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　3月12日と13日、第 3 回いきいき鈴鹿ツーデーウオーク
が開催され、県外・市外の方を含め延べ1,300人が、弁天山
公園から各コースに分かれて市内を巡りました。途中、春の草
花も見られ、参加者の目を楽しませてくれました。

暖かな春の日差しを浴びてウオーキング大会
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　末松市長は、平成28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28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28年度平成28年度

　本市では、平成28年度から「みんなで創り 育
み 成長し みんなに愛され選ばれるまち すず
か」を将来都市像とする「鈴鹿市総合計画２０
２３」（以下「総合計画２０２３」）がスタートします。
　この計画では、昨年4月に、市民の皆さまに再
びご信任をいただいた際に約束させていただき
ましたさまざまな政策をしっかりと位置づけてい
ます。さらに、総合計画２０２３を着実に推進して
いくための組織機構改革も大胆に実施します。
　私は、平成28年度を、さらなる飛躍に向けた
節目の年とし、目標の実現に向け、新たな気持
ちで、力強く市政運営に取り組みます。

　防災･減災では、甚大な被害が予測される南
海トラフ地震や風水害などに適切に対応できる
防災体制を強化します。また、市民の皆さまへの
情報伝達手段の多重化や、自助、共助を促進
するための啓発活動に取り組みます。
　危機管理では、関係機関との連携を強化し
ながら、迅速かつ適切に対応できる危機管理体
制を充実させ、自然災害だけでなく、火災や事
故、犯罪、テロなどの危機からも、市民の皆さま
の掛けがえのない生命、財産、暮らしを守るため

のまちづくりを進めます。
◎重点的に取り組む事業◎

・武力攻撃、テロなどに備えた国民保護共同訓練
・自主防災組織による防災資機材の購入費や防
災訓練などの活動費を引き続き助成

・防災訓練や防災研修会などの啓発活動を進
め、子育て世代、若い世代に対する取り組みを
推進

・旧耐震基準の緊急避難所指定集会所などを対
象に、引き続き耐震補強工事費用などの一部
を補助。新たに、緊急輸送道路沿道にある特定
建築物の耐震診断に対する補助を実施

・災害時要援護者に対する支援として家具の転
倒防止を推進

・若松小学校の屋上へ通じる外付け階段などの
工事に着手

・地域の消防体制を強化するため、耐震性防火
水槽の設置や、消防分団車庫、待機所の必要な
老朽化対策と耐震化対策

・消防･救急車両などの整備を計画的に推進

新たな鈴
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■さらなる飛躍に向けて

大切な命と暮らしを
守るまち すずか1
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　子どもは、本市の宝であり、財産です。
　子育てしやすい環境を整備するため、子ども
に特化した施策を推進する「子ども政策部」を
設置し、総合的、一体的な子育て支援サービス
を提供します。
　教育では、平成28年度からスタートする「鈴
鹿市教育振興基本計画」において、確かな学
力、豊かな心、健やかな体の「知・徳・体」の調和
が取れた教育を推進します。
　文化、スポーツ、生涯学習では、芸術や文化、
公民館活動などを通して精神的な豊かさが育
まれ、スポーツを通して心身ともに充実した生活
が実感できるまちづくりを進めます。

◎重点的に取り組む事業◎
・特別保育や相談機能などが一体となった複合
的な子育て支援拠点として、西条保育所の移
転整備に着手

・幼保連携型認定こども園に移行するための、私
立幼稚園への施設整備補助

・4歳児および5歳児の就学前の集団適応を支援
するモデル事業の推進

・新たに中学校に不登校対策支援員を派遣し、初
期支援を実施

・教育環境の安全確保のため、全小中学校の職
員室などに緊急時通報システムを導入

・小中学校の適正規模、適正配置について調査、
検証

・市民会館のつり天井の耐震改修やエレベータ
ー設置など

・公民館の計画的なバリアフリー化
・市立体育館の大規模改修に着手

　市民の皆さまが生きがいを持って健康的な生
活ができる環境を整えるため、在宅医療への対
応や、一次、二次医療の連携、救急医療体制
の安定的な維持に努めます。
　認知症対策では、初期の認知症ケアを推進
する「認知症初期集中支援チーム」の設置に
取り組みます。
　障がい者支援では、農福連携事業所の自立
支援や社会的事業所の創業支援などのほか、
「障がい者の就労マルシェ」を継続開催します。
　また、市民の皆さまが住み慣れた地域で安心
して暮らせる地域包括ケアを推進します。

◎重点的に取り組む事業◎
・高齢者の地域密着型サービスに取り組む事業所
の施設整備補助

・三重県社会的事業所創業支援モデル事業を活用
し、障がいのあるなしに関わらず、「対等な立場」
で「ともに働ける」社会的事業所を引き続き支援

・自立訓練用装具ロボットスーツＨＡＬ®の活用と
充実を図るため、新たなヘルスケアサービスを創
出する担い手の育成と先進的な福祉ロボットの
普及支援

・乳幼児のロタウイルスによる胃腸炎の重症化を
予防するため、ワクチン接種への助成を新たに
実施

・中学生の通院分に係る自己負担額の助成拡大
と、０歳から３歳未満の乳幼児を対象に医療機関
での自己負担額の現物給付実施に向けて着手

・特定健康診査、特定保健指導、人間ドック、ジェネ
リック医薬品の利用勧奨などの推進による国民
健康保険などの安定的な運営

子どもの未来を創り
豊かな文化を育むまち すずか2 みんなが輝き 健康で

笑顔があふれるまち すずか3
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　環境面では、豊かな自然環境を保全しながら、
生活環境の向上を図ります。
　持続可能な循環型･低炭素社会を構築する
ため、家庭、地域における４Ｒ活動などを推進す
るとともに、効率的な廃棄物処理のために、施設
の運営維持、整備を計画的に推進します。
　都市基盤整備では、地域内外への移動の円
滑化を図るため、中勢バイパス、北勢バイパス、
鈴鹿亀山道路などの主要幹線道路の早期整
備に向けて事業の促進を図るとともに、市内幹
線道路の整備を進めます。また、生活道路の整
備を進め、地域の活性化につなげます。
　さらに、総合的な治水、浸水対策を進め、快
適な生活環境を守ります。
　また、既存の社会資本の効果的な保全、活
用や、公共建築物などのライフサイクルコストの
縮減にも十分配慮します。

◎重点的に取り組む事業◎
・災害に強い低炭素社会の形成を図るため、災害
時に緊急的に利用できる医療施設、私立の学
校、保育園などを対象に、太陽光発電などの再
生可能エネルギー設備などの設置に要する費
用の一部を補助

・地球温暖化防止の普及啓発を積極的に進め、
自発的な温暖化対策への取り組みを促進

・建設後30年を経過した斎苑の、長寿命化を含
めた整備のための基本構想を策定

・新名神高速道路（仮称）鈴鹿パーキングエリア
スマートインターチェンジ設置に伴う周辺アク
セス道路の整備のほか、汲川原橋徳田線、加佐
登鼓ヶ浦線など市内主要幹線道路の整備

　工業振興では、既存産業の育成と高度化、
高付加価値化を支援します。また、新たな産業
を創出することで、企業誘致を一層推進し、自
動車産業をはじめとする産業集積を促進します。
さらに、次世代自動車の普及促進を図り、低炭
素社会の実現に向けた取り組みを推進します。
　また、市内高等学校への工業に関する学科・
課程の設置を県に要請し、地域産業の活性化
や雇用の創出につなげます。
　農業、水産業、商業振興では、地産地消、後
継者や担い手の育成支援、生産販売体制の維
持など、産業基盤の確立に向けて取り組みます。
伝統産業では、後継者の育成支援や新たな展
開を創出する取り組みを進めます。
　にぎわいと交流が生まれるまちづくりでは、本
市の地域資源を、積極的かつ継続的に発信します。

