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pecial
特集：マナーとモラル�

 今の時代に失ってはならないもの�
 次の時代に伝えなくてはならないもの�

マナーとモラル�

Qマナー・モラルが�年々低下してきていると�
思いますか�

思う�

思わない�

1.359人�
［89.23％］�

71人［4.66％］�

わからない�
93人［6.11％］�

いつのころからか�

当たり前のことが�

当たり前でなくなってしまった�

いつのころからか�

自分さえよければ�

という風潮になってしまった�

いつのころからか�

例外があちこちで�

原則のようになってしまった�

ほんの一部の心ない人の行動に�
どれだけ多くの人が迷惑しているか知っていますか�

市民1,523人に聞きました�

マナーとモラル�
思いやる、心。�
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■先人たちが残したモラル（道徳）、そしてわたしたちが作
るマナー（礼儀）、どちらも大切にしていきたいものですね。
利己主義が当たり前のように横行しています。あるいはまた、
多くの人が権利ばかりを主張しすぎていると思います。そん
な時だからこそ、モラルをベースに、みんなでマナーを徹底し
たいものです。（58歳・男性）  �

■凶悪犯罪の低年齢化及び幼児などへの虐待など、子ど
もを持つ親世代の人間性が低下しているように思う。しかし、
その40歳世代を育てたのは、わたしたち60～70代の世代
です。わたしたちの世代は戦争後のもののない時代に育ち、

心身ともにハングリーでした。その反動で自分の子どもすな
わち40歳世代を甘やかし、またその子らが育つころは高度
成長期で、ほしいものは何でも与え、心を育てるのがおろそ
かになっていました。だからそのツケが今の悲しい現実にな
っているのではないか、と反省しているのは、わたしだけでし
ょうか？（64歳・女性）�

■犬の散歩をしている人で、処理用品を持たずにいる人が
目立つ。40～50代の男性に多いと感じる。たばこの吸殻も、
当然のように道や他人の家の前で捨てていく。「いい大人
が・・・」と、悲しくなる。（35歳・女性）�

市民599人から意見をいただきました�

メルモニアンケート市政56「マナー・モラルに対する意識など」（４月25日～５月1日）結果報告から抜粋�

わたしたちは�
学校で決められたこと、自分たちで決めたこと�
マナーとルールはちゃんと守ります�

スポーツにはルールがあります�
ルールを無視してもいいというルールはありません�
ルール違反は即退場です�

時と場所をわきまえて使用していますか�
大きな声での会話が周りの方への�
迷惑になっていませんか�
自動車の運転中に使用していませんか�
あなたの心、マナーモードになっていますか�
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レンズ レンズ 
光太夫がつなぐ日露交流 
ロシア国立エカテリーナ宮殿博物館長が鈴鹿を訪問 

「夢・創造・活力」先生たちの熱い 
プレゼンテーションで競いました 

　4月6日㈬、ロシア国立エカテリーナ宮殿博物館の

イワン・サウトフ館長ら6人が当市を訪れました。 

　サウトフ館長は、1992年に公開され、光太夫を描い

た映画「おろしあ国酔夢譚」の撮影時に、エカテリー

ナ宮殿での撮影を許可した縁があることから、今回

在日ロシア連邦大使館で開催された「ロシア大琥珀展」

で来日した機会に合わせて、当市を訪問しました。 

　サウトフ館長は、市長を表敬訪問した後、大黒

屋光太夫資料室、光太夫の供養碑、白子港のモ

ニュメントなど、光太夫ゆかりの史跡を見学し、「光

太夫は鈴鹿からロシアを訪れましたが、私たちはエ

カテリーナ宮殿博物館から鈴鹿を訪れた初めての

ロシア人です。今日は良い記念日になりました」と

話していました。 

　また、若松小学校内にある大黒

屋光太夫資料室では、光太夫に関

連する資料に熱心に見入り、小学

校の入学式を終えた児童たちに声

をかけ、交流を深めました。 

　4月25日㈪、市役所教育委員会室で、教育関
係者など12人で構成する夢すずか学校プラン

推進委員会（委員長／鈴鹿国際大学短期大学

部学長・佐治晴夫さん）が開かれ、夢すずか

学校プラン支援事業に応募した市内公立の2園

18校の学校長、教職員などによるプレゼンテ

ーションと委員による選考審査が行われました。 

　同事業は、「夢・創造・活力」ある学校（園）

づくりを支援することを目的に行われるもので、

選考された学校（園）は、補助金を受けて1年間

提案したテーマに即した取り組みが行われる

ことになります。選考の結果、提案した学校（園）

すべてで取り組むことになりました。 

※「プレゼンテーション」（presentation）：提示、説明 

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka

夢すずか学校プラン支援事業実践校（園）

飯野幼稚園　神戸小学校　清和小学校　鈴西小学校  

国府幼稚園　国府小学校　鼓ヶ浦小学校　神戸中学校  

合川小学校　桜島小学校　椿 小 学 校　創徳中学校  

飯野小学校　庄内小学校　牧田小学校　鼓ヶ浦中学校  

河曲小学校　白子小学校　明生小学校　天栄中学校  
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ただいま新庁舎建設工事進行中 

