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市議会をテレビ中継します
議会事務局　　82-7600　　82-4876

giji@city.suzuka.mie.jp

　9月定例会での一般質問をケー

ブルネット鈴鹿（CNS20ch）で生放

送します。 

と　き　9月8日㈬～10日㈮（予定）
10時から当日の会議終了まで 

※本会議や常任委員会、特別委員会および、

議会運営委員会は傍聴できます。日程は、

市役所、各地区市民センターの掲示板と

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

ので事前に議会事務局へご確認ください。 

 

液状化マップが閲覧できます
防災安全課　　82-9688　　82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市に影響の強いプレート境

界型の東南海地震と、内陸直下型

の桑名・四日市断層地震の液状化

危険度分布図（液状化マップ）を

作成しました。自宅や地域の防災

対策にご活用ください。 

閲覧場所　防災安全課 
※10月以降は、市政情報課、都市計画課、

各地区市民センターでも閲覧できます。 

 
国民年金や厚生年金の
相談窓口をご利用ください
保険年金課　　82-9401　　82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金の納付や資格などの相

談は社会保険事務所で行っています。 

■相談窓口
○津年金相談センター
　（津市広明町345-5三浴ビル１階） 

※来訪相談専門ですのでゆったり相談できます。 

 

 

 

 

 

 

○津市社会保険事務所
　（津市桜橋３丁目446-33） 

　年金相談　　059-228-9114

　国民年金　　059-228-9188

○社会保険出張相談所
と　き　毎月第2・4水曜日（祝日
を除く）10時～12時、13時～15時 

ところ　鈴鹿商工会議所（図書
館東側） 

持ち物　年金手帳、過去に勤めた
会社名・加入期間などの職歴書、

年金受給者の方は年金証書・

額改定通知書、印鑑 

※配偶者がいる場合は、配偶者の分も

用意してください。 

※代理人が相談されるときは、委任状

が必要です。 

 

訪問理美容サービスを行っています
長寿社会課　　82-7935　　82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

　居宅で介護を受けている重度

の要介護者・身体障害者を訪問し、

カット・調髪を行う訪問理美容

サービスの出張経費を援助します。 

対　象　市内在住の居宅で介護
を受けている40歳以上の方で、

要介護3～5と認定されている方、

または身体障害1・2級で身体障

害者手帳に記載されている障害

名が下肢・体幹機能障害の方

援助額　出張経費（上限2,000円） 
申込み　電話、ファクス、電子
メールで長寿社会課へ 

 
平成16年度家族介護慰労金の
交付申請を受け付けています
長寿社会課　　82-7935　　82-7607

chojushakai@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住で、平成16年度
市民税が世帯非課税（生活保護

世帯を除く）の方のうち、平成15

年度において次のすべての条件

に該当する要介護者と住民票上

同一世帯に属し、介護していた方 

○平成15年4月1日時点で満40歳以上 

○平成15年4月1日時点で介護保

険法の規定により要介護4または

要介護5と認定されていて、以降

平成16年3月31日までの間、要

介護4または5と認定されている 

○平成15年度中、市内に住所があ

り、市内の居宅で生活している 

○平成15年度中、介護保険のサ

ービスを利用していない（7日

までのショートステイを除く） 

交付金額　10万円 
申込み　9月30日㈭までに、長寿社会課へ 

鈴鹿警察署 80-0110

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増オ レ オ レ 詐 欺 が 巧 妙 化 し 再 急 増

　最近、市内でオレオレ詐欺の被害が増えています。警察官を装ったり、金を

貸したという者に電話を変わるなど巧妙化しています。次のような電話には十分

注意しましょう。 

○警察官と名乗り、「ご主人が事故を起こし、示談金が必要」といった内容
○孫と名乗り、「彼女を妊娠させてしまい中絶にお金が必要」といった内容
○息子と名乗り、「暴力団に金を借りたが拉致された。金を振り込まな
いと帰してもらえない」といった内容

　このような電話では、銀行や郵便局の口座番号を一方的に伝え、急ぎの

振り込みを要求してきます。このような電話があったときには、 

○相手に先に親族の名前を名乗らせてみる。
○電話の後、必ず本人に連絡をし、事実確認する。
○事実確認ができないときは、金を振り込まない。
○家族に連絡をし、事実でないことがわかったら、振込先などを警察に
通報する。
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水道管工事により
交通規制を行います

