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納税の休日窓口を開設します
納税課　　82-9008　　82-7660

nozei@city.suzuka.mie.jp

とき・ところ・内容
!５月23日㈰　10時〜16時
　ベルシティ１階北コート 

　市税と県の自動車税の納付 
!５月29日㈯、30日㈰
　９時〜16時30分
○納税課（市役所西館２階） 

　市税の納付・納付相談・口座

振替手続きなど 

○鈴鹿県税事務所（県鈴鹿庁舎

１階　 82-8660） 

　市税と県の自動車税の納付 

※納税通知書を持って来てください。 

 
５月17日から23日までは
春の行政相談週間です

市民対話課　　82-9004　　82-2214
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp 

　｢行政相談｣とは、国、県、市

やNTTなどの特殊法人に対する、

苦情や意見、要望をお聞きし、

その解決の促進を図る制度です。 

　行政相談委員は、総務大臣が

委嘱した民間の有識者で、皆さん

の身近な相談相手です。相談は無

料で、相談の秘密は固く守ります。 
!市内の行政相談委員
○杜多堯秀さん 

　三宅町2057-3　　72-0519 

○谷口きみさん 

　伊船町1127　　71-1570 

○北村克麿さん 

　寺家三丁目25-7　　87-4213 

 
4月から児童扶養手当の
月額が改正されました

子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

!改正前　
　全部支給　4万2,000円 
　一部支給　4万1,990円～9,910円 
!改正後
　全部支給　4万1,880円 

　一部支給　4万1,870円～9,880円 
※第2子加算、第3子以降加算額

についての変更はありません。 

※平成16年4月分からの手当に適用

されますので、本年8月の支給は

改正後の月額での振込になります。 

 
犬と猫の避妊手術費の
一部を助成します

環境政策課　　82-9014　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　４月１日以降に手術し
た犬と猫（犬は平成７年度以

降登録済で、平成16年度狂犬

病予防注射済であること） 

助成額 
　犬：オス　1,500円　メス　3,000円 
　猫：オス　1,500円　メス　2,000円 
申込み　５月20日㈭から 
※申請書は、環境政策課、市内

動物病院にあります。 

 
クリーンシティＳＵＺＵＫＡを

開催します
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
   haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　｢拾うより捨てない心を育てよ

う｣をキャッチフレーズに、今年

もクリーンシティを行います。 

と　き　6月6日㈰　９時～10時
30分〔小雨決行、予備日:13日㈰〕 

※小学校へのごみの持込は10時までです。 

※雨天時の確認は、本部（市役所

　82-1100）へ 

※ごみ袋は各自で用意してください。 

 
子育て支援について
意見交換会を行います

子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　子育て支援施策を中心とした｢次

世代育成支援行動計画｣と、今夏に

開設予定の｢子育て支援センター」

について、意見交換会を行います。 

と　き　５月23日㈰、25日㈫　
10時から 

ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずかホール 

申込み　５月14日㈮までに、電話、
ファックス、電子メールで子

育て支援課へ 

※託児（先着10名）、手話通訳

を受け付けます。５月14日㈮

までに、電話、ファックス、

電子メールで子育て支援課へ 

 
事業所･企業統計調査などに

ご協力ください
企画課　　82-9038　　82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp

　６月１日現在で事業所･企業統

計調査、商業統計調査、サービ

ス業基本調査を行います。 

　この調査は、統計法に基づいて

実施される国の重要な調査です。

提出された調査票は、統計上の目

的以外には使用しません。５月下

旬から調査員が各事業所に伺いま

すので、ご協力をお願いします。 

 
図書館の開館時間を延長します
図書館　　82-0347　　82-400
toshokan@city.suzuka.mie.jp

　５月６日㈭から10月28日㈭のまで

の火・木曜日(祝日除く)は、図書館

の開館時間を19時まで延長します。 

※第三火曜日と月末図書整理日

は休館日です。 

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110
警察告知板  警察告知板  

鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況鈴鹿署管内の犯罪発生状況
!刑事事件
○車上ねらい　
平成14年　1,197件
平成15年　1,061件（136件減）
○ひったくり
平成14年　51件
平成15年　88件（37件増）
※車上ねらい、ひったくりとも、多
発地域は平田、白子、駅前地区です。 