新鮮・安心・安全で 
おいしい農産物を食卓へ 

花といっしょに　花ごころも育ててください 
　ショッピングセンター・鈴鹿ハンターは、所有する

農園で栽培した花苗約1万8,000本を、市内の保育所、

幼稚園、小・中学校など129施設に寄贈しました。 

　平成2年、地元農家の協力を得て、約6,000坪の

水田を花作りのための農園として整備し、以来、

弁天山公園などに飾るなどしてきました。平成10

年からは、子どもたちに花を

通じてやさしい心をはぐくん

でもらおうと、教育や福祉施

設へ花苗を贈る活動を始め、

今回で8年目になりました。 

　苗は、秋まで楽しめるマリ

ーゴールド、サルビア、ヒャ

クニチソウ、コリウスの4種類で、

花苗を受け取りに来た牧田保

育所の保育士は「毎年楽しみ

にしています。花壇がにぎや

かになり、子どもたちも喜ん

でくれると思います」と話し

ていました。 

　4月29日㈮、「新鮮」、「安全・安心」、「生産地と生
産者の顔が見えるマーケット」をキャッチフレーズに、

鈴鹿農業協同組合がファーマーズマーケットを地子

町にオープンし、委託販売契約を結んでいる約150

件の農家の農産物や加工品が店内に並びました。 

　午前9時の開店前には100人を超える行列ができ、

初日の来場者は、1,000人を超える盛況ぶりでした。 

　来場者は、「新鮮でとても良いと思う。今日は混雑して

いたので、またゆっくり来たい」「消費者の視線に品物があ

り買い求めやすい。今後もいろいろな品を置いてもらいたい」

とおおむね好評で、春が旬のサヤエンドウ、タマネギをは

じめ、朝取りのイチゴやタケノコなどたくさんの野菜や果物

を品定めしながら、より良い品を買い求めていました。 

　4月23日㈯、市役所新庁舎建設工事現場で、新庁舎建設に対する理解を深め、
より身近に感じてもらうことを目的に、新庁舎建設工事現場見学会が行われ、

約70人の市民が参加しました。 

　新庁舎は、地上15階、地下1階建てで高さ73m、延床面積は約2万6,700㎡です。

工事は昨年の1月に着工し、今年の12月に完成予定で、来年1月から新庁舎での

業務が開始されることになっており、現在全体の約55％の工事が終了しています。 

　この日は、新庁舎建設現場事務所で概要説明が行われた後、6階と13階の建

設現場で担当者の説明を聞きながら、見学が行わ

れました。参加者の前田政雄さんは、「災害ボラン

ティアを行っているので、特に災害に対する備えに

興味があって参加しました。完成したら、市民に一

層開かれ、だれもが気軽に訪れることができる庁舎

であってほしい」と話していました。 
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大久保義夫　 83-3810

鈴鹿建設高等職業訓練校　 82-1521
対象／つり足場、張出し足場または高さが
5ｍ以上の構造の足場の組立、解体または
変更の作業に就く方　とき／学科7月2日㈯、
3日㈰　受講費／7,500円

足場の組立等作業主任者講習

とき／6月19日㈰14時開演　ところ／市民会館　
入場料／一般1,000円・高校生以下500円　客演／
栃尾克樹（東京佼成ウインドオーケストラ）　指揮
／宮本均　曲目／クラシック、ポップス曲ほか　

西川　 85-6655

白子ウインドシンフォニカ第34回定期演奏会

とき／毎月第1土曜日13時から　ところ／
文化会館第2研修室　講師／長谷先生（鈴
鹿市俳句連盟会長）　※講師の懇切丁寧な
指導が受けられます。特に女性の方歓迎

俳句を始めませんか（泉句会）

とき／7月10日㈰9時〜15時（受付8時30分）　と
ころ／市立副体育館　内容／実技と審判（初級者）　
参加費／無料　申込み／7月2日㈯までに電話で伊
藤へ　※筆記用具、笛を持ってきてください。

伊藤智　 70-0423

市民ソフトバレーボール講習会

とき／7月9日から毎週土曜日18時30分〜21
時（教室：全15回予定）　ところ／武道館弓道
場　参加費／2,000円　※弓道の基礎を習得し、
大会・審査へ誘導します。初心者大歓迎

鈴鹿弓道協会　山田勝彦　 82-0531（夜受付）

弓道を一緒に楽しみませんか弓道を一緒に楽しみませんか

対象／小学1年から高校3年　とき／毎週土曜日10時〜12時　と
ころ／市役所分館第1　2階ホール（シルバー人材センター2階）　
団費／月1,000円　内容／鈴鹿市民文化祭、中央病院コンサート、
敬老の日ふれあいコンサート、施設慰問、各種コンサート出演など

加藤二三子　 87-3296

対象／高校生以上で編成　とき／7月16日㈯　
ところ／市立体育館ほか　参加費／4,000円　
申込み／6月21日㈫までに市立・西部体育館で
申込書を受け取り、参加費を沿えて太田へ

太田充彦　 85-3161

市民9人制バレーボール女子大会人制バレーボール女子大会

とき／7月5日㈫から毎週火曜日3カ月間12回　
10時〜12時　ところ／勤労青少年ホーム　受
講費／12回で8,400円　定員／先着15人　※
あなたも楽しい着付けを始めませんか。

儀賀美智子　 86-3827

昔の着物で個性豊かな着付けを教えます昔の着物で個性豊かな着付けを教えます

とき／6月12日㈰　内容／四日市港と市街を歩
く　約10km　集合／塩浜駅東口9時　参加費／
200円（初参加者300円）　※雨天の場合は6
月19日㈰に順延します。初めての方大歓迎

鈴木利昭　 83-0712

鈴鹿市民歩こう会鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿少年少女合唱団団員募集鈴鹿少年少女合唱団団員募集

ジャズＰＯＰ教室で踊りましょう大豆オーナー募集男女雇用機会均等セミナー

健康体操セミナー参加者募集

簿記検定（3・2級）合格講座

小児喘息勉強会「喘息っ子の部屋作り」

鈴鹿不登校を考える会

「低身長」こども無料相談会

第13回ＥＭ勉強会

6

舘　薫さん（深溝町）フランスパビリオン政府代表部付通訳

　今月の元気なひとは、

愛・地球博で活躍して

いる鈴鹿人、舘さんです。

●鈴鹿から通勤
　愛・地球博の開催に伴い、フランスパビリオンのスタッ

フ募集があり、約300人の応募者の中から選考され、フラ

ンスパビリオン政府代表部付通訳として採用されました。

毎日自宅から、2時間30分かけて、通勤しています。9月

25日の閉幕までの期間、パビリオンの事務局に勤務して

います。 

 

●パリで10年
　横浜生まれの東京育ちで、結婚を機に鈴鹿に来ました。

高校卒業後、語学専門学校を経て、両親を説得し21歳

でフランスに単身留学し、カン大学卒業後、パリ大学大

学院の修士課程を経て博士課程で学び、31歳で日本に

帰国しました。通訳は自分の意志を伝えることなく機械的

な電子辞書のようですが、気配り、言葉使いなど、人間

にしかできない点も多々あります。 

●パビリオン内での文化交流
　万博に参加し、世界各国の方々とのコミュニケーション、

めったにお目にかかれない日本の元首相、大臣に接触す

ることができ、とても勉強になります。パビリオン内スタッフ

は、フランス人、日本人がそれぞれ同人数働いていますが、

文化の違いなどから意思の疎通がうまくいかなかったりす

ることもあり、その都度話し合いをし、解決しています。万

博は、世界各国との文化交流の場でもありますが、パビリ

オン内のスタッフ間でも文化交流が行われています。 

 