◎重点的に取り組む事業◎
・工場設置などの奨励制度の見直し、拡充を図り、
経営基盤の強い産業構造の構築を促進

・市役所に水素ステーションを整備して次世代自
動車の普及促進を図り、次世代自動車の生産
拠点を集積

・農水産業における新規就業者の担い手確保、育成
と、消費者ニーズに対応した農水産物づくりの推進

・中小企業や商店街に活力と賑わいを創出するため、
金融支援や後継者育成を行い、経営健全化を推進

・新たな雇用機会を創出し、市外県外からの人材
を確保するとともに、地域での雇用を維持し、誰
もが安心して働ける環境を整備

・ふるさと納税制度のインターネット申込サイト開設

活力ある産業が育ち
にぎわいと交流が
生まれるまち すずか
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　市民力の向上では、地域住民の皆さまが主
体性を持って地域づくりを推進できるよう、人的
支援、財政的支援を行うとともに、市内全域での
地域づくり協議会の設立に取り組みます。
　行政力の向上では、予算、行政評価、人事
評価、行財政改革などが、これまで以上に連携
した総合的な行政経営システムを構築します。
　また、総合計画２０２３を着実に推進していく
ため、危機管理部、政策経営部、子ども政策部、
地域振興部、上下水道局など、変化する社会
情勢などに柔軟に対応できる組織体制を構築
します。

◎重点的に取り組む事業◎
・核兵器の廃絶と平和な世界を実現するための
次世代に継承する取り組み

・あらゆる人権問題の解決に向けた講演会やイ
ベントなどの開催

・「ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議」での意見を
元に、さまざまな啓発活動、人材育成などに取り
組むことによる男女共同参画意識の底上げ

・外国人支援団体および国際交流団体の取り組
みを引き続き支援

・鈴鹿市・ベルフォンテン市友好協定締結２５周
年を記念した交流事業

・地域づくり協議会の設立のため、庁内に地域づ
くり推進本部を設置して強力に推進
・総合計画２０２３の着実な推進を図るための機
動的な組織体制を構築

・公共建築物の分析と評価を深め、公共施設マネ
ジメントを推進

　本市は、これまでの拡大、成長の社会から、
人口減少や少子高齢化による人口構造の大き
な転換期を迎えています。
　このような状況下においても、市民の皆さまに、
本市に対する愛着や誇りを持っていただき、住
み続けたいと実感できるまちづくりを推進します。
　私は、「モータースポーツのまち鈴鹿」という圧
倒的な知名度に支えられた本市ならではの地
域資源とともに、本市の魅力を大いに発信し、さ
まざまな経営資源の確保に努め、安定的な行政
運営につなげます。
　今後とも、「オール鈴鹿」でスクラムを組んで、
まちづくりに取り組みますので、ご支援とご協力
をお願い申し上げます。

※この施政方針は概要で、全文ではありません。全
文は市ホームページ（市長のページ＞施政方針）
でご覧いただけます。

※平成28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。

市民力、行政力の
向上のために6 ■むすび

  「オール鈴鹿」のまちづくり

鈴鹿市総合計画２０２３のイメージ
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2月9日㈫

2月21日㈰

地域貢献型メガソーラー発電所
「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」の稼動が開始しました

タスキとともにつながる思い　美し国三重市町対抗駅伝
　県内の全市町のチームが参加し
て、第９回美し国三重市町対抗駅
伝が開催されました。県庁前をス
タートし、三重交通Ｇ スポーツの杜
伊勢（県営総合競技場）までの
41.695ｋｍを各チームさまざまな年
齢の男女10人が走りました。
　激戦の結果、鈴鹿市のチームは2
時間17分20秒のタイムで、29チーム
中第3位でした。選手10人がベスト
を尽くして思いのこもったタスキをつ
ないでくれました。

2016・4・5106

美

て
伝

伊
4
齢

時

　全国で2例目となる地域貢献型のメガソーラー
発電所「龍谷ソーラーパーク鈴鹿」が開設され、
竣工式を行いました。
　この龍谷ソーラーパーク鈴鹿で得られる収益の
一部は、地域への還元として、市民活動支援のため

本市に寄付をいただくことになっています。
　市では平成29年4月に、寄付金を原資とした市
民活動および地域づくり活動への補助金制度を
設ける予定です。



2月25日㈭

2月27日㈯

2月27日㈯・3月5日㈯
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豊かな海岸林よもう一度
鼓ヶ浦海岸松林再生プロジェクト

防災意識を高める消防ひろば

男女共同参画についてあらためて考えよう
市民講座とシンポジウム開催

　松くい虫被害で海岸林の機能が失われた鼓ヶ浦
海岸に、白子小学校6年生と鼓ヶ浦中学校3年生が
300本の松を植えました。市、鼓ヶ浦観光協会、鈴鹿
ベイロータリークラブの共催です。いつの日か立派
な松が育ち、近隣住民の暮らしを守ってくれること
が期待されます。また、生徒たちの卒業記念も兼ね
ており、学校生活最後の良い思い出にもなりました。

　災害に対する自助・共助の意識と防災
対策の向上を図るために、春季火災予防
運動の一環として「消防ひろば」がアピタ
鈴鹿店で開催されました。ペーパークラフ
トやマジックシート作成など火災予防キャ
ンペーンや、ちびっこ消防車・救急車体験
乗車や水消火器を使った消火訓練など
が行われ、子どもから大人まで訪れた
人々 の災害対策への意識も高まりました。

　2月27日に「つながれば、ひろがる～
キーワードは男女共同参画～」をテー
マに市民講座をジェフリーすずかで開
催しました。講演では「超少子高齢化」
「子どもの貧困」「女性の活躍」などの
社会問題について男女共同参画の視
点からの解決策を探り、パネルディス
カッションで意見を出し合いました。
　3月5日に行われたシンポジウムでは
「いま日本の女性は本当にしあわせに
なったか」をテーマにパネルディスカッ
ションを行いました。さまざまな立場の
パネラーから経験談をもとに貴重な意
見をいただく機会になりました。

男女共同参画についてあらためて考えよう
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3月6日㈰

3月12日㈯

3月12日㈯

2016・4・5108

歩いてみました！花と歴史の遊歩道　石薬師ウォーク

ル・マン 24時間へ初挑戦！ F.C.C.TSR Honda必勝祈願

「おいしいお弁当をどうぞ」 Cotti 菜 Deliオープン

　石薬師から庄野の街道を、名所や旧跡な
どをめぐりながら歩く石薬師ウォークが行わ
れました。樹齢300年とも言われるスダジイの
木や庄野宿資料館、石薬師一里塚、佐佐木
信綱記念館、
小澤本陣跡
などで話を聞
き、鈴鹿の歴
史を体感しま
した。

　椿大神社でF.C.C.TSR Hondaチームの
皆さんが、約1ケ月後に迫った「ル・マン24時
間耐久ロードレース」の必勝祈願を行いました。
当日集まったファンに寄せ書きをしてもらった
必勝ボードを掲げ、優勝目指して全力で
戦いに挑むTSRの活躍が期待されます。

　市内福祉的就労事業所で生産された
農産物を使用した弁当の製造・販売や
野菜の直売を行う「Cotti 菜 Deli」が
オープンしました。市の補助事業で整備
され、社会福祉法人「朋友」により運営
されます。施設名の「Deli」には3つの
意味が込められています。それは
Delivery（配達）とDelicatessen（お惣
菜）、そしてDelicious（おいしい）です。
多くの方にご利用い
ただき、市内福祉的
就労事業所の工賃
向上や障がい理解
につながることが期
待されます。