水道局工務課　　68-1676　　68-1688
komu@city.suzuka.mie.jp

　水道局では、老朽管の布設替工

事を行います。工事場所は交通量

が多く、交通渋滞が予想されます。

この場所を通行される方は、時間

に余裕を持った通行、または他の

道路への迂回をお願いします。 

と　き　9月上旬～平成17年2月
下旬　8時30分～17時 

ところ　市道加佐登鼓ヶ浦線（中
部電力庄野変電所～本田技研

工業㈱鈴鹿製作所の東門） 

 

 

 

 

 

 

内　容　車線規制、片側通行 
※主要な交差点などは、夜間に施工す

る場合もあります。 

 
スポーツ指導者研修会の
参加者を募集します

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　スポーツ指導者、スポ
ーツ団体関係者、市民 

と　き　10月15日㈮　19時から 
ところ　文化会館けやきホール

内　容　講演会「スポーツを通
して、自分に勝ち人生に勝つ」 

講　師　アテネ・パラリンピッ
ク日本代表　伊藤智也さん 

参加料　無料 
申込み　10月1日㈮までに電話で
スポーツ課へ 

 
コイヘルペスウィルス病の
まん延防止にご協力を

農林水産課　　82-9017　　82-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　県内の河川でコイヘルペスウィル

ス（KHV）病の発生が確認されてい

ます。KHV病まん延防止のため、三

重県内水面漁場管理委員会から、

指示が出ましたので、遵守してください。 

○むやみにコイを持ち出して放

流しない。 

○コイを放流するときは、ウィルス

検査を受け、安全性を確認する。 

○コイを河川などに遺棄しない。 

※指示の期間は７月９日から平成17

年７月８日までです。 

※KHV病はコイ特有の病気で、他の魚

や人には感染しません。 

※詳しくは、市農林水産課か県農水商工

部水産室（　 059-224-2588、2584

　http://www.pref.mie.jp/SUKYOKYU/HP/）へ 

 
「ふれあい農園」を

開園・利用してみませんか
農林水産課　　82-9017　　82-7610

norin@city.suzuka.mie.jp

　ふれあい農園は、農地をお持ち

の方であれば開園することができ、

サラリーマンなど農業者以外の方が、

区画割りされた小面積の農地を利

用して、自家用の野菜や花を育て

ることを目的とする農園です。 

　ふれあいの農園の開園方法や

利用者との契約方法などについ

てはご相談ください。 

■利用者を募集中
ところ　八野町1071番1 
面　積　約30㎡（約5m×約6m） 
募集数　8区画（先着順） 
利用料　3,000円（1区画／1年間） 
開園者　八野町525番地 
　平子英三（　 79-0710） 

※希望される方は電話で平子さんへ 

 
第8回スペシャルオリンピックス
冬季世界大会・長野と「500万人
トーチランinみえ」にご協力を
障害福祉課　　82-7626　　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　スペシャルオリンピックス（以下SO）

とは、知的発達障害者がスポーツを通

じて自立と社会参加をめざす国際的な

スポーツ組織で、2005年2月には長野

県で冬季世界大会が開催されます。 

　大会の成功とSO活動に対する理解、

認知向上を目的に、日本各地で「500

万人トーチラン（聖火リレー）」が行わ

れ、三重県では10月3日㈰から12月31

日㈮まで県内各地を走る予定です。 

　SO、トーチランの資金は、企業・

団体・個人などからの支援と冬季世

界大会シンボルマーク付きTシャツの

販売によってまかなわれていますので、

皆様のご協力をお願いします。 

第8回鈴鹿シティマラソンの
参加者を募集します

交通死亡事故の多発警報が
発令されています

秋の全国交通安全運動を行います

平成17年春採用防衛大学校
学生などを募集します

ハチ駆除用の防護服を貸出ししています 環境政策課　　82-9014　　82-8188　　kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

