー自動車

　購入費補助金

対象者　
○対象車種を自家用の新車と
して平成25年2月15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
点で引き続いて6カ月以上、鈴
鹿市に在住している方

条　件　
○市税を滞納していないこと
○対象車両について、過去に交
付申請をしていないこと

対象車種　ハイブリッド自動車、
プラグインハイブリッド自動車、
電気自動車、天然ガス自動
車、燃料電池自動車、メタノー
ル自動車

補助額　4万円（ホンダ社製）、
2万円（ホンダ社製以外）

※当該年度内、一人1台限りです。

補助予定件数　ホンダ社製
110件（前期・後期各55件）、
ホンダ社製以外80件（前期・
後期各40件）

申請期間　前期：8月31日㈯ま
で、後期：9月1日㈰から平成
26年2月28日㈮まで

※先着順ではありません。補助

金の予算額を超えた場合は、

申請期間終了後に、それぞれ

抽選を行います。

※初度登録が8月15日から31日

までの登録車は、後期でも申

請できます。

※必要書類や申請様式など詳し

くは市ホームページでもご覧

いただけます。

トイなおす(おもちゃ病院)を
開設します

廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドク
ターがお応えします。当日おもちゃ
と説明書を一緒に持ってきてくだ
さい。当日都合の悪い方は、
事前に廃棄物対策課へ持参
してください。修理後は、廃棄
物対策課へ取りにきていただき
ます（当日修理が完了したもの
は、当日お渡しすることもでき
ます）。
※廃棄物対策課での保管期間は

１年間です。お早めに引き取

りに来てください。

と　き　5月19日㈰　10時～
15時（受付は14時まで）

ところ　市立図書館　2階視
聴覚室

※テレビゲーム・キッズコンピュー

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼

児用電動バイク、楽器(電子ピア

ノ・笛・ハーモニカほか)などは

修理できません。
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を募集しています。関心のある方
は、下記の総会へ参加してくだ
さい。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方

と　き　5月19日㈰ 　9時から
ところ　河川防災センター 2
階会議室

問合せ　災害ボランティアアマ
チュア無線鈴鹿 会長 山中
乙雄（JA2RAL）（　382-0034
　ral@mecha.ne.jp）

モノづくり元気企業支援事業を
募集します

産業政策課　382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　地域産業の基盤を支える市
内の中小製造業者などの技術
力の向上を図り、次世代自動車
産業や先端材料活用産業など、
産業の活性化をめざすため、技
術開発に要する経費の一部を
補助します。
対　象　市内に本社または主
たる事業所がある事業者など
が行う新商品や新技術の研
究開発で、大学や高専などの
高等教育機関や公の研究機
関等とで共同で行う事業開
発や、その指導を受けて行う
事業の補助対象経費の2分
の1以内（50万円以上最大
240万円以内）

申込み　5月7日㈫から6月21日
㈮（必着）までに、申請書に必
要事項を記入の上、直接、ま
たは郵便で、〒513-8701 産
業政策課へ

※申請後は、審査会で研究開発

事業の内容を説明いただき、

審査後、交付の可否を決定し

ます。

※要項・申請書などは、産業政

策課か市ホームページで入手

できます。

第15回バイクであいたい
パレード2013の

参加者を募集します

商業観光課　382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月27日㈯　13時～
19時30分（予定）

※13時から各種イベントを開始、パ

レードは18時15分スタート

ところ　鈴鹿ハンター特設会場
※パレードコースは、鈴鹿ハンタ

ー駐車場から鈴鹿サーキット

まで

内　容　鈴鹿8時間耐久ロード
レース前夜祭として、交通安
全啓発車両を配備し、全国
各地から集まったバイクが、
鈴鹿サーキットの8耐前夜
祭会場に向けて日本最大
級の交通安全パレードを行
います。

※パレードコースや周辺道路は、18

時15分から交通規制により渋滞

が予想されます。なお、パレード

中は道路の横断はできませんの

で、ご協力をお願いします。

申込み　5月７日㈫から21日㈫
（必着）までに、鈴鹿商工会
議所青年部ホームページ
（　http://www.suzuka-yeg.
　com/）からお申し込みくださ
い（応募多数の場合は抽選）。