ル マン 24時間へ初挑戦！ F.C.C.TSR Ho

皆
間
当
必
戦

た
や
が
備
営
の
は
惣

3月6日㈰遊歩道　石薬師ウォーク
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新緑吟行会

とき／4月24日㈰10時受付開始　
ところ／レインボー会館（国分町
810）内容／菅原神社周辺で吟行し
３句を出句　参加料／1,000円　主
催／鈴鹿市俳句連盟

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集

対象／年長から　とき／毎週土曜日
10時～12時ほか　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

鈴鹿こども茶道教室

対象／幼児から高校生、親子も可　
とき／4月16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
※当日参加も可能です。

第44回
春の山野草展示会

とき／4月16日㈯・17日㈰9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　※新入会員を募集しています。
初心者も歓迎します。

剣道会員募集

対象／小学1年生以上　とき･ところ／土曜日
17時から白子小学校体育館、水曜日19時
から鼓ヶ浦中学校体育館　内容／基本か
らのしっかりした稽古。礼儀、集中力、困難に
立ち向かう気持ちが身に付きます。

簡単エクササイズと
肩腰改善運動

とき／①火曜日9時30分から、②金曜日14時
30分から、③金曜日15時45分から（肩腰改
善運動のみ）、④木曜日20時から　ところ／
①②③市立体育館、④近藤工務店4階　
※詳しくはお電話ください。年配の方歓迎

春季テニス教室
受講生募集

対象・とき／4月16日㈯から毎週土曜日（全10回）18
時から（ジュニア・小学生）、19時20分から（一般中級
と一般初級）　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、クラスを明記し電子メールで

鈴鹿市民歩こう会

①とき／4月24日㈰　集合／高田本山
駅9時　内容／一身田寺内ウオーク　
②とき／5月8日㈰　集合／JR柘植駅
9時40分　内容／余野公園つつじ　
参加料／各200円　※初参加者歓迎

彫型画（伊勢形紙）
鈴鹿教室展

とき／4月21日㈭～24日㈰9時～16
時30分（初日は13時から、最終日は
16時まで）　ところ／文化会館さつ
きプラザ　参加料／無料　※お気
軽に

認知症の人と家族の会の
つどい

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／4月13日㈬13時30分～15時30分　
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、介護家族との交流　
参加料／本人無料、会員100円、一般200円

中国語を学んでみませんか

とき／毎週土曜日19時から　ところ／
白子コミュニティセンター　内容／北京
出身の経験豊かな女性講師が熱心に
指導。体験受講可能です。参加料／
月3,000円　※詳しくはお電話ください。

今から始める
男性のための料理講座

対象／65歳以上の男性　とき／5月
13日から毎月第2金曜日午前中　とこ
ろ／ジェフリーすずか　定員／10人　
参加料／月1,000円（材料費込み）　
申込み／4月30日㈯まで

EM勉強会

とき／4月15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、
参加者の意見交流　参加料／500円
(EM菌含む)　※気軽にどうぞ

笑いヨガ体験会

とき／4月19日㈫、5月3日㈫10時～11
時30分　ところ／白子コミュニティセ
ンター　内容／笑いとヨガの呼吸法
を組み合せた健康法　参加料／無
料　※詳しくはお電話ください。

アイシングクッキー、プリザー
ブドフラワー　コラボレッスン

とき／5月8日㈰10時～12時　とこ
ろ／加佐登地区市民センター　内容
／クッキーとフラワーアレンジで母の
日ギフトを作ろう　定員／10人（先
着順）　参加料／2，500円

鈴鹿ランニングクラブ

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
とウオーキング　会費／月300円

鈴鹿不登校を考える
親の会

とき／4月12日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　
内容／不登校の子を持つ親を中心と
した集まりです。新学期を迎えて不安・
心配なこと、いろいろ話し合いたいです。

熟年男女のふれ合いの
集い

対象／50～70歳の配偶者のいない人　とき
／5月5日㈭13時30分～16時30分（受付13時
から）　ところ／県総合文化センター生涯
学習センター4階大研修室　定員／150人　
会費／1,000円　※筆記具を持参してください。

歯のこと何でも電話相談

とき／4月17日㈰10時～15時　内容
／日頃から気になっている「歯に関する
悩み」を歯科医師が直接回答します。
相談は無料ですので、気軽にお電話
をおかけください。

泉句会　会員募集

対象／俳句に関心のある方　とき／
毎月第1土曜日13時～16時　ところ
／文化会館研修室　内容／俳句の
投句・互選・講評・吟行・他俳句会と
の交流など　※入会随時

花の和リピート
合唱団員募集

とき／毎週火曜日10時30分～14時
30分　ところ／ふれあいホール他　
内容／歌ったり踊ったりいろんなジャ
ンルの歌を楽しんでいます。一緒に
施設訪問など楽しみませんか。

日々の生活や介護場面に
アロマセラピー講座

とき／毎月第3水曜日10時～11時30分　
ところ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／健康や美容とともに脳を生き生き
させるアロマを体感しませんか。　参加料
／2，300円（材料費込み）

Waraマルシェ開催

とき／4月24日㈰10時～15時　とこ
ろ／鈴鹿ハンター・弁天山公園　内
容／地域の方たちや子どもたちに楽
しんでもらえるマルシェを開催　※授
乳室、おむつ替えコーナー設置

アトピーサロン
～きいて・話して、わかること～

とき／4月27日㈬10時～12時　
ところ／Avec vert.　内容／ア
トピーさん、家族にアトピーさんが
いる方、1人で悩まず話してみませんか。
情報交換もしましょう。

杖道体験教室参加者募集

とき／4月24日㈰10時～12時　ところ／
ホワイト歯科ビル2階（イオン白子店前）　
内容／全日本剣道連盟の杖道（じょうどう）
「突かば槍、払えば薙刀、持たば太刀」　
参加料／無料　※お気軽に

楽楽クッキング参加者募集 バレエアカデミールルベ
定期公演 フリーマーケット開催「光の国のおはなし」上映

+講演会

とき／4月12日㈫・28日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から旬の料理教室、13時30分から簡
単スイーツ教室　参加料／1,000円(材
料費別)　※気軽にお電話ください。

とき／5月5日㈭17時から（16時30分
開場）　ところ／四日市市文化会館
第1ホール　内容／「コッペリア」ほか　
入場料／無料　※整理券当日配布

とき／4月17日㈰7時～16時　ところ
／弁天山公園　内容／家庭内の不
用品、趣味手作品販売　※出店者
募集　参加料／1ブース500円

対象／子育て中、流産など試練直面の方　とき
／4月17日㈰13時から　ところ／牧田コミュニティ
センター　料金／事前予約2,200円、小学生
700円、幼児無料　申込み・問合せ／「こくちーず」
ホームページで「恩送り三重の会　鈴鹿」を検索

中島　孝　382-5696
山中悦子　384-3928

加藤　090-6588-5790
主藤　090-8073-9311 磯路会　増井　386-7256 鈴鹿山野草の会　宮口堅蔵

　090-2611-6727
白剣会　浜口健次　
386-6633

伴　080-5298-6403 鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
　suzuka_ts@yahoo.co.jp 鈴木利昭　080-1611-9264 事務局　中城　383-5393