鈴鹿警察署 80-0110

○除去に適する時間帯
　ハチは、気温が低くなると動きが鈍

くなるので、巣の除去は早朝が最適です。

周囲が明るいので作業も安全です。 

○除去準備
　昼間に、巣の形状や位置、周囲の

状況などをよく観察し、防護服、脚立、

殺虫スプレー、巣を入れる丈夫なビニ

ール袋などの準備や、除去手順を整

えておきましょう。 

○除去作業
　防護服や必要な道具を点検し、除

去作業にはいります。スズメバチの

場合は出入り口が1カ所ですから、

そこに殺虫スプレーを吹きかけながら、

綿やガムテープなどでふさぎ除去し

ます。アシナガバチの場合は、成虫

が露出していますが、虫取りアミな

どで巣を覆うようにし、殺虫スプレ

ーで殺したあと除去します。どちら

の場合も巣を完全に除去してください。 

　なお、スズメバチもアシナガバチも、

ピレスロイド系の家庭用殺虫スプレ

ーを直射すれば、ほとんどその場に

落ちます。ただし、気絶しているだ

けの場合もありますので、落ちた後

も十分スプレーしてください。 

　除去した巣は、丈夫なビニール袋

などに入れて、足で踏みつぶすなど

して、確実に処分してください。 

■ハチの巣の除去方法
　ハチが巣をつくる季節になりました。市では巣を取り除く時に着用する防護服を無料で貸し出しています。 

中央道路
至　汲川原橋

ベルシティ 旭化成

至　国道23号

庄野変電所

ホンダ技研工業

至　鈴鹿川河川緑地

東門

至　鈴鹿サーキット 工事場所

お知らせお知らせ お知らせ 
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水道管工事により
交通規制を行います

スポーツ指導者研修会の
参加者を募集します

コイヘルペスウィルス病の
まん延防止にご協力を

「ふれあい農園」を
開園・利用してみませんか

第8回スペシャルオリンピックス
冬季世界大会・長野と「500万人
トーチランinみえ」にご協力を

　各種ボランティアへの参加、Tシ

ャツ購入などについては、500万人ト

ーチラン三重県統括委員会事務局

（　059-213-6680　tr@miejin.net）へ 

 
第8回鈴鹿シティマラソンの
参加者を募集します

スポーツ課　　82-9029　　82-9071
supotsu@city.suzuka.mie.jp

と　き　12月19日㈰（雨天決行） 
ところ　鈴鹿サーキット国際レ
ーシングコースとその周辺 

内　容　13Km（レーシングコース
と周辺道路）、5.8Km（レーシン

グコース1周）、2.2Km（東ショー

トコース）、競技用車いす5.8Km（レ

ーシングコース1周）、生活用車

いす2.2Km（東ショートコース） 

申込み　11月19日㈮（当日消印有
効）までに、市内スポーツ施設、

地区市民センター、公民館にあ

る参加申込用紙に必要事項を記

入し、郵便振込で申込んでください。 

　※　http://www.city.suzuka.mie.jp/info 

　　/marathonからの申込みもできます。 

 

 

 

 

 

 

交通死亡事故の多発警報が
発令されています

防災安全課　　82-9022　　82-7603
bosaianzen@city.suzuka.mie.jp 

　８月15日㈰までに市内では12人、

県下では116人（前年同期比21人増）

の尊い命が交通事故で失われました。

　県では８月16日㈪に交通死亡事

故多発警報を発令し交通死亡事故

の抑止を呼びかけていますので、皆

さまのご理解とご協力をお願いします。 

期　間　９月20日㈪まで 
重点項目
○高齢者の交通事故防止
○夕暮れ時と夜間における交通
事故防止対策の推進
○シートベルトとチャイルドシ
ートの正しい着用の徹底
○飲酒運転の追放
 
秋の全国交通安全運動を行います
防災安全課　　82-9022　　82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp 

　9月21日㈫から9月30日㈭までの

10日間、「秋の全国交通安全運動」

が行われます。 

【運動の基本】
○高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○夕暮れ時と夜間の交通事故防
止対策の推進
○シートベルトとチャイルドシ