●前へ前へ
　21世紀最初の万博が日本で行われるということは、めった

にないチャンスです。先入観を持たないで、ぜひ参加してい

ただきたいです。F1好きのフランス人で鈴鹿を知らない人は

いません。万博の機会を生かして、鈴鹿に誇りを持って、国

際的に有名な鈴鹿をもっと前へ出してほしいと願っています。 
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足場の組立等作業主任者講習

白子ウインドシンフォニカ第34回定期演奏会

俳句を始めませんか（泉句会）

市民ソフトバレーボール講習会

弓道を一緒に楽しみませんか

市民9人制バレーボール女子大会

昔の着物で個性豊かな着付けを教えます

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿少年少女合唱団団員募集

対象／小児喘息を学びたい人　とき／6月16日
㈭10時〜12時　ところ／ジェフリーすずか　
内容／環境整備とダニ除去法　参加費／300
円　主催／小児喘息友の会てくてくの空

三重労働局雇用均等室　 059-226-2318 酒井圭子　 86-7694Ａｇｒｉロマン鈴鹿　豊田　 ・　 79-1048

こども健康フォーラム事務局　 0120-446-870

保井　 059-245-1514鈴鹿ＥＭ交流会　 82-6039

三重県レクリエーション協会事務局　 059-246-9800
                              　                                   059-246-9801すずかのぶどう（代行事務）　 87-0767

とき・対象／毎月第1・2・3月曜日10時30分〜12時大人　
毎月第1・2・3火曜日10時30分〜11時15分ママとキッズ　
19時30分〜21時子ども　毎月第1・2・4水曜日19時30分
〜20時30分大人　会費／月3,000円　申込み／電話で酒
井へ　※最新のポップな曲とリズムにのってダンスをしましょう。

ジャズＰＯＰ教室で踊りましょうジャズＰＯＰ教室で踊りましょう

とき／7月2日㈯大豆の種まき9時〜11時　ところ／広瀬
町のほ場　参加費／1,500円　※お父さん、お母さん、
子どもと一緒に農業体験しませんか。2回草取りをします。
枝豆も食べましょう。収穫後、豆腐、豆料理をします。

大豆オーナー募集大豆オーナー募集

とき／6月9日㈭13時30分〜16時　ところ／
生涯学習センター大研修室（三重県総合文化
センター内）　内容／次世代法行動計画に関
する企業事例発表、講演など　参加費／無料

男女雇用機会均等セミナー男女雇用機会均等セミナー

とき／7月3日㈰13時〜16時　ところ／県立鈴鹿青少年
センター　内容／健康体操実技　定員／18歳以上40人　
参加費／500円　申込み／氏名、住所、電話番号、年齢を記
入の上、ファクスで三重県レクリエーション協会事務局へ

健康体操セミナー参加者募集健康体操セミナー参加者募集

簿記検定（簿記検定（3・2級）合格講座級）合格講座

小児喘息勉強会「喘息っ子の部屋作り」小児喘息勉強会「喘息っ子の部屋作り」

とき／6月14日㈫19時〜21時　ところ／ふれあい
センター（南玉垣アピタ隣）　参加費／100円　※不
登校、ひきこもりで困っている親を中心とした集ま
りです。どなたでも気軽に参加してください。

とき／3級：6月11日㈯19時30分〜21時（毎週土曜日全
14回）　2級：6月12日㈰19時30分から（毎週日曜日全
18回）　ところ／文化会館　受講費／3級：1万5,000円　
2級：2万円（ともに教材費込み）　定員／各20人

鈴鹿不登校を考える会鈴鹿不登校を考える会

対象／お子さんが低身長でないかとご心配な方　と
き／7月9日㈯14時から　ところ／文化会館2階　
相談医／鈴鹿中央病院　西医師　定員／先着20組　
申込み／電話でこども健康フォーラム事務局へ

「低身長」こども無料相談会「低身長」こども無料相談会

とき／6月17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
庭内での正しい使い方、応用　参加費／500
円（ＥＭ菌込み）　※気軽に参加ください。

第13回ＥＭ勉強会回ＥＭ勉強会

7

次回の募集は
8月5日号掲載分です。

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／6月13日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館２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と認められるものは、お断りします。
　　　　　　当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
　　　　　　同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。

飯野高等学校　第9次ローズヴィルカレッジ短期留学派遣団

●オーストラリアの姉妹校
　3月9日から23日まで約2週間、オーストラリアのシドニ

ー郊外にある、幼稚園から高等学校まである私立カトリッ

ク系女子総合学園・ローズヴィルカレッジに短期留学しま

した。この短期留学は、平成元年3月、県の「高等学校イ

ノベーションプログラム」の国際姉妹校提携事業によって

姉妹校関係を築き、以後隔年に相互訪問を行っています。 

 

●活気ある学園
　派遣団は、学校内で希望する生徒の中から6人に選抜

されます。今回のメンバーは、すべて英語コミュニケー

ション科から選ばれました。ローズヴィルカレッジの授

業に参加し、多くの生徒と知り合うことができました。

わたしたちと比べて、皆さんテンションが高く、休憩時

間だけでなく、授業中も先生へ積極的に質問したりし、

学園全体にとても活気がありました。 

●大切にしたい人間関係
　滞在期間中は、関係者宅にホームステイし、オーストラ

リアの文化をホストファミリーとの生活を通して、肌で感じる

ことができました。入浴はシャワーだけで湯船につかる習

慣がなく、逆に日本文化を再発見することができました。

家族全員が22時には就寝し、6時に起床します。日本での

生活よりも健康的に過ごせたようにも感じました。わたした

ちと同じ年代の子どもが、おやすみのキスを交わすなど、

家族間のスキンシップには驚かされました。家族のきずな、

親や友人など人を大切にする文化に見習うべきところがあ

るように感じました。今回の

留学で、体感できたこと、学

んだこと、考えさせられたこと

などを、これからの人との出

会い、かかわりの中に生かし

ていきたいと思います。 

 

 