下野　370-4620 ニーハオ会　344-0278 忍ゼミ　見取篤　
080-5139-0955 鈴鹿EM交流会　382-6039

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　090-3154-7323

lalaSweets　花うさ木
川崎　090-3955-9233 山元　386-1426 保井　090-4185-1514

津シルバークラブ
059-225-7000

三重県保険医協会
059-225-1071 幹事　小山　090-4469-2596 松沢礼子　090-2688-6136

アロマクラブ＆スクール Suzuka
090-8866-1517

輝く瞳Waraひろば
387-0767

大人の賢い美容塾
あす美　090-9337-8012 長岡純一　387-6636

Lily Club　薮内
080-3650-1715 久嶋江里子　052-823-0179 加藤　090-7034-3486

（19時まで）
恩送り三重の会　鈴鹿
須賀　090-8560-5448

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度 
●申 込 み／4月11日㈪～15日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5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(企業・自営業者の活動を含む)。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申込みは、１回１記事に限ります。

次回の募集は6月5日号掲載分です

鈴鹿市俳句連盟
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農林水産課　　382 - 9 0 1 7　　38 2 - 7 6 1 0
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「植木・花の大即売会」をはじめ、寄せ植え体験や苗木のプレゼン
トなど、植木に関するイベントが目白押しです。今年は４０回目の開催
を記念して新規イベントを行いますので、ぜひお越しください。

春の植木まつりを開催します春の植木まつりを開催します

植木まつり情報館

と　き　4月9日㈯～ 17日㈰　9時～ 16 時（雨天決行）
ところ　鈴鹿フラワーパーク

内　容（天候などにより変更となる場合があります）

問合せ　鈴鹿市植木振興会事務局（農林水産課内）　382-9017　382-7610

その他にも！
●ご当地キャラクターがやってくる！　16日　12時と14時
●住宅・耐震相談　9日　9時～16時 
●包丁研ぎ　9日 9～14時、1丁100円から（1人2丁まで）

※当日はフラワーパーク　367-3455

●鈴鹿の特産物・農産物の販売　9・10・16・17日
●鈴鹿のお茶の振る舞い・淹れ方教室　9・10日
●ドリンクの振る舞い （ＡＧＦ鈴鹿（株））16日

おいしい食べ物がいっぱい！

●植木・花の即売会　 9～17日
●植木のオークション　9・10・16・17日　13時
●盆栽の展示・販売　9・10・16・17日 

庭木や花苗の販売など

●40回記念イベント～ＨＡＰＰＹ フォーティー
　（結婚40周年目のご夫婦、合計年齢が40歳のご家族、開催
　期間中に40歳を迎える方）9日 9時 先着40人
　※結婚記念日・年齢が分かるものを持参し、全員そろって
　　お越しください。1家族1本記念樹をプレゼントします。
●【伊勢志摩サミット応援事業～花いっぱい作戦～】
　花苗のプレゼント
　（小学生以下）　先着2,000人
●苗木プレゼント（対象 中学生以上）　9・10・16・17日 13時、
11～13日 10時　各日先着100人（1人1本）
●ハローツリープレゼント（本市在住で、新築・結婚・誕生１年
未満の方、または今年小中学校へ新入学された方（本人がお
越しください））16・17日 9時、各日先着100人（1家族１本）
●風船のプレゼント  16・17日 10時・14時、各回先着250人
●たまさぶろうグッズプレゼント（チラシの半券を持参さ
れた方）、先着3,000人
●Weekday抽選会 （3,000円以上お買い上げの方）11
～15日
●500円分金券無料配布（中学生以上）
　14・15日　10時 先着50人

プレゼント・抽選会

体験コーナー
●寄せ植え体験
　9・10・16・17日 11時と14時（受付は9時から）
　各回先着20人　参加料1,500円
●ナゾとき宝探しゲーム
　　～植木まつりにかくされた宝を探せ～
　10・17日 11時、各日先着100人、参加料 無料
●子供木工教室 9日、材料費500円から
●キッズECOハンギングバスケット作り（小学生以下）
　16・17日 13時（受付は11時から） 各日先着30人
　参加料 無料
●ノコギリ体験でヒノキのコースター作りと竹ポット作り
　17日 10時～15時　

近鉄平田町駅

ＪＲ加佐登駅

荒神山・フラワーパーク

07：19    09：19    11：19    13：19

07：31    09：35    11：35    13：35

07：35    09：39    11：39    13：39

荒神山・フラワーパーク

ＪＲ加佐登駅

近鉄平田町駅

09：47    11：47    13：47    15：47

09：53    11：53    13：53    15：53

10：07    12：07    14：07    16：07

Ｃ－ＢＵＳ時刻表（椿・平田線）

※詳しくは、市ホームページ（シティガイド→交通アクセス→
交通時刻表）をご覧いただくか、三重交通中勢営業所
（　059-233-3501）にお問い合せください。

）

R1

鈴鹿フラワーパーク

白鳥湖
（加佐登調整池）

加佐登小学校

花植木センター入口

消防分署

JR関
西本線

加佐登駅

鈴鹿川
定五郎橋

加佐登駐在所前

昨年誕生した植木ＰＲキャラクター「たまさぶろう」



公売参加申込期間　
　4月11日㈪13時～27日㈬23時
入　札(せり売り)期間　
　5月10日㈫13時～12日㈭23時
売却決定日　
　5月13日㈮　10時
買受代金納付期限　
　5月20日㈮
◆下見会　
と　き　4月18日㈪　
　午前の部：10時～11時45分、
　午後の部：13時～16時
ところ　市役所本館 2階納税
課

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課    382-9008    382-7660

　市税の口座振替を開始する
ためには、手続きに約1カ月かか
ります。新たに口座振替を希望
される方は、お早めに手続きをお
願いします。申込手続きは金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口で受け付けています。
持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書（納付書）

納税の夜間窓口・休日窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

◆休日窓口
と　き　4月24日㈰ 9時～16時
30分
◆夜間窓口
と　き　4月27日㈬・28日㈭　17
時15分～20時
ところ　納税課
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。

万円以下　　
決済手数料　無料
支払方法　継続払い
※都度払いはできません。
申込み　クレジットカード（VISA、
MasterCard、JCB、AMERICAN 
EXPRESS、Diners　Clubなど）と
平成28年4月1日以降の「水道
使用水量等のお知らせ（検針
票）」を用意し、4月1日㈮ 12時
から、インターネットにつながって
いるパソコンまたはスマートフォン
を使って｢Yahoo！公金支払い」
（　http://koukin.yahoo.
　co.jp/）で手続きしてください。
※通信料などは利用者の負担とな
ります。
※詳しくは市上下水道局ホームペ
ージをご覧ください。
問合せ　水道料金等包括業務
受託事業者　第一環境（株） 
（上下水道局内　 368-1671）

インターネット公売を
実施します

納税課    382-9008     382-7660

　市税の滞納処分として差押
えた財産を、ヤフー（株）の提供
するインターネット上で公売しま
す。｢鈴鹿市インターネット公売ガ
イドライン｣を必ずお読みになり同
意の上、公売参加申込期間中
に参加申込手続を行って、ご参
加ください。
※都合により公売を中止すること
があります。
※詳しくは市ホームページの｢行政
ガイド＞公売・公有地売却＞イン
ターネット公売｣をご覧ください。

　

市税をクレジットカードで
納付できるようになりました
納税課    382-7831     382-7660

　4月1日から、インターネットを利
用して、市税がクレジットカードで
納付できるようになりました。
対象市税　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）、国民
健康保険税
決済手数料　納付税額に応じ
て必要です（納税者負担）。
申込み　クレジットカード（VISA、
MasterCard、JCB、AMERICAN 
EXPRESS、Diners　Clubなど）と
納税通知書を用意し、インター
ネットにつながっているパソコ
ンまたはスマートフォンを使って
｢Yahoo！公金支払い｣
　（　http://koukin.yahoo.co.
　jp/）で手続きしてください。
※通信料などは利用者の負担とな
ります。
※口座振替を利用中の方は、別途
振替廃止の手続きが必要です。
※詳しくは市ホームページをご覧
ください。

水道料金などを
クレジットカードで

支払えるようになります
営業課    368-1670     368-1685

　6月検針分から、インターネット
を利用して、水道料金、下水道
使用料、農業集落排水処理施
設使用料をクレジットカードで支
払えるようになります。
対　象　使用用途が公衆用浴
場、臨時用以外の方
決済限度額　1回の請求額が5

電　話 電子メール ホームページファクス
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鈴鹿市商談会等
出展支援事業補助金を

交付します
産業政策課    382-7011     384-0868

　市内の中小ものづくり製造企
業で開発された優れた製品の
販路拡大と新規需要開拓など
を促進するため、商談会などに
出展する中小企業者・中小企
業団体などに対し、出展参加
料の一部を補助します。
対象事業　補助対象企業が、
国内外における商談会など
に出展する事業
※一般消費者に対し直接販売す
ることを主な目的とするもの、お
よび鈴鹿市が主催または共催を
するものを除く
補助金額　補助対象経費の2
分の1に相当する額（最高10
万円）
※申請前に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　2階)へご相談ください。

議会報告会を開催します
議事課    382-7600     382-4876

とき・ところ　4月22日㈮
◯牧田コミュニティセンター　
10時～11時45分
◯石薬師公民館　19時～20
時45分

◯河曲公民館　19時～20時
45分
内　容
 ・ 第1部　3月定例会で審議を
行った新年度予算などの報
告および質疑応答
 ・ 第2部　「防犯灯のLED化
について」の報告および質疑
応答と意見交換

ＳＵＺＵＫＡ
女性活躍推進連携会議を

傍聴できます
男女共同参画課

 381-3113     381-3119

と　き　4月14日㈭　15時から
ところ　市役所本館 6階庁議
室
定　員　5人程度（先着順）
内　容　平成27年度事業報
告など
申込み　当日14時30分から14
時50分まで、会場で受け付け

3月18日に
県道平野亀山線が
暫定供用されました

土木総務課    382-9072     382-7612

　平成24年の台風17号による
道路冠水を受け、平成25年度
から国と県で整備が進められて
きた一般県道平野亀山線が一
部舗装工事などを残し、暫定供
用されました。
ところ　平野町～和泉町約510ｍ

西部体育館がリニューアル
オープンしました

スポーツ課    382-9029     382-9071

　西部体育館は、昨年12月から
つり天井崩落防止工事のため休
館していましたが、工事が完了し、
アリーナ床面もきれいになって、
リニューアルオープンしました。
問合せ　西部体育館（    371-
   1476）

お 知 ら せ
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ふれあい農園の利用者を募集します
農林水産課　 382-9017　 382-7610

 ・ 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
◆こんなときには
○20歳になったとき
　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
（厚生年金の加入者は除く）。
必要事項を記入して、保険年
金課または地区市民センター
で手続きをしてください。
○会社などを辞めたとき
　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
年金課または地区市民センタ
ーで手続きをしてください。
持ち物　退職日が分かる書類、

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課    382-9401     382-9455

　国民年金制度では、国内に
居住する20歳以上60歳未満の
全ての方に、加入が義務付けら
れています。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、給付されなくなる場合がありま
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、
　フリーターなど
 ・ 第2号被保険者　会社員や
　公務員（厚生年金加入者）

年金手帳
○会社などに勤めたとき
　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（  059-
　228-9112）、保険年金課

三田農園

塩屋ふれあい農園

鈴木農園

美濃部農園

ニコちゃん農園1

ニコちゃん農園2

ニコちゃん農園3

岸岡町字ユウ35-1

稲生塩屋一丁目1326ほか

竹野二丁目723

庄野共進一丁目3517-5

中江島町261

東江島町2858-1

江島町1229-1

約30㎡

約30㎡

30㎡～

20㎡～

15㎡～

30㎡～

30㎡～

年間利用料
(1区画) 開園者(連絡先)農園名 ところ 面　積

3

3

3

2

4

10

5

区画数

3,000円

3,000円～

区画により異なります

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

三田　久憲（　386-1630）

伊達　健次（　386-3809）

鈴木　則夫（　382-3071）

美濃部信子（　378-3001）

山形　　納（　387-0166）

　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。

告
広
料
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康福祉政策課臨時給付金室
（　382-9886　 382-9887）、制
度全般について：厚生労働省
給付金ダイヤル（　0570-037-
192 平日9時時～18時）、厚生労
働省ホームページ（　http://
wｗw.2kyufu.jp/
◆給付金詐欺に注意してください
　市や厚生労働省などが、給
付のために手数料の振り込み
やATM（現金自動預払機）の
操作を求めることは絶対にありま
せん。不審な電話がかかってき
たり、郵便が届いたら、迷わず市
や最寄の警察署（または警察相
談専用電話　#9110）に連絡し
てください。

障がいによる各種手当の
額が改定されます

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　平成28年4月分から、次のと
おり手当額が改定されます。
 ・ 特別児童扶養手当（1級）　
　月額5万1,100円 ⇒ 5万1,500円
 ・ 特別児童扶養手当（2級） 
　月額3万4,030円 ⇒ 3万4,300円
 ・ 障害児福祉手当　　　　 
　月額1万4,480円 ⇒ 1万4,600円
 ・ 特別障害者手当         
　月額2万6,620円 ⇒ 2万6,830円
 ・ 経過的福祉手当　　　　 
　月額1万4,480円 ⇒ 1万4,600円

児童扶養手当をご存じですか
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　児童扶養手当は、離婚や死
亡などにより、父または母と生計を
同じくしていない児童が育成され
る家庭の生活の安定と自立を助
け、児童の福祉の増進を図ること
を目的に、父または母もしくは養育
者に手当を支給するものです。
　所得制限・支給要件があります
ので、詳しくは子ども政策課へ

くらしの情報くらしの情報　　　
　

低所得の高齢者向け
「年金生活者等支援
臨時福祉給付金」のご案内
健康福祉政策課　臨時給付金室   
382-9886     382-9887

　賃金引上げなどの経済政策の
恩恵を受けにくい低所得の高齢者
を支援するため、年金生活者等支
援臨時福祉給付金を支給します。
この給付金の支給を受けるために
は、申請書類の提出が必要です。
対象と思われる方に申請書を5月
上旬ごろに送付する予定です。
対　象　次の全ての条件を満
たす方
 ・ 昭和27年4月1日以前生まれの方
 ・ 基準日（平成27年1月1日）に住
民基本台帳に登録されている方
 ・ 平成27年度市民税・県民税
（均等割）が課税されていな
い方で、同別居にかかわらず
課税されている方の扶養親
族などでない方

※生活保護などを受給している方、
外国籍で支給決定日に中長期在
留者等でない方、基準日から支
給決定までの間に亡くなった方
は除きます。
支給額　1人3万円（1回限り）
申請期間　5月上旬～7月下旬
（予定）
※申請期間を過ぎると受付できま
せん。
※申請先は、基準日に住民登録が
あった市区町村です。
※申請期間は市区町村により異な
ります。申請先が鈴鹿市でない
方は、申請先の市区町村へお問
い合わせください。
※申請期間は後日広報すずかや市ホ
ームページなどでお知らせします。
問合せ　申請手続について：健
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対　象　18歳までの児童（18
歳に到達してから初めて迎え
る3月31日まで)を養育してい
る一人親家庭世帯など
※一定の障がいを有する児童は手続
きにより20歳未満まで支給延長あり
支給額　
※全国消費者物価指数変動のため4
月分から次のとおり改定されます。
※8月期払い(4月から7月分の手
当)から反映されます。
○児童1人の場合　　
 ・ 全部支給　月額　4万2,330円
 ・ 一部支給　月額　9,990円～
　4万2,320円
 ・ 全部停止　月額　0円
○2人目の児童　月額に5,000円
を加算
○3人目以降の児童　1人につ
き、月額に3,000円を加算
支給日　4月、8月、12月の各11
日（土・日曜日、祝日の場合は
直前の金融機関営業日）