ートの正しい着用の徹底
　市内では今年、11件の交通死亡

事故が発生し、12人もの尊い人命が

失われました。この死亡事故11件中

約半数にあたる5件が高齢者の関係

する事故でした。多発する交通事故

を防止するため、高齢者交通安全教

室をはじめ、関係機関団体とさまざま

な運動を実施しますので市民の皆さ

んの積極的な参加をお願いします。 

 
平成17年春採用防衛大学校
学生などを募集します
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

○防衛大学校学生
応募資格　高校卒業（見込み含
む）以上21歳未満の方 

試験日　11月13日㈯、14日㈰ 
○防衛医科大学校学生
応募資格　高校卒業（見込み含
む）以上21歳未満の方 

試験日　11月6日㈯、7日㈰ 
○看護学生（男子・女子）
応募資格　高校卒業（見込み含
む）以上24歳未満の方 

試験日　10月17日㈰ 
※応募資格は平成17年4月1日現在の

年齢です。 

※いずれも申込みは、9月10日㈮～10月1日㈮ 

※試験日、申込方法など詳しくは、自衛隊四日

市募集事務所（　 51-1723、　 51-1779）へ 

ハチ駆除用の防護服を貸出ししています

鈴鹿警察署 80-0110

お知らせ 

　債権回収を名乗る業者から「電子消費者契約通

信未納利用料請求最終通達書」というはがきが届いた。

全く身に覚えがないが、どのように対処すればいいか？ 

 

　最近、利用した覚えのない有料サイトの利用料

や詳細不明の債権について、支払いや連絡を求め

るはがきが届いたという相談が数多く寄せられてい

ます。おそらく何らかの名簿に基づいて相手構わず送りつ

けているものと思われますので、身に覚えのない請求に対

しては、応じないようにしましょう。 

■はがきの特徴
○債権回収の委託を請け負った架空の業者名（●●債

権回収機構、●●信用債権管理事務所、法務省認

可団体●●、特殊法人消費者共同団体、UFJ●●、(株)

通信ネットサービス)や架空の弁護士名、法律事務所

名などを名乗っている 

○最終通告なので連絡するようにと、電話番号のみが

記載されている。 

○何の債権か明細がはっきりしない。金額、振込先も不明 

○短期間で期日を設定し、それまでに連絡がなければ、

裁判後強制執行をするなど脅迫や嫌がらせとも思える

文面が書かれている。 

■対処方法
○身に覚えがないものは、一切支払う必要はありません。

請求には応じないようにしましょう。 

○こちらからは一切連絡せず、無視するようにしましょう

（個人情報は絶対教えない）。 

○警察へも情報を提供し、はがきは証拠として保管しましょう。 

　三重県県民生活センター　　　059-228-2212 

　鈴 鹿 市 市 民 対 話 課 　　　82-9004

 

消費生活相談  身に覚えがない架空の請求が横行しています。ご注意を 
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市民文化祭
㈶文化振興事業団　　84-7000　　84-7755

http://www.s-bunka.net/

　市民文化祭は、普段の成果を発揮

することで、アマチュア芸術部門の育

成を促すことを目的に開催しています。 

と　き　平成17年２月下旬～３月上旬 
内　容　民謡大正琴、ダンスパーティー、
謡曲舞踊、アコースティックサミット（仮題、

旧市民コンサート）、春の歌謡大会、

邦楽演奏会、奇術の祭典、吟と舞 

※一般参加の応募を10月31日㈰まで

受付けます。文化会館にある用紙に

必要事項を記入し、文化会館へ 

 
歴史・文化探訪鈴鹿文化アカデミー
文化課　　82-9035　　82-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　9月26日㈰　13時30分から 
集　合　江島若宮八幡宮神社駐車場 
内　容　「伊勢街道と沖安海」と題し、
伊勢街道の散策や江島神社、悟

真寺、久留真神社などの訪問、沖

安海についての講演会 

講　師　皇學館大学  高倉教授 
定　員　 50人（応募多数の場合は抽選） 
受講料　無料 
申込み　9月15日㈬（必着）までに、は
がきに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号を記入し文化課へ 

※沖安海に関する書物、資料をお持ち

の方は同課へご連絡ください。 

 
下水道フェア

下水管理課　　82-7641　　84-3938
gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

と　き　９月11日㈯　10時30分～16時 
ところ　鈴鹿ハンターセンターコート 
内　容　下水道なんでも相談、パ
ネル展示、アトラクションなど 

参加料　無料 
 
小・中学校児童生徒科学作品展
指導課　　82-9028　　83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

と　き　９月11日㈯、12日㈰、14日㈫
　9時～16時30分（14日は９時～12時） 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　市立小・中学校生が取り
組んだ観察・実験などの研究記録、

動植物の採集標本、創意工夫し

た実験器具や装置などの展示 

入場料　無料 
 
ガーデンフェスタ’04

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

と　き　10月11日（月祝・体育の日） 
ところ　県営鈴鹿スポーツガーデン 
内　容　プール、テニス場の一般開放、
シドニーオリンピック銀メダリスト中村

真衣選手による泳法指導、鈴鹿医

療大学加藤先生による講義、テニス

クリニック、キッズサッカースクールなど 

参加料　無料 
申込み　９月20日㈪まで 
 

 