「
神
戸
石
取
祭
り
」�

「
初
日
の
出
」�

「
岸
岡
山
緑
地
の
シ
バ
サ
ク
ラ
」�

「
平
成
16
年

最
後
の
雪
」�

「
元
気
で
踊
ろ
う
」�

「
初
日
の
出
」�

「
入
道
ケ
岳
山
頂
の
初
日
の
出
」�

「
日
向
ぼ
っ
こ
」�
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平成16年11月から平成17年4月までの期間、表紙写真に応募いただいた作品を紹介します。�



「
コ
ー
ヒ
ー
の
木
」�

「
春
・
闌（
た
け
な
わ
）」�
「
御
薗
ふ
れ
あ
い
朝
市
」�

「
セ
グ
ロ
カ
モ
メ
飛
来
」�

「
無
題
」�

「
無
題
」�

「
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
」�

「
無
題
」�

「
お
披
露
目
の
舞
」�

「
春
の
証
し
」�
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情報館 

水道週間

1

水道総務課　　68-1673　　68-1688 

suidosomu@city.suzuka.mie.jp

水道水　まちのすみまで　未来まで
6月1日から7日までは水道週間です
水道水　まちのすみまで　未来まで
6月1日から7日までは水道週間です

2005・6・510

水道は日常の市民生活や都市機能を維持していく上で、必要不可欠な
施設として重要な役割を果たしています。ここでは、このような水道水を
安定して届けるため、地震に対する取り組みについて紹介します。

※水道水は、配水管に取り付けられた消火栓を使

って消火作業にも利用されます。消火栓は、道

路のマンホールの中に設置されているため、わ

たしたちが目にすることはほとんどありませんが、

火災が発生したときには、市民の生命と財産を

守るために、その威力を発揮します。 

　　消火栓による放水時には、周辺の配水管の流

量が普段と比べて激増し、場合によっては予期

せぬ赤水が一時的に発生することがありますの

でご理解ください。 

※施設の維持管理や緊急時の対応に支障が出ます

ので、水道施設(水源地、送水場や配水池)の出入

り口付近への駐車や周辺へのごみの不法投棄は

しないでください。 

一緒に遊ぼう みんなで楽しく子育てを

お 願 い  お 願 い  お 願 い  お 願 い  

▲ 非 常 用 給 水 袋

▲老朽化した配水管の布設替工事

◆緊急取水拠点の整備

　現在、当市の水道の普及率は99.8％と高普及時

代を迎えており、地震などにより断水した場合

には、社会生活全体に及ぼす影響は計り知れな

いものがあります。そこで、水道局では、大規

模震災に備え、貯水した水を有効に活用するため、

主要な配水池には「緊急遮断弁」を設置して震

災時の水の確保を図ってきました。 

　平成15年度からは、送水場や配水池を「緊急

給水用の拠点

施設」として

順次整備し、

貯水された水

を震災時に直

接取水できる

ように改善し

ています。 

 

◆緊急給水用具の配備

　水道管が破損し、断水したときのために、給水タ

ンク車や布製給水タンク、非常用給水袋などの緊急

給水用具を備蓄して応急給水に備えています。 

　布製給水タンクは、500ℓの容量があり、現在、

送水場や配水池などの水道施設に14袋、水道局

庁舎に8袋、収容避難所である各小学校に2袋ず

つ備蓄されています。 

　また、非常用給

水袋は6ℓと10ℓの

2種類あり、水道局

庁舎に4,800袋備蓄

しています。 

 

◆老朽施設の更新

　見えないところで、水道施設の老朽化が進んで

います。当市では、昭和30年代から50年代に集中

的に整備された多くの水道施設が、耐用年数を迎

えつつあります。水道局では、「老朽施設の更新」

を最も重要な課題とし、計画的に更新事業を実施

しています。中でも、施設の大きな割合を占める

「水道管」については、地震が発生しても被害を

受けにくい耐震継手管に

取り替えています。これ

により、耐震性が向上し、

震災時の被害を最小限に

食い止めることができます。 

　このように、皆さんか

ら信頼されるシステムを

つくりあげるために、新

技術を採用した低コスト

型で、より高品質な施設

に再構築を進めていきます。 

 

▲平野送水場と緊急用仮設給水栓

布製給水タンク!



水道水　まちのすみまで　未来まで
6月1日から7日までは水道週間です
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夏祭り 

運動会（雨天3日） 

人形劇・むすび座 

 

 

 

 

 

人形劇 

夏まつり 

ふれあいわんぱくカ

ーニバル（雨天17日) 

人形劇 

 

 

 

 

水あそび（発育測定) 

アミューズフェスタ 

手作りおもちゃで遊

ぼう（発育測定） 

人形劇・小さいお城

（発育測定) 

 

 

 

 

 

 

おにいさん、おねえ

さんと遊ぼう 

夏の遊びを楽しもう 

園庭で遊ぼう 

運動会（雨天9日） 

おさんぽに行こう 

作ってあそぼう 

 

 

小麦粉粘土、パネル

シアターなど 

水まつり 

運動会 

散歩に行こう 

人形劇・ちんどん 

つくってあそぼう 

お店屋さんごっこ 

 

 

 

 

人形劇・むすび座 

夏まつり 

運動会 

人形劇・むすび座 

 

 

 

 

 

お楽しみ会 

夏まつり 

お楽しみ会 

ミニ運動会 

運動会（雨天3日） 

お楽しみ会 

お楽しみ会 

お楽しみ会 

人形劇 

 

 

 

夏まつり 

人形劇・ちんどん 

おじいちゃん、おばあ

ちゃんと遊ぼうデー 

運動会 

クリスマスリース作り 

人形劇・パン 

 

人形劇 

運動会（雨天15日） 

散歩に行こう 

手作りおもちゃを

作ろう 

 

 

 

 

 

体を動かしてあそぼう 

夏まつり（雨天24日） 

水あそび 

運動会 

さんぽに行こう 

焼き芋（雨天・室内遊び） 

おもちゃをつくろう 

みんなであそぼう 

園庭であそぼう 

 

７月13日㈬

10月１日㈯

１月19日㈭

 

 

 

 

 

７月12日㈫

７月28日㈭

10月15日㈯

２月14日㈫

 

 

 

 

６月16日㈭

10月１日㈯

12月15日㈭ 

 

１月30日㈪

 

 

 

 

 

 

 

６月16日㈭

 

７月21日㈭

９月15日㈭

10月８日㈯

11月17日㈭

２月16日㈭

 