ひとり親家庭の
父・母の就職のための
資格取得を支援します
子ども政策課　382-7661　 382-9054

　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・
母を支援する制度があります。
　申請には事前に相談が必要
ですので、早めに子ども政策課
へご相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金
　対象講座を受講するために、
本人が支払った費用の一部を
受講修了後に支給します。
※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
　看護師などの経済的自立に効
果的な資格を取得するために養
成機関で修業する場合、修業期

お 知 ら せ
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間中の生活負担を軽減するため
に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、歯科衛生士、診療
放射線技師、栄養士
給付金の支給額　非課税世帯：
月額10万円、課税世帯：月額7万
500円
※扶養義務者の所得により、児童
扶養手当を受給できない方でも
この制度を利用できる場合があ
ります。詳しくは子ども政策課へ

一時預かり事業の
利用料を改定しました
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　神戸保育所と河曲保育所で
実施している一時預かり事業の
利用料を、平成28年4月1日から
改定しました。
利用料
 ・ 3歳未満児　
　1日1,700円⇒2,000円
 ・ 3歳以上児　
　1日1,200円⇒1,500円

乳幼児を保育する（預かる）
事業を行う場合は届出が

必要です
子ども育成課　382-7606　 382-9054

　これまでは1日あたりに保育す
る乳幼児の数が6人以上の認可
外保育施設や認可外の訪問型
保育事業（ベビーシッター事業）
を行う場合に原則届出が必要で
したが、平成28年4月以降は保
育する乳幼児の数に関係無く知
事へ届出が必要となりました。
　また、子どもの預かりサービス
のマッチングサイトを活用して事
業を実施している場合は、利用
しているマッチングサイトのURL
の届出が必要となります。
※臨時に設置される場合など届出制

電　話 電子メール ホームページファクス

2016・4・5

の対象外となる場合もありますの
で、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　県子育て支援課 　
（　059-224-2268　059-224-
　2270）

長崎で平和の取材をする
｢親子記者｣を募集します
人権政策課　382-9011　 382-2214

　8月9日の長崎原爆の日に親
子での取材を通して、原爆や平
和について考えてみませんか。
対　象　市内在住の小学4～6
年生とその保護者 （1人ずつ）
と　き　8月8日㈪～11日（木・祝）
※8日14時30分に現地集合
ところ　長崎県長崎市
内　容　長崎原爆犠牲者慰霊
平和祈念式典への参加、被爆者
への取材をして取材記録を作成
※取材記録を事務局で編集して｢お
やこ記者新聞｣を発行します。
参加料　長崎市への交通費、
宿泊代、取材補助経費は主催
者が支給
定　員　
　全国の自治体から18人（9組）
※応募者多数場合は抽選
申込み・問合せ　5月9日㈪まで
（必着）に、①郵便番号、住所、
電話番号、②子どもの氏名
（ふりがな）、性別、学校名、学
年、③保護者の氏名（ふりが
な）、性別、④平和を願う一言
メッセージを記入の上、電子メ
ールで日本非核宣言自治体
協議会事務局（長崎市平和
推進課内　 095-844-9923 
　 info@nucfreejapan.com
　　 http://www.nucfreejapan.
　com）へ　
※カメラなど、取材に用いる道具は
各自ご用意ください。

123日間の無事故・無違反
にチャレンジしよう

交通防犯課　382-9022　 382-7603

　123日間（7月1日～10月31日）
の無事故・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。
　運転免許証（原付も可）を取
得している3人を1チームとして
参加してください。また、シルバ
ーチーム（3人のうち65歳以上
の方を2人以上含む、シルバー
特別賞あり）の募集も行います。
参加料　1チーム3,000円（1人
1,000円×3人）
申込み・問合せ　5月1日㈰から6月
30日㈭までに、チャレンジ実行委
員会事務局（県交通安全・消費
生活課内　059-224-2410）へ

※詳しくはお問い合わせいただくか、市
役所、警察署、交通安全協会、防災総
合事務所などに5月1日以降に備え
付けられるチラシをご覧ください。

緑の募金にご協力ください
農林水産課　382-9017　 382-7610

　（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。森林や緑は、おいし
い水やきれいな空気、地球温暖
化の防止など、多くの恵みを与え
てくれます。緑の募金は、そのよう
な多くの恩恵を与えてくれる森林
づくりのための、植樹や育樹の支
援などに役立てられています。
　将来の世代に豊かな地球環
境を残せるよう、皆さんのご協力
をお願いします。
期　間　5月31日㈫まで
募金方法　農林水産課、地区
市民センターに、募金箱とリー
フレット（払込取扱票付き）を
設置しています。
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平成28年度公立保育所嘱託保育士と看護師と
子育て支援総合コーディネーターを募集します

子ども育成課　382-7606　 382-9054　子ども政策課　382-7661　 382-9054

雇用期間　雇用した日（平成28年6月採用予定）～平成29年3月31
日まで　※更新する場合もあります。
勤務条件　給与は嘱託保育士が16万8,800円、嘱託看護師が18万3,300
円、子育て支援総合コーディネーターが16万8,800円で、その他各種手当
て（期末手当、通勤手当など）があります。また、社会保険に加入します。
申込み　4月5日㈫から5月10日㈫まで（土･日曜日、祝日を除く8時30分
～17時15分）に、申込書に必要事項を記入の上、直接または郵送
（簡易書留）で、保育士と看護師は子ども育成課、子育て支援総合
コーディネーターは子ども政策課（〒513-8701（住所不要））へ
※申込書は、直接または郵送で保育士と看護師は子ども育成課、子育て支援総
合コーディネーターは子ども政策課へ請求してください。郵送の場合は、封筒
の表に朱書きで｢嘱託職員採用試験申込書希望｣と記入の上、返信用封筒(宛
先を記入の上、92円切手を貼った12cm×23㎝程度)を同封してください。
◆採用試験
と　き　5月15日㈰
※公立保育所の臨時保育士、延長保育補助員(有資格者)、臨時給食調理
員の登録も随時受け付けています。詳しくは子ども育成課へ

くらしの情報くらしの情報　　　
　

小学校給食嘱託調理員を
募集します

学校教育課　382-1214　 382-9054

対　象　調理師免許、栄養士
免許のいずれかを取得または
給食調理現場での勤務経験
を有する、昭和31年4月2日以
降生まれの方
定　員　1人
勤務条件　給与は15万4,300
円で、その他各種手当（期末
手当、通勤手当など）がありま
す。また、社会保険にも加入し
ます。雇用期間は、雇用した日
（平成28年5月採用予定）から
平成29年3月31日まで
※鈴鹿市嘱託職員等取扱規程に
準じます。
勤務場所　小学校調理室（市
内19カ所）または学校給食セ
ンター（岡田町）のいずれか
申込み　4月5日㈫から15日㈮ま
で（土・日曜日を除く8時30分～
17時15分）に、採用試験申込
書を直接または郵送（受付期
間内に必着）で、学校教育課
へ

※採用試験申込書は、直接または
郵送で学校教育課(〒513-8701
（住所不要）)へ請求してくださ
い。郵送で請求する場合は、封筒
の表に朱書きで「嘱託職員採用
試験申込書希望」と記入の上、返
信用封筒(宛先を記入し、92円
切手を貼った12cm×23cm程度)
　を必ず同封してください。
◆採用試験
と　き　4月24日㈰　
ところ　第二学校給食センター
（稲生4-2-50）
内　容　個別面接、実技試験
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バルーンキャラバン
inイオンモール鈴鹿

地域資源活用課
　382-9020　 382-0304

　鈴鹿バルーンフェスティバル
実行委員会による｢鈴鹿バルー
ンフェスティバル2016｣のPRや、
熱気球の仕組みを知ることがで
きる熱気球教室や熱気球の搭
乗体験が行われます。
と　き　4月23日㈯　15時～18
時ごろ
ところ　イオンモール鈴鹿 西大

駐車場
定　員　各回80人（先着順）
※当日14時30分からと15時30分
から会場で整理券配布
料　金　中学生以上1,000円、
小学生500円
※未就学児は、保護者1人につき2
人まで無料(要保護者同乗)
※天候や風により中止する場合が
あります。
主催・問合せ　鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
（　090-6468-2012  当日14時
30分～18時）

催 し 物

お 知 ら せ

職種
採用予定人数

保育士
5人程度

看護師
2人

主な業務内容

保育所での保育に
関する業務

保育所での看護に
関する業務

受験資格

保育士資格を取得の方
昭和31年4月2日以降生まれの方

看護師免許を取得の方
パソコン操作（入力・検索など）ができる方
昭和31年4月2日以降生まれの方

子育て支援
総合コーディネーター
1人程度

子育て支援に
関する業務

保育士資格を取得の方
パソコン操作（入力・検索など）ができる方



23

ながりについて学びます。
※昼食は主催者が用意します
対　象　市内小学生と保護者
と　き　5月14日㈯　8時50分
～15時ごろ（雨天決行）
※白子港に集合し、バスで移動します。
ところ　亀山森林公園やまびこ
（亀山市加太梶ヶ坂3787-6）
参加料　無料
定　員　5組（10人）
※応募者多数の場合は、抽選の上、
当選者にのみ連絡します。
主　催　鈴鹿森林組合、鈴鹿
市漁業協同組合
申込み　4月28日㈭までに、住
所、氏名、年齢（学年）、電話
番号を記入し、電話・ファクス・
電子メールで農林水産課へ

鈴鹿花き温室組合
品評会・即売会・
ワークショップ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　地元鈴鹿亀山地域で生産
農家が丹精込めて育てた洋ラ
ンやシクラメン、こだわりの観葉
植物の品評会を行い、入賞作
品を展示・販売します。
と　き　4月9日㈯・10日㈰ 10時
～17時
ところ　イオンモール鈴鹿 中央
コート
◆春のオリジナル寄せ鉢づくり
　当日、生産者が園芸ワークシ
ョップを開催し、園芸ビギナーの
方も簡単で春にぴったりな寄せ
鉢づくりを体験できます。
参加料　1,000円
申込み　両日とも10時から会
場で受け付けます（材料が
無くなり次第終了）。
問合せ　鈴鹿花き温室組合
（廣瀬　090-7431-4833）

電　話 電子メール ホームページファクス
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バルーンフェスティバル
フォト・スケッチコンテスト

入賞作品展
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304

　昨年11月に開催された、実行
委員会主催の｢鈴鹿バルーンフェ
スティバル2015フォト・スケッチコン
テスト｣の入賞作品を展示します。
と　き　4月19日㈫～25日㈪ 　
平　日：8時30分～17時15分、
　土曜日：10時～17時、
　日曜日：9時～17時
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館 1階市民
ギャラリー
※鈴鹿バルーンフェスティバル2016
は、9月17日(土)から19日(月・祝)ま
で開催する予定です。

｢匠の里フォトコンテスト｣
入賞者作品展示
地域資源活用課

　382-9020　 382-0304

　昨年11月に開催した第7回
｢匠の里フォトコンテスト｣の入賞
作品を展示します。
と　き　4月13日㈬～18日㈪　
平　日：8時30分～17時15分、
　土曜日：10時～17時、
　日曜日：9時～17時
※最終日は15時まで
ところ　市役所本館 1階市民
ギャラリー
※第1～6回の受賞作品(入選作品
を除く)も展示します
主　催　白子まちかど博物館

運営委員会
共　催　伊勢形紙協同組合

鈴鹿国際交流フェスタ
｢わいわい春まつり｣

鈴鹿国際交流協会
　383-0724　 383-0639

　世界各国の人たちと音楽、
ダンス、世界の遊びが楽しめます。
国際屋台村では8カ国の屋台が
並び、世界の味を堪能できます。
丸一日国際交流できる楽しい
イベントです。
と　き　4月24日㈰　10時～15時
ところ　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
内　容　各国の音楽と舞踊（ベ
リーダンス・フラメンコ・マリネラ・
カポエイラ・サンバ他）、国際屋
台村、民族衣装試着体験、似
顔絵コーナー、メイクアートコー
ナー、Waraマルシェ、民芸品
販売、フェアトレード など
※天候などにより内容が変更にな
る場合があります。

海と森林を結ぶ交流事業
（広葉樹の植栽）

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

　森林と海の環境保全の大切
さについて理解を深めるために、
林業・漁業者が主体となって毎
年行っています。広葉樹を植栽
する森林づくり活動を行い、森
林のはたらきや森林と海とのつ
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「農道に着陸｣　上川登さん

「街道寸景｣　松井輝雄さん
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ところ　AGF鈴鹿体育館（市
立体育館）
内　容　ブルース、ワルツ、タン
ゴ、ジルバ、ルンバ、チャチャチ
ャなどを基礎から指導
講　師　（公社）日本ダンスス
ポーツ連盟（JDSF）の公認
指導員
定　員　20人程度
参加料　4,000円（別途傷害保
険料）
主　催　鈴鹿市ダンススポー
ツ連盟（SDSF）
申込み　5月10日㈫の開講時
に参加料を添えてお申し込み
ください。
問合せ　鈴鹿市ダンススポーツ
連盟（川瀬　386-3169 　
　090-6619-3760）

シニアカレッジみえ
長寿社会課　382-7935　 382-7607

　三重県老人クラブ連合会が
行う、健康づくり、地域づくり、生き
がいづくり、防災対策、リーダー
育成などに関する講義・演習に
ついて、老人クラブ会員ではな
い方からも参加者を募集します。
対象者　60歳以上で、老人ク
ラブなどの地域活動に意欲
のある方
と　き　6月28日㈫、7月21日㈭、
8月9日㈫・30日㈫、9月13日㈫、
10月20日㈭、11月8日㈫・22日
㈫
ところ　文化会館
定　員　10人
受講料　無料（交通費・昼食
代は自己負担）
申込み　5月23日㈪までに、電
話で三重県老人クラブ連合会
事務局（　059-227-1621）へ

ープ活動
定　員　20人（先着順）
参加料　無料
申込み　4月28日㈭までに産業
政策課ものづくり産業支援セ
ンターへ

いきいき健康
スポーツクラブ

スポーツ課　382-9029　 382-9071

対　象　5月11日現在で60歳
以上の市民
と　き　5月11日㈬から平成29
年1月25日㈬までの第2・第4水
曜日9時30分～11時30分（延
長変更あり）、全16回（予定）
ところ　AGF鈴鹿体育館（市
立体育館）、ふれあいホール、
文化会館さつきプラザ
内　容　レクリエーション、ストレッ
チ、卓球、ニュースポーツ ほか
定　員　100人（先着順）
参加料　4,000円（保険含む）
申込み・問合せ　4月8日㈮から
18日㈪まで（11日は除く）の9時～
20時に、参加料を持参の上、鈴
鹿市体育協会（AGF鈴鹿体育
館（市立体育館）内 　387-6006
　t-taiiku@mecha.ne.jp/
　http://suzuka-sports.or.
　jp/）へ