平成16年度後期スポーツ教室
市立体育館　　87-6006　　87-6008

supotsu@city.suzuka.mie.jp

■バドミントン
対　象　一般の方 
定　員　各50人（先着順） 
○木曜コース（全15回）
と　き　10月14日から３月10日まで
の木曜日　９時30分～11時30分 

参加料　3,000円 
申込み　9月16日㈭　8時30分から 
○土曜コース（全10回）
と　き　10月９日から３月５日まで
の土曜日　９時30分～11時30分 

参加料　2,000円 
申込み　9月18日㈯　8時30分から   
■卓球 
対　象　一般の方 
参加料　各コースとも3,000円 
申込み　各コース９月15日㈬　8時
30分から 

○中・上級コース（全17回）
と　き　10月13日から3月2日まで
の水曜日　10時20分～12時 

定　員　40人（先着順） 
○初心・初級コース
と　き　10月13日から3月2日まで

の水曜日　9時～10時20分 

定　員　45人（先着順） 
■バレーボール（全18回） 
対　象　一般女性 
と　き　10月７日から３月10日
までの木曜日　10時～12時 

定　員　50人（先着順） 
参加料　2,500円 
申込み　９月30日㈭まで 
■さわやか健康教室（全17回）
対　象　50歳以上の方 
と　き　10月8日から３月11日まで
の金曜日　13時～14時30分 

参加料　1,500円 
申込み　９月30日㈭まで 
■健康教室（全18回）
対　象　一般の方 
と　き　10月8日から3月4日まで
の木曜日　19時～21時 

参加料　2,000円 
申込み　９月30日㈭まで 
■女性健康教室（全25回）
対　象　一般女性の方 
と　き　10月8日から3月4日まで
の火・金曜日　9時30分～11時30分 

参加料　2,500円 
申込み　９月30日㈭まで 
■柔道（全20回）
対　象　小学１年生～中学３年生 
と　き　10月16日から３月12日
までの土曜日　19時～21時 

参加料　6,000円 
申込み　10月２日㈯まで 
■剣道（全20回）
対　象　小学１年生～中学３年生 
と　き　10月16日から３月12日
までの土曜日　19時～21時 

参加料　6,000円 
申込み　10月２日㈯まで 
※会場は、柔道、剣道は武道館、そ

れ以外は市立体育館 

※お子様連れでの参加はできません。 

※開催場所で受け付けます。受付時

に参加料を持参してください。 

 
第二創業塾

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

対　象　新規市場開拓を図りたい、
新商品・サービスなどの開発、下請

昼間講座「手結び着付初級コース」

相談員研修講座（基礎編）

語学講座
スポーツ教室

こころの健康づくりセミナー

 

2004・9・522

催し物催し物 催し物 

お知らせ 

講座講座・教室教室 講座・教室 
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市民文化祭

歴史・文化探訪鈴鹿文化アカデミー

下水道フェア

小・中学校児童生徒科学作品展

ガーデンフェスタ’04

平成16年度後期スポーツ教室

第二創業塾

けからの脱却をめざしたい経営者 

と　き　10月13日㈬、20日㈬、27日㈬、
11月２日㈫、10日㈬　13時～17時 

ところ　鈴鹿商工会議所２階会議室 
参加料　3,000円（資料代） 
定　員　30人（先着順） 
申込み　鈴鹿商工会議所（　82-
3222）高橋へ 

 
昼間講座「手結び着付初級コース」
勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　一般の方 
と　き　10月５日から12月21日までの
毎週火曜日（全12回）　10時～12時 

※１回は別の曜日に行います。 

定　員　15人 
受講料　8,400円 
申込み　9月30日㈭までに、電話
で勤労青少年ホームへ 

 
相談員研修講座（基礎編）
男女共同参画課　　81-3113　　81-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　ボランティアで相談員として活動
していただける方、今後携る希望の