６月16日㈭

 

７月28日㈭

10月１日㈯

10月19日㈬

12月８日㈭

１月11日㈬

２月23日㈭

 

 

 

 

６月29日㈬

７月21日㈭

10月15日㈯

12月19日㈪

 

 

 

 

６月16日㈭

７月22日㈮

８月18日㈭

９月15日㈭

10月１日㈯

10月20日㈭

11月17日㈭

１月12日㈭

１月18日㈬

 

 

 

７月21日㈭

８月25日㈭

９月８日㈭

 

10月１日㈯

11月24日㈭

１月26日㈭

６月７日㈫ 

10月８日㈯

11月16日㈬ 

１月18日㈬

 

 

 

 

 

 

６月16日㈭

７月23日㈯

９月１日㈭

10月８日㈯

10月20日㈭

11月10日㈭

12月８日㈭

１月26日㈭

３月８日㈬

牧田保育所　　78-2010 

 

 

 

※園庭開放は第1・第3水曜日（10

時～11時） 

※子育て相談・発育測定も行っています。 

 
白子保育所　　86-2010 

 

 

 

 

 

※園庭開放は第1・第3水曜日（9時30分

～11時） 

 
神戸保育所　　82-0537 

 

 

 

 

 

 

※車は保育所東側の駐車場へ止めて

ください。 

※園庭開放は５月から２月（８月を除く）

の第３木曜日 

 
西条保育所　　82-6511 

 

 

 

 

 

 

 

※毎回発育測定をします。 

※運動会以外は10時～11時です。 

※車は保育所西の保護者駐車場にと

めてください。 

 

合川保育所　　72-0058 

 

 

 

 

 

 

 

 

※園庭開放は5月から2月の第4木曜日 

※身長・体重測定もします。 

 
河曲保育所　　83-1643 

 

 

 

 

※園庭開放は6月16日、8月4日、9月22日、

10月20日、11月17日、1月19日、3月

2日の各木曜日（10時～11時） 

 
算所保育所　　78-4569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※園庭開放は第1・第3水曜日（9時30分～11時） 

 
深伊沢保育所　　74-2797 

 

 

 

 

 

 

 

※園庭開放は平日の毎日（9時30分～11時） 

 

玉垣保育所　　82-2737 

 

 

 

 

 

※園庭開放は7月6日、9月14日、

12月14日、2月15日の各水曜日（10

時～11時） 
 

一ノ宮保育所　　83-0407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※園庭開放は平日の毎日（9時30分～11時） 

子育て支援〜園庭開放〜

情報館 2

市では、0歳からの子育てを少しでも楽しめるようにさまざまな子
育て支援を行っています。今回は、市立保育所の園庭開放の日程などを
紹介します。　 子育て支援課　　82-7606　　82-7607 

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

一緒に遊ぼう みんなで楽しく子育てを一緒に遊ぼう みんなで楽しく子育てを

お 願 い  お 願 い  お 願 い  

!

※園庭開放 

　保育所の園庭にあるすべり台や

ブランコなど、好きな遊具を使

って自由に遊べます。詳しくは

各保育所に問い合わせてください。 

 

※鈴鹿私立保育連盟の各保育園も

園庭開放を行っていますので、

詳しくは同連盟のホームページ

（　http://hoikuen.suzuka.mie.jp/）

をご覧ください。 
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映画｢埋もれ木｣前売券の発売を開始します　

平成17年 

昨年対比 

人身事故 負傷者数 

2,701件 

+175件 

598件 

+64件 

793人 

+120人 

総件数 

 

 

　　　　○お知らせ 

 
『鈴鹿』ナンバー創設に
向けての要望書を提出しました
企画課　 82-9038　 82-7603

kikaku@city.suzuka.mie.jp 

　5月12日㈭に、自動車｢鈴鹿｣ナ

ンバーの創設に向けて、鈴鹿市長、

亀山市長のほか、両市の関係者が

三重県知事に対して要望を行いま

した。今後は、県から国に対して要

望を行い、国が導入するかどうか

を決定します。国は平成18年度中

の導入をめざしています。 

　今後も引き続き、｢鈴鹿｣ナンバ

ーの創設に向けて、市民の皆さま

のご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コスモス畑の

種まきをしませんか
産業政策課　 82-8698　 82-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp 

　あなたもまぶしいコスモス畑をつく

りませんか。コスモスの種と土地を提

供します。また、

コスモスコンテスト

も行います。あな

たの感性でステキ

なコスモス畑をつ

くってみませんか。 

ところ　地子町地内(ご自分の土
地での種まきも大歓迎) 

定　員　100人（定員になり次第
締切り） 

参加料　1,000円（1区画・肥料
などを含む） 

【説明会】 
と　き　6月19日㈰　10時から 
ところ　鈴鹿市労働福祉会館大
会議室 

申込み　6月17日㈮までに、アグリ
夢創りプロジェクト事務局(鈴鹿

商工会議所内　 82-3222)へ 

※定員になり次第締め切ります。 

※詳しくは、説明会当日にご案内します。 

 
鈴鹿川サイクリングロードが
一部通行止になります

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

　6月20日㈪から翌年2月28日㈫

まで、鈴鹿川護岸工事（国土交

通省施工）のため、サイクリン

グロードの一部（定五郎橋から

木田橋まで）が通行止となります。 

　なお、堤防道路（車道）につ

いては、通行可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
天野奨学金奨学生を募集します
指導課　 82-9028　 83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp 

　この奨学金は、石薬師町出身

の故天野修一さんのご遺族のご

厚志によって設けられたもので、

本年度も次の要領で募集します。 

応募資格　保護者が市内に在住し、
学業成績優秀、品行方正であり、学

資に困っている高校生以上の学生 

奨学金額（給付月額） 
○高校生　6,000円 

○高専・短大生　7,000円 

○国・公立大学生　1万円 

○私立大学生　1万4,000円 

奨学期間　奨学生として決定を
受けた学校に在学する期間 

申込み　6月30日㈭までに、指導
課にある申込用紙に必要事項

を記入し、同課へ 

 
図書館を休館します
図書館　 82-0347　 82-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp 

　6月13日㈪から6月21日㈫まで、

蔵書点検のため特別整理期間と

して休館（移動図書館も含む）

します。なお、本の返却は夜間

返却口をご利用ください。 

 
交通事故が急増しています 
防災安全課　 82-9022　 82-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　交通事故は、全県的に増加傾向