健康ダンススポーツ
初心者教室

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　健康に良く、生涯スポーツとし
て最適なダンススポーツの愛好
者を増やすために開催します。
対　象　市内在住の社会人
※年齢は問いません
※初心者、音楽好きな方、夫婦での
参加大歓迎
と　き　5月10日㈫から7月12日
㈫までの毎週火曜日　13時
30分～15時

オカリナコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

　考古博物館でオカリナコンサ
ートを行います。
と　き　4月24日㈰　①10時か
ら、②13時30分から
ところ　考古博物館 展示ホール
演奏者　オカリナサークル 
入場料　無料
※展示ホールでミニコンサートが
開催できます。ご希望の方は、
お問い合わせいただくか、考古
博物館ホームページをご覧くだ
さい。
◆考古博物館を無料開放します
と　き　4月16日㈯
ところ　考古博物館
内 容　「三重県民の日」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2015」
と常設展示を無料でご覧いた
だけます。

ものづくり産業支援センター
リーダー研修

産業政策課　382-7011　 384-0868

対　象　市内中小ものづくり製
造企業の係長クラスの従業
員（全8回の研修に参加でき
る方）
と　き　5月21日㈯・28日㈯、6月
4日㈯・10日㈮・18日㈯・25日㈯、
7月2日㈯・9日㈯　9時～16時
30分
※最終日は12時30分まで
ところ　ものづくり産業支援セン
ター（市役所別館第3　2階
会議室）
内　容　ものづくり製造現場の
改善手法に関する講義、グル

講座・教室

催 し 物
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　ジョン･レノンなら次のように歌ったのではない
でしょうか。「♪想像してごらん、世の中の95％の
人々が車いすで生活する社会を」。その場合、
世の中から階段がなくなり、みんなフラット（平ら）
な世界で生活をしていることでしょう。
　世の中の暮らしは、多数中心に考えられていま
す。少数側で社会的不利益を受ける方が障がい
者です。この考え方を社会モデルといい、少数の
方が対応できない社会的障壁を解消することを
合理的配慮といいます。
　障害者差別解消法が4月より施行されました。
初めて差別禁止が法律によって定められ、不当
な差別の禁止と合理的配慮の提供が示されて
います。法が禁止するのは、役所と会社やお店な

どによる差別ですが、差別をなくしていくことは、全
ての方が考えていかなければなりません。｢不当
な差別をしないこと」。これは人として当たり前の
こと。障がい者との共生を目指し、合理的配慮を
市民の皆さんと考えることができればと思います。
　何気なく暮らしている生活の中で少しだけ、障
がい者のことを考えてみると、随分世界が変わる
と思います。

障害者差別解消法が施行されました
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人権政策課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教育支援課 　382-9030　 382-9053

○固定資産税・都市計画税…全期・1期
【納期限は5月2日(月)です】

薬膳と栄養学が学べる
基礎セミナー

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　5月22日㈰、8月7日㈰、
10月16日㈰、2月5日㈰　10時
～13時10分
ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念館
（岸岡町1001-1）
内　容　薬膳講座、栄養学講
座、薬膳特別ランチと料理解
説（薬膳茶つき）
定　員　30人（先着順）
参加料　1万3,000円（4回分）
主　催　（一社）日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　4月25日㈪まで
（必着）に、（一社）日本薬膳学会ホ
ームページ（　http://yakuzen.
　jpn.org/）で申し込み用紙を印
刷して必要事項を記入の上、ファ
クスで鈴鹿医療科学大学薬膳
学会事務局（　383-9208 内
線9406、9411 　381-2386）へ

スポーツの杜　短期教室
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿
　392-7071 　 372-2260

申込み　4月8日㈮から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで。
◆楽しい卓球教室(体験会)
　卓球の基礎を習ってラリーや
ゲームを楽しみましょう。
対　象　一般成人
と　き　4月13日㈬・21日㈭・28日
㈭　13時～15時
定　員　各20人
参加料　1回700円
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親
と　き　4月18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
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室

対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）
と　き　4月21日㈭　10時30分
～12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆こども体操教室～春コース～
　マット運動を基礎から習い、
バランス能力の向上や安全な
身のこなし方などを習得します。
対　象　①年中～小学2年生、
②小学生以上
と　き　4月18日・25日、5月2日・
16日・23日・30日、6月13日・20日・
27日　各月曜日　
①はじめてクラス16時～17時
②ステップアップクラス16時～
17時50分
定　員　各8人
参加料　7,200円（9回分）
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　昨年の「モータースポーツ鈴鹿市長賞」を受賞した
寺西康雄さん（63）。ブリヂストンの4輪レーシングタ
イヤサービスマンとして、40年近くにわたりサーキット
の現場でチームやドライバーと接してきた、まさに縁
の下の力持ち的な存在です。
　言うまでもなく、タイヤはレースにおいて極めて
重要な要素。寺西さんの深い知識と経験に裏打ちさ
れたノウハウは、星野一義さん、中嶋悟さんといった

ビッグネームからの信頼も厚く、また新人レーサー
の一人一人にアドバイスを送り、親身になって相談に
乗る姿はパドックの日常風景とさえ言えます。
　当初はレースのたびに実家の名古屋から勤務地の
鈴鹿サーキットまで通勤していた寺西さんでしたが、
今や鈴鹿市民となって32年。
レースを愛し、サーキット
を愛し、現場にこだわり続
ける寺西さん。温和な眼差
しでこれからも「鈴鹿の
モータースポーツ」を見
守ってくれることでしょう。

ようやく本格的な春がやってきました。暖かな日差
しの下、鳥のさえずりを聞き、草花のにおいをかきな
がら、散歩やサイクリングをしたくなる季節ですね。
随分前ですが、奈良市の奈良公園まで自転車を持っ
て行って、そこから明日香村まで、春と歴史を感じな
がらサイクリングしたことがありました。
でも、そんな遠くまで行かなくても、市内にも旧東海
道や旧伊勢街道という歴史ある道があります。近いう

ちに自転車に乗って雰囲気を楽しめたらと思います。
大名行列や幕末の志士、お伊勢参りの人々が行き
交った同じ道を辿ることができるって素敵ですよね。
市では、この2つの道をホームページ（文化・ス
ポーツ→東海道・伊勢街道）で紹介しています。ま
た、「歩こう！すずかの東海道」というマップを文化
財課や庄野・石薬師公民館などで配布しています
ので、ぜひご利用ください。（高）

レースの現場を見つめ続けて

　さわやかな一日のスタート
　昨年2月に開園した南玉垣町の
桜の森公園で、毎朝6時30分から
ラジオ体操を行っています。健康
のためにウオーキングしているメ
ンバーが自然に集まり、8月ごろか
ら続けています。多いときは30人
以上が集まります。広々とした公
園での体操は清々しく、さわやか
な気持ちで一日をスタートしてい
ます。

 　交流も深まります
　参加者からは「新しい友人がで
きた」「生き方の知恵、ヒントをも
らった」「元気がでてきた」など前
向きな話がたくさん。食事会を開
催したり、楽しく交流しています。

　 誰でも気軽に参加できます
　特に決まりごとはなく、自由に
参加できます。今後は公園内のご
み拾いや草むしりなどの美化活動

も計画しています。目標は100人く
らい集まって楽しく交流できれば
と考えています。きれいな桜を見
るついでにぜひ一度、お立ち寄り
ください。一緒に100歳までのパ
スポートを目指しましょう。
（吉川　　080-5111-4604）

桜の森公園　ラジオ体操友の会

■語り手 中野能成
(鈴鹿モータースポーツ友の会理事・事務局長)


