
市役所から北西方向を撮影したもので、私たちが暮らす街並みや田園
風景などの景色です。今回の特集では、私たちの生活に広く関係のあ
る平成29年度施政方針についてお知らせします。
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平成 29年度

施 政 方 針
愛着と誇りの持てる
鈴鹿づくり
ま ち

　末松市長は、平成２９年３月市議

会定例会の開会にあたり、５つの「市

政運営の基本方針」に沿って施政方

針を述べました。

＝市政運営の基本方針＝

１. 若い世代の定住促進

２. 安全・安心な暮らしの実現

３. 快適さと豊かさの創出

４. 魅力あふれる地域資源の全国

発信

５. みんなで築く未来の鈴鹿

本

私

若

こ

住

市では、「鈴鹿市総合計

画２０２３」を市民の皆

さまとともに策定し、平成２８

年度からスタートいたしまし

た。

　この計画は、私が市長に就任

して初めて基本構想から策定し

た計画です。これまでの総合計

画とは異なり、急速な少子高齢

化による人口減少社会の到来と

いう大きな課題に立ち向かう姿

勢を明確に打ち出した計画とし

ており、その推進及び実効性の

確保に向けて、計画に合わせた

組織・機構改革も実施しました。

は、この「鈴鹿市総合計

画２０２３」の将来都市

像「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」の実現に向け、各

種施策に着実に取り組み、市民

の皆さまが本市に住み続けたい

と思っていただけるようなまち

づくりを進めてまいります。

       若い世代の   
　 　定住促進
い世代が暮らしやすいと

実感でき、本市に住み続

けたいと思っていただくため、

就労や結婚、出産、子育てに対

する支援などライフステージに

応じた取り組みを引き続き進め

てまいります。

　社会経済情勢が不透明な中に

おいても、子どもたちが未来に

向けて安心して健やかに成長す

るための環境づくりを進めると

ともに、総合的に子育て支援の

取り組みを進め、若い世代の

方々が安心して子育てをするこ

とができる環境を整えます。

　また、教育については、「教

育振興基本計画」に基づき、施

策の推進を図ります。さらに、

鈴鹿の未来を担う子どもたちの

ための教育行政を推進し、より

総合的に施策を推進してくため

の組織の見直しを行い、教育委

員会事務局の機能強化を図りま

す。

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

●子ども医療費の助成対象を中学

生通院分まで拡大、３歳までの

乳幼児の医療機関での自己負担

分の窓口無料化

●全ての小中学校における普通教

室等への空調設備の整備

●学校規模適正化・適正配置に向

けた基本方針の策定

●ICT 機器を活用した教育情報

化の推進

●病後児保育事業や一時預かり事

業を実施する複合的な子育て支

援拠点施設となる西条保育所の

整備

●母子健康手帳交付時から妊婦が

相談できる妊娠出産包括支援事

業の実施

●就学前の集団適応健診における

早期支援、就学につなげる取組

の強化

●不育症治療に要する費用の一部

助成など

     安全・安心な
　     暮らしの実現

み続けたいと感じていた

だくためには、あらゆる

世代の方々が、安全・安心を実

感できるまちづくりが必要で

す。

　本市ではこれまで防災訓練や

国、三重県との国民保護図上訓

練、高病原性鳥インフルエンザ

防疫研修など、日頃から不測の

事態に備えて取り組みを進めて

まいりました。

　今後も大規模自然災害などへ

の危機管理および防犯や交通安

全についての施策を着実に推進

してまいります。

　また、高齢者の皆さまがいつ

までも住みなれた地域で安心し

て暮らすことができる仕組みづ

くり、さらには女性や障がい者

の方々が活躍できる社会環境の

整備や多文化共生の推進にも取

り組み、安全・安心な暮らしの

実現につなげます。

●避難場所や土砂災害区域などの

危険地域のデータを反映させ更

新した防災マップの全戸配布

●犯罪抑止に有効な場所への防犯

カメラの計画的設置

●近鉄鈴鹿市駅周辺の自転車駐車

場の整備

●消防本部車両等整備計画に基づ

いた消防・救急車両の整備

●認知症初期集中支援チームの配

置や地域包括ケアシステムの構

築

●障がい者就労農福連携事業を通

じた農業ジョブトレーナーの育

成、農業との連携による障がい

者雇用の創出を支援など

        快適さと
           豊かさの創出

れからもずっと定住をし

ていただくためには、快

適さと豊かさが実感でき、にぎ

わいや交流を育むまちづくりが

必要です。本市では、多くの公

共建築物やインフラ施設が一斉

に更新時期を迎えるため、公共

施設マネジメントの観点から、

将来的なサービス需要の変化を

見据えながら計画的な維持、更

新に取り組んでまいります。

　スポーツ振興については、平

成３０年に全国高等学校総合体

育大会、平成３３年には国民体

育大会・全国障害者スポーツ大

会など大規模なイベント開催が

予定されていることから、ジュ

ニア選手層の育成や指導力の向

上に努めるとともにこれらを契

機に地域の活性化につなげてい

きます。

　また、産業活動や市民生活を

支えるための基盤整備を進め、

バランスの取れた産業構造の構

築と雇用の創出に向けた取り組

みを行い、市内経済の活性化を

図ります。

▲近鉄鈴鹿市駅第 2 自転車駐車場　完成予想図

●循環型社会形成推進交付金を活

用した清掃センター改修対策工

事の実施

●市民会館の吊り天井耐震改修、

バリアフリー化を推進するため

のエレベーター設置

●ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場の第３種

公認陸上競技場への更新に向け

た整備の実施

●平成３０年度の新名神高速道路

（仮称）鈴鹿パーキングエリア

スマートインターチェンジの完

成に向けた周辺アクセス道路等



魅力あふれる
　地域資源の全国発信

本

お

平

市には、「モータースポー

ツのまち」という圧倒的

な知名度があり、都市イメージ

キャッチコピー「さあ、きっと

もっと鈴鹿。海あり、山あり、

匠の技あり」に表現されるよう

に、内外に誇れる魅力がまだま

だ多く存在しています。

　平成２８年度に大幅に内容を

見直したふるさと納税制度「す

ずか応援寄附金」については、

寄附に対する返礼品として地域

振興、観光振興の観点から非常

に多くの市内事業者の皆さまに

参画いただいており、「すずか

応援寄附金」の一層の拡充を図

りながら、この流れを地域産業

の活性化につなげていきたいと

考えています。　今後も新たな

情報発信を行いながら、本市の

地域資源が持つポテンシャルを

幅広くアピールしてまいりま

す。

重点的に取り組む事業

重点的に取り組む事業

●２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックを契機としたシ

ティセールスの実施

●伊勢型紙などの戦略的ブラン

ディングなど

      みんなで築く
　　       未来の鈴鹿

互いを認め合い、心豊か

に笑顔で暮らし、住み続

けていただくためには、市民の

皆さまが主役であることが何よ

りも大切です。行政力の向上は

もとより、市民力の向上によっ

て、持続的な都市としての発展

が可能になると考えておりま

す。

　市民力の向上については、協

働による住民自治の実現に向け

て、協働を推進するための地域

人材を育成し、活発な地域づく

りを促進するため、地域づくり

支援職員の地域づくりへの参画

を通して職員力の強化を図りな

がら、市内全域での地域づくり

協議会の設置を目指します。

　皆さまとともに、「さあ、きっ

ともっと鈴鹿。海あり、山あり、

匠の技あり」に込められた魅力

をさらに探求し、育み、成長さ

せ、誰もが安全で安心に、心豊

かに笑顔で暮らすことができる

都市の実現に向けて取り組んで

まいります。

●地域づくり活動の拠点となる公

民館について、老朽化状況を踏

まえ牧田公民館の更新整備に着

手

●地域づくり協議会を通して、市

民の皆さまが主体的に地域活動

を展開していくためのマネジメ

ントなどについて、気軽に学べ

る機会の提供

●鈴鹿市全体の男女共同参画意識

の更なる向上

●市民の皆さまと情報共有するた

めの本市ホームページにおける

スマートフォンへの対応および

アクセシビリティの対応など

※アクセシビリティとは、誰もが

ホームページなどを支障なく利

用できることを意味します。

成２９年は「鈴鹿市総合

計画２０２３」が２年目

を迎えると同時に、市制施行７

５周年という節目の年になりま

す。引き続き市議会や市民の皆

さまとともに、鈴鹿市の未来づ

くりのために邁進してまいりま

すので、引き続きご支援とご協

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。



Machikado Shot

市長と話そう！

鈴鹿づくりミーティング
ま ち

2 月 14 日 ( 火 )

　今年度、第 4回目となる「市長

と話そう！鈴ま鹿ちづくりミー

ティング」を開催し、ベルネット

13（主に鈴鹿市内の企業で働く青

年層で構成）の皆さんと意見交換

を行いました。ベルネット 13 は、

異業種間の交流を目的とする団体

で、「働く世代から見た鈴鹿市に

ついて」をテーマに、鈴鹿市のま

ちの現状や、今後の課題など熱心

に話し合われました。

思いを一つにつなぐタスキ

市町対抗駅伝
2 月 19 日 ( 日 )

　第 10 回目とな

る美うまし国く

に三重市町対抗

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 伊勢までタスキをつない

で走りました。鈴鹿市チームは見

ごたえのあるレースを展開し、2

時間 17 分 37 秒のタイムで 5位

入賞を果たしました。

春の訪れを感じる

花の映り変わり
3 月 19 日 ( 日 )・22 日 ( 火 )

　国分町の菅原神社では約 350 本

のしだれ梅が満開を迎え、池田町

の北川さん方では早咲きの桜が開

花するなど春の訪れを感じさせて

くれました。



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

①とき／4月9日㈰　集合／近鉄塩浜駅9時
10分　内容／四日市南部丘陵公園（8km
コース・11kmコース）　②とき／4月23日㈰　
集合／白子新生公園9時　内容／伊奈冨
神社の紫つつじ（9kmコース・10kmコース）　
参加料／各200円　※初参加者歓迎

とき／4月20日㈭～23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　講師／大杉華水　入場料
／無料　※お気軽に。

とき／4月11日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　参加料／100
円　※子どもさんが不登校になっ
た親を中心とした集まりです。新学
期にあたり気軽にご参加いただ
き、話し合いたいです。

とき／4月23日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／自然農法、有機農法とは、
夏野菜の苗の準備と植え付け方
法　講師／板坂康行　参加料／
300円

とき／4月23日㈰10時受付開始　
ところ／伊奈冨神社（社務所）　
内容／当日神社一帯で吟行句3句
（13時締切）　参加料／1,000円　
※昼食はご持参ください。

とき／毎週火曜日10時～11時30分　
ところ／楠町緑地体育館　内容／脂
肪燃焼効果の高い、はずまないエア
ロビとおなか回りをひき締めるピラ
ティスなどの運動とストレッチ。体験
もできます。　参加料／月2,500円

篠原　　379-4451

鈴木利昭   　080-1611-9264 磯路会　増井　　386-7256

事務局　中城　　383-5393

保井　　090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　　378-0041

鈴鹿市俳句連盟
山中　　384-3928

信田和美　　080-2613-4703

鈴鹿ランニングクラブ

鈴鹿市民歩こう会

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展

鈴鹿不登校を考える親の会

自然農法セミナー第1講 泉句会会員募集

新緑吟行句会

シェイプアップエアロ＆
ピラティスサークル

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

とき／4月16日㈰9時　ところ／桜の森公
園　内容／年齢・性別を問わず、初めての
方でも、運動の苦手な方でも、ポールを
持って、たのしく楽しめる効果の高い運動
です。JNFA指導員が親切、丁寧に指導し
ます。詳しくはホームページまたは電話で

4月9日㈰　集合／近鉄塩浜駅9時
（8km

②とき／4月23日㈰　
集合／白子新生公園9時　内容／伊奈冨

ス）　

対象／幼児から高校生、親子も
可　とき／4月15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。

4月20日㈭～23日㈰9時～16
最終日は

　ところ／文化会館さつ
きプラザ　講師／大杉華水　入場料

対象／保護者　とき／毎月第2火曜
日　ところ／社会福祉センター　内容
／子どもとの関わりや具体的な接し
方などを話しながら、少しでも楽しく
暮らせるように一緒に考えます。　参
加料／無料　申込み／電子メールで

とき／4月11日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　参加料／100
円　※子どもさんが不登校になっ

新学
期にあたり気軽にご参加いただ

対象／オーケストラなどアンサンブ
ル経験者･全パート　とき／毎月1
回、日曜日午後　内容／弦楽カル
テット曲を一緒に演奏するメンバー
を募集します。　参加料／月1,000円

とき／4月23日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　

有機農法とは、
夏野菜の苗の準備と植え付け方
法　講師／板坂康行　参加料／

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　※入会随時

とき／4月23日㈰10時受付開始　
（社務所）　

内容／当日神社一帯で吟行句3句
　参加料／1,000円　

とき／4月27日㈭14時～16時　とこ
ろ／嵯峨野珈琲館　内容／みんな
で一緒に唱歌童謡、懐かしい昭和歌
謡をピアノとギターの生演奏で歌集
を見ながら歌います。　参加料／
1,500円　申込み／必要

1時30分　
ところ／楠町緑地体育館　内容／脂

はずまないエア
ロビとおなか回りをひき締めるピラ

体験

対象／20歳～40歳　とき／5月5
日（金・祝）11時30分～16時　と
ころ／三重県総合文化センター生
涯学習センター4階　定員／150
人　参加料／1,000円　申込み
／不要

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　 http://snwc1130.com

鈴木利昭   　080-1611-9264 磯路会　増井　　386-7256

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

アンサンブルアルフ
湯浅　　372-3607

幹事　小山
　090-4469-2596

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　　090-7048-8120

津シルバークラブ
斉藤　059-293-1169

ノルディックウオーキング
体験会

鈴鹿こども茶道教室 第48回春の山野草展示会 坂東流一葉会

鈴鹿教室展 発達障がいの支援を
考えてみませんか？

鈴鹿不登校を考える親の会 アンサンブルアルフ・
メンバー募集

自然農法セミナー第1講 泉句会会員募集

第8回うたごえ喫茶 おむすびヨガ生徒募集

第7回いい人見つけて結婚しよう

4月16日㈰9時　ところ／桜の森公
初めての
ポールを

たのしく楽しめる効果の高い運動
丁寧に指導し

詳しくはホームページまたは電話で

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導します。空手の練習で健
やかな成長と協調性も養えます。　参
加料／月3,000円

親子も
可　とき／4月15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

とき／4月15日㈯・16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。

対象／保護者　とき／毎月第2火曜
／社会福祉センター　内容

／子どもとの関わりや具体的な接し
少しでも楽しく

　参
加料／無料　申込み／電子メールで

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／4月12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

対象／オーケストラなどアンサンブ
ル経験者･全パート　とき／毎月1
日曜日午後　内容／弦楽カル

テット曲を一緒に演奏するメンバー
　参加料／月1,000円

とき／毎月第2・第4日曜日9時～
11時　ところ／鈴鹿市漁業協同
組合入口(白子1丁目-6281-2)　
料金／1ℓあたり100円

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

他俳句

とき／毎月第1・第3火曜日10時～
12時　ところ／NDCホール(鈴鹿
警察署東1分)　内容／織り機を使
用した裂き織りなど　参加料／月
2,000円　※織り機をお持ちで出
ない方は別途必要です。

（開場12時）

27日㈭14時～16時　とこ
ろ／嵯峨野珈琲館　内容／みんな

懐かしい昭和歌
ノとギターの生演奏で歌集

　参加料／

とき／毎週水曜日　ところ／文化会
館和室　内容／季節に応じた身体を
つくるゆったりヨガです。初心者の方
も安心して受けていただけます。　
参加料／初回500円　※詳しくはお
電話ください。

対象／20歳～40歳　とき／5月5
11時30分～16時　と

ころ／三重県総合文化センター生
涯学習センター4階　定員／150
人　参加料／1,000円　申込み

とき／4月15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／菊山佳昌さん（理学療法士）、玉井巧輔
さん（西部地域包括）、伊東武夫さん（元民
生委員・国府小学校学校運営協議会委員）
の3人が語ります。　参加料／500円

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　 http://snwc1130.com

鈴鹿空手スポーツ少年団
　386-7822

鈴鹿山野草の会
宮口　　090-2611-6727

下野　　370-4620

EMエコスクラム
　090-2576-6190

NDC本部　　386-2509 教室代表　　059-223-2106

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 鈴木佳世
　090-9339-9719　　384-5887

理想の暮らしを語る会   　389-6603

ノルディックウオーキング 空手会員募集

鈴鹿こども茶道教室 第48回春の山野草展示会 坂東流一葉会

認知症の人と家族の会のつどい

EM活用と普及促進に原液配布

オリヴィエ手織り教室

第8回うたごえ喫茶 おむすびヨガ生徒募集

第7回いい人見つけて結婚しよう 公開シンポジウム「地域を耕そう、超
高齢社会で安心して暮らすために」
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対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基

空手の練習で健
　参

対象／年長～高校3年生　とき／毎
週土曜日　ところ／神戸コミュニ
ティセンター他　内容／30周年記念
演奏会に向けて団員募集中です。
※見学者大歓迎。気軽にご連絡くだ
さい。

とき／4月15日㈯・16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

　※新入
会員を募集しています。初心者も

とき／4月16日㈰13時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／舞踊発
表会と村尚也さん（舞踊評論家・坂
東鼓登治）を迎えての文化講演があ
ります。　入場料／無料　※どなた
でも気軽に見に来てください。

関心のある方どな
4月12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

介護家族との交流　参加料
一般200円

とき／4月22日㈯9時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿多
目的広場　参加料／500円　申込
み／電話または電子メールで　※随
時会員募集中です。練習は毎週土
曜日午前中。

とき／毎月第2・第4日曜日9時～
11時　ところ／鈴鹿市漁業協同
組合入口(白子1丁目-6281-2)　

とき／4月14日㈮　ところ／文化
会館　内容／14時からズンバ：音
楽に合わせたダンスエクササイ
ズ、15時からピラティス：健康維持
に役立つ筋肉エクササイズ　参加
料／初回各500円

第3火曜日10時～
12時　ところ／NDCホール(鈴鹿
警察署東1分)　内容／織り機を使
用した裂き織りなど　参加料／月
2,000円　※織り機をお持ちで出

とき／4月22日㈯12時30分開演
（開場12時）　ところ／県文化会館
小ホール　入場料／無料

とき／毎週水曜日　ところ／文化会
館和室　内容／季節に応じた身体を

初心者の方
も安心して受けていただけます。　
参加料／初回500円　※詳しくはお

対象／どなたでも　とき／4月15日㈯10時～
15時（原則毎月第3土曜日）　ところ／鈴鹿
市社会福祉協議会　内容／一緒にご飯を
作ってみんなで食べて友達の輪を広げよう
参加料／小学生以下100円、中学生以上300
円　申込み／電話または電子メールで

とき／4月15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

玉井巧輔
（元民

国府小学校学校運営協議会委員）

対象／老若男女　とき／毎朝6時30分　
ところ／桜の森公園　内容／園内ウォーク
とラジオ体操をします。楽しい時間を共有
し健康づくりと友達づくり、時にはお茶会
などもします。100人を目指しています。　
※参加料無料で自由参加です。

鈴鹿少年少女合唱団
丸地　　090-7958-0305

坂東伊順　　382-8262

鈴鹿市アーチェリー協会
　388-1351 　suzuakyo@live.jp

H・Bフィットネス
松尾　　090-8330-8852

NDC本部　　386-2509 教室代表　　059-223-2106

　090-9339-9719　　384-5887
NPO法人 Shining  岡田　　090-6647-1011

　nposhiningjapan@gmail.com

理想の暮らしを語る会   　389-6603 吉川勝敏　080-5111-4604

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集

鈴鹿こども茶道教室 第48回春の山野草展示会 坂東流一葉会

認知症の人と家族の会のつどい 市民アーチェリー教室および
会員募集

EM活用と普及促進に原液配布 ズンバ・ピラティス
参加者募集

ひぐらしハーモニカ教室
第19周年合同発表会

りんごの家
～鈴鹿子ども食堂～

「地域を耕そう、超
高齢社会で安心して暮らすために」

桜の森公園ウォークと
ラジオ体操会

次回の募集は 6月 5日号掲載分です

●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 10 日㈪～ 14 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・

電子メールでの申し込みや営業、

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し込みは 1回

1記事に限ります。
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※「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。

　次の期間、焼却炉点検整備
のため、緊急性のない可燃ご
みは持ち込みができません。
と　き　4月10日㈪～4月15
日㈯

とき・ところ　4月23日㈰
○9時30分～11時15分庄野
公民館、井田川公民館、深
伊沢公民館、庄内公民館

○13時30分～15時15分　
加佐登公民館、久間田公民
館、椿公民館、鈴峰公民館

内　容　3月定例会で審議を
行った新年度予算などにつ
いて、(仮称)鈴鹿PAスマー
トIC周辺について、意見広
聴(皆さんの自由なご意見を
お聴かせください)

　平成29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 , 5 0 0円⇒ 5万
1,450円

・特別児童扶養手当(2級)  
　月額3万4 , 3 0 0円⇒ 3万
4,270円

・障害児福祉手当　　　　 
　月額1万4 , 6 0 0円⇒ 1万
4,580円

・特別障害者手当         
　月額2万6 , 8 3 0円⇒ 2万
6,810円

・経過的福祉手当　　　　 
　月額1万4 , 6 0 0円⇒ 1万
4,580円

　4月からガスの小売全面自
由化が始まりました。これまで
都市ガスの契約は地域ごとに
特定の事業者としか契約でき
ませんでしたが、自由化により
さまざまな業種や業態の事業
者の中から契約先を選択する
ことが可能になります。今回
のガスの小売自由化では新た
な機器を購入する必要はあり
ません。自由化に便乗したガ
ス機器などの販売勧誘に気
を付けてください。
問合せ　鈴鹿亀山消費生活
センター(月～金曜日(祝日
を除く)9時～16時)

　鈴鹿市シルバー人材セン
ターでは、毎月入会説明会を
開催しています。
対　象　60歳以上でシルバー
人材センターの趣旨に賛同さ
れ、健康で働く意欲のある方

と　き　4月11日㈫10時から
(1時間程度)

※毎月第2火曜日に開催(祝日の
場合は翌平日)

ところ　鈴鹿市シルバー人材セ
ンター研修室(神戸1-17-5)

　3月31日から、公共下水道を
使用できる区域が広がりました。
今回供用開始になる区域は、牧
田、白子、稲生、飯野、河曲、一ノ
宮、玉垣、若松の各一部で、合
計約30ヘクタールです。
　これにより、既に供用してい
る区域と合わせて約2,010ヘ
クタールの区域で公共下水道
が使用できるようになりました。

　全国的に老朽化した空き家

鈴鹿市議会議会報告会
議事課 　382-7600　 382-4876

清掃センター焼却炉
点検整備のため ごみの
持ち込みができません

清掃センター　 372-1646　 372-1406

障がいによる
各種手当額改定

障がい福祉課
　382-7626　 382-7607

公共下水道の使用できる
区域を拡大しました
営業課　 368-1673　 368-1685

ガスの小売全面自由化に
便乗した勧誘にご注意
鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611　 370-2900

シルバー人材センター
入会説明会

鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

鈴鹿市空家等対策計画を
策定しました

住宅政策課 　382-7616　 382-8188
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※「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。

※「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。
※「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。

※有料広告に関するお問い合わせは、

情報政策課 (　382-9036) へ

※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

広告

情報政策課（　382-9036）へ
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ことが可能になります。今回
のガスの小売自由化では新た
な機器を購入する必要はあり
ません。自由化に便乗したガ
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れ、健康で働く意欲のある方
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※毎月第2火曜日に開催(祝日の
場合は翌平日)

ところ　鈴鹿市シルバー人材セ
ンター研修室(神戸1-17-5)
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クタールの区域で公共下水道
が使用できるようになりました。

　全国的に老朽化した空き家

鈴鹿市議会議会報告会
議事課 　382-7600　 382-4876

清掃センター焼却炉
点検整備のため ごみの
持ち込みができません

清掃センター　 372-1646　 372-1406

障がいによる
各種手当額改定

障がい福祉課
　382-7626　 382-7607

公共下水道の使用できる
区域を拡大しました
営業課　 368-1673　 368-1685

ガスの小売全面自由化に
便乗した勧誘にご注意
鈴鹿亀山消費生活センター
　375-7611　 370-2900

シルバー人材センター
入会説明会

鈴鹿市シルバー人材センター
　382-6092　 382-6093

鈴鹿市空家等対策計画を
策定しました

住宅政策課 　382-7616　 382-8188
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※有料広告掲載に関するお問い合わせは、情報政策課（　382-9036）へ

広告

が増加し社会問題となってい
ます。こうした空き家の中には、
適切に管理されていないもの
もあり、防災・衛生・景観などの
面で地域住民の生活環境に深
刻な影響を及ぼしています。
 本市では、「空家等対策の推
進に関する特別措置法」に基
づき、「鈴鹿市空家等対策計
画」を策定しました。この計画
は、空き家などに関する施策を
総合的かつ計画的に推進する
ことを目的に、本市の取り組む
べき対策について基本的な考
え方を示すものです。
　詳しくはお問い合わせいただ
くか、市ホームページ(行政ガイ
ド→計画・財政・施策→計画→
各種計画)をご覧ください。