!交通事故
○死者数
平成14年　26人
平成15年　19人（7人減）
○人身事故数
平成14年　1,213件
平成15年　1,286件（73件増）
○負傷者数
平成14年　1,609人
平成15年　1,662人（53人減）
※死亡事故は出会い頭の事故、人身
事故は追突事故で多くなっています。 

と　   だ   ぎょう  しゅう 

かつ　まろ 
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配信構成図配信構成図配信構成図

『メルモニ』 ?だれでも になれるの

『メルモニ』 ?になるためには

『メルモニ』 ?になると特典はあるの

毎年１月〜12月末日を１区切りとして

『メルモニ』って何 ?

126人

メルモニ　世代別・男女別　登録者 メルモニ　世代別・男女別　登録者 
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成人式を企画・運営する
スタッフを募集します

生涯学習課　　82-7619　　82-9071
 shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp 

　平成17年の成人式運営スタッ

フを募集します。 

と　き　月１回（19時30分～21時）
程度、実行委員会があります。 

定　員　５人程度 
申込み　５月21日㈮までに、生涯
学習課へ 

 
自主企画事業を支援します
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
 danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　主に市内で活動している
団体やグループ（営利団体や個

人を除く）が行う次の事業 

○男女共同参画社会づくりにつ

ながる事業 

○広く市民が参加できる事業 

※テーマや形態（講演会、講座、

展示など）に制限はありません。 

○平成16年度中に男女共同参画

センターで開催できる事業 

内　容　事業経費補助（10万円

を限度）や会場提供、広報活

動などの支援をします。 

申込み　９月30日までの事業は、５
月31日㈪まで、10月１日から平成

17年３月31日までの事業は９月30

日までに、所定の申請書に必要事

項を記入し、男女共同参画課へ 

 
5月16日は｢国際博物館の日｣

観覧料が無料です
考古博物館　　74-1994　　74-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

　常設展と速報展が無料で観覧できます。 

開館時間　9時～17時 
※入館は16時30分までです。 

○14時から講演会があります。 

　｢古代伊勢湾の海上交通と天王遺跡｣

（聴講無料） 

講　師　穂積裕昌さん(三重県埋
蔵文化財センター） 

 
学生相談員

「ドリームフレンド」を募集します
教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

○家にとじこもりがちの子どもの、

良き遊び相手、良き相談相手

になっていただきます。 

○家族の方と教育研究所所員が一

緒に相談しながら進めていきます。 

対　象　短大生、大学生、大学院生 
申込み　５月20日㈭までに、教育
研究所へ 

 
「市長へビデオレター」が

始まりました
秘書広報課　　82-7601　　84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp 

　ケーブルテレビ10ｃｈで放送中の

テレビ広報すずか｢ベルディ便り｣

では、5月1日から新コーナー｢市長

へビデオレター｣が始まりました。 
!放送時間
　毎月1日～10日の10時15分、11時

45分(土曜日)、13時15分(土曜日を除

く)、17時15分、22時15分から各15分 

※毎月21日～月末は、｢防災館｣

を放送しています。 

 

 

 

 

 

 

 
国際交流協会のポルトガル語
対応嘱託職員を募集します
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

　sifa@mecha.ne.jp

対　象　 

!

5月は赤十字社員
増強運動月間です

海上自衛隊技術幹部などの募集

!

!

国際交流事業助成制度を
ご利用ください

○第34回ジュニアオリンピック陸上競技大会Û
谷健太朗・遠藤桃子・福島慎也・酒野史美・ 

伊川綾子・福島裕之 

○ISMWSF世界車いす競技大会兼ISOD世界陸上選手権大会
　伊藤智也 

○第54回全日本弓道遠的選手権大会　池田政子 
○第21回全日本都道府県剣道道場対抗優勝大会　井上史朗 
○第37回全日本社会人卓球選手権大会　大貫健一・森田悦満 
○第11回東日本軟式野球選手権大会　ホンダ鈴鹿 
○第5回全国社会人ゲートボール大会　ホンダスズカ 
○第8回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会　ＳＵＺＵＫＡ 
○第21回全日本小・中学生女子個人選抜剣道錬成大会　山下梨華 
○全日本９人制バレーボール総合女子選手権大会
　ＳＰＡＲＫ（小瀬古美智子） 

○第17回全国都道府県対抗中学校バレーボール大会　
　舘秀樹・大森智仁 

○第55回全日本総合ハンドボール選手権大会
　三重花菖蒲ハンドボールクラブ 

○平成15年度全日本卓球選手権大会　森田悦満・森永愛里 
○第22回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会　
田中真知・柴田沙織・葛山真由美・一柳りえ・ 

酒野史美・正井裕子・河村真衣 

○第9回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
　一尾恭平・福島慎也 

○第43回大阪国際招待卓球選手権大会　森永愛里 
○第35回全国ミニバスケットボール大会
　玉垣ブロックショット・桜島ミニバスケットボールクラブ 

○第26回全国スポーツ少年団剣道交流大会
　太田篤・山下梨華 

○第56回東京卓球選手権大会
　北川芳幸・森田悦満・大貫健一・松田英人 

○第３回全国小学生ソフトテニス大会　芦谷健士郎・石黒愛乃 
○第26回全国Ｊｏｃジュニアオリンピックカップ春季
水泳競技大会（水球含）　山中香澄・豊田悠輔・豊田泰輔 
※全国中学校体育大会・全国高等学校体育大会・全国

高等専門学校体育大会・国民体育大会を除きます。 

平成平成15年度全国大会出場者年度全国大会出場者（平成（平成15年10月〜月〜16年３月）年３月） スポーツ課　　82-9029　　82-9071　　supotsu@city.suzuka.mie.jp 平成15年度市内各種大会結果
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ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え（4月5日号の答えです） Ａ資源ごみＡの雑誌です。

成人式を企画・運営する
スタッフを募集します

自主企画事業を支援します

5月16日は｢国際博物館の日｣
観覧料が無料です

学生相談員
「ドリームフレンド」を募集します

「市長へビデオレター」が
始まりました

!

国際交流協会のポルトガル語
対応嘱託職員を募集します

○日常会話程度のポルトガル語

と日本語のできる方（読み書

きを含む） 

○地方公務員法第16条の欠格条

項に該当しない方 

○通勤可能な方 

○普通自動車免許を持っている方 

○外国籍の方は、外国人登録法に基

づく登録があり、業務の実施にあたり、

出入国管理および難民認定法によ

る有効な在留資格・期間を持つ方 

業務内容
○ポルトガル語刊行物、印刷物

の翻訳 

○窓口、地域での外国人の対応、

通訳（相談業務への対応含む） 

○在住外国人施策の企画・立案・

実施に対する協力、助言 

○一般事務補助など 

定　員　１人 
期　間　６月１日から平成17年３
月31日（更新する場合あり） 

※勤務条件、諸手当は㈶鈴鹿国

際交流協会嘱託職員就業規程

によります。　 

申込み　5月14日㈮17時(必着)　
までに、試験申込書に必要事

項を記入し、直接または郵送で、

〒513-0801神戸1-1-1近鉄鈴鹿
市駅ビル3階同協会事務局へ 

※試験申込書は直接または郵送、電

子メールで協会事務局へご請求く

ださい。郵送の場合は、封筒の表に

｢試験申込書希望｣と朱書きし、返

信用封筒（あて先を明記し80円切

手をはったもの）を同封してください。 
!採用試験
と　き　５月23日㈰ 
ところ　㈶鈴鹿国際交流協会 
内　容　面接と筆記試験（日本
語とポルトガル語） 

 
5月は赤十字社員
増強運動月間です

生活支援課　　82-9012　　82-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

　災害救護、医療活動などの赤十字

の事業は、皆さまからご協力いただい

た資金で運営しています。 

　5月1日から31日までの運動月間は、

赤十字活動をご理解いただき、事

業資金をご協力いただくための推

進月間です。ご支援とご協力をお

待ちしています。 

 
海上自衛隊技術幹部などの募集
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

!海上技術幹部 
　大学卒業者で38歳未満の方 

!海上技術海曹 
○免許の部
国家免許取得者などで20歳以上

の方 

○大学・短大・高専卒の部
大学・短大・高専卒（見込み含

む）の方 

申込み　5月6日㈭〜6月1日㈫ 
　(必着) 

※自衛隊四日市募集事務所（　51-

1723・1779)へお問合せください。 

 
国際交流事業助成制度を
ご利用ください

㈶鈴鹿国際交流協会 　83-0724　　83-0639
sifa@mecha.ne.jp

　市民レベルの国際交流活動や団
体が行う国際交流事業に対して協

会がその費用の一部を助成します。 

対　象　平成16年度中に実施され
る国際理解、国際協力、国際支

援に関する事業、海外との交流

事業などのうち、市における国際

交流活動の進展に貢献すると認

められるもの 

助成額　総事業費の2分の1以内
（最高10万円） 

※協会運営委員会で審査の上、決定。 

申込み　所定の申請書に必要事項を
記入し、5月31日㈪までに協会へ 

平成15年度全国大会出場者（平成15年10月〜16年３月）

　「鈴鹿いきいきスポーツ都市宣言」制定に伴い、市内各種大

会（鈴鹿市教委等関係分10月～３月）の結果をお知らせします。 

○第８回鈴鹿市長杯争奪家庭婦人バレーボール大会（10月）
　Ａブロック優勝　一ノ宮 

　Ｂブロック優勝　若松クラブ 

　Ｃブロック優勝　レインボー　 

○第16回鈴鹿市ジュニアバレーボール選手権大会（11月）
　優勝　国府 

○第31回鈴鹿市少年サッカー選手権大会（１月）
　優勝　飯野 

○第１回ファミリーバドミントン大会（１月）
　Ａブロック優勝　トライアングル２ 

　Ｂブロック優勝　アズマックス 

　Ｃブロック優勝　庄野チャム 

　Ｄブロック優勝　庄野パピー 

　Ｅブロック優勝　辻ファミリー 

○第16回鈴鹿市ミニバスケットボール選手権大会（２月）
　男子優勝　桜島　女子優勝　桜島 

○第33回鈴鹿市レディースバレーボール・ソフトバレー
　ボール大会（３月）
　Ａグループ優勝　神玉 

　Ｂグループ優勝　すず 

　Ｃグループ優勝　鈴鹿医療科学大学 

　Ｄグループ優勝　シングルス 

　Ｅグループ優勝　栄バレーボール同好会 

　ソフトバレー優勝　ピンクひまわり 

○第２回コスタリカ杯少年サッカー大会（３月）
　Ａブロック優勝　白子 

　Ｂブロック優勝　旭が丘 

　Ｃブロック優勝　稲生 

　Ｄブロック優勝　長太 

平成平成15年度市内各種大会結果年度市内各種大会結果 スポーツ課　　82-9029　　82-9071　　supotsu@city.suzuka.mie.jp
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トイなおす（おもちゃ病院）
を開設します

廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
 haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　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答

えします。ご希望の方は、当日

おもちゃを持ち込んでください。

当日、都合の悪い方は、事前に

廃棄物対策課にお持ち込みいた

だくこともできます。 

　修理は日数がかかります。修

理後に廃棄物対策課まで取りに

来ていただくことになりますので、

あらかじめご了承ください。 

と　き　５月16日㈰　10時～15時 
ところ　市立図書館　２階共同研
究室 

※テレビゲーム、ぬいぐるみな

どは修理できません。 

※不要になったおもちゃをお持

込みください。部品として使

用します。 
!【募集】おもちゃドクター
　ボランティアでおもちゃの修理を

していただける方を募集しています。

登録だけでも歓迎します。詳しくは、

廃棄物対策課へ 

男女共同参画フォーラム
〜みえのひと男女2004〜
　男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　フレンテみえ開館10周年の記

念事業を開催します。 

と　き　５月29日㈯　13時～16時、
30日㈰　10時～15時30分 

ところ　県総合文化センター内
フレンテみえ 

内　容　
○５月29日：ワークショップなど 
○５月30日：分科会、基調講演、
シンポジウムなど 

入場料　無料 
申込み　フレンテみえ（　 059-
233-1130　　059-233-1135　

　frente@center-mie.or.jp）へ 

※０歳～就学前児の託児あり（申

込み要、託児料1,000円） 

弥衛祭
−第２回石橋楽市−

商業観光課　　82-9016　　　82-0304 
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp 

と　き　５月16日㈰　10時～20時 
ところ　神戸本通り商店街、ジ
ェフリーすずか 

内　容　浅野弥衛絵画展、「浅野
弥衛を語る～小嶋千鶴子さんを迎

えて～」、薪能、宮川村フェアなど 

主　催　｢歴史の街・神戸｣の商
店街再生を考える会 

※生産者直売市、フリーマーケットの

出店者（申込みは、藤井　　82-

0044へ）とバングラディシュ・カ

レー作り教室＆交流会の参加者

（費用500円、定員20人、申込

みは、杉谷　 69-3087へ）を募

集しています。 

 

 

 

 

 

 

フレッシャーズ・フェスタ2004
鈴鹿国際大学　・　72-2121（代）

kagai@suzuka-iu.ac.jp

と　き　５月23日㈰　11時から 
ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　学生会イベント（11時
から）、ＦＭ三重公開録音「夏

川りみ　SPECIAL　TALK＆

LIVE」（15時～16時）、模擬店、

入試相談会など 

入場料　無料 

ＭＩＥＦ-ＩＡＴＳＳ
フォーラム文化交流会

㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　東南アジアからの研修生や国際交

流員たちと歌やゲームで楽しみましょう。 

と　き　５月16日㈰　10時～16
時30分 

ところ　みえ県民交流センター（津
市羽所町700番地アスト津３階） 

参加料　無料 
問合せ　㈶三重県国際交流財団
　059-223-5006　 059-223-5007 

 
ホストファミリー勉強会

㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
　sifa@mecha.ne.jp

　ホストファミリーについてＱ

＆Ａで話し合いましょう。 

と　き　５月30日㈰　14時～16時 
ところ　ジェフリーすずかホール 
参加料　200円（小学生100円、
幼児無料） 

申込み　電話で同協会事務局へ 
※当日参加もできます。 

 

 

 

 
電光表示式スコアボード

操作講習会
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　電光表示式スコアボード計器類

の正しい操作と施設の適切な利用

のため、操作講習会を開催します。 

　今後、電光表示式スコアボード

の使用は、原則として、当講習会

修了者に限りますで、ご留意ください。 

と　き　5月22日㈯、29日㈯、30
日㈰　９時～12時 

ところ　石垣池公園野球場運営棟 
定　員　各20人 
申込み　電話で、スポーツ課へ 
 

スポーツ教室
三重県営鈴鹿スポーツガーデン　　72-2250　　72-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

!水泳
※各コースとも水泳場で行います。

○マスターズコース
対　象　クロール50m以上泳げ、4
泳法できる方 

と　き　6月11日から7月16日の
毎週金曜日　14時～15時30分 

定　員　20人 
費　用　5,000円 
○健康水中運動コース

!

入門中国語講座

鈴鹿国際大学公開語学講座

!

!

!

や え
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対　象　運動していない方 
と　き　６月10日から7月15日の
毎週木曜日　14時～15時30分 

定　員　30人 
費　用　5,000円 
○アクアビクス初中級
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　6月10日から7月15日の
毎週木曜日　10時～11時 

定　員　30人 
費　用　5,000円 
○アクアビクス初中級
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　6月11日から7月23日の
毎週金曜日　19時～20時 

定　員　30人 
費　用　6,000円 
!テニス
○ベーシックテニスコース
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　6月10日から7月29日の
毎週木曜日　10時30分～12時 

ところ　テニス場 
定　員　20人 
費　用　8,000円 
※いずれも費用には、スポーツ安

全保険料を含みます。 

※お申込みは、５月16日㈰（必着）

までに、直接、来場いただくか、

往復はがき、Faxに住所、氏名、

年齢、性別、電話番号、コース

名を明記し、〒510-0261御薗町

1669県営鈴鹿スポーツガーデン

へ送付してください。インターネ

ットでも受付しています。 

 
入門中国語講座

㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
sifa@mecha.ne.jp

と　き　６月７日から11月15日
までの月曜日（全20回） 

　19時～20時30分 

ところ　㈶鈴鹿国際交流協会事務局 
定　員　15人（応募者多数の場
合は抽選します） 

受講料　１万7,000円（会員は１
万5,000円） 

※テキスト代が別途必要です。 

申込み　５月21日㈮までに、電
話で同協会事務局へ 

 
鈴鹿国際大学公開語学講座
鈴鹿国際大学国際交流センター　　    72-3944

　kokusai@suzuka-iu.ac.jp

!中国語「続・中国語日常会話」 
と　き　６月５日から７月10日まで
の毎週土曜日　13時～15時 

ところ　Ａ206教室
講　師　趙　心僮（西安外大の
日本語講師、本学院生） 

定　員　15人 
費　用　7,000円（教材費に別途
1,200円程度必要） 

※前回から継続して受講される方は、

前回の教材が使用できます。 

申込み　５月21日㈮まで
!韓国語「留学生が教える韓国語」
と　き　６月12日から７月10日まで
の毎週土曜日　13時30分～15時 

ところ　Ａ206教室
講　師　金　平淑（観光学科４年） 
定　員　15人 
費　用　3,000円（教材費に別途
1,500円程度必要） 

申込み　５月28日㈮まで 
!英語「短期集中ホームステイの英語」
対　象　高校生、大学生、一般 
と　き　８月26日㈭、27日㈮、
30日㈪　10時～12時と13時～

15時（１日４時間） 

ところ　Ａ206教室
講　師　J.P.アントニオ（本学教員）、
ケヴィン･オドンネル（本学教員） 

定　員　20人
費　用　8,000円（教材費別） 
申込み　８月10日㈫まで 
※各講座の申込みは、電話、は

がき、ファックス、Ｅメールで、

同大学国際交流センターへ 

 
おわびと訂正

　４月５日号14ページ「元気なひと」

の一部に誤りがありましたので、訂

正しおわびします。 

【誤】東京芸術大学を主席 

【正】東京美術学校（現・東京芸術大学）を首席 

チョウ　　　シン トウ 

キム 　 ピョンスク 
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催し物 

講座・教室 

子 ど も と 大 人 の い い 関 係 っ て ？  

人権政策課 82-9011 82-8188 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

　新学期が始まり、約１カ月がたちました。 

　子どもたちは新しい環境の中で元気に過ごしているで

しょうか。あなたの周りの子どもは新しい友達、クラス、

学年、クラブ活動、担任の先生などに慣れ、これからの1

年間を意欲的に過ごそうとしているでしょうか。 

　子どもが元気に学校へ行く理由はいくつもあるでしょうが、

その大きな一つに、友だちと楽しく過ごすということがあり

ます｡子どもにも悩みや困難なことがあります｡でも友だちと

の良好な関係があれば、共に助け合いながら解決できる

かもしれませんし、今、自分がこんなことで困っているとい

うことを言うだけでも元気になれて、多少苦手なことがあっ

ても、明日もまた学校へ行こうという気になるものです｡ 

　つまり、子どもが意欲的になるためには、自分のことを

肯定的にまるごと受けとめてくれる人が必要だということ

です｡そして、そのような人が学校、家庭、地域の中に一

人でも多くいることが望まれます。　 

　子どもに期待を寄せるあなたも、その子どもの周囲の

一人です｡あなたのかける一言が、一日の意欲につなが

るようになるといいですね｡朝の一言はそんな大切な言

葉なのです。 

　子どもとおとなのいい関係とはどんな関係なのでしょう

か。そんなことを考えてみてはいかがでしょうか｡ 

Ａ取りはずす必要はありません。

第１回石橋楽市

ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え（5月5日号の答えです）