問合せ　鈴鹿商工会議所
青年部（担当：川口・高橋 
　382-3222）

無事故・無違反
チャレンジ123の

参加者を募集します

地域課　382-9022　 382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

　7月1日から10月31日までの
123日間、無事故・無違反を達
成して、豪華賞品を獲得しませ
んか。無事故・無違反達成チ
ームには、抽選で1チーム30万
円分のトラベルギフト券などを
贈呈します。
　運転免許を取得している3
人を1チームとしてご参加くださ
い。また、シルバーチーム（3人
のうち、65歳以上の方2人以上
含む、特別賞あり）の募集も行
います。
募集期間　5月1日㈬～6月30日
㈰

参加料　1チーム3,000円
問合せ　チャレンジ実行委員
会事務局（三重県環境生活
部 交通安全・消費生活課内
　059-224-2410）

※詳しくは、市役所、警察署交通

課、交通安全協会、県民センタ

ー、三重県庁などに5月1日以降

に備え付けのチラシ、申込書を

ご覧ください。

災害時の情報収集のための
アマチュア無線局を

募集します

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

　本市と災害時応援協定を締
結している「災害ボランティアアマ
チュア無線鈴鹿」では、災害時に、
ボランティアとして各自の周辺情
報を市役所アマチュア無線局へ
送信するアマチュア無線の会員

お 知 ら せ
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60歳以降も
国民年金保険料を

納めることができます

保険年金課　382-9401　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金は20歳以上60歳未
満の方が加入対象ですが、国
民年金保険料を支払っていな
い期間があり、厚生年金などに
加入していない方には、65歳ま
でに任意加入し年金額を満額
に近づけることができる「高齢任
意制度」があります。ただし、満
額になればそれ以上納められま
せん。
　また、任意加入は原則65歳ま
でですが、年金を受給する資格
を満たさない方は、65歳以降も
資格を満たすまで（最高70歳）
特別に加入できます。
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印、戸籍謄本（65歳
以上の方）

問合せ　津年金事務所　国
民年金課（　059-228-9188）

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　5月26日㈰　9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　5月30日㈭31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
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。

時ごろ
ところ　｢伊勢茶工房ささら｣
（椿一宮町3000）茶工場と周
辺茶園

内　容　新茶の摘み取りと新
茶づくり、県下最大のお茶工
場の見学、できたて新茶とお
茶菓子で一服、きのこご飯の
昼食会と地元産品の軽トラ市

定　員　50人程度
参加料　1人1,500円（小学生
以上）、500円（幼児）

申込み　5月12日㈰までに、氏
名、参加人数、連絡先などを
電話で｢伊勢茶工房ささら｣
（　371-8288）へ（9時～18時）

※天候などの理由で内容は変更と

なる場合があります。

※「椿縁結びプロジェクト」フェイス

ブックページもご覧ください。

茶の改植に対する
支援事業を実施します

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　茶の改植による優良品目・品
種への転換、高品質化を加速
するため、産地ぐるみで改植な
どを実施した際の経費などを助
成します。
助成金額　合計24万円/10ａ
○改植などを実施した際の未
収益期間に対する支援：12万
円/10ａ
○改植に要する経費に対する
　支援：12万円/10ａ
問合せ　鈴鹿市茶業組合事
務局（鈴鹿市農林水産課
内）　382-9017

※この事業は国の平成25年度予算

の成立が前提となります。

｢にっぽん縦断こころ旅｣への
手紙を募集しています

商業観光課　382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　NHK-BSプレミアムで4月から
放送されている｢にっぽん縦断こ
ころ旅～2013春の旅～｣では、
俳優の火野正平さんが自転車
で旅をしています。皆さんからの
手紙で旅のルートを決定するた
め、番組では、市内の｢思い出の
場所とエピソード｣を募集してい
ます。
※三重県の放送予定は6月3日(月)

から9日(日)までです。

応募方法　5月21日㈫までに、
住所、氏名、電話番号、性別、
年齢、思い出の場所、場所に
まつわるエピソードを記入の
上、〒150-8001　NHK｢ここ
ろ旅｣係（　03-3465-1327
　　http://www.nhk.or.jp/
　kokorotabi/）へ
問合せ　NHKふれあいセンタ
ー（　0570 -066 -066または
　050-3786-5000）