　4月18日のよい歯の日にち
なみ、日頃から気になっている
「歯の悩み」について、歯科医
師が直接回答します。
と　き　4月16日㈰10時～
15時

電話番号　 059-225-1071 
　0 5 9 - 2 2 5 - 8 7 4 7

※時間帯によっては、つながりに
くい場合があります。
問合せ　三重県保険医協会
(　05 9 - 2 2 5 - 1 0 7 1

　http://mie-hok.org)

　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。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
続きをお願いします。手続きの際
には、通帳、通帳の届出印、納税
通知書（納付書）が必要です。

　
　4月6日㈭から15日㈯まで
は、春の全国交通安全運動が
実施されます。一人一人が交
通安全に努め、交通事故を起
こさないように、また、遭わな
いように気を付けましょう。

交通防犯課　 382-9022　 382-7603

神戸中学校周辺地区で｢ゾーン30｣が設定されました

歯のこと何でも電話相談
健康づくり課 　382-2252　 382-4187

春の全国交通安全運動
交通防犯課　382-9022　 382-7603

市税の口座振替手続きは
お早めに

納税課　 382-7831　 382-7660

　｢ゾーン30｣とは、生活道路における交通安全対策の一つで、歩行
者などの安全を最優先に確保し、また交通量の抑制を図るため、一定
の範囲内(ゾーン)の生活道路では、原則として自動車の最高速度を時
速30ｋｍに設定するものです。ゾーン入口には標識設置や路面表示を
行い、また設定区域内ではグリーン帯の設置などを行います。
　今回は神戸・河曲地区の一部で新たに実施されました。市内では庄
野小学校地区に続いて2例目です。自動車を運転される方は、歩行者
や自転車を思いやるやさしい心で、安全運転をお願いします。

・・・ゾーン30エリア

河曲保育所河曲小学校

神戸中学校

須賀三丁目

神戸九丁目

河田

百々川橋北詰

河曲小学校西方

河曲小学校前

神戸八丁目
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　平成28年度みえ森と緑の
県民税市町交付金事業の一
環として、伊勢型紙資料館内
の中庭と坪ノ内の樹木の剪定
と松くい虫防除の薬剤注入を
行いました。本事業は、暮らし
に身近な森林作りなどを支援
するもので、今回は周辺環境
の向上や安全性を確保するた
めに実施しました。

　(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。
募金方法　5月31日㈬までに、
農林水産課、地区市民セン
ターの募金箱へ

※払込取扱票付きリーフレットも
配布しています。

伊勢型紙資料館庭内の
樹木剪定と松くい虫

防除薬剤注入を行いました
文化財課　 382-9031　 382-9071

緑の募金にご協力を
農林水産課 　382-9017　 382-7610

与えてくれます。緑の募金は、

　5月31日㈬までに、

　平成26年に発行しました
「暮らしの便利帳」の内容を更
新して、今年新たに作成・配布
する予定です。この冊子に掲載
する広告を募集するため、4月
から5月ごろに作成・発行事業
者である株式会社サイネックス
が各事業所をお伺いします。
問合せ　㈱サイネックス(
　36 1 - 1 1 4 4 )

◆休日窓口
と　き　4月30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。

　国民年金制度では、国内に
居住する20歳以上60歳未満

暮らしの便利帳に
掲載する広告募集

情報政策課 　382-9036　 382-2219

防除薬剤注入を行いました

納税の休日・夜間窓口開設
納税課 　382-9008　 382-7660

国民年金加入の届出を
お忘れなく

保険年金課 　382-9401　 382-9455

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
金額が減る場合や、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)
など
・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、年金事務所
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、年金事務所
で手続きをしてください。
持ち物　身分証明書(運転免
許証など)、退職日が分かる
書類、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　保険年金課、津年金
事務所(　059-228-9112)



 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、今年度は11月25日㈯に

開催予定です。このイベントの

企画運営に参画していただけ

る実行委員を募集します。

内　容　6月から月1～2回程

度男女共同参画センターで

会議を開き、企画などを行

います。

申込み　5月20日㈯までに、住

所、氏名、年齢、連絡先、応

募の動機を記入の上、直接

または電話・ファクス・電子

メールで男女共同参画課へ

　このボランティアは国際協

力機構(JICA)が実施する政

府事業で、開発途上国で現地

の人々と同じ生活をしながら、

ともに働き、国づくりに貢献す

る活動です。

募集するボランティア　青年

海外協力隊(20歳～39歳)、

シニア海外ボランティア(40

歳～69歳)

※日系社会ボランティアも同時

募集

募集期間　5月10日㈬まで(必着)

問合せ (公社)青年海外協力協

会中部支部(　052-459-

　7229　chubu-bosetu@

　joca.or. jp）、JICAホーム

ページ

◆体験談＆説明会

　帰国したボランティアの体験談

も聞ける説明会を開催します。

ジェフリーふぇすた
実行委員募集

男女共同参画課

　381-3113 　 381-3119

　 danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

JICAボランティア募集

市民対話課 　382-9058　 382-7660

と　き　4月23日㈰13時～14

時30分

ところ 　鈴鹿ハンター(算所

2-5-1)

※鈴鹿国際交流フェスタ2017

わいわい春まつり内で実施

問合せ　自衛隊三重地方協力

本部四日市地域事務所(　

351-1723)、自衛官募集

コールセンター(　0120-

　063-792　12時～20時

(年中無休))

※対象年齢はいずれも平成29

年4月1日現在

◆幹部候補生(一般)

対　象　22歳以上26歳未満

の方、20歳以上22歳未満

で大卒(見込含む)の方、20

歳以上28歳未満で修士課

程修了など(見込含む)の方

申込み　5月5日(金･祝)まで

一次試験日 5月13日㈯・14日

㈰

試験会場　津市(予定)

◆幹部候補生(歯科・薬剤科)

対　象　歯科は22歳以上30

歳未満、薬剤は20歳以上

2 8 歳 未 満で、専 門の大 卒

(見込含む)の方

申込み　5月5日(金･祝 )まで

一次試験日　5月13日㈯

試験会場　津市(予定)

◆医科・歯科幹部

対　象　医師・歯科医師の免

許取得者

申込み　①4月21日㈮まで、

②10月2日㈪～31日㈫

試験日　①5月12日㈮、②11

月22日㈬　

試験会場　受付時にお知らせ

します。

自衛官募集

戸籍住民課 　382-9013　 382-7608



　①4月21日㈮まで、

　長崎で原爆の被害や平和

の大切さを学び、新聞を作って

みませんか。

対　象　市内在住の小学4～

6年生とその保護者

と　き　8月8日㈫14時30分

～11日(金・祝)12時

ところ　長崎県長崎市(長崎

原爆資料館など)

※長崎への旅費は支給します。

内　容　長崎で取材・記事作成

など（事前課題あり）

定　員　全国で18組(応募者

多数の場合は全国9ブロッ

クで各2組を抽選)

主催・申込み・問合せ　5月8日

㈪までに、日本非核宣言自治

体協議会(事務局 長崎市平

和 推 進 課 　 0 9 5 - 8 4 4 -

　9923 　info@nucfreeja

　pan.com)のホームページ

　　http://www.nucfree

　japan.com/またはフェイス

　ブックhttps://www.face

　book.com/nucfreeで募集

要項を参照の上、電子メー

ルで同協議会へ

　 速 報 展「 発 掘された鈴 鹿

2016」の内容について、実際

に発掘調査を担当した学芸員

が分かりやすく解説します。

と　き　4月15日㈯13時30

分～14時30分

ところ　考古博物館特別展

示室(国分町224)

参加料　無料

申込み　不要

長崎を取材する
親子記者募集 

人権政策課　 382-9011　 382-2214

考古博物館展示説明会

考古博物館　 374-1994　 374-0986

文化財講演会
「東日本大震災と埋蔵文化財
－被災地からのメッセージ－」
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　4月23日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂(国
分町224)

内　容　東日本大震災復興事
業に伴う発掘調査の成果、
埋蔵文化財の調査が被災地
の復興に果たす役割と意義

講　師　渡辺和仁さん(三重
県埋蔵文化財センター)

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館
サポート会

申込み　不要

　世界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。
と　き　4月23日㈰10時～
15時30分

ところ　鈴鹿ハンター(算所
2-5-1)、弁天山公園

内　容　各国の音楽＆舞踊
(韓国舞踊・マリネラ・カポエ
イラ・サンバほか)、国際屋台
村(11カ国の料理が味わえ
る屋台)、民族衣装試着体
験、似顔絵コーナー、フェイ
スペイント、民芸品即売、フェ
アトレード、Waraマルシェ
(ハンドメイド体験)など

※鈴鹿青年会議所による「すずか
元気まつり」も同時開催

※天候などにより内容を変更する
ことがあります。

「東日本大震災と埋蔵文化財
－被災地からのメッセージ－」

鈴鹿市ベルフォンテン市
青少年相互交流事業

鈴鹿国際交流協会
　383-0724　 383-0639

業に伴う発掘調査の成果、

　世界各国の人たちが集まっ

験、似顔絵コーナー、フェイ
スペイント、民芸品即売、フェ
アトレード、Waraマルシェ

◆ボランティア募集
  わいわい春まつりの前日準
備や当日ボランティアを募集
しています。詳しくは国際交流
協会へ
※希望者にはボランティア証明書
を発行

対　象　市内在住の中学・高
校生や同年齢の方で、過去
にこの事業に参加したこと
のない方

と　き　7月31日㈪～8月8日㈫
ところ　アメリカ合衆国オハイ
オ州ベルフォンテン市(ホー
ムステイ5泊)、カリフォルニ
ア州ロサンゼルス市(2泊)
定　員　8人
参加料　17万5,000円(別途
燃油サーチャージ上昇分)

※旅券取得費、傷害保険料など
は含んでいません。

申込み　5月10日㈬まで(必
着)に、鈴鹿国際交流協会
ホームページまたは同協会
事務局や市内中学校・高校
などにある参加申込書に必
要事項を記入の上、直接ま
た は 郵 送 で 同 事 務 局
(〒513-0801神戸1-17-5
市役所別館第3)へ

◆選考試験
と　き　5月21日㈰
内　容　筆記、面接

日本語ボランティア
養成講座
鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639
　sifa@mecha.ne.jp

手話奉仕員養成講座
障がい福祉課 　382-7626　 382-7607

　在住外国人の日本語学習を
支援する日本語ボランティアの養
成講座を開催します。外国語が
できない方でも、今まで日本語を
教えたことがない方でも大丈夫
です。日本語で日本語を教える方
法を学びます。日本語支援活動
を通じて近くに住む外国人の文
化に触れてみませんか。
対　象　原則全講座に出席で
き、日本語支援活動に参加
できる方

と　き　5月20日から6月17日
までの毎週土曜日13時30
分～15時、15時10分～16
時40分(最終日は17時まで) 

ところ　文化会館第２研修室
定　員　20人(先着順)
受講料　一般6,000円、賛助
会員3,000円(年会費2,000
円で随時加入できます)

申込み　4月28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
1-17-5市役所別館第3)へ

　日常会話程度の手話表現技
術を取得し、聴覚障がい者の支
援者として携わっていただく手
話奉仕員の養成講座です。
対　象　18歳以上で市内在
住・在勤・在学しており、手話
の学習経験がなく、全課程の
7割以上を受講できる方

と　き　5月9日から平成30年
3月１３日までの第1・2・4・5火
曜日19時30分～21時と月1回
土曜日13時15分～16時30分

ところ　男女共同参画セン
ター(神戸2-15-18)(予定)
定　員　25人(応募者多数の
場合は抽選)

受講料　無料(別途テキスト
代3,000円＋税)

申込み　4月26日㈬までに、申
込用紙を直接障がい福祉課へ

※申込用紙は障がい福祉課でお
渡しします。



音楽プラネタリウム演奏者募集
文化会館 　382-8111　 382-8580
  降るようなプラネタリウムの
星空の下で、貴方の演奏を奏
でてみませんか。ジャンルは特
に問いませんが、プラネタリウ
ムに相応しい楽器と音楽を希
望します。
対　象　高校生以上(未成年
者は保護者の同意が必要)

※演奏者は1組につき5人程度まで
とき・内容　7月8日㈯の「七
夕さま」と、12月23日(土・
祝)の「クリスマス」の各特
別投映において、それぞれ
13時30分～14時30分と
15時30分～16時30分の2
回、番組投映に合わせて演
奏していただきます。演奏時
間は各30分間程度です。

※実施日など変更する場合があ
ります。

ところ  文化会館プラネタリウム
申込み　4月20日㈭15時まで(必
着)に、演奏希望曲のうち1曲
を録音したＣＤ1枚と結果連絡
用のはがき、応募用紙を、直接
文化会館へ

※応募用紙は文化会館でお渡し
します。

※申込書・ＣＤは返却しません。
※応募多数の場合は、書類とＣＤ

海と森林を結ぶ交流事業
間伐作業体験 

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

鈴鹿の花 即売会・
ワークショップ 

農林水産課 　382-9017　 382-7610

音楽プラネタリウム演奏者募集

　無料(別途テキスト

夕さま」と、12月23日(土・

で選考

　森林と海の環境保全の大
切さについて理解を深めてい
ただくために、林業者・漁業者
が主体となって毎年行ってい
ます。今回は新緑薫る名阪森
林パークにて間伐作業体験を
行い、森林のはたらきや森林
と海とのつながりについて学
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13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　名阪森林パーク(亀
山市加太中在家8125)

参加料　無料
定　員　5組(10人)(応募者
多数の場合は抽選)

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、電話・ファクス・電
子メールで農林水産課へ

と　き　4月15日㈯・16日㈰
10時～17時

ところ　イオンモール鈴鹿北
コート
内　容
○品評会・入賞作品の展示・
販売

　　鈴鹿・亀山地域で生産農家
が丹精込めて育てた洋ランや

新茶の摘み取り
体験イベント

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

　4月28日㈮までに、

○品評会・入賞作品の展示・

季節の鉢花などこだわりの
観葉植物です。

○春のお楽しみ園芸教室(観
葉植物)　 

  プロの生産者による園芸
ワークショップです。園芸ビ
ギナーの方にも簡単で、春
にぴったりの教室です。参
加料は1,000円で、両日10
時から会場において先着順
で整理券を販売します。
主催・問合せ　鈴鹿花き温室
組合(高井　080-6968-

　9483）

  お茶の樹や葉に触れて、季節
の実りを楽しんでみませんか？
と　き　5月3日(水・祝)・4日(木・祝)
9時～12時ごろ(雨天中止)

ところ　山本町周辺
内　容　新茶の摘み取り体
験、茶菓子にあう旨いお茶
の淹れ方教室、新茶(かぶせ
茶)プレゼント

定　員　各50人程度
参加料　500円
申込み　4月24日㈪までに、
参加希望日、氏名、住所、電
話番号を、電話・電子メール
で農林水産課へ

　3月20日号11ページで、
図書館本館4月のおはなし
会開催日の一つとして「12
日」と記載しましたが、正しく
は「13日」です。訂正してお
わびします。

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　原則全8回の研修に
同じ方が参加できる市内中
小製造企業の係長・班長ク
ラスの従業員

と　き　5月20日㈯・26日㈮、
6月3日㈯・9日㈮・17日㈯・
23日㈮、7月1日㈯・7日㈮9
時～16時30分(最終日は12
時30分まで)

ところ　市役所別館第3　2
階ものづくり産業支援セン 
ター会議室
内　容　ものづくり製造現場
の改善手法に関する講義、
グループ活動
定　員　20人(先着順)
参加料　無料
申込み　4月21日㈮までに、産
業政策課ものづくり産業支
援センターへ

対　象　昭和32年5月10日以
前生まれ(60歳以上)の市内
在住の方

と　き　5月10日から平成30年
1月24日までの第2・第4水曜
日9時30分～11時30分ごろ

ところ　AGF鈴鹿体育館(江
島台1-1-1)、ふれあいホー
ル(南玉垣町6600)、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(保険料含む)
申込み・問合せ　4月7日㈮から
18日㈫まで（10日㈪の休館

いきいき健康スポーツクラブ
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

ものづくり産業支援センター

　5月20日㈯・26日㈮、
6月3日㈯・9日㈮・17日㈯・

階ものづくり産業支援セン 

の改善手法に関する講義、

日は除く)の9時～17時に、
参加料を添えて、直接鈴鹿市
体育協会(AGF鈴鹿体育館
内　387-6006   t-taiiku

　@mecha.ne.jp　http://
　www.suzuka-sports.or.
　jp/)へ

対　象　市内在住の社会人
※年齢は問いません。夫婦での参
加も歓迎します。

と　き　5月9日から7月11日
までの毎週火曜日13時30
分～15時

ところ　AGF鈴鹿体育館(江
島台1-1-1)

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
ポーツ連盟公認指導員
参加料　4,000円(傷害保険
料含む)

※1回500円でも参加できます。
定　員　20人程度
申込み　5月9日㈫の開講時に
参加料を添えて会場へ

主催・問合せ　鈴鹿市ダンスス
　ポーツ連盟(川瀬　386-31
　69　090-6619-3760)

健康ダンススポーツ
初心者教室

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

スポーツクラブ



レクリエーション、スト
ツ ◆ウォーキング教室

と　き　4月～7月の火曜日9時
30分～11時30分(14回)

ところ　ＡＧＦ鈴鹿陸上競技
場(桜島町7-1-3)(1回目と
14回目は鈴鹿回生病院)

鈴鹿市体育協会
前期スポーツ教室

AGF鈴鹿体育館　387-6006　 387-6008
石垣池公園管理事務所 　　 383-9010

西部体育館 　　 371-1476

日は除く)の9時～17時に、 定　員　50人(先着順)
参加料　6,000円(保険料と
血液検査代を含む)

申込み　4月6日㈭から16日㈰
までの9時～17時に、参加
料を添えて、ＡＧＦ鈴鹿体育
館(休館日の4月10日㈪は
除く)または石垣池公園管
理事務所へ

◆スロージョギング教室
と　き　4月～7月の金曜日9時
30分～11時30分(14回)

ところ　ＡＧＦ鈴鹿陸上競技
場(1回目と14回目は鈴鹿回
生病院)

定　員　50人(先着順)
参加料　6,000円(保険料と
血液検査代を含む)

申込み　4月6日㈭から16日㈰
までの9時～17時に、参加
料を添えて、ＡＧＦ鈴鹿体育
館(4月10日㈪は除く)または
石垣池公園管理事務所へ

◆バドミントン教室
と　き　5月～7月の水曜日19
時～21時(10回)

ところ　西部体育館(長澤町
1828-2)

定　員　30人(先着順)
参加料　5,000円(保険料を
含む)

申込み　4月6日㈭から16日㈰
までの9時～17時に、参加
料を添えて、ＡＧＦ鈴鹿体育
館(4月10日㈪は除く)または
西部体育館へ

申込み　4月7日㈮から先着順
受け付け。水泳場窓口(御
薗町166 9 )またはホーム
ページで

◆飾り巻き寿司教室

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

　こいのぼりの巻き寿司です。
対　象　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

と　き　4月20日㈭10時30
分～12時

定　員　16人(先着順)
参加料　2,600円（材料費を
含む）

◆キッズアスレチック体験会
　なわとびやボール、さまざま
な運動で幼少期に必要な心身
の発育発達を促します。
対　象　3歳児
と　き　４月17日㈪・24日㈪
15時15分～16時

定　員　10人(先着順)
参加料　１,700円(2回分)
◆スポーツ吹矢体験会
対　象　一般成人
と　き　4月22日㈯10時30
分～12時

定　員　20人(先着順)
参加料　500円(マウスピース
代含む)

◆ベビービクス・ママビクス
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんとお母さん

と　き　4月19日㈬11時～12
時30分、13時30分～15時
のいずれか

定　員　各30組(先着順)
参加料　１,200円

と　き　5月21日㈰、7月30日
㈰、10月15日㈰、2月4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

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

解説(薬膳茶つき)
定　員　70人(先着順)
参加料　1万4 , 000円(1回
3,500円)

※4回分事前一括払の場合は1万
3,000円

主　催　日本薬膳学会
共　催　鈴鹿医療科学大学
申込み・問合せ　4月24日㈪ま
でに、鈴鹿医療科学大学薬
　膳学会事務局(　383-9208
内線9411長岡、内線9406
浦田)へ

※詳しくはお問い合わせいただく
か、日本薬膳学会ホームページ
(　http://www.yakuzen.

　jpn.org/)をご覧ください。

の4 月 納税
○固定資産税・都市計画税

…全期・1期
【納期限は5月1日㈪です】



障害者差別解消法

施行 1年が経過しました

人権政策課　382-9011  382-2214

  jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

障がい福祉課  382-7626  382-7607

　shougaifukushi@city.suzukalg.jp

　「不当な差別」の禁止と「合理

的配慮の提供」を求め、障がいの

ある人もない人も共に暮らせる社

会を目指す「障害者差別解消法」

が施行され、1年が経過しました

。合理的配慮とは、社会的障壁 ( 

利用しにくい施設や制度、障がい

者への偏見など )を無理のない範

囲で解消することです。ここであ

らためて「合理的配慮」について

考えてみましょう。

　本市の障害者差別解消法職員対

応要領の中に「立って列に並んで

順番を待っている場合に、周囲の

者の理解を得た上で障がい者の順

番が来るまで別室や席を用意する

」という対応例があります。ある

事例集にこのようなものがありま

した。

　発達障がいのある Aさんとご家

族は、医院で受診するため待合室

で待っていましたが、その日は受

診者が多く待ち時間が長くなって

いました。Aさんは、どのぐらい

待てば良いか理解できない不安か

ら、落ち着きがなくなり、騒ぐよ

うになっていました。家族は、落

ち着ける別室を用意してもらえな

いかお願いしましたが、医院には

空いている部屋がなく用意できな

い状況でした。そこで医院は、用

意できない状況を丁寧に説明し、

診察の順番が来たら電話で知らせ

るので、車で待っていただいても

良いことを伝えました。

　このように、家族からは別室の

提供を希望されましたが、替わり

の案を伝えて納得していただいた

良い事例です。合理的配慮は場面

や状況によって手段・対応は異な

りますので、両者で丁寧に話し合

うことが大切ですね。



快 適 空 間

憩える

学 べる

図書館の魅力

江島分館

　子どもから大人まで幅広く過ご

していただける憩いの場「図書

館」。その魅力についてお伝えし

ていきます。今回は「江島分館」

を紹介します。

　江島分館は、1階に閲覧室、2

階に有料のギャラリーがありま

す。閲覧室は子ども図書館の色合

いが強く、赤ちゃんでも安心なよ

うに床はカーペット敷きになって

います。子どもを対象とした本が

多いですが、大人向けの本もあり、

約 1万冊の図書の閲覧と貸出しを

しています。1枚の貸出カードで

本館と江島分館の本を 5冊ずつ借

りることができ、本館の貸出本の

返却も可能です。また、夜間返却

口や館内検索機、おむつ替えシー

トなども設置し

ています。

　アットホーム

な雰囲気で、特

にお子さんや親

子連れの方に利

用しやすい図書

館です。ぜひご

来館ください。

江島分館１階

閲覧室

利用時間　9 時～ 17 時（ギャラ

リーは 21 時まで）

ところ　中江島町３番２７号

問合せ    387-0665

休館日　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

※ギャラリーの利用申し込みは半年

前から江島分館で受付です。

春 !　サーキットへ行こう !!

　いよいよ本格的なモータースポー

ツシーズン開幕 !　　4 月 22 日（土）・

23 日（日）に開催される「鈴鹿

2&4 レース」は、2 輪と 4 輪の国

内最高峰レースが一気に楽しめると

いう豪華イベント。春の風物詩とも

いえる 2&4 レースは、1977 年の

初開催以来実に 40 年もの歴史を持

っています。

　ひとくちに 2 輪と 4 輪レース同日

開催といっても、それぞれのルール

や進行手順、運営体制の違いなど大

変な苦労があります。この夢のよう

なイベントを 40 年も前に実現させ

たのは「2 輪ファンと 4 輪ファンに

お互いの魅力を知ってほしい」とい

う、鈴鹿サーキットの新しい発想と

熱い思いでした。

　2&4 は、まさに鈴鹿の宝物のよう

なレースです。春 !　サーキットへ行

こう !! さあ、春はみんなでサーキッ

トへ !

提供／鈴鹿サーキット

■語り手　中野能成 ( 鈴鹿モーター

スポーツ友の会事務局長 )

キ ー ボ ー ド

　昨年４月に異動してから、早くも

１年が経ちました。今回市長の施政

方針を特集するにあたり、昨年の施

政方針を読み返しました。あっとい

う間に過ぎたと思う１年間でしたが、

凝縮された数々の事業がまるで日め

くりカレンダーをめくるように思い

返されました。同時に、今年度の施

政方針を掲載し、スタートした新た

な年度に期待を持ちつつ、気を引き

締めて業務に取り組まなければと決

意したところです。

　さて、桜も花開き、入学式のシー

ズンですね。新入学生の皆さんも、

期待と不安を胸に緊張しながら毎日

を過ごしてみえるのではないでしょ

うか。私も異動になった時は同じ気

持ちでした。新しい環境には少しず

つ慣れていきますし、さまざまな経

験は自分の宝物になるはずです。未

来に向かって一日一日大切に過ごし

てくださいね。（由）
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