ある方で、基礎編終了後、実務編（平

成17年度実施予定）を受講できる方 

と　き　10月～平成17年3月の第2、
第4金曜日　18時～20時（全10回） 

内　容　フェミニストカウンセリングの
視点に立った相談員の研修講座 

定　員　10人程度 
受講料　1,000円（資料代） 
申込み　9月22日㈬までに、封書、フ
ァクス、メールで、氏名、住所、電話

番号、受講の動機（1,200字程度）

を記入の上、男女共同参画課へ 

 
語学講座

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

■英会話中級
○月曜日コース(全18回)
と　き　11月１日～平成17年３月28日ま
での毎週月曜日　19時～20時30分 

○水曜日コース（全20回）
と　き　10月６日～平成17年３月９日
までの毎週水曜日　10時30分～12時 

■英会話初級
○水曜日コース（全20回）
と　き　10月６日～平成17年３月９日
までの毎週水曜日　19時～20時30分 

○木曜日コース(全20回)
と　き　10月14日～平成17年３月10日
までの毎週木曜日　10時30分～12時  

■韓国語（入門講座：全20回）
と　き　10月６日～平成17年３月９日
までの毎週水曜日　19時～20時30分 

※いずれも、協会事務局（神戸１丁目１-１

鈴鹿市駅ビル３階）で行います。 

定　員　英会話各講座20人、韓国語
講座15人（応募者多数の場合は抽選） 

受講料　賛助会員１万5,000円、一般１
万7,000円（英会話中級の月曜日コー

スは、賛助会員１万3,500円、一般１万

5,500円、各講座テキスト代別途要） 

申込み　9月21日㈫までに、電話で
同協会へ 

 
スポーツ教室

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

■アクアビクス中級コース
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　10月22日から11月26日まで 
　の金曜日（全６回）　10時～11時 

受講料　5,000円 
※その他、ベーシックテニス朝コース、グレー

ドアップテニス夜コースもあります。申

込みなど詳しくは、スポーツガーデンへ 

 

こころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　　82-8672　　82-7958 

と　き　9月16日㈭　13時30分から 
ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 
内　容　「働きざかりのこころの健康
～うつの予防と治療を中心に～」 

申込み　9月10日㈮までに電話で
鈴鹿保健福祉部へ 

ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え もやせないごみ

運動靴や学校などで使用する上履き、サンダル、革靴などは、ゴムや硬いプ
ラスチックが使用されているので「もやせないごみ」で出してください。
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催し物 

お知らせ 

講座・教室 

’04人権ふれあい劇場『うたものがたり・あほろくの川だいこ』 
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

と　き　10月2日㈯　14時開演（13時30分開場） 
ところ　文化会館けやきホール 
出　演　岩瀬よしのりと鬼剣舞 
定　員　500人（先着順、整理券の配布はありません） 
入場料　無料 
　音楽や踊り、民話や伝承芸能などは、長い時の流れの中で、

親から子、孫へと語り伝えられてきました。そして、一つ一つの話

には、語り継いできた人々の生活や歴史、風景が幾重にも重なり、

生きることの喜びや悲しみ、絶望、願いなどが込められています。 

　『あほろくの川だいこ』は美濃と尾張の間を木曽川・長良川・

揖斐川が、まるで蜂の巣のように入り乱れていたころの「ろくの渡

し」に伝わる話です。目が見えず、そのうえ記憶喪失である若者は、

村人に「あほろく」と呼ばれ、大雨の日に川の堤に立ち、川の様

子を太鼓を叩いて知らせるという大切な仕事を引き受け、雨が降

るたび川に立ちました。そのおかげで村は大変助かりました。 

　しかし、ある日大雨が村を襲います。ろくは川の堤に仁王

様のようにしっかりと立ち、顔を真っ赤にして太鼓を打ち続け

るのでした．．．． 

　木曽三川に暮らす人々にとって「水」は豊かな自然の恵みである

と同時に洪水をもたらす恐ろしい存在でもありました。江戸時代145

年間に100回以上の洪水があったとされており、この洪水の数は木曽

三川沿いに暮らした祖先たちの苦悩を如実に語っています。また、

江戸時代初期には「御囲堤」が造られ、美濃の国の堤は尾張側より常

に三尺低くなければならなかった歴史的苦悩もそこに重なっています。 

　この物語は「あほろく」に象徴される「社会的弱者」の立場にな

って書かれた作品です。それは物があふれ、またメディアの氾濫の

中で生活に追われ、知らず知らずのうちに「弱い人たち」の事を忘

れてしまっている私たちへの一つのメッセージなのではないでしょう

か。この物語を通じて、「忘れられている人」、「語られた話の背

景にある人々の心や声」を感じ取りたいと思います。 

 

おにけんばい 

おかこいつつみ 

 