にありますが、鈴鹿市内の増加率

は事故数、負傷者とも県下一を示し

ており、交通に関しては県下一危険

なまちになっています。 

　事故は、交差点での出合い頭事

故が半数を占め、5月7日㈯にも普通

車と原付車の出合い頭事故で高齢

者の方が亡くなっています。 

　皆さん一人ひとりが交通ルー

ルを守り、交通事故防止にご協

力をお願いします。 

■市内交通事故件数（5月16日現在） 
 

 

 

 
任期満了による鈴鹿市

農業委員会委員選挙を行います
選挙管理委員会事務局　 82-9001　 84-3302

senkyo@city.suzuka.mie.jp 

投票できる方　投票日当日、市内に
在住している方で、市農業委

員会委員選挙人名簿に登録さ

れている方 

選挙期日　7月10日㈰　7時～20時 
立候補受付　7月3日㈰　8時30分
～17時 

委員定数　23人（9選挙区） 
※詳しくは、選挙管理委員会事務局へ 

 
鈴鹿青少年センターの

ボランティア（講師・スタッフ）
を募集します 

鈴鹿青少年センター　 78-9811　 78-9809
suzukayc@mecha.ne.jp 

　いろいろな団体がセンターを利

用し、さまざまな活動をしています。

創作活動や自然観察活動、レクリ

ェーション活動などをご指導して

いただけるボランティアの方を募

集します。また、主催事業のスタ

放送大学の学生を募集します

名古屋国税局では税務職員を
募集しています

ハローワークの
窓口を延長します

サイクリングロード
通行止区間

工事区間

河曲駅

木
田
橋

定
五
郎
橋

国
道
１
号

鈴鹿川

関西本
線

お知らせお知らせ お知らせ 

鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  
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　昨年夏に鈴鹿市（NTT研修セ

ンタ跡地）を拠点に県内で撮影

が行われた映画｢埋もれ木｣の一

般上映がいよいよ今夏始まります。 

　鈴鹿市では、昨年3月、｢埋も

れ木｣支援の会を立ち上げ、その

熱意あるボランティアスタッフの協力により、映画の撮影は順

調に進みました。また、たくさんの市民の方々にも、映画のエ

キストラとして出演していただくなど、この映画の製作には、鈴

鹿市としてたいへん深く関わってきました。そして、今回、｢埋

もれ木｣支援の会の主催で上映会を開催することになりました

ので、ぜひ、この機会に市民の方に一人でも多くこの映画をご

覧いただきたいと思います。 

　なお、この映画は第58回カンヌ国際映画祭において、

｢監督週間正式出品作品｣として、上映されました。 

上映期間　7月16日㈯～8月12日㈮(延長の可能性あり) 
上 映 館　ワーナー・マイカル・シネマズ　鈴鹿ベルシティ 
前売券発売所　イオン鈴鹿ショッピングセンターベルシティ、
ミニストップ(四日市市・鈴鹿市・亀山市・津市・芸濃

町の各店)、鈴鹿市民会館、鈴鹿市文化会館 

前売券金額　1,200円(1枚1名様限り、上記劇場のみで有効) 
販売期間　6月1日㈬～7月15日㈮ 
※詳しくは、平日の9時から17時までに｢埋もれ木｣支援の会

(　　82-0220)へ 

※上映時間、上映に関するお問い合わせは、ワーナー・マイカル・

シネマズ鈴鹿ベルシティ(　70-8787)へ 

映画｢埋もれ木｣前売券の発売を開始します　文化課　 82-9035　 82-9071　 bunka@city.suzuka.mie.jp

『鈴鹿』ナンバー創設に
向けての要望書を提出しました

コスモス畑の
種まきをしませんか

鈴鹿川サイクリングロードが
一部通行止になります

天野奨学金奨学生を募集します

図書館を休館します

交通事故が急増しています

任期満了による鈴鹿市
農業委員会委員選挙を行います

鈴鹿青少年センターの
ボランティア（講師・スタッフ）

を募集します

ッフボランティアも同時に募集し

ます。関心をお持ちの方は、セン

ターへお問い合わせください。 

 
放送大学の学生を募集します 

放送大学三重学習センター

　 059-233-1170 　 059-233-1179 
http://www.u-air.ac.jp/hp

　放送大学は、自宅で学べる正

規の大学です。平成17年度第2学

期（10月入学）の教養学部学生

と大学院修士選科生・修士科目

生を募集します。 

種　類
○全科履修生　大学卒業を目的
に学びます。 

○選科履修生　1年間在学し、興
味のある科目を学びます。 

○科目履修生　半年間在学し、
興味のある科目を学びます。 

資　格　全科履修生は18歳以上
で高等学校卒業者、またはこ

れと同等以上の学歴を持つ方、

その他は15歳以上 

※入学試験はありません。 

応募期間　6月15日㈬～8月31日㈬ 
※大学院修士選科生・修士履修生は

お問い合わせください。 

学習方法　自宅のテレビ(CSデジタ
ル放送かケーブルテレビ放送)で、

放送授業を視聴するか、放送大

学三重学習センター(三重県総

合文化センター内)のビデオテ

ープなどを利用して学習します。

(ケーブルテレビは一部地域で

視聴できない場合があります) 

 
名古屋国税局では税務職員を

募集しています 
市民税課　 82-9006　 82-7604

shiminzei@city.suzuka.mie.jp 

　平成17年度国家公務員採用Ⅲ種(税

務)試験が次のとおり実施されます。 

受験資格　昭和60年4月2日から昭
和63年4月1日までに生まれた方 

受付期間　6月21日㈫～28日㈫ 
第一次試験日　9月4日㈰ 
※申込用紙の請求など詳しくは、

名古屋国税局人事第二課試験係

(　 052-951-3511、内線3450)、

または鈴鹿税務署総務課(　 82-

0351)へ 

ハローワークの
窓口を延長します

産業政策課　 82-8698　 82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　在職求職者などで、平日にハロ

ーワークを利用できない方を対象に、

職業相談・職業紹介サービスを窓

口利用時間を延長して行っています。 

と　き　平日：17時～19時、土
曜日：10時～17時 

※祝日、年末年始を除きます。 

ところ　ハローワーク四日市駅
前サービスセンター(四日市

市浜田町4-20　JA三重四日市

ビル6階) 

