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　太陽の街の老人クラブでは、4月から健康づくりの一環とし
て朝のラジオ体操をスタートしました。この時季は、しだれ桜
の美しさに目を細め、ウグイスの鳴き声に聞きほれながら一日
が始まります。

しだれ桜の下でラジオ体操
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子育ての環境を充実させるために子育ての環境を充実させるために

子ども政策部を新設しました

　4月から市の機構が変わり、子どもに特化した施策を進める「子ども政策部」を新設しました。
　子ども政策部は、子どもや子育て世代のライフステージに応じた途切れのない支援を充実す
るため、子ども政策課、子ども育成課、子ども家庭支援課の３課で構成します。
　今回は、子ども政策部の役割と３課のそれぞれの業務についてお知らせします。

保護者の皆さんが子育てや子どもの成長に
喜びや生きがいを感じることができるように

　昨年4月から、幼児期の教育・保育および地域の
子ども・子育て支援を総合的に推進していくための
「子ども・子育て支援新制度」が、本年４月から鈴鹿
市総合計画2023がスタートしました。それに伴い、
総合計画2023の実効性を高めるとともに、教育・保
育の一体的なサービスを提供するため組織体制の
整備を行いました。
　これまで、教育委員会事務局で担っていた幼
稚園業務の一部を子ども政策部へ移管し、保
育所と幼稚園の窓口がひとつになりました。 
　また、子ども家庭支援課においては、これまでも
0歳から18歳までの子どもを対象とした発達支援、
子どもや家庭・教育相談などの業務を担ってきました
が、新たに「集団適応健診」、いわゆる5歳児健診
を開始します。集団行動の場面で気になる子ども
を早期に発見し、適切に支援することで、小学校・
中学校へスムーズに進学し、楽しい学校生活を送
ることができるよう、教育委員会と連携しながら

「途切れのない支援」の確立を目指します。
　そして、保護者の皆さんが子育てや子どもの成
長に喜びや生きがいを感じることができるよう、結
婚、妊娠、出産、子育てなど子どもや子育て世代の
ライフステージに応じた総合的で一体的な子育て
支援サービスの提供が重要と考えています。
　このように、子どもに特化した業務を担う組織
とすることにより、本市の子どもたちが自立し、
豊かで明るい未来をめざすことができるように取
り組んでいきます。
　なお、子ども政策課
と子ども育成課は本
館の教育委員会事務
局と同じ11階に移動し
ました。連携を強化
し、よりよい支援を
行っていきますのでよ
ろしくお願いします。

子ども政策部長
渥美 和生
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　子ども政策部の主管課として、部内を取りまとめます。子ども・
子育て支援事業計画や市立保育所、市立幼稚園、放課後児童ク
ラブの整備計画などを進めます。
　また、親子で集う場所（子育て支援センター、つどいの広場事
業）の提供、乳幼児健康支援一時預かり事業、ひとり親家庭への
支援事業（母子・父子福祉相談、母子・父子・寡婦福祉資金の貸
付など）、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター事業
などを行います。
　今年4月から子育て支援の充実を図る施設として、「子育て応
援館（はぐはぐ）」を白子にオープンしました。ここでは、子育て支
援団体などの交流、ひとり親家庭学習支援ボランティア事業「ま
なびーの」、子どもと親の居場所づくり事業「ほーむベース」など
を実施します。
　不妊治療費の助成、児童手当、児童扶養手当の支給など、子ど
も政策課では幅広い事業を展開します。

子ども政策部を構成する3つの課
本館11階　　382-7661　　382-9054
　kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

広報すずか特集「子ども政策部を新設しました」についてのご意見・ご感想は子ども政策課へ
　382-7661　 382-9054　 kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp

子育て応援館（はぐはぐ）
　　387-6125　 388-1223
◆所在
　白子駅前6-33
◆利用時間（予約制）
　月～金曜日 ９時～12時
 13時～16時30分
※事前に団体登録が必要です。 

　教員、保育士、保健師、臨床心理士、元警察官など多様な専門
職の職員を配置し、子ども・家庭相談、就学・教育相談、児童虐
待・ＤＶの相談や発達支援の業務を行います。
　今年度から子ども育成課、健康づくり課と連携しながら、「集団
適応健診」（５歳児健診）に取り組みます。初年度は保育所と幼稚
園の１カ所ずつでモデル事業を実施する予定です。
　青少年の健全育成に関する取り組みとして、青少年対策推進
事業や補導活動も行います。 

本館11階　 382-7606　 382-9054
　kodomoikusei@city.suzuka.lg.jp

西館 1階 382-9030（発達支援） 2階 382-9140 382-9142
 kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp

　就学前施設、いわゆる保育所(園)や幼稚園などに関する事
務を行います。教育・保育の質を高めるため保育士などの研
修事業を行ったり、就学前教育・保育施設の指導などを行い
ます。また、小学校へスムーズに入学できるよう、教育委員会
との連携を深めます。

子ども政策課

子ども育成課

子ども家庭支援課
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～鈴鹿市教育振興基本計画を策定しました～鈴鹿市教育振興基本計画を策定しました
たくましく育つ教育を進めます
仲間と共に生き生きと
未来への希望を持って

　教育振興基本計画は、教育の振興をめざして施策を総合的・計画的に進めるための基本計画です。
国においては、政府が策定して国会に報告するとともに、地方公共団体も国の計画を参考に、地域
の実情に応じた計画の策定に努めるよう、教育基本法に定められています。
　このたび本市では、新しい計画を作成し、4月から取り組みを開始しましたので、お知らせします。

教育大綱や基本事業などで構成しています
　教育振興基本計画の根本的な方針である教育
大綱は、めざす子どもの姿、基本理念、基本目標、
施策の基本的方向を定めています。
　これに基づいて成果指標を設定することで、施
策を効果的で着実に実施するための検証改善サイ
クルを確立しています。
　そして、成果指標を達成するために、現状と課題
の分析を行い、主な取組内容などを定めています。

　本市では、すでに教育振興基本計画を定め
て取り組みを行ってきましたが、国の計画や法
律が改正され、社会を生き抜く力の養成や成
果指標、地域の実情に応じた総合的な施策の
大綱が求められるようになったこと、また、本
市の新しい総合計画と整合を図るために、この
たび新しい教育振興基本計画を定めました。

・めざす子どもの姿

・基本理念

・基本目標

・施策の基本的方向

・施策の基本的方向別の成果指標

・基本事業、主な取組内容および指標

計画期間　平成28年度～平成31年度

教育大綱

鈴鹿市教育振興基本計画の体系
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」念理本基「」姿のもど子すざめ「ため定で綱大育教
」向方的本基の策施「」標目本基「

のりくづ校学たれか開「、」成育のもど子たえ備を力く抜き生を会社「、てえま踏を状現の会社く巻り取を育教　
。たしまめ定りおとの次、け付置位とるあで題課な要主が」実充の境環育教るきで応対にズーニな様多「、」進推

めざす子どもの姿１ 基本理念2
自己実現と人との協働により、
豊かな未来を創る力を備えた

鈴鹿の子ども

鈴鹿を愛し、
子どもの学びと安全・安心を支え、

絆で育む鈴鹿の教育
　子どもたちが、自分に自信を持ち、心
から人とつながることができるよう、子
どもたちが未来への希望を持ち、仲間
と共に生き生きとたくましく育つ教育を
進めていきます。

　現在学校では、コミュニティ・スクールとして、ＰＴＡや多く
の地域ボランティアの協力を得て教育を推進していますが、
さらにその輪を広げ深め、ふるさと鈴鹿の未来を担う子ども
たちの教育を、家庭、地域、学校、関係機関などの強い絆と、
それぞれの役割のもとで推進することをめざします。

基本目標3 施策の基本的方向4
⑴知識基盤社会を生き抜く力を育む教育内容を創造します
　グローバル化、ＩＣＴ（情報通信技術）による情報化が
めざましく進んでいることから、情報の溢れる社会を生き
抜く力を育成するための教育内容を創造し展開します。
⑵家庭や地域と共にある学校づくりを推進します
　教職員はもとより、保護者をはじめ子どもたちの身近に
暮らす人々 が教育活動に参画し、多様性や社会性のある
学校づくりを進めます。
⑶社会の変化や技術革新に対応した教育環境を整備します
　常に変化する社会情勢を見据え、国の動向を注視しつつ、
教育課程の編成や最新の教育機器の活用などについて
計画的に取り組みを進めます。

　子どもたちの豊かな育ち、健全な育成を支えるための学校づくりを推進するには、地域
ぐるみで子どもたちを育てる環境が必要です。また、犯罪など日常生活の中で起こり得
る事件・事故や、交通場面に起きる危険、地震や風水害のような自然災害などの危険か
ら子どもたちの身を守るためには、学校だけでなく家庭や地域の協力が必要不可欠です。
　本計画では、「基本目標」の一つとして「家庭や地域と共にある学校づくりを推進しま
す」と定められています。今後4年間、この目標の実現に向けて取り組んでいきますので、
ご協力くださいますようお願いいたします。

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

　基本目標を具現化していくため、子どもや
地域のあるべき姿として７つの基本的方向
を設定しています。
⑴グローバルな視点で主体的に学び、社会
に発信する子ども
⑵基礎・基本を身に付け、自ら表現する子ども
⑶豊かな感性をもち、自律した子ども
⑷健康への意識を高め、健やかな体をもつ子ども
⑸命を尊重し、人の多様性を認め合える子ども
⑹学校、家庭と共に子どもを育む地域
⑺子どもが楽しく安心して学べる環境

教育長
玉川登美男
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3月17日㈭・4月9日㈯

このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは
二次元コードからアクセスしてください。動画

「春が来た♪」開花とともに訪れる春の息吹

2016・5・5106

　池田町の北川さん方では早咲きの桜が咲き、春
の訪れを感じさせてくれました。 4月中旬の伊奈冨
神社では、ムラサキツツジが色鮮やかに咲き、たくさ
んの夫婦や家族連れの方で賑わっていました。

3月22日㈫市長と話そう！鈴
ま

鹿
ち

づくりミーティング
　今年度、第5回目となる「市長
と話そう！鈴鹿（まち）づくり
ミーティング」を開催し、鈴鹿商
工会議所青年部の皆さんと意
見交換を行いました。その中
で、「地域ブランドを活かしたま
ちづくり」をテーマに、モーター
スポーツなどの地域資源につい
て、熱心に話し合われました。 

3月27日㈰栄公民館・地区市民センター竣工式
　栄公民館・地区市民センターが栄小学校の西側から北側に移転し、
新しくなりました。使いやすい室内レイアウトになっており、腰屋根に

より光を取り込むなど快
適性に配慮しています。
また、広 と々した多目的
ホールもあり、地域の皆
さんの新たな交流の場に
なることが期待されます。

池
の訪
神社
んの

く ミ グ
長

商
意

ー
い

栄公民公公 館民 ・地区市民市市 センター
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4月2日㈯・3日㈰イベントとともに楽しむ桜　鈴鹿さくら祭り
　旭化成株式会社グラウンドで平田商
店会さくら祭り実行委員会によるさくら祭
りが行われました。的場凛さんとサン幼
稚園児による和太鼓の演奏や、三世代海
女の中川静香さんとのトークショー、伊勢
志摩サミット応援グルメコーナーなどたく
さんのイベントが催され、訪れた皆さんは
桜を見ながら楽しんでいました。

4月9日㈯～17日㈰記念イベント大賑わい　鈴鹿市植木まつり
　鈴鹿フラワーパークで40回目となる植木まつりが開催さ
れました。植木・花の即売会や寄せ植え体験のほか、伊勢
志摩サミット応援企画として、花の苗をプレゼントする「花
いっぱい作戦」も行われ、訪れた皆さんは植木との触れ
合いを楽しみました。

4月9日㈯
鈴鹿市初のネーミングライツを記念してイベント開催
「AGF鈴鹿体育館」と「AGF鈴鹿陸上競技場」
　鈴鹿市で初めてのネーミングライツとして、
4月1日から「AGF鈴鹿体育館」と「AGF鈴鹿
陸上競技場」の愛称使用が開始されました。
記念イベントを開催し、テープカットや第一
回記録会が行われました。

2016 5 5 7

F鈴鹿鈴鈴 陸上競技場技技 」

桜を見を ながら楽しんでん いました。

記念イ念 ント大ト 賑大大 わ 鈴鹿鈴鈴 市植市

寄せ植え体験 花いっぱい作戦

動画

動画



第9回歴史散策バスの旅
「伊勢参宮街道　餅めぐり」

とき／6月12日㈰　集合／8時45分　
白子駅東口のバスで　内容／おかげ横丁
などで歴史解説付きで餅を食べ巡る　
定員／35人　参加料／3,900円(昼食
は各自)　申込み／電話で

春のばら展

とき／5月12日㈭10時～16時30分、
13日㈮9時～16時　ところ／市役
所本館１階市民ギャラリー　※両日
とも14時から先着20人にばら一輪プ
レゼント(色は選べません)

｢自分らしく老う｣
3人が語る

とき／5月14日㈯13時30分～15時
30分　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション　内容／老男、老女、若者
3人がそれぞれの老いを語る　参加
料／500円

県立美術館ボランティア
会員募集

対象／18歳以上68歳以下で健康な
方　定員／20人　申込み／6月30
日㈭までに郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号を記入の上、往復はがき

へ）11町谷大市津（」会の欅「で

お母さんのテニスの会

対象／市内在住の方　とき／6月18
日㈯9時～11時　ところ／市営テニ
スコート　参加料／500円　申込み
／6月10日㈮までに住所、氏名、年齢、
連絡先をファクスまたは電話で

EM勉強会

とき／5月20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

鈴鹿イングリッシュ・
サロン会員募集

とき／月1回　内容／英語で日常生活、社会、
世界を語る会（主に現・元中学、高校、大学
教師、海外在住経験者、留学生、外国人）　
参加料／無料（飲料・昼食代のみ）　
※楽しい会です。特に英語教師歓迎

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／5月11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

自然農法セミナー
第2講

とき／5月22日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／夏野菜の栽培管理、土の酸性度に
ついて、管理作業の方法など　講師
／板坂康行　参加料／300円

防災ウオークラリー

対象／どなたでも　とき／5月15日㈰
9時～12時　ところ／桜の森公園　
内容／防災クイズを解きながら公園
を歩いたりクラフトの体験　参加料
／200円　※当日参加自由

第26回佳舟会かな書展

とき／5月24日㈫～29日㈰平日9時～
17時、土・日曜日10時～17時(最終日15
時まで)　ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／かな書、手紙文など
の展示を気軽にご覧ください。

木平桂洞寺家会館
書道教室作品展

とき／6月1日㈬～30日㈭　とこ
ろ／百五銀行白子支店　内容／
書道、筆ペン、ペン、実用書道など
の作品展を開催します。ご高覧を
お待ちしております。

鈴鹿市民歩こう会

①とき／5月22日㈰　集合／白子駅公園9
時10分　内容／鈴鹿の小公園巡り　参加
料／200円　②とき／6月5日㈰　内容／
奈良バスハイク(岩船寺、浄瑠璃寺)　参加
料／3,000円　※初参加者歓迎

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／5月10日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　
※不登校のお子さんを持つ親を中心と
した集まりです。連休明けの時、お子さ
んの様子はどうですか。お気軽に。

「お金のいらない国」と
いう落語会

とき／5月15日㈰14時～16時(開場13時
30分)　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／お金のいらない国ってど
んなところ？　語り手／長島龍人　参
加料／500円　申込み／電話で

糸東流空手道教室
生徒募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
月・水・金曜日18時～20時　ところ
／十宮3-27　内容／元気になるため
の人づくりです。空手道基本と気力
涵養を修練します。

カラオケと詩吟のコラボを
楽しむ会

対象／どなたでも　とき／随時開講
（相談に応じます）　　内容／演歌・童
謡・唱歌などと詩吟をコラボしてカラ
オケで楽しんでいます。※一緒に楽し
みませんか。気軽にご連絡ください。