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト2013の
参加者を募集します

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　｢椿の農業と地域を考える会｣
では、昨年の市制施行70周年
記念市民事業での経験を生かし、
今年も皆さんとの交流とご縁づくり
を行います。まずは第1弾です。
と　き　5月19日㈰　9時～14

写真提供：NHK
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支援室が行います。
ところ　市役所西館　2階
2422会議室

助言者　髙﨑順子（子ども家
庭支援室専門相談員、臨床
心理士）

定　員　各15人程度
参加料　無料
申込み　参加希望者は直接
会場へお越しください。

◆養育トーク

対　象　18歳までの子どもの
子育てに困り感をもっている
保護者

と　き

○木曜日：5月16日、6月20日、
7月11日、9月19日、10月17日、
11月21日、12月12日、1月16
日、2月20日　10時～12時

内　容　18歳までの子どもの
子育てに困り感をもっている
保護者の話し合いとグループ
相談

◆子育てトーク(発達)

対　象　発達に課題のある子
ども（18歳まで）の保護者

と　き

○火曜日：5月7日、6月11日、7月
9日、9月10日、10月8日、11月
12日、12月10日、1月14日、2月
18日　10時～12時
○水曜日：5月8日、6月12日、7月
10日、9月11日、10月9日、11月
13日、12月11日、1月15日、2月
19日　10時～12時

内　容　発達に課題のある子
ども（18歳まで）の保護者の話
し合いとグループ相談

ひとり親家庭の父、母の
就職のため

資格取得を支援します

子育て支援課　382-7661　 382-7607

　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市では、就業の促進を
図ることを目的とし、就職の際に
有利な資格を取得しようとする
ひとり親家庭の父、母（児童扶
養手当受給者）を支援する制
度があります。申請には要件や
制限がありますので、早めにご
相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金

　対象講座を受講するために、
本人が支払う費用の2 0％
（4,001円以上10万円以下の範
囲）を支給します。
※すでに講座の受講を開始してい

る場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金

　資格取得養成機関におい
て2年以上修学し、下記の資
格を取得しようとするひとり親
家庭の父、母に対し、養成訓
練の修学期間の全期間（上
限2年）について訓練促進費
を支給します。
対象資格　看護師、介護福祉
士、保育士、理学療法士、作
業療法士など

支給額

○非課税世帯：月額10万円
○課税世帯：月額7万500円
※公的年金の受給などで、児童扶

養手当を受給していなくても制

度を利用できる場合がありま

す。詳しくは子育て支援課へ

｢ほっとさろん｣の
参加者を募集します

教育研究所　382-9056　 383-7867

　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　昨年までの｢子育てトーク｣を
改めました。
対　象　学校へ行きづらい子
どもを持つ保護者

と　き　5月13日、6月10日、7月
8日、9月17日、10月21日、11月
18日、12月9日、1月20日、2月
17日、3月10日  13時30分～
15時（9月17日は火曜日、それ
以外は月曜日）

ところ　市役所西館1階　け
やき教室

コーディネーター　適応指導
教室スタッフ

内　容　学校へ行きづらい子
どもを持つ保護者同士の話し
合いとグループ相談

定　員　10人程度
参加料　無料
申込み　5月10日㈮までに、直接
または電話で教育研究所へ

養育トークと
子育てトーク(発達)の
参加者を募集します

子育て支援課　382-9140　 382-9142

　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　｢養育トーク｣は新規事業です。
子どもの発達に関する「子育て
トーク（発達）」は、昨年までの教
育研究所にかわり、子ども家庭

お 知 ら せ
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不動産を公売します

納税課　382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構が
不動産の公売を行います。公売
に参加できる資格に制限があり
ますので、詳しくは、下記の三重
地方税管理回収機構徴収課
へお問い合わせください。
と　き　5月29日㈬　10時30
分から

ところ　三重県津庁舎　6階
大会議室

問合せ　三重地方税管理回
収機構　徴収課（津市桜橋
3丁目446-34　三重県津庁
舎内　0 5 9 - 2 1 3 - 7 3 5 5
　http://www.zei-kikou.jp/）

公式フェイスブックを
開設しています

秘書広報課　382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

教育総務課　382-7617　 383-7878

　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　フェイスブックに登録されてい
る方は、ぜひ「いいね！」ボタンを
押してください。
　登録していない方でも、内容
をご覧いただけます。
◆鈴鹿市役所｢さぁ、きっと

　もっと鈴鹿。｣

　広く行政情報や観光情報
などを随時発信しています。　
　http://www.facebook.com/
suzukacity
◆教育委員会

　鈴鹿市教育委員会からのお
知らせやイベント情報などを随
時発信しています。
　http://www.facebook.com/
edu.suzuka

内　容　ソフトバレーボール、ス
トレッチ、太極拳、グラウンド・ゴ
ルフ、ニュースポーツほか

定　員　150人（先着順）
参加料　4,000円（保険料含む）
申込み　5月8日㈬から24日㈮ま
でに、参加料を持参の上、鈴
鹿市体育協会（市立体育館
内、月～金曜日 9時～17時
（13日は休業））へ
問合せ　鈴鹿市体育協会　
（　380 - 5015　380 - 5053
　npotaiky@mecha.ne.jp 
　http : //www. suzuka -
　suports .or . jp/）

博物館を無料開放します

考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月18日㈯
ところ　考古博物館
内　容　｢国際博物館の日｣
（5月18日）を記念して、考古
博物館の観覧料が無料に
なります。速報展｢発掘された
鈴鹿2012｣と常設展示を無料
でご覧いただけます。

◆スライド説明会｢門山遺跡 

　・木曽田遺跡｣

と　き　5月18日㈯　14時から
ところ　考古博物館講堂
内　容　発掘調査の成果を、
スライドを使って説明します。

講　師　発掘担当者（当館学
芸員）

聴講料　無料

図書館ボランティアの
新規募集と更新手続きを

行います

図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　図書館に関心を持ち、年間を
通した継続的な活動、または特
定の期間に限定して活動が可
能な方を募集します。
対　象　15歳以上で、貸出カ
ードの交付を受けている方、ま
たは受けようとする方

活動期間　平成26年3月末まで
内　容　書架整理、配架、破
損資料の補修、絵本の読み
聞かせ、樹木管理などの環
境美化など

申込み　新規、更新手続きとも
に、5月17日㈮までの図書館
開館日に、貸出カード（交付済
の方）と本人確認書類（運転
免許証・健康保険証・学生証
など）を持参の上、図書館へ

※報酬や旅費の支給はありませ

ん。

鈴鹿市いきいき
健康スポーツクラブの
参加者を募集します

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　6月12日現在で60歳  
　以上の鈴鹿市民
期　間　6月12日～平成26年2
月26日の第2・4水曜日、9時30
分～11時30分（延長あり）、年
17回（予定）

ところ　市内の運動施設ほか
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講座・教室ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

※かぶせ茶は、一番茶の収穫前に、

茶樹に直接ネットをかぶせて栽

培したお茶で、うまみが強く、

色合いが美しいのが特徴です。

鈴鹿山麓地域での生産量は全国

一で、市を代表する特産品です。

※収穫時期によっては「かぶせ

茶」が「煎茶」になります。

母の日 花フェスタ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　地元鈴鹿亀山地域のプロの
生産者が生産、選別を行った鮮
度の良い花を母の日にあわせて
紹介します。産地だからこそでき
る温室直送の花を生産者自ら
即売いたします。
と　き　5月10日㈮～12日㈰　
10時～20時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート・北コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
（担当：益川康志　387-0914）

博物館入門講座第1回
｢奈良時代の食と器｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月12日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容　奈良時代の食と器に
ついて分かりやすく説明しま
す。

講　師　馬場基さん（奈良文
化財研究所主任研究員）

聴講料　無料

シウダック研究会
第106回例会

企画課　382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　白子の港から船出して、江戸
時代に初めてロシアを経験した
日本人、大黒屋光太夫の業績
を、ロシア側からの視点で語りま
す。
と　き　5月22日㈬　16時15
分～18時

ところ　鈴鹿国際大学　国
際文化ホール

発表者　都築正則さん（鈴鹿
工業高等専門学校名誉教
授、大黒屋光太夫顕彰会
員）

内　容　｢近世ロシアの極東
進出と日ロ関係～ロシア側
からみた大黒屋光太夫～｣

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開発と
文化研究センター（シウダック）
（　372 - 2 121　 372-2827     
　siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

平成25年度第1回
野鳥観察会

～初夏の鳥たち～

環境政策課　382-7954　 382-2214

　　　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市内の自然に親しんでいただ
くため、野鳥の観察会を行いま
す。
と　き　5月25日㈯　10時～
12時

※9時50分までに椿会館前にお

集まりください。

ところ　椿大神社（山本町）
内　容　椿大神社とその周辺
を散策しながら野鳥を観察し
ます。

講　師　市川雄二さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　5月17日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、電
話番号、参加人数をはがき、
電話、ファクス、メールで環境
政策課へ

鈴鹿新茶まつり

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　全国でも有数の茶どころ｢
すずか｣で生産された｢かぶせ
茶｣の振る舞いと販売を行いま
す。新茶の爽やかな香りと｢か
ぶせ茶｣のうまみをお楽しみく
ださい。
と　き　5月11日㈯、12日㈰　
10時～18時

はじめ

催 し 物
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○軽自動車税・・・・・全期

【納期限は5月31日㈮です】

※納税は、便利な口座振替で

対　象　歩けるお子さんから3
歳児までの親子

と　き　5月16日・23日・30日の
木曜日　10時15分～11時

定　員　20組
参加料　2,500円
◆体験ダイビング

　水深5ｍのプールでボンベを
使用した本格的な体験です。
対　象　8歳以上
と　き　5月18日㈯　19時～
20時30分

定　員　9人(先着順)
参加料　3,500円
◆ベビービクス＆ママビクス

　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
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　5月15日㈬
○午前の部：11時～12時30分
○午後の部：13時30分～15時
定　員　各30組（先着順）
参加料　1,000円
◆飾り巻き寿司教室

　見て楽しい、食べておいしい。
季節の巻き寿司を作ります。

対　象　一般成人
と　き　5月16日㈭　10時30
分～12時

講　師　ロール巻子さん
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）

県営鈴鹿スポーツガーデン
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/

申込み　こども水泳教室は5月
20日㈪までに、親子でボール
遊び教室は5月12日㈰までに
水泳場窓口、ホームページで
（応募多数の場合は抽選）。
その他は、5月7日㈫から先着
順で受け付けし、定員になり
次第締め切ります。ベビービク
スは直接水泳場窓口へ。

◆夏までに泳ぎ隊！～こども

　水泳教室～

　夏までに泳げるようになろう。
対　象　小学生
と　き　6月4日・11日・18日・25日
の火曜日　①16時30分～17
時30分、②17時30分～18時
30分

定　員　各20人
参加料　6,000円
◆親子でボール遊び教室

　さまざまなボールで遊び、バラ
ンス感覚を養います。

　｢ユニバーサルデザイン｣という言葉をご存じ
でしょうか。
　｢ユニバーサルデザイン｣とは、まちづくりやもの
づくりなどを進めるにあたり、できるだけ多くの人
が利用できるよう、はじめから考えてデザインする
ことをいいます。
　年齢、性別、能力、言語など、人々が持つさま
ざまな特性や違いを超えて、できる限り多くの人
に使いやすいよう考えてつくることがユニバーサ
ルデザインなのです。
　例えば、内部が広く、手すりやベビーシートなども
装備された｢多機能トイレ｣などは、体の不自由な方
だけでなく、高齢者や赤ちゃんを連れた方、けがを

されている方などにとっても利用しやすく、｢どな
たでもご利用ください｣という表示がされています。
　このように、誰もがさりげなく使えることも｢ユニ
バーサルデザイン｣の重要な要素となっています。
　人権について考えるとき、｢ユニバーサルデザ
イン｣の考え方と同じように、すべての人が年齢、
性別、能力、言語などに関係なく、それぞれが持
つさまざまな特性や違いを認め合うことこそが大
切なのではないでしょうか。
　私たち一人一人がお互いの気持ちを尊重し、
どうすれば皆が暮らしやすくなるのかを考えてい
くことが、人権が尊重されるまちづくりの第一歩と
なるのではないでしょうか。

ユニバーサルデザインから考える

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

5 の月 納税
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

　4月の鈴鹿さくら祭りでデビュー

　私たちは、今年2月に結成した

グループです。現在のメンバーは、

13 歳・13 歳・18 歳 の3人です。

「an i r is（アン アイリス）」の名

前は、三重県の花「ハナショウブ」

の英語名なんですよ。地元のアイ

ドルグループとして、歌、ダンス、

イベントの司会など、幅広い分野

で活躍し、鈴鹿、そして三重を盛

り上げていきたいと思っています。

　4月6日・7日に行われた「鈴鹿

さくら祭り」（平田商店会主催）に

出演させていただいてデビューで

きました。初日は雨と緊張で大変

でしたが、2日目はステージにも少

し慣れてきて、スタッフや出店の皆

さんにも盛り上げていただき、楽

しいイベントになったと思います。

　大好きな鈴鹿を元気に

　都会すぎず、自然も多くて、ま

た、元気な人が多いこの鈴鹿が

大好きです。私たちの歌とダンス

を皆さんに楽しんでもらうことで、

鈴鹿をさらに元気にしていきた

いです。さらに、市外や県外のイ

ベントにも参加して、地元鈴鹿を

アピールしていきたいです。

　現在、一緒に活動してくれる

2期生の仲間を募集しています。

対象は小学校高学年から20歳

まで。週1回公民館などで歌とダ

ンスの練習をしています。詳しく

はブログ（　ht tp : //ameb lo .j p/

j i y u - i d o l /e n t r y l i s t . h t m l）

を見てくださいね。

問合せ
　aniris_ jiyuproject@yahoo.co.jp

鈴鹿発三重県のご当地アイドル「a n  i r i s」

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！
奥野翼選手は長崎県出身の若手レーシングライダー、

23歳。鈴鹿市に住み、今年は「全日本ロードレース選手権

ST600クラス」（排気量600cc）にシリーズ参戦しています。

兄の影響でバイクに興味を持ち、高校卒業後「バイクと

言えば鈴鹿だろう」と考えた奥野選手は東海地方の

企業に就職。そこから鈴鹿市内のチームと出会い、

サンデーロードレースに参戦。レース歴皆無の状態から

わずか4年で全日本の参戦権をつかみました。

その初戦、3月31日に行われたツインリンクもてぎ

（栃木県）のレースでは初めて走るコースながら、粘りの

走りでポイントを獲得。11月4日に鈴鹿サーキットで

開催される最終戦「MFJグ

ランプリ」の出場条件を満

たすことに成功。非常にレ

ベルの高い競争で知られる

600ccクラスで、どれだけ成

長して最終戦の鈴鹿に戻っ

てこられるか、奥野選手の

奮闘に期待しましょう。今

年の目標はズバリ、最終戦・

鈴鹿での上位入賞です。

■ 語り手　辻野ヒロシ

（鈴鹿サーキット実況アナウンサー・鈴鹿モータースポーツ友の会副理事長）

（ （
奥野翼選手

レーシングライダー／全日本
ロードレースST600参戦

最終戦「MFJグ終戦「M グ終 FJグ

場条件を満出場 件を満出場条件を

成功。非常にレ功。非 にレ成功 非常に

競争で知られる争で知 れる競争 知られ

、どれだけ成で、 れだけ成

戦の鈴鹿に戻の鈴鹿 戻っっ

か、奥野選手の奥野選 のか、奥野選手

しましょう。今ましょ 今しま ょう。今

ズバリ、最終戦バリ、最 戦・

位入賞です入賞位入 です。

辻野ヒロシ野ヒロシ

アナウンサー・鈴鹿モータースポーツ友の会副理実況ア ンサー・ モータース ーツ友の会 理事長）

（（（ （（
奥野翼選手奥野 選手野翼選手

レーシ グライダーシングラシ ／全日本／全全日ーー
ードレースST600参戦ド 00ロー ースST6 戦

お く の つばさ

ア ン  アイリス

　この春、秘書広報課に異動になって2日目、二人目の
子どもが生まれました。これまで以上に家事や育児を
しなければと思い、唯一の趣味であるテニスを3月末
でやめました。
　大人になってから始めたのですが、少しずつ上達し
ていくのがうれしくて、約9年間続けてきました。また、
ボールをおもいっきり打つとストレス発散にもなり、ボ
ールを追いかけてコート内外を走り回ることは、重要

な運動の機会となっていました。そして、得点すると
とにかく楽しかったです。将来子どもがある程度大
きくなったとき、再開できたらいいなと思います。
　さて、育児や家事の方は頑張っているのかと言い
ますと、残念ながら家に帰るのは子どもが寝た後と
いう日々が今のところ続いており、朝子どもを保育
園に連れていくことと掃除くらいしかできていない
状況です。これから頑張りたいと思います。（高）
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