※雇用保険業務などは対象外ですの

でご注意ください。 

お知らせ 

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
不法滞在・不法就労防止にご協力を

　外国人を雇用しようとする場合には、適法に働くことができる外

国人であるかどうか、旅券、就労資格証明書などで在留資格・在留

期間を確認するようにしてください。 

○不法滞在者は雇用できません
　不法滞在者は、それ自体が違法ですので、働くことができません。 

○在留資格を確認してください
　在留資格が、「留学」・「就学」・「家族滞在」になっている場合は、

「資格外活動許可」がなければ、賃金を得て働くことができません。 

○雇用者も処罰されます
　違反した場合は、その外国人は処罰を受けて国外へ退去させられ、

また、働くことが認められていない外国人を雇った事業主やその雇

用を斡旋した人なども処罰されることになります。 
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　6月24日㈮、25㈯、鈴鹿市を会場に総合観光学会

が開催されます。特別講演をはじめ地域住民との交

流会やシンポジウムなど、鈴鹿市を含め中部地域の

観光について興味深いものとなっています。皆さん

ふるってご参加ください。（参加無料） 

主　催　総合観光学会（観光の学際的研究を目的に
2001年10月に設立。学術的研究だけでなく、地域

との交流も積極的に行なっている学術団体） 

後　援　三重県、鈴鹿市、鈴鹿商工会議所、鈴鹿市
観光協会 

■特別講演「これからの観光振興」
と　き　6月24日㈮　14時～16時 
ところ　鈴鹿商工会議所4階大ホール 
講　師　日本大学商学部教授（総合観光学会会長）
長谷政弘さん 

　（株）日本能率協会総合研究所研究部長（総合観光

　学会理事）高橋光幸さん 

　JR東海相談役（総合観光学会理事）須田寛さん 

※講演後、講師と地域住民との交流懇親会（16時～17時）

を行ないます。（参加無料） 

■基調講演「鈴鹿の観光と地域の活性化について」 
と　き　6月25日㈯　15時～15時30分 
ところ　鈴鹿国際大学国際文化ホール 
講　師　鈴鹿市長　川岸光男 
■シンポジウム「中部観光の課題と展望」
と　き　6月25日㈯　15時40分～17時40分 
ところ　鈴鹿国際大学国際文化ホール 
コーディネーター　立教大学教授　小沢健市さん 
パネリスト　JR東海相談役　須田寛さん、三重の観
光プロデューサー　西川哲司さん、鈴鹿商工会議

所副会頭　鈴木純さん、鈴鹿商工会議所女性部会

長　山本行子さん、鈴鹿市長　川岸光男 

 

 

　　　　○催し物 

 
プラネタリウム
夏番組

文化会館　 82-8111　 82-8580
bunka@city.suzuka.mie.jp

と　き　6月29日㈬から9月25日
㈰まで10時30分から、13時30

分から、15時からの3回 

内　容 
■バーチャル・スペースツアー
　ここは宇宙観光船｢オリンポス

号｣の船内。これから皆さんはバ

ーチャル・スペースツアーに参

加して、

火星への

旅を疑似

体験しな

がら、そ

の素顔を

明らかに

していき

ます。 

■夏の星座(こと座・わし座・は
くちょう座・さそり座・いて
座ほか)

定　員　各回180人 
入場料　無料 
※番組入れ替えのため、6月21日(火)

から28日(火)まで投映を休みます。 

第5回鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣

産業政策課　 82-9045　 82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　6月10日㈮～14日㈫　10
時～18時(14日は15時まで) 

ところ　イオン鈴鹿ショッピングセ
ンターベ

ルシティ

2階イオ

ンホール、

１階セン

ターコート 

内　容　 
○伝統工芸士による鈴鹿墨と伊

勢形紙の実演販売 

○伝統工芸士による鈴鹿墨と伊

勢形紙の各種体験教室 

○新企画｢匠鳩｣の展示 

○新企画｢未来トンネル匠天井｣ 

○新企画｢匠竹あかり｣ 

入場料　無料 
※先着500人に粗品進呈(10日～12日のみ) 

 

自然調査観察会
環境政策課　 82-7954　 82-8188

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

■カタツムリの調査観察会
と　き　6月26日㈰　10時～12時
(雨天決行) 

ところ　椿大神社周辺 
内　容　カタツムリ(陸貝)の採

集と講師による解説など 

定　員　30人 
※応募者多数の場合は抽選 

参加料　無料 
■きのこの調査観察会
と　き　7月2日㈯　9時30分～15
時(雨天決行) 

ところ　県営鈴鹿青少年の森公園 
内　容　きのこの観察と講師によ
る解説など 

参加料　無料 
申込み　いずれも、6月17日㈮(必着)
までに、電話、はがき、ファクス、電

子メールのいずれかで、｢カタツム

リ調査参加希望｣または｢きのこの

調査観察会参加希望｣、住所、氏名、

電話番号、参加人数を記入の上、

〒513-8701　環境政策課へ 

※詳しくは、申込者へ別途連絡します。 

 
下水道排水設備
工事責任技術者試験

下水管理課　 82-7636　 84-3938
gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

対　象　試験日現在、満20歳以上
で、次のいずれかの実務経験が

受験申込日現在で2年以上の方 

○排水設備工事の設計または施工 

○排水設備工事以外の下水道工

事の設計または施工 

○水道工事の設計または施工 

と　き　11月9日㈬　13時から 

平成18年度用
中学校教科用図書展示会

平成17年自衛官採用試験

国際理解料理講座
｢韓国料理｣

相撲教室

鈴鹿青少年センター
ボランティア養成講習会

たくみ　たけ 

たくみ　てんじょう 

たくみ　ばと 

2005・6・514

催し物催し物 催し物 

講座・教室 

総合観光学会　　　　　　　　　　　商業観光課　 82-9020　 82-0304　 shogyokanko@city.suzuka.mie.jp
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プラネタリウム
夏番組

第5回鈴鹿市伝統工芸士展
｢墨と形紙の祭典｣

自然調査観察会

下水道排水設備
工事責任技術者試験

ところ　メッセウイング・みえ(津
市北河路町19-1) 