お伊勢さん菓子博2017
開催

とき／平成29年4月21日～5月14日　
ところ／伊勢市　内容／百年を超え
る歴史と伝統ある日本最大級のお菓
子の祭典（三重県初開催）　※詳し
くは、ホームページで

男性料理教室生募集

対象／市内在住の男性の方　とき／
毎月第3金曜日10時から　ところ／保
健センター調理室　内容／旬の材料で
一人でできる料理　定員／15人(先着
順)　申込み／電話で　※お気軽に

第9回「四傾聴」
傾聴ボランティア養成講座

対象／興味のある方　とき／5月26日㈭から
(全6回)　ところ／四日市市総合会館他　内
容／講義演習、傾聴実習　参加料／6,000円
(別途教材費1,000円)　定員／8人　申込み
／5月15日㈰までに電話かファクスで

アフリカへ毛布を送ろう

とき／5月8日㈰・29日㈰9時～17時　
ところ／鈴鹿ハンター南口　内容／
収集受け付けさせていただきます。
※ご協力よろしくお願いします。

斎宮流組ひも教室
生徒募集

とき／毎月第1・第3木曜日13時～15
時　ところ／NDC本部(鈴鹿警察署
東1分)　内容／丸台から綾高台まで
習えます。　参加料／月2,000円　※
初回帯〆分丸台無料貸与（材料費別）

EM菌配布

対象／一般　とき／第2・第4火曜日10
時30分～11時30分、13時30分～14時
30分　ところ／稲生町8751-6　料金／
より多くの市民の方に利用していただく
ため1ℓあたり100円で販売します。

ギターサークル

対象／問いません　とき／5月20日㈮　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内容／ア
コースティックギターの練習　参加料／1カ
月500円（月２回開催）　※気軽に問合せ
見学を。初心者歓迎です。

楽楽クッキング参加者募集

とき／5月12日㈭・24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。

絵画サークル凪の会
作品展

とき／5月13日㈮13時から、14日㈯・15
日㈰9時から　ところ／文化会館さつ
きプラザ　内容／絵画約70点の展示
を行います。ぜひご覧ください。　入場
料／無料　※生徒さん募集中

20周年記念バレエ発表会

鈴鹿奇術愛好会会員募集 身体とこころのつながりに
ついて

ボーイスカウト
ちょこっと体験

憲法学者
小林節さん講演会

とき／6月5日㈰14時開演　ところ／
四日市市文化会館第一ホール　内
容／ジゼル第1幕・バレエコンサート
(美しく青きドナウ・エスメラルダなど)
創作ダンス他　入場料／無料

対象／70歳まで　ところ／社会福
祉協議会　内容／奇術を楽しみま
しょう。　参加料／6カ月分6,000円
前納　※詳しくは電話で

とき／5月21日㈯10時～11時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／身体
とこころのつながりについて皆さんと
お話ししませんか。　参加料／500円　
※お気軽にお電話ください。

対象／年長～小1・2年生の男女　と
き／5月22日㈰10時～12時　ところ
／当団キャンプ場(木田町1755)　内
容／キャンプ料理の体験や楽しい
ゲームと説明会　参加料／無料

とき／5月22日㈰13時30分開演　
ところ／市民会館　内容／憲法を学
ぶ　講師／小林節さん(慶応大学名
誉教授)　入場料／前売り500円、
当日700円（18歳未満無料）

NPOドリーム21
吉澤　 381-0022

鈴鹿ばら会　代表　鈴木久子
　090-1720-3689

理想の暮らしを語る会
　 389-6603

　三重県立美術館ボランティア「欅の会」
藤田　 059-227-2100

鈴鹿レディーステニス　山村
　 ・　387-0415 鈴鹿EM交流会　 382-6039 シゲタ　 387-7717

下野　 370-4620 鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　 378-0041

鈴鹿市レクリエーション協会
　 386-2032 佳舟会　杉本　 385-4222

木平桂洞　 386-0587 鈴木利昭　 080-1611-9264 保井　 090-4185-1514 お金のいらない国落語会実行委員会
　 389-6603

糸東流空手道鈴鹿拳竜会
　 382-2288 安塚詩吟教室　山口　 382-0865 第27回全国菓子大博覧会・三重実行委員会

　 0596-63-5489
鈴鹿市食生活改善推進協議会

桑原　 374-0982

四傾聴　猪岡　 ・　332-3570 明社鈴亀地区協議会
成松賢治　 090-2137-4116 NDC本部　 386-2509 特別非営利法人エブリー　伊藤

　 368-3533

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

Lily Club　藪内
　 080-3650-1715 直魅　 080-3626-5177 エンジェリーナバレエ

　 090-3459-6869

鈴鹿奇術愛好会　 374-1018 わくわく介護　中川
　 080-5100-4500

ボーイスカウト鈴鹿第1団
大久保　 374-3288

小林節さん鈴鹿講演会実行委員会
山本あけみ　 090-1292-5588

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／5月16日㈪～ 20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7月5日号掲載分です

2016・5・5108
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6月から図書館(本館・江島分館)の
休館日を変更します 
6月から図書館(本館・江島分館)の
休館日を変更します 

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

情報館❶図書館の休館日変更
　

現　在 ６月以降

9

　休館日を変更することになりましたのでお知らせします。

図書館ボランティアを募集しています

開館日が増えました

対　象　15歳以上で、貸出カードの交付を受けた方、また
は受けようとする方 

期　間　平成29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　5月20日㈮までに、貸出カード（交付済の方）と本
人確認書類（運転免許証・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。
※今年度からボランティア保険に加入しますので、なるべく期限
内に手続きをお願いします(他の団体・グループで加入されて
いる方を除く)。

　休館日を月曜日から金曜日に変更することで、ハッピーマンデーが開館
日となりました。また毎月第3火曜日と12月28日の休館日をなくして開館
日を増やしました。
　これに伴い、配本/ふれあいライブラリーの巡回する曜日も、一部の公民
館で変更となりますが、利用者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　なお、休館日の本の返却は、本館の夜間返却口をご利用ください。
※開館時間の変更はありません。

読み聞かせボランティア育成講座の参加者を募集しています
　読み聞かせボランティア活動を行っている方、始めてみたい
方を対象に、育成講座を開催します。

図書館に関心を持ち、活動に協力してくれるボランティアの募集と更新手続を行っています。 

と　き　5月19日㈭　10時～12時（初心者向け）
　　　　5月20日㈮　10時～12時（経験者向け）
定　員　各30人（先着順）
講　師　木村由美子さん（JPIC読書アドバイザー）
申込み　5月6日㈮以降に図書館１階ロビーにある申込用紙
に記入の上、を直接またはファクス、電子メールで図書館へ 

毎週月曜日、第1・第3火曜日
12月28日～翌年1月4日、特別整理期間 

毎週金曜日、第1火曜日（1月を除く）、
12月29日～翌年1月4日、特別整理期間 



情報館❷

改正内容

　加入者の皆さまが病気やケガをした時に、安心して治療を受けるための国保制度を安定的
に運営するため、平成28年4月より鈴鹿市国民健康保険税の税率などの見直しを行いました。 

　保険税の課税項目である、医療保険分、高齢支援分、介護保険分の税率や金額をそれぞれ下表
のとおり改定します。また、課税限度額についても、医療保険分と高齢支援分を２万円ずつ引き上
げます（介護保険分は１６万円で据え置きます）。

　軽減（５割軽減・２割軽減）判定所得の基準額を引き上げ、軽減対象者を拡大します。
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国民健康保険税の見直しを行いました国民健康保険税の見直しを行いました

国民健康保険税の見直し
保険年金課　　382 - 7 6 0 5　　38 2 - 9 4 5 5
　ho k e n n e n k i n@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。

医療保険分 高齢支援分

軽減対象となる世帯の所得基準

改定前
区分

７割軽減

５割軽減

２割軽減

33万円以下（変更なし）

33万円＋26万円×（被保険者数）以下

33万円＋47万円×（被保険者数）以下

33万円＋26.5万円×（被保険者数）以下

33万円＋48万円×（被保険者数）以下

改定後

介護保険分

改定前

所得割
税　率

6.2％ 5.0％ 27,000円 27,000円

7.3％ 5.0％ 29,400円 2２,800円

+1.1％ － +2,400円－4,200円

資産割
税　率

均等割
金　額

平等割
金　額

所得割
税　率

2.2％ 3.0％ 6,000円 6,000円

2.9％ 3.0％ 11,400円 8,400円

+0.7％ － +5,400円 +2,400円

資産割
税　率

均等割
金　額

平等割
金　額

所得割
税　率

2.2％ 2.0％ 7,200円 6,000円

3.0％ 2.0％ 15,000円 7,800円

+0.8％ － +7,800円+1,800円

資産割
税　率

均等割
金　額

平等割
金　額

改定後

改定前

改定後

増減

7.3％ 5.0％ 29,400円 2２,800円 2.9％ 3.0％ 11,400円 8,400円 3.0％ 2.0％ 15,000円 7,800円改定後

改定後

医療保険分

52万円

54万円

高齢支援分

17万円

19万円

介護保険分

16万円

16万円

33万円以下（変更なし）

33万円＋26.5万円×（被保険者数）以下

33万円＋48万円×（被保険者数）以下

改定後

税率と課税限度額の引き上げ

保険税軽減の拡充

医療保険分…被保険者の医療費などに使われるものです。
高齢支援分…後期高齢者（75歳以上）の医療費を支援する
　　　　　　ものです。
介護保険分…介護保険の第２号被保険者になる40歳から
　　　　　　64歳の方に課税されるものです。

所得割…加入者の前年の所得に応じてかかる保険税
　　　　課税所得額（総所得金額等－基礎控除額３３万円）×税率
資産割…加入者の固定資産税額に応じてかかる保険税
　　　　固定資産税額×税率
均等割…加入者一人一人にかかる保険税
　　　　加入者数×均等割金額
平等割…加入する世帯に対してかかる保険税

　　　　保険税の計算

 医療保険分＋ 高齢支援分

＋介護保険分（40歳から64歳の方）
※保険税は、医療保険分、高齢支援分、
介護保険分について、それぞれ所得割
額、資産割額、均等割額、平等割額を
計算した合計額が年税額になります。
また、課税項目ごとに課税できる限度
額が決められています。　　
　

課税限度額



税率改定の経緯

国保財政の改善に向けて

　国民健康保険（国保）事業は、加入者の皆さまが治療を受けたときにかかる医療費などに充てるた
め、加入者の皆さまに納めていただく保険税と、国からの交付金などを財源として、各市町村（各保険
者）が運営をしています。 

　今後も、疾病の予防などによる医療費の抑制や、国保税の収納率向上に取り組み、国保事業の健
全な運営に努めてまいります。加入者の皆さまには、国保財政の現状をご理解いただき、医療費の削
減や保険税の確実な納付にご協力をお願いします。

　国保事業の中でも、主な支出である保険給
付費（一部負担金を除く医療費、高額療養費、
出産一時金、葬祭費など）は年々増大し続け
ており、平成27年度は平成26年度と比較して
約7.3億円増加し、129億円と過去最高額に達
する見込みです（図1）。今後も医学・医療技
術の高度化や生活習慣病の増加、高齢化の
進行などにより、ますます医療費は増え続ける
と予想されます。
 

　現行の税率では加入者の高齢化や、医療技術の高度化によって増え続ける医療費をまかなう
ことができない状況に陥っています。これらの経緯から、保険税率を改定することになりました。
被保険者の皆さまには、これまで以上のご負担をお願いすることになりますが、安心して治療を
受けられる国保制度を維持するため、ご理解とご協力をお願いします。

　国保事業を運営するために大きな財源とな
る保険税収入は、主に加入者の減少により、
近年徐々に減少しています（図2）。平成22年
度以降、本市では6年間保険税率を据え置き、
加入者の負担を軽減するために、毎年の支出
に対する収入の不足分は国保支払準備基金
を取り崩して補てんしてきました。しかし、その
基金も底を突く状況となっています（図1）。
※国保支払準備基金とは、本来インフルエンザなどの
流行に伴う医療費の急増に備えるための貯金です。
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ご協力をお願いします！

●期限内に納付してください
●ジェネリック医薬品を利用しましょう
●定期的に健診を受けましょう

●便利な口座振替を利用しましょう
●かかりつけ医を持ちましょう

平成25年度 平成26年度 平成27年度
(見込み)

47,000

46,000 46,376

45,715

45,000
45,000

44,000

43,000

42,000

伸び悩む保険税収入

増え続ける医療費

平成25年度 平成26年度 平成27年度
(見込み)

14,000,000
11,969,500 12,212,633

12,946,337
（千円）

（人）

保険給付費

保険税収入

基金残高

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

4,517,479

516,965 51,381 0

4,432,375 4,348,755

■国民健康保険の財政状況（図1）

■加入者数（図2）
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定 期 性 預 貯 金

普 通 預 貯 金

市 債 運 用

現 金

計

5,326,926
7,089,391
506,720
1,744

12,924,781 

41.2%
54.9%
3.9%
0.0%

100.0%

12
1
―
―
―

区　　　分 金 　 額 預託金融機関数構 成 比

 (単位 千円）

公金の状況 
歳計現金・基金などの保管状況

財政課　　382 - 9 0 4 1　　38 2 - 9 0 4 0
z a i s e i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p

市の財政状況をお知らせします

財政公表～平成27年度～情報館❸

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27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 民 税

固 定 資 産 税

市 た ば こ 税

都 市 計 画 税

そ の 他

計

12,675,072 
12,203,895 
1,538,000 
1,170,000 
452,847 

28,039,814 

12,826,571 
12,526,079 
1,452,255 
1,002,153 
459,753 

28,266,811 

101.2%
102.6%
94.4%
85.7%
101.5%
100.8%

科 目 予 算 現 額 収 入 済 額 予 算 対 比

 (単位 千円）市税

※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。

有価証券等

物権(地上権)

13,976,120,986円
2,304.78㎡の内持分100分の34 

区　　分 現　在　高

その他 

普 通 財 産

行 政 財 産

教 育 財 産

計

680,863.64 
3,064,320.03 
1,069,411.98 
4,814,595.65

15,781.05 
252,254.58 
299,580.30 
567,615.93

区　　分 土　　地 建　　物

 (単位 ㎡）

市有財産の状況 
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 

28,039,814
9,425,804
4,428,384
4,050,519
4,030,600
3,526,177
3,400,000
2,602,757
1,151,715
994,165
2,259,864
63,909,799

民 生 費

総 務 費

土 木 費

教 育 費

衛 生 費

公 債 費

消 防 費

農林水産業費

諸 支 出 金

商 工 費

そ の 他

計

28,266,811
8,590,729
3,861,610
4,105,773
185,900

0
3,570,122
2,250,539
1,022,688
953,113
2,461,942
55,269,227

100.8%
91.1%
87.2%
101.4%
4.6%
0.0%

105.0%
86.5%
88.8%
95.9%
108.9%
86.5%

51.1%
15.5%
7.0%
7.4%
0.3%
0.0%
6.5%
4.1%
1.9%
1.7%
4.5%

100.0%

24,208,338
7,832,898
7,520,636
5,893,355
5,375,285
4,993,337
3,166,767
1,704,226
1,450,000
1,019,720
745,237

63,909,799

20,679,863
6,735,622
6,761,492
4,903,774
4,080,174
4,992,152
2,371,143
1,410,556
1,450,000
749,420
586,856

54,721,052

85.4%
86.0%
89.9%
83.2%
75.9%
100.0%
74.9%
82.8%
100.0%
73.5%
78.7%
85.6%

37.8%
12.3%
12.4%
9.0%
7.5%
9.1%
4.3%
2.6%
2.6%
1.4%
1.1%

100.0%

科 　 目 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

 (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

市　　　税

国庫支出金

県 支 出 金

地方交付税

市 債

繰 入 金

地方消費税交付金

諸 収 入

分担金及び負担金

使用料及び手数料

そ の 他

計

21,710,429
554,000
9,778
43,618

3,037,657

41,813,083

14,957,074

102,520

26,753,489

18,488

18,742,518
832,038
6,510
0

1,618,838

86.3%
150.2%
66.6%
0.0%
53.3%

19,947,079
411,289
9,642
42,430

2,784,027

91.9%
74.2%
98.6%
97.3%
91.7%

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

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。

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）
特別会計 市債

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

※一時借入金は1，467，000千円（当座借越）
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納税課　　382 - 7 8 3 1　　38 2 - 7 6 6 0
   n o z e i@ c i t y . s u z u k a . l g . j p  

平成28年4月から、インターネットを利用して、市税をクレジットカードで納付していただけるようになりました。

市税のクレジットカード納付情報館❹

24時間いつでも手続きできます

納税の際にはお気を付けください

　「納付番号」「確認番号」が記載された納付書とクレジットカード（VISA、
Master Card、JCB、American Express、Diners Clubなど）を用意して
いただき、パソコンやスマートフォンから「Yaho o！公金支払い」
（http://koukin.yahoo.co.jp/）にアクセスしてください。そして鈴鹿市を選択
し、手順に従って手続きしてください。

●決済手数料について

　・クレジットカードによる納付は、納付書一枚ごとに
納付金額に応じて決済手数料が必要となります。
　・決済手数料は、いったん納付手続きを完了すると返
金することができません。ご利用に際しては、既に
他の納付方法で納付されていないことを、よくご確
認ください。重複して納付された場合であっても、
決済手数料はお返しできません。 
　・分割払いやリボ払いを選択された場合、別途クレジ
ットカード会社が定める手数料がかかることがあ
ります。
　※決済手数料は市の収入にはなりません。

●領収証書は発行されません

　・領収証書は発行しませんので、カード会社が発行

する利用明細書でご確認ください。領収証書が必

要な場合は、クレジットカード納付を利用せず、金

融機関または納税課窓口などで納付してください。

●納税証明書の発行について

　・クレジットカードで納付した場合、納税証明書が

発行できるようになるまでには、納付手続きをし

ていただいた日から3～6週間程度かかり、金融機

関などで納付いただく場合よりも多くの日数がか

かります。

　・軽自動車税納税証明書（継続検査用）は送付しません。

　・車検などで納付後、すぐに納税証明書が必要な方は、

クレジットカード以外の納付方法をご利用ください。

●支払い方法について

　・分割払いやリボ払いが利用できますが、カード会

社の規約により、ご利用できる支払回数などは異

なります。

●通信料について

　・利用者の負担になります。

●納付について

　・金融機関や市役所の納税課窓口、コンビニエン　
スストア店頭では手続きできません。
　・納税通知書に記載された納期限日が過ぎるまでに
手続きを完了してください。
　※期限を過ぎた場合は手続きできません。
　・「納付番号」「確認番号」が印字されていない納付
書（紛失などにより再発行されたものなど）は手
続きできません。
　・口座振替のように一度登録すれば納期ごとに自
動的に振替されるものではないため、納付書一枚
ごとに入力が必要です。
　・口座振替をご利用中の方は、廃止手続きをしない
と利用できませんので、ご希望の方は納税課へご
連絡ください。

＜対象税目＞
固定資産税・都市計画税、
市民税・県民税（普通徴収）、
国民健康保険税、軽自動車税 

インターネットからクレジットカードで
市税の納付ができるようになりました
インターネットからクレジットカードで
市税の納付ができるようになりました
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s h i m i n t a i w a@c i t y . s u z u k a . l g . j p
市民対話課　　382 - 9 0 0 4　　38 2 - 7 6 6 0

市民の声～平成27年度実績～情報館❺

市では、より良いまちづくりのために、市政全般に対するご意見・ご提案を
「市民の声」としてお受けしています。ここでは、平成27年度の実績と、受付
から回答までの流れについてお知らせします。

あなたの声をお聴かせください

「市民の声」全体の流れ

　平成27年度は、延べ550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（保育
所、介護認定についてなど）、生
活安全部（マイナンバー、防犯
灯についてなど）、環境部（ごみ
の廃棄方法、犬猫の糞害につ
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

。すましい願おへ」声の民市「）要不所住（1078-315〒、は合場の書

　市政に関するご意見・ご提案を市
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、直接のいず
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、匿名の場合は回答できませんの
でご了承ください。

件数担当部局 主な内容

企画財務部
総務部
生活安全部
文化振興部
環境部
保健福祉部
産業振興部
土木部
都市整備部

教育委員会事務局
その他の部局

（防災危機管理課、水道局など）
計

47
44
79
39
54
99
41
52
40
23

32

550

税金、広報すずかについて
職員の対応、市役所駐車場について
マイナンバー、防犯灯について
市立体育館、図書館について
ごみの廃棄方法、犬猫の糞害について
保育所、介護認定について
プレミアム商品券、Ｆ1について
道路の整備、カーブミラーについて
公園の美化、下水道整備について
学校施設、給食について

災害時の避難所、水道料金について

※国・県などの他の機関へのご意見は除いています。
※担当部局名は機構改革以前の名称です。

手紙の場合

　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。

電子メールの場合

※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、広報すずかやホームページで紹介します。

　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。

民
手紙やメールなどで回答します。

担 当 部 局
対応を考えます。

手紙・電子メールなど
民市

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。

民市

市民対話課
ご意見を拝見し、対応する部局の調整をします。

民市
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健康福祉政策課　 382-9012　 382-7607 
   kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp 

情報館❻民生委員・児童委員
　

民生委員・児童委員を紹介します

　市内では12地区の地区民生委員児童委員
協議会（地区民児協）があり、全ての民生委
員・児童委員が所属しています。また地区民児
協は鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会
に組織されています。各地区の協議会では、
地域の課題を共有し、委員への研修を実施し
ます。また、地域の実情に即した重点目標を掲
げ、地域住民が安心して生活できるまちづくり
のためにさまざまな取り組みをしています。

○地域住民の立場に立って福祉を担うボランテ
　ィアです 
　民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱さ
れた非常勤の地方公務員で、児童福祉法に定め
る児童委員を兼ねています。ボランティアとして
活動していて、任期は 3 年です（再任する場合も
あります）。 

○地域を見守る身近な相談相手であり、専門機 
　関へのつなぎ役です 
　自らも地域住民の一員として、担当の地区内
で高齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、
子どもたちへの声掛けなどを行っています。医療
や介護の悩み、妊娠や子育ての不安、失業や生
活困窮による生活上の心配ごとなど、さまざまな
相談に応じます。相談内容に応じて必要な支援
が受けられるよう、専門機関とのつなぎ役になり
ます。法に基づく守秘義務があり、相談内容の
秘密は守られます。 

民生委員児童委員協議会

　市内では33人が活動しています。小学校区
ごとに配置され、民生委員・児童委員と連携し
ながら子育ての支援や児童健全育成活動など
に取り組んでいます。子育ての悩みや相談をお
聞きしたり、交流の場として利用していただけ
る子育てサロンの運営も行っています。

子どもや子育てに関する支援を専門に
担当する主任児童委員

5月12日㈭から18日㈬までは民生委員・児童委員の活動強化週間
です。皆さんに民生委員・児童委員のことを広く知っていただくた
めに、ショッピングセンターやスーパー、駅などで啓発ティッシュの
街頭配布を行います。気軽に声をお掛けください。

生活上の心配ごと、困りごとをご相談ください   生活上の心配ごと、困りごとをご相談ください   
　民生委員・児童委員は身近な相談役としてさまざまな活動をしています。気軽にご相談ください。　民生委員・児童委員は身近な相談役としてさまざまな活動をしています。気軽にご相談ください。

・社会奉仕の精神
・基本的人権の尊重
・政治的中立

3つの基本姿勢
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低所得の高齢者向けの年
金生活者等支援臨時福祉
給付金を支給します
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
の高齢者の方を支援するため、
低所得の高齢者向けの年金
生活者等支援臨時福祉給付
金を支給します。
　支給対象になると思われる
方には、申請書を発送しました。
内容を確認し、申請書、申請・
受給者の本人確認書類、振
込口座確認書類などの必要
書類を提出してください。
受付期間　8月1日㈪まで

犬・猫の避妊手術費の
一部を助成します

環境政策課　 382-9014　 382-2214

対　象　平成28年4月1日から
平成29年3月31日までに避妊
手術をした犬・猫の飼い主で
ある市民の方

※犬は、登録済で、平成28年度狂
犬病予防注射済であること。猫
は、飼い猫であること。
助成金額　雄の犬：1,500円、
雌の犬：3,000円、雄の猫：
1,500円、雌の猫：2,000円

申込み　平成29年3月31日㈮
までに、環境政策課または市
内動物病院に備え付けの申
請書・請求書に必要事項を
記入の上、環境政策課へ

※申請書・請求書は、市ホームペー
ジでも入手できます。
　（生活ガイド＞生活便利帳＞その
他＞犬、猫の避妊手術の助成）
※申込期間内であっても、予算が
なくなり次第終了します。

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

　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。
　当日おもちゃを説明書と共に
お持ち込みください。当日都合
の悪い方は、事前に廃棄物対
策課に持参してください。
　修理後は、廃棄物対策課に
取りに来て
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。連絡を受けましたら、
早めに取りに来てください。
と　き　5月22日㈰　10時～
13時

ところ　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。

バイクであいたいパレード
2016の参加者を募集します
地域資源活用課　 382-9020　 382-0304

と　き　7月30日㈯　13時～
19時30分（予定）

※13時から各種イベントを開始、バ
イクパレードは18時30分スタート
集合場所　鈴鹿ハンター特設
会場
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　鈴鹿ハンター
駐車場～鈴鹿サーキット
申込み　5月20日㈮まで鈴鹿商
工会議所青年部ホームページ
（　http://www.suzuka-yeg.
　com/）で受け付け
※応募多数の場合は抽選

お 知 ら せ

告
広
料
有

※｢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。
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鈴鹿市モノづくり元気企
業支援事業補助金の事業

を募集します
ものづくり産業支援センター

382-7011　 384-0868

　地域産業の基盤を支える市
内の中小製造企業などの技術
力の向上を図り、次世代産業
の活性化を目指すため、技術
開発に要する経費の一部を補
助します。
対象事業　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研究
機関などと共同で行う事業
開発やその指導を受けて行
う事業
補助金額　交付対象経費の2
分の1以内（50万円以上最大
240万円以内）
申込み　5月9日㈪から6月17日
㈮17時15分まで（必着）に、
申請書に必要事項を記入の
上、直接ものづくり産業支援
センター（市役所別館第3　2
階）へ

※申請後は、支援事業検討会議で
研究開発事業の内容をご説明い
ただき、意見聴取後、交付の可否
を決定します。
※要綱や申請書などは、同センタ
ー窓口または市ホームページで
入手できます。

鈴鹿市商談会等出展支援
事業補助金の第1次募集

を開始します
ものづくり産業支援センター

　382-7011　 384-0868

　市内の中小製造企業で開
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、その参加出展
小間料の一部を補助します。
対象事業　国内外における商
談会など（一般消費者に対し
直接に販売することを主な目
的とするものおよび本市が主
催・共催をするものを除く）に
出展する事業
補助金額　補助対象経費の2
分の1以内（最高10万円）
申込み　5月6日㈮から、申請書
に必要事項を記入の上、もの
づくり産業支援センター（市
役所別館第3　2階）へ

※第1次募集の予算額（50万円）
に達し次第、募集を終了します。
なお、第2次募集は7月1日㈮か
ら開始予定です。
※要綱や申請書などは、同センタ
ー窓口または市ホームページで
入手できます。
※申し込みする前に、同センターに
ご相談ください。

男女がいきいきと働いて
いる企業を募集します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

　県では、男女がともに働きや
すい職場環境づくりを目的に、
休暇の取得促進や残業時間
の削減に取り組んだり、育児や
介護をしながら働き続けられる
職場づくりや男女が能力を発
揮できる職場づくりなどを積極
的に推進する企業などを｢男女
がいきいきと働いている企業｣と
して認証し、さらに当該年度の
認証企業などの中から知事表
彰企業を選考しています。
対　象　県内に本店または主
たる事務所があり、県内にお
いて事業活動を行う常時雇
用労働者を有する法人（営
利、非営利は問いません）
申込み・問合せ　5月31日㈫ま
で（必着）に、申請書などを記
入の上、郵送または直接、県
雇用対策課（　059-224-
2454　059-224-2455）へ

※申請書など詳しくは、お問い合わ
せいただくか、おしごと三重ホーム
ページ（   http://www.pref.mie.
　lg.jp/oshigoto/）をご覧ください。

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有
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市議会を
テレビ中継します
議事課　 382-7600　 382-4876

　5月臨時会の本会議をケーブ
ルネット鈴鹿122chで生放送し
ます。
と　き　5月16日㈪ 10時から、
17日㈫ 13時から（それぞれ
当日の会議終了まで）

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、全員協議会、各派代
表者会議、広報広聴会議、議会
だより編集会議は傍聴できま
す。日程は、市役所の掲示板と
市議会のホームページに掲載
します。ただし、日時が変更に
なる場合がありますので、事前
に議事課へご確認ください。

経済センサス活動調査を
行います

総合政策課　 382-7676　 382-9040

　総務省と経済産業省が｢平成
28年経済センサス‐活動調査｣を
実施します。この調査は、平成
26年に実施した｢経済センサス‐
基礎調査｣や平成27年に実施
した｢企業構造の事前確認｣に
よって得られた事業所や企業の
情報を活用して、売上高や経
理項目の把握に重点を置いて
います。政府が実施する統計
調査の中でも特に重要な調査
の一つであり、統計法により回
答義務のある調査です。
　調査票は、5月20日㈮から31
日㈫までに、都道府県知事が任
命した調査員（調査員証を付
けています）がお伺いして直接
配布するか、国が郵送します。

伊勢志摩サミットに伴い
検問や交通規制が
実施されます

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

　5月26日㈭・27日㈮の伊勢志
摩サミットに伴い、県内でテロ防
止や国内外要人の安全確保の
ために検問が行われ、行き先を
尋ねられたり、持ち物を調べられ
ることがあります。また、5月25日
㈬から28日㈯にかけて、各国首
脳の移動に伴い、伊勢志摩地
域の道路や高速道路などで交
通規制が実施されます。
　混雑緩和のため、公共交通
機関の利用、マイカーの利用自
粛、事業用車両の運行調整な
どにご協力ください。
※ツイッター（アカウント名：サミット
高速道路交通情報（JARTIC）、ア
カウント：＠summit_jartic）や、三重

申込み　5月2日㈪から18日㈬まで（土・日曜日、祝日
を除く8時30分～17時15分）に、｢職員採用試験
申込書｣を人事課へ

※申込書は、直接または郵便で人事課へ請求してくださ
い。郵便で請求する場合は、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
（宛先を明記し、82円切手を貼った12cm×23cm程度
のもの）を必ず同封してください。また、市ホームペー
ジ｢人事・職員採用コーナー｣からも入手できます。
※全ての職種において、昭和31年4月2日以降の生まれ
の方で地方公務員法第16条の欠格条項に該当しな

いことが条件です。外国籍の方は、永住者または特別
永住者の在留資格が必要です。
◆第一次試験
と　き　 5月29日㈰　9時から
ところ　市役所本館 12階会議室
内　容　事務適性検査（10分）、事務補助職一
般教養試験（90分）
◆第二次試験
　第一次試験合格者に対して面接試験を行いま
す。試験内容、日時、会場など詳しくは第一次試験
合格者通知の際に指定します。

平成28年度採用市嘱託職員を募集します
人事課　 382-9037　 382-2219

1人程度

相談支援員

１人程度

臨床心理士

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
3人程度
事　務

受験資格主な業務内容職種・採用予定人数

臨床心理士の資格を有し、発達検査（新版
K式、WISC等）が可能で、発達検査の実務
経験を1年以上有する方

子どもの発達に関する相談、子ど
もの発達検査、検査後の支援業
務

窓口や出先機関などでの一般事務
業務

生活困窮者からの各種生活相談業
務、生活保護申請相談に対する適正
な助言・指導業務

社会福祉士の資格を有し、福祉関係の職場
で１年以上の実務経験を有する方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方

お 知 ら せ
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対　象　本市に在住・在勤する
35歳以下の勤労青少年
対象事業　本市に関係する勤
労青少年を対象に、勤労青
少年の相互交流、地域交流、
国際交流、ボランティア活動
の交流などを通じて社会参
加または就労支援を行う事業
補助金額　補助対象経費の2
分の1に相当する額（最高25
万円）
申込み　5月9日㈪から6月3日
㈮17時15分まで（必着）に、

県警察ホームページでも情報を提
供しています。
問合せ　三重県警察（　 059-
　222 -0110）

鈴鹿市勤労青少年交流事
業補助金を交付します
産業政策課　 382-8698　 382-0304

　勤労青少年の自主的、主体
的な社会参加への促進を図る
ため、勤労青少年が自ら企画、
実施する交流事業に要する経
費の一部を補助します。

申請書に必要事項を記入の
上、必要書類を添えて産業
政策課へ

※要綱や申請書などは、産業政策
課窓口または市ホームページで
入手できます。
※申請後は、事業内容を精査して
交付の可否を決定します。なお、
期間内に申請が3件以上あって
交付申請金額が予算上限に達し
た場合は、不交付または対象経
費の2分の1に満たない交付額
になることがあります。

申込資格（次の要件全てに該当する方）
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3～6を全て満たし、
1級～4級の身体障がい者がいる世帯が対象です。
※単身者の入居資格要件については、お問い合わせください。

申込み　5月9日㈪から31日㈫まで（土・日曜日
を除く8時 30 分～ 17 時 15 分）に、所定の申込
書類に必要書類を添えて、直接住宅政策課へ

※申込書類は5月9日㈪から住宅政策課窓口で配布します。
※応募者多数の場合は、6月16日㈭・17日㈮（予定）
に公開抽選会で決定します。
入居時期　7月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受けら
れる世帯がありますので、申し込みの際に申し出て
ください。
※募集戸数、内容については、状況により変更する場
合があります。

市営住宅の入居者を募集します
住宅政策課　 382-7616　 382-8188

団　　地
ハイツ旭が丘
安塚団地
一ノ宮団地
桜島団地
高岡山杜の郷

所　在　地
中旭が丘三・四丁目
安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3
桜島町五丁目
高岡台四丁目

構　　造
中層耐火造4・5階建て
中層耐火造4階建て
中層耐火造4階建て
中層耐火造4階建て
中層耐火造3階建て

募集戸数
4 戸
5 戸
3 戸
5 戸
5 戸

家　　賃
16,700円～35,600円
10,800円～23,400円
12,400円～27,000円
14,500円～32,000円
20,000円～42,900円

安塚団地

一ノ宮団地

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

4 戸

2 戸

11,700円～23,700円

12,400円～27,400円

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

14,400円～28,300円2 戸中層耐火造4階建て十宮三丁目十宮団地

◆身体障がい者世帯

19,700円～40,800円3 戸中層耐火造3階建て高岡台四丁目高岡山杜の郷

◆高齢者世帯・身体障がい者世帯

◆高齢者世帯（単身者も可）

◆一般世帯（高齢者世帯・身体障がい者世帯は申し込めません）
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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

　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
周辺情報を市役所のアマチュ
ア無線局へ送信するアマチュ
ア無線の会員を募集していま
す。関心のある方は、下記の会
合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15日㈰　9時から
ところ　河川防災センター2階
会議室（庄野町981-1）
問合せ　災害ボランティアアマ
チュア無線鈴鹿（棚瀬裕吉
JA2AFM　382-1511　 afm@

　mecha.ne.jp）

国民年金学生納付特例
制度の申請をお忘れなく
保険年金課　 382-9401　 382-9455

　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、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、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。
猶予された期間の保険料は、猶
予を受けてから10年以内であれ
ば追納することもできます。
持ち物　年金手帳、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）
問合せ　津年金事務所　
（　059-228-9112）、年金ダ
イヤル（　 0570-05-1165）

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　5月29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　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。

骨密度チェック
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　骨粗しょう症とは、骨の量が減り、
もろくなる病気で、閉経後の女性や
高齢者に多くみられます。若い頃
からの生活習慣が大きく影響しま
すので、骨密度チェックで普段の
生活習慣を見直してみませんか。
対　象　市内在住の20歳以
上の方

※平成27年度に保健センターで
骨密度チェックを受けた方と骨
粗しょう症の治療中の方を除く
と　 き　5月17日㈫・18日㈬9時
30分～11時、13時30分～15時

※ご都合の良い時間にお越しく
ださい。
※初日の午前中は混み合います。
ところ　保健センター
内　容　簡易骨密度測定、ミ
ニ講話、栄養相談（希望者）

※かかとで測定しますので、はだし
になれる服装でお越しください。
参加料　無料
申込み　不要

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロンin鈴鹿
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　同じ病気の方のお話を聞い
たり、お互いの悩みを話したり、
一人で悩まずにお話しましょう。
対　象　がん患者、がん患者
の家族の方

と　き　5月24日㈫　13時30
分～15時30分

ところ　保健センター
参加料　無料
申込み　不要 
問合せ　三重県がん相談支援
センター（　 059-223-1616）

天体観望会
～火星の接近と木星の

観測～
文化会館　 382-8111　  382-8580

　屋上で望遠鏡を使って星空
観測をします。
対　象　小学生以上の方
※中学生以下は保護者同伴
と　き　5月14日㈯　19時から
ところ　文化会館プラネタリウム
定　員　150人（当日先着順）
参加料　無料
申込み　当日18時30分からプラ
ネタリウムギャラリーで受け付け

※曇天や雨天時は中止します。当日
の16時30分に判断しますので、文
化会館へお問い合わせください。

スライド説明会
｢伊奈冨神社七島池・
十宮古里遺跡｣

考古博物館　 374-1994　 374-0986

と　 き　5月21日㈯　14時から
ところ　考古博物館

催 し 物

お 知 ら せ
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昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前
主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）
参加料　無料
申込み　5月20日㈮17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・
電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）
内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）
入場料　無料

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　5月10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
◆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　5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
　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時
定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
対　象　歩けるお子さんから未
就園児とその保護者

と　き　5月26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時
定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室



くらしの情報くらしの情報

22 2016・5・5

㈫までに、電話で健康づくり
課へ

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級） 

長寿社会課　 382-7935　 382-7607

　資格取得後、福祉・介護職
場に就労していただくために開
催します。
対　象　県内に住民登録して
いる75歳未満の方

ところ　三重県社会福祉会館
（津市桜橋2-131）
定　員　各39人（応募者多数
の場合は抽選）
受講料　無料（別途教材費が
必要）
申込み・問合せ　（福）三重県社
会福祉協議会 三重県福祉
人材センター（　 059-227-
　5160）
◆介護職員初任者研修
と　き　6月20日㈪～9月7日㈬
申込期間　5月2日㈪～6月9日
㈭（必着）
◆夏季集中講座　介護職員
初任者研修

と　き　7月21日㈭～8月31日㈬
申込期間　6月10日㈮～7月
11日㈪（必着）

すずたん広場
親子遊び・育児相談・
リトミックなど

総合政策課　 382-9038　 382-9040

対　象　未就園児と保護者
と　き　5月17日から7月20日ま
での毎週火・水曜日　9時45
分～11時30分

ところ　鈴鹿大学短期大学部
1階ほっとルーム

定　員　各10組
参加料　1組500円（保険料含
む）

※水曜日には1・2年生の学生が

と　き　9月2日㈮または14日
㈬　10時～12時
内　容　講話と運動体験（ビュ
ーティー・ペルヴィス）
定　員　各30人（先着順）
料　金　無料

健康セミナー
健康づくり課　 327-5030　 382-4187

対　象　20歳～64歳の市民の方
ところ　保健センター
◆やせるスイッチ！ステップ・エク
ササイズ編
　最近太りやすくなったと感じた
ら、それは基礎代謝が減り始め
たせいかもしれません。楽しく効
果的な運動で｢脂肪のつきにく
い体づくり｣をしましょう。
と　き　6月30日㈭　10時～
12時　
内　容　運動と生活習慣病予
防の講話
定　員　25人（先着順）
参加料　無料
申込み　5月16日㈪から6月23日
㈭までに、電話で健康づくり
課へ

※持病があり受診中の方は、主治
医に確認の上、申し込んでくだ
さい。
◆血液サラサラ！調理実習編
　健康診断で｢コレステロール
の値が高い｣と言われたけれど｢
特に気になる症状もないし…｣と
そのままになっていませんか。放
っておくと動脈硬化がすすみ、脳
卒中や心臓病などの大きな病気
を発症するおそれがあります。一
緒に食生活を見直しましょう。
と　き　6月15日㈬　10時～
12時30分
内　容　調理実習と講話
定　員　20人（先着順）
参加料　500円（材料費）
申込み　5月16日㈪から6月7日

プチ更年期世代の
リフレッシュセミナー

健康づくり課　 327-5030　 382-4187

　女性は生涯を通じてホルモンバ
ランスが大きく変動し、特に更年期
（45～55歳）は、心身の不調が生じ
やすい時期です。そんな更年期を
上手に乗り切るための講座です。
対　象　市内在住の30～59歳
の女性

ところ　保健センター
申込み　電話で健康づくり課へ
※基本講座を受講した方のみ、選
択講座の申込みができます。選
択講座は複数選択可能です（同
じ講座は1回限り）。
◆基本講座
○更年期=ココロとカラダの更衣！？
～助産師さんと一緒に語り
合おう～

と　き　6月14日㈫または16
日㈭　10時～12時
内　容　講話と座談会
定　員　各30人（先着順）
費　用　100円（お茶代）
◆選択講座
○カラダにやさしい癒されスイ
ーツ（栄養編）

と　き　7月4日㈪または12
日㈫　13時～15時
内　容　調理実習と講話
定　員　各30人（先着順）
料　金　300円（材料費）
○ココロもカラダもすっきり！整
理収納術

と　き　8月8日㈪または29日㈪
10時～12時
内　容　講話とグループワーク
定　員　30人（先着順）
料　金　100円（お茶代）
○カラダをきれいに整える骨盤
調整（運動編）

講座・教室

ころもがえ
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　この5月には、いよいよ「伊勢志摩サミット」が
開かれます。三重県では、開催地ということで
早くから関連のニュースを新聞やテレビで目に
しました。サミットでは世界経済や貿易の問題
が注目されていますが、主要なテーマには人権
問題や環境問題もあります。
　人権という言葉から日本国憲法の「基本的
人権の保障」を連想する人が多いと思います
が、これまでも国際連合や世界のさまざまな会
議で、人権を大切にする考え方が話し合われ
ており、世界では物事を進めていく上で、「人
権」はとても大切なベースとなる考え方です。
　このサミットの前には関連の行事として、5月
14日（土）に伊勢市で「子どもふるさとサミット」

が開催されます。県内の各地域の小中学生が
「郷土・国際理解・環境」をテーマに、郷土への
愛着と誇りをもち、異なる文化・伝統に立脚する
人 と々共生する態度を育むことを目的としてい
ます。
　本市からは、合川小学校の6年生が参加し、
地域の米作りの取り組みやこれまで国際理解
学習で外国の人たちへ発信してきたことなどを
報告します。また、市内の中学校に在籍する外
国人生徒も、多文化共生の視点で交流会に
参加します。このサミットを機会にさらに国際理
解・多文化共生について学びを深めてほしいと
思います。そして、子どもたちが積極的に参加
できる機会を学校や地域でも大切にしましょう。

伊勢志摩サミットと子どもふるさとサミット
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人権政策課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教育支援課 　382-9055　 382-9053

の5 月 納税

交代で参加、火曜日はスタッフの
み

申込み・問合せ　参加希望日の
前日までに、保護者とお子さん
の氏名（ふりがな）、お子さん
の年齢・月齢、住所、電話番号、
参加希望日、どれに参加を希
望するかを記入して、電子メ
ールまたはファクスで鈴鹿大
学短期大学部（　372-3900
　372-3903
　　hiroba@suzuka-jc.ac.jp）へ

管理薬膳師講座
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　西洋医学・東洋医学を融合し
た薬膳について本格的に学び
ます。
　日本薬膳学会認定資格｢管
理薬膳師｣を取得することが可
能です。
と　き　6月から平成29年2月
までの日曜日9時30分～16時
40分（全11回、計66時間）

ところ　鈴鹿医療科学大学千
代崎キャンパスJART記念館
内　容　薬膳学、栄養学などの
講義と実習
定　員　30人（先着順）
受講料　6万円
主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み　5月26日㈭まで（必着）に、
申込用紙に必要事項を記入
の上、ファクスで日本薬膳学
会事務局へ（　381-2386）

※申込用紙は日本薬膳学会ホー
ムページ（　 http://yakuzen.
　jpn.org/）で入手できます。
問合せ　鈴鹿医療科学大学
薬膳学会事務局（浦田
　 383-9208　内線9406）

鈴鹿医療科学大学公開講演会
｢アナと雪の女王における
｢もう一人の私｣とその変容｣
健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　映画｢アナと雪の女王｣を心
理学的に分析すると、何が見え
てくるのか解説していただきます。
と　き　5月22日㈰　13時～
15時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス6101講義室
講　師　今井晥弌さん（同大
学教授）
定　員　200人（先着順）
参加料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（臨床心理コース　 383-
　8991　 383-9666）

○軽自動車税・・・・・・・全期
【納期限は5月31日㈫です】
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　レースオフィシャルとは、レース運営をサポートする
スタッフの総称です。鈴鹿サーキットで年間を通じて
開催されているさまざまなレースなど、小さなレース
から国際イベントまでを支えていただいています。オ
フィシャルは基本的にボランティアです。

情熱と手弁当で支えてきた歴史に裏打ちされたものです。

　「モータースポーツ都市宣言」を2004年に行った
鈴鹿市。その価値をより高めるべく、鈴鹿サーキット

鹿鈴「、はで会の友ツーポスーターモ鹿鈴人法OPNと
市民オフィシャルグループ」を結成、推進しています。
鈴鹿市民の皆
さんのチカラ
をお待ちして
います。
応募資格：鈴
鹿市に在住・
通勤・通学され
ている方

今回の特集で使用する写真を撮りに、神戸保育所へ
行ってきました。園庭で元気いっぱい遊ぶ子どもたち
の姿を見ていると、わが子のように微笑ましく思いま
した。
子どもたちは見慣れない私にも元気良く「こんにち
は」と元気良くあいさつをしてくれました。スーツ姿だ
と敬遠されることも多いので嬉しくなり、怪獣の真似
をしてみたところ、みんな笑ってくれました。怪獣に

なった私をピストルで撃つ真似や光線を出す真似な
どで応えてくれたので、大げさにやられる振りをす
るなど、楽しく触れ合うことができました。久しぶり
に童心に返ることができました。
大人になるにつれて、仕事や家事などに追われて
自由に遊ぶ時間は少なくなるかと思います。しかし、
ときには子どものように、無邪気に遊ぶ時間を持つ

）誠（。ねんせまれしもかのい良とるあが裕余

レースの現場を見つめ続けて

　伸び伸び描いてます
　生涯学習の一つとして牧田地区
の絵描き好き25人が集まって、毎
週金曜日に牧田公民館で活動して
います。油絵や水彩画、アクリル画
など各々が得意な分野で、好きな
テーマで絵を描いています。特に決
まりごともなく、世間話などをしな
がら楽しく取り組んでいます。

　上達を実感する喜び
　講師の方に教えてもらいながら、

意見交換をしてみんなで上達して
いけるように心掛けています。昔
の作品を見返すと「こんな感じ
だったのか」と今の自分の上達を
実感することもあります。描いた
分だけ上達していけるものだと思
いますので、これからも描き続け
ていきます。

　年に一度は作品展
　毎年年度末には展示会をスズ
カ画廊で開催しており、一人一、

二点展示します。この日のために
仕上げた集大成を見てもらえると
嬉しいです。果物や風景、人物など
さまざまな種類の作品を展示し、
楽しんでもらっています。どなたで
も気軽にお越しください。

牧田画遊会

■語り手
(鈴鹿モータースポーツ友の会理事)