受験料　3,000円 
申込み　6月27日㈪から7月8日㈮
までに、申込書に必要事項を記

入の上、〒514-0301　津市雲出
鋼管町52-5　㈶三重県下水道公

社雲出川左岸浄化センター排水

設備担当(059-235-2030)へ 

※申込書は県内市町村下水道担当課、

県内浄化センターにあります。 

 
平成18年度用

中学校教科用図書展示会
指導課　 82-9028　 83-7878

shido@city.suzuka.mie.jp

■法定展示
と　き　6月17日㈮～30日㈭　月
～金曜日は9時～20時、土・日

曜日は9時～17時 

ところ　市役所分館第2　2階第2会議室 
■移動展示
とき・ところ
○5月26日㈭〜6月1日㈬
　平田野、天栄、大木中学校 

○6月2日㈭〜6月8日㈬
　創徳、白子、千代崎中学校 

○6月9日㈭〜6月15日㈬
　白鳥、鈴峰、神戸、鼓ヶ浦中学校 

※展示時間は平日の9時～17時(土・

日曜日は除きます) 

※6月2日、9日は移動日のため、12時～17時です。 

平成17年自衛官採用試験
市民課　 82-9013　 82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

職　種　2等陸・海・空士(男子) 
応募資格　18歳～27歳未満 
と　き　6月12日㈰ 
ところ　陸上自衛隊久居駐屯地(近
鉄久居駅下車徒歩3分) 

内　容　学科、適性、面接、身体検査 
申込み　6月11日㈯まで 
※平成17年7月～8月ごろに採用を

決定します。 

※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・1779)へ 

 

 

　　　　○講座・教室 

 
国際理解料理講座
｢韓国料理｣

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

と　き　6月26日㈰　10時～14時 
ところ　文化会館調理室 
内　容　韓国の家庭料理 
参加料　賛助会員1,200円、一般
1,500円 

定　員　30人 
※応募者多数の場合は抽選 

申込み　6月17日㈮までに、電話
で㈶鈴鹿国際交流協会へ 

相撲教室
武道館　 88-0622　 88-0940

対　象　小・中学生 
と　き　6月25日㈯から8月27日
㈯までの土曜日10回　14時～

16時 

ところ　武道館 
参加料　2,000円 
※スポーツ保険を含みます。 

申込み　6月22日㈬までに、参加
料を添えて武道館へ 

 
鈴鹿青少年センター
ボランティア養成講習会

鈴鹿青少年センター　 78-9811　 78-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　高校生、大学生、一般、
その他ボランティア活動に関

心のある方、センターでの子

どもの活動をサポートしてい

ただける方 

と　き　7月2日㈯、3日㈰(1泊2日) 
ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　ボランティア活動につい
ての意義や心構えを学ぶとともに、

いろいろな諸活動プログラムを

体験します。 

定　員　30人 
参加料　3,000円程度 
申込み　6月1日㈬～15日㈬ 
※申込方法など詳しくは、鈴鹿青少

年センターへ 
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催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

変 わ る の は だ れ ？  
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
男女共同参画課 81-3113 81-3119 danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　社会的・文化的につくられた「男らしさ」「女らしさ」

という性別をジェンダー（gender）といいます。性別役

割分担意識は、このジェンダーによってもたらされたもの。

「男性は仕事、女性は家事･育児」「男は度胸、女は

愛嬌」「男の子はブルー、女の子はピンク」。このよう

な決めつけが、学校・職場や家庭、メディアなど、日

常生活の中に知らず知らずのうちに組み込まれてきま

した。それぞれの個性を尊重せず、ジェンダーにとらわ

れることは、不当な性差別を生み出してきたのです。 

　今や共働きの夫婦が増え、それぞれの家庭の中では家

事や育児の分担が行われているでしょう。男性の育児休業

取得も制度化されてきました。しかし、男性が育児休暇を取

ることはまだまだ珍しく、画期的な例として取り上げられます。

同じように仕事をしているのに、家事も育児も女性の役割と

いう固定観念は、男性はもちろん女性にも残っています。

特に、子育ては自分の役割と思い込むあまり、子育て上の

悩みを夫に相談することもできず、一人で抱え込んでしまっ

ている女性がいるのではないでしょうか。あくまで男性は「手

伝う」側であり、自分の努力でなんとかしなければならない

という女性側の思い込みは、男性が家事や育児に積極的

に関わるチャンスを奪っているのかもしれません。 

　男女共同参画社会は、男性がつくっている社会に女性

が進出していくことではありません。男女がお互いに人権

を尊重しながら、だれもが個人として個性と能力を発揮し、

自分らしく暮らせる社会。決して、女性の権利ばかりが主

張されるのではなく、男性の権利も守られる社会なのです。 

総合観光学会



椿小学校�小�学�
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玉垣・桜島地区民運動会�

　特集「マナーとモラル」の材料として

市政メールモニターの方を対象にした

アンケートの掲示板に、マナー、モラル

についての意見や考えを書き込んでい

ただきました。これまで実施したアンケ

ート56回の中で、最多書込者数の599

人になりました。�

　内容を見ると、キーワードとして「たば

こ」「ごみ」「車」「携帯電話」「しつけ」「犬

の糞」が多く、現代社会のマナー・モラル

に対する憂い、嘆き、怒りの声が寄せられ

ていました。「思いやる心」、いつ・どんなと

きでも忘れないようにしたいですね。（宗）�
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　平成９年「小学校における英会話等の機会の充実

に関する文部省研究開発学校」に指定され、今年９

年目を迎える椿の英語活動が始まりました。『Hello 

World!』 We are “Tsubaki-kids!”～椿から世界へ発

信～をキャッチフレーズに、ＥＥタイム（Enjoy English 

Time）で週１時間、全学年で担任と英語指導助手と

のティーム・ティーチングで進めています。”Smile” 

”Eye contact””Listen carefully”を合言葉に、歌や

絵本の読み聞かせ、ゲーム活動を通して楽しく英語

に親しんでいます。�

　また、英語活動の発展として、子ど

もたちがより実践的にコミュニケーショ

ンを図る場として、外国の方をお迎え

して国際交流活動を行ったり、修学

旅行や社会見学で外国の方にインタ

ビューをしたり、在日外国人児童と交

流したりする活動も取り入れています。�

　教職員一同、子どもの声・教師の声・

保護者の声が響き合う、活力ある学

校づくりをめざして取り組んでいきます。�二宮尊徳像�


