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特集：夢・目標に向かって�

三重県立白子高等学校�

敬老会で悪質商法の被害に遭わないよう呼びかける丹羽さん�

より良いまちづくりのためにボランティア活動を�

生活国際科3年�丹羽 明日香さん�

　昨今、家庭や地域など青少年を取り巻く環境、青少年
自身のものの考え方、社会全体の価値観など、さまざま
な変化を遂げてきている現代社会。このような変化の時
代にあって、多くの青少年が、自分の将来に夢や希望を
明確に持つことが難しく、自分にも理解できないような焦
りや苛立ちにさいなまれているように感じられます。�
　今回の特集は、このような変化の時代にあって、自ら
の夢に向かって日々努力とチャレンジを続けている市内
在住の高校生に、それぞれの持つ夢や将来の目標など
について、語っていただきました。�

※「学校家庭クラブ」＝家庭科（家政科）を設置している県内の高等学
校9校で三重県高等学校家庭クラブ連盟を組織し、家庭科で学習した
知識・技術を生かし、地域の家庭生活や社会生活の改善・向上のため、

研究発表大会や指導者養成講座などを実施。白子高校は、生活創造科・
生活国際科の全員が加入し「創造・勤労・愛情・奉仕」の4つの基本精
神のもとに、研究活動・奉仕活動・社交的活動を中心に行っている。�

　学校家庭クラブで「悪質商法」を

テーマにした研究発表を行おうと、

昨年夏、鈴鹿警察署や県民生活セ

ンターをたずねて、実態などを調査

しました。調査の結果、鈴鹿市でも

数多く事件が発生していることが分

かり、特に高齢者の方が、悪質商法

の被害に遭わないようにと、調査研

究しました。そして、クラスの有志で

手作りのチラシと10分程度の寸劇を

つくり、市内の敬老会などで演じてき

ました。演劇部でもなく、人前での演

技に恥ずかしさもありましたが、被害

防止に少しでも役立っていたらうれ

しいです。�

　今年３月に学校を卒業し、４月から

は社会人としての生活が始まります。

鈴鹿で生まれて育ち、これからも鈴

鹿で生活していくので、自分の住む

まちがより良くなるよう、さまざまなボ

ランティア活動をしていきたいと思い

ます。学校で学んだ地域との積極的

なかかわりをこれからも大切にして

いくとともに、卒業後も学校への恩返

しの意味で、学校活動にも協力して

いきたいと考えています。�
�

○鈴鹿市の印象と将来像�

　鈴鹿市は静かで落ち着ける場所も

あれば、サーキットのようなにぎやか

な場所もあり、住みやすいと思います。

小さい子どもから高齢者の方まで安

心して生活できるまちになればいい

なと思います。�

夢�目標�
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三重県立神戸高等学校�

日本文化と外国文化をつなぐ通訳に�

普通科2年� 片岡 奈々恵さん�

　小さいころから外国の音楽を聴い

たり、映画を見たりして、外国の人た

ちの自由奔放な生活スタイルやまち

の雰囲気などにあこがれていました。

音楽ではイギリスのボーイズグループ・

ウエストライフ、映画では「バック・トゥ・

ザ・フューチャー」がお気に入りです。�

　当面の目標は、大学に進学し、語

学を学ぶことと、学生のうちに留学を

経験することです。日本とは違った

文化や生活環境の中で過ごし、外

国語を学ぶだけでなく、物の見方や

考え方、価値観などを勉強したいと

思います。その意味では、日本を知

ることも大切なことだと考えています。

そして将来は、そうした経験を生か

した通訳者になりたいと思っています。

学校では、英語と歴史に力を入れて

しっかり勉強しています。�

　鈴鹿市には総人口の約4.5％に当

たる約9,000人もの外国人の方が住

んでいます。生活習慣や文化の違い

からさまざまな問題も生じていると聞

きます。相互理解ができれば、解決で

きることもたくさんあると思いますので、

日本文化と異なった文化をつなぐよ

うな役割のできる通訳をめざしたい

です。�
�

○鈴鹿市の印象と将来像�

　F１で知名度が高く、産業も盛んで

活気があるまちだと思います。その

一方で広々としたのどかな田園風景

もあり、住みやすいまちでもあると思

います。神戸のまちのような古き良き

ところは残しつつ、明るく元気で国

際的な都市になってほしいと思います。�

三重県立飯野高等学校�

かけがえのない命を救う消防士に�

英語コミュニケーション科3年�
松本 孝介さん�

　小学生のころ、自らの命をも顧み

ず人命救助に向かう消防士の姿を

テレビで見て感動したことがきっかけ

で、消防士になりたいと思いました。

消防士をめざし、昨年、鈴鹿市の採

用試験（消防）を受験し合格するこ

とができ、とてもうれしいです。�

　今年4月からの消防学校での訓練

などについていけるよう、また、強靭

な体づくりのため、毎日欠かさず筋

力トレーニングをしています。また、

中学2年から高校2年までの4年間、

アメリカのアラバマ州で生活をしてい

ましたので、そこで培った語学力を

現場でも生かしていけるよう勉強して

います。�

　これから、市民の生命を守るため、

いろいろな訓練や勉強を積み重ねて

いきたいと思います。将来、どんな

災害や事故にも対応できる消防士に

なりたいと思います。�

�

○鈴鹿市の印象と将来像�

　鈴鹿市は外国人も多く国際化が

進んでいくまちだと思います。これか

らも、今まで以上に住みやすいまちと

して発展していってほしいと思います。�
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特集：夢・目標に向かって�

三重県立稲生高等学校�

世界で活躍できる柔道選手に�

体育科2年� 名渕 里美さん�

　兄と姉が近くの柔道場に通ってい

たこともあり、小学３年生から柔道を

始めました。始めたときは何も分から

ずただ言われるがままに練習してい

るといった感じでした。中学になって

から試合で勝つことの楽しさを覚え、

もっと強くなりたいという自らの意志

が芽生えたように思います。中学ま

で南牟婁郡鵜殿村で過ごしてきまし

たが、柔道で強くなりたいと思い、稲

生高校女子柔道部へ進み、１年生の

ときから一人で下宿生活をしています。

炊事、洗濯、掃除など身の回りのこ

とは自分でしなくてはいけませんが、

これも柔道で強くなるための試練の

一手段と考えるようにしています。�

　部活動は、平日は３時間、土・日

は終日練習を行うこともあります。長

期休業期間には、合宿や遠征で他

県へも出掛けたりしています。目標と

している選手は、アテネオリンピック

で金メダルを獲得した谷本歩実さん

です。当面の夢は、全国大会でベス

ト４に入ることですが、将来は谷本さ

んのような世界で通用する柔道選手

になることです。辛さや苦しさを乗り

越えて、高校最後の年にいい夢が見

れるよう、これからも一生懸命に精進

していきたいと思います。�
�

○鈴鹿市の印象と将来像�

　スポーツ施設が充実していてとて

もいいまちだと思います。自然が多

いまちでもあり、その自然をずっと大

切にしていってほしいと思います。�

三重県立石薬師高等学校�

社会貢献できる技術者に�

普通科3年�
たかよし�

鈴木 崇馨さん�

　小学校時代を東京で過ごしていた

ときに、大学で一般公開の実験教室

が開かれていたので、よく参加して

いました。その教室で体験したラジ

オづくりなどを通じて、電子回路に

興味を抱くようになりました。高校卒

業後は、大学へ進学し電子工学の

分野で、ロボットや計測機器やエレク

トロニクス機器の制御とシステム設計

について研究したいと思います。そ

して、人間にとっての利便性の追求

だけでなく、地球環境に負荷をかけ

ない、そんなものづくりに寄与したい

と考えています。普段は、科学雑誌

や物理に関する本を読んだり、新聞

などで発表された電子関連の研究成

果にも注目したりしています。�

　２年後期・３年前期に生徒会長を

務めていて、学校の２大イベントであ

る体育祭・文化祭の企画に携わり、

協力するということの大切さや一つ

のことを終えたときの達成感を得るこ

とができ、とてもいい経験をさせてい

ただきました。これから進む分野の

研究においても「チームワーク」を大

切にして、社会に貢献できるものづく

りをめざしていきたいと思います。�
�

○鈴鹿市の印象と将来像�

　住んでいて不便さは感じないです。

緑の多い住みよいまちだと思ってい

ます。将来は、あらゆる意味で、全

国の模範になれるまちになってほし

いと思います。�

体育祭であいさつをする鈴木さん�

道場で汗を流す名渕さん（右）�
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享栄学園鈴鹿中学校�

高等部2年� 稲垣 慎也さん�

命の大切さを伝える教師に�

　新年明けまして、おめでとうござい

ます。�

　新たな年を迎えられ、市民の皆さま

におかれましては、健やかにお過ごし

のことと、お喜び申し上げます。何卒、

本年もよろしくお願いいたします。�

　大変長い間、ご不便をお掛けしてま

いりましたが、ようやく新庁舎が完成し、

この１月４日から業務を開始いたします。

職員一同、新たな気持ちで、市民の皆

さまの「満足度向上」に向けて取り組

んでまいりますので、よろしくお願い申

し上げます。なお、旧庁舎の取り壊しな

ど、今後も継続して庁舎周辺の整備

を行いますので、すべての工事が完了

するのは、今年の夏ごろになる予定です。�

　さて、本年４月から新しい「総合計

画」がスタートします。この「総合計画」

というのは、今後10年間の行財政運

営の基本となる指針や重要な施策を

まとめたものです。これまでの総合計

画との違いは、市民の皆さまと協働し

て作り上げたという点、より具体的な

数値目標を掲げたという点、担当する

部署など責任の所在を明確にしたと

いう点、成果に対する評価が可能にな

ったという点、などが挙げられると思い

ます。�

　心の豊かさや、より質の高い生活様

式を求めて、市民の皆さまのニーズが

多様化しています。また、「少子高齢

化」など社会環境が大きく変化しつつ

あります。そのような中で、新しい総合

計画を基に、市民の皆さまが「鈴鹿

市は住みやすい」と感じていただける

よう、全力を挙げて行政経営に取り

組んでまいります。�

　今年は、自動車の「鈴鹿ナンバー」

創設の年でもあります。やがて、市の内

外を「鈴鹿ナンバー」を付けた車が往

来するようになるでしょう。�

　こうして、「鈴鹿市」の新たな魅力を

ひとつひとつ増やしていきたいと思っ

ています。市民の皆さまの一層のご理

解とご協力をお願い申し上げます。�

　最後になりましたが、本年が市民

の皆さまにとりまして、より良い年となり

ますよう、心からご祈念申し上げます。�

謹賀�
新年�
謹賀�
新年�

鈴鹿市長�川岸 光男�

　病弱だった小学校のころ、上級生

にいじめられることがありました。そ

んなとき、校長先生など先生たちか

らやさしく言葉をかけられ、励まされ

たり、親身になって話を聞いてもらっ

たことがあり、そのことがきっかけで、

自分も心温かい先生になりたいと思

っています。�

　2年前、保育所から一緒だった友

人が亡くなりました。昔からずっと一

緒だった友を失うことの衝撃は今で

も忘れることはありません。「命の大

切さ」「命の重み」を自分の心で感

じたことを、将来、教師になって、多

くの児童や生徒に伝えていきたいです。

また、クラスという単位で、みんなで

何か一つのことを成し遂げたいと思

っています。�
�

○鈴鹿市の印象と将来像�

　のんびりと暮らせるところだと思い

ます。これからも鈴鹿市の色、かたち、

自然を残しながらだれでもくつろげる

まちになってほしいと思います。�

広報すずか特集「夢・目標に向かって」についてのご意見・ご感想は、企画財務部秘書広報課へ。�
〒513‐8701　企画財務部秘書広報課　　 84‐2561　　hishokoho@city.suzuka.mie.jp
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レンズ レンズ 
鈴鹿市の自然が大集合！！自然調査で5,234種の動植物を確認 11/27㈰

¥/¥¥・¥¥

¥/¥¥

11/29㈫

樋口一葉をめぐる鈴鹿市出身の斎藤緑雨と佐佐木信綱　その関係やいかに！？ 
11/27㈰

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka

　11月16日㈬から12月18日㈰まで佐佐木信綱記念

館で開かれた特別展「信綱と熊澤照子～書簡にみる

師弟愛・心の父娘の交わり～」の会期中イベントと

して、特別講演会が開かれ、約100人が聴講しました。 

　第1部の講演では、記念館学芸員の磯上知里

さんから、約40年間にわたり行われた書簡のやり

取りや歌の指導を通じた信綱と熊澤照子の師弟の

交わりなどが紹介されました。第2部は、文芸評論家

の清水信さんをコーディネーターに、東京都台東区立

一葉記念館専門員の佐藤晃子さん、緑雨研究家の

衣斐弘行さん、佐佐木信綱記念館学芸員の磯上知里

さんをパネリストとして「一葉と信綱と緑雨の交わり」

と題したシンポジウムが行われました。パネリスト

からは「緑雨と信綱は、ともに鈴鹿市出身で小さい

ころに上京、森鴎外の居住宅の観潮楼で顔を会わ

せていた」「批評家としての緑雨が当時の文壇中、

最も関心を寄せたのは樋口一葉で、その一葉の死後

も妹邦子の世話をし、最初の校訂『一葉全集』を

発行した」などそれぞれの生い立ちの中で接点が

あったことなどが紹介されました。 

※樋口一葉：1872年、東京都千代田区
生まれ。明治29年に肺結核のため、
24年という短い生涯を終えました。
「たけくらべ」「にごりえ」「十三夜」
といった感銘を与える珠玉の作品
を遺しています。2004年11月に新
五千円札の肖像として登場。 

※佐佐木信綱：1872年、鈴鹿市石薬師生まれ。
小さいころのゆきとどいた教育とすばらしい
才能、そして後々の勉学により、歌人・歌学者・
万葉学者・文献学者としてその名を残し、66
歳のときに第一回の文化勲章受章。その後、
生涯の研究の総括として「万葉集事典」を刊
行。1963年、92歳で永眠。 

※斎藤緑雨：1867年、鈴鹿市神戸
生まれ。名アフォリズム（警句）を
多く吐き、ごく短い言葉で人の
急所をつく辛辣な批評をもって、
明治文壇に鬼才と謳われ、小説
家・評論家として活躍。1904年、
37歳で永眠。 

　平成16年度から3年間にわたり行われている

鈴鹿市の自然調査の中間報告会が文化会館で

開かれ、市内で採取された動植物や昆虫などの

標本の展示や中間報告、講演会

などが行われました。 

　中間報告では、これまでに

市内で5,234種の動植物を確認し、

中には県内で初めて確認した種

や希少種などの大発見もあり、

現在の鈴鹿市の自然を知る上で貴重な基礎資料

になると報告がありました。 

　また、四季にわたり鼓ヶ浦海岸の昆虫調査を行

ってきた鼓ヶ浦小学校児童からは、「松林にカブト

ムシの幼虫がいておどろいた」「オオヒョウタンゴ

ミムシを20年ぶりに発見できてうれしかった」など

と自然調査の成果を発表しました。 

　講演会では、鈴鹿市出身でオサムシの研究に取

り組んでいる東京大学大学院農学生命科学研究科

助教授の久保田耕平さ

んが、「昆虫からみた鈴

鹿市の自然」と題して講

演し、「多様な自然がコ

ンパクトにまとまって存在

する鈴鹿市が将来も豊か

に保たれることを期待し

ます」と話していました。 

 

おや　こ 
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鈴鹿市の63回目の誕生日 
「鈴鹿づくし」の給食でお祝いしました 12/1㈭

市内発！市内初？鈴鹿産のコーヒーでちょっと一服 12/9㈮
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11/27㈰

煎茶とかぶせ茶が絶妙の調和　極上の旨みと至極のまろやかさが 
和みの心をつくる　鈴鹿産茶葉100％使用「鈴鹿のお茶」を発売 

¥/¥¥・¥¥

¥/¥¥

11/29㈫

11/27㈰

c
h e e

r
f u l

!

AKUZUS

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

12/3㈯

軽い気持ちで捨てたごみが子どもに大きな影響を与えます 
自販機周辺の清掃活動でモラルの見直し 

　JA全農みえは、鈴鹿で生産された茶葉を100％使用した

ペットボトル飲料「鈴鹿のお茶」（500ml）が出来上がったこと

を関係者らとともに市長へ報告しました。産業振興のための

ブランドづくりの一環として、また市・茶業組合の長年の

夢などが重なり合って、産官が連携し製品化

にこぎつけたものです。 

　製品は、煎茶にかぶせ茶を10％以上加えて

いるため、まろやかな味に仕上がり、北勢茶

センターの佐野俊彦所長は「かぶせ茶が入って

鈴鹿らしさを感じさせる味に仕上がりました。

県下一の栽培面積、荒茶生産量を誇る鈴鹿市

のブランドとして全国展開し、鈴鹿のPRに

つなげていきたいです」と話していました。 

　教育委員会は、12月1日の市制記念日の給食を「鈴鹿市産

デー」として、鈴鹿地域の食材を使った献立を用意し、市内幼

稚園・小学校で実施しました。ご飯は鈴鹿農業協同組合受託

者部会から寄贈された新米コシヒカリ1,143kg、ミソカツは鈴鹿地

域の豚肉、切干ダイコンの煮物は市内産のものを使用しました。 

　牧田小学校5年2組の教室には、水井教育長、受託者部会長

の益川さんらが訪れ、

児童らとともに給食を

食べました。児童たち

は「お肉が柔らかく食

べやすかった」「切干ダイコンがおいしかった」と話し、ご飯のお

かわりをする児童もあり、鈴鹿づくしのメニューは大人気でした。 

　図書自販機等有害環境浄化活動の一環として、自治

会や学校関係者、自販機業者など約20人が参加して、

国府地区内図書自販機周辺の清掃活動が行われました。 

　今回の活動は、付近に廃棄されたビデオやＤＶＤのパッケ

ージ、本などが子どもに悪影響を及ぼす可能性があること

から、自販機を取り巻く環境の改善、子どもの健全育成を

目的として行われました。このように自販機業者と地域住

民が一緒に清掃活動を行う取り組みは全国的にも珍しく、

青少年の健全育成の一つの方法として注目されます。 

　清掃活動では、わずか30分程度で本やビデオのパッケ

ージなどを中心に、100㎏以上のごみが回収されました。

参加者の一人は「多くのごみを拾え、参加して良かった。

子どもたちを守るための先進的な取り組みとして、今回の

活動は意義があったのではないか」と話していました。 

　椿地区市民センターで育ててきたコーヒーの

木に約50個の実がなり、焙煎が行われました。 

　このコーヒーはアラビカ種という豆で、市民

から持ち込まれた木を、地域住民も交えて育て

てきたものです。実は10月ごろから赤く色づき始め、11月にな

って収穫、中の種子を取り出し、天日干しで乾燥させてきました。 

　この日は味の素ゼネラルフーヅ株式会社（ＡＧＦ）鈴鹿事業

所に乾燥させた種子を持ち込み、焙煎が行われました。今回

の焙煎では約10ｇの

粉末ができ、辺りに

はコーヒーの香ばし

さが漂っていました。

市内でコーヒー豆が

栽培され、実がなることは非常に珍しく、ＡＧＦの担当者も

「一般の人から、自分で栽培したコーヒー豆が持ち込まれたの

は初めてでなないか」と話していました。 
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木平桂洞　　86-0587

対象・とき／第1・2・3月曜日10時30分〜12時（大人）、第1・
2・3火曜日19時30分〜21時（子どもと大人）、第1・2・4水曜
日19時30分〜20時30分（大人）　ところ／桜島集会所　会
費／月3,000円　※男の子がたくさんいます。楽しく踊ろう。

ジャズＰＯＰダンスを踊りましょう

とき／1月10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。

保井　　059-245-1514

ＫＥＩＫＯジャズＰＯＰ教室　酒井圭子　　86-7694

鈴鹿不登校を考える会

とき／2月1日㈬〜3月31日㈮　ところ／
百五銀行鈴鹿支店かんべ出張所　※楷・行・草・
隷・篆書と仮名で、書道、ペン習字、実用書道、
実用筆ペンなどの作品を展示。

木平桂洞作品展

実施日／平成18年2月1日㈬　対象地域／鈴
鹿市、四日市市、三重郡（朝日町、川越町、菰野町）
移行方法／（現在）0593−○○−□□□□⇒

（移行後）059−3○○−□□□□

ＮＴＴ西日本三重支店広報室　　0120-153868

電話の市外・市内局番が変わります

内容／大工、左官の仕事をしながら技術を身に付
ける職業訓練生を募集　募集／木造建築科、左官
タイル施工科　訓練期間／3年間　訓練日／毎週
水曜日　入校条件／高卒　※随時面接を行います。

平成18年度職業訓練生募集

とき／1月29日㈰13時30分開演　ところ／
市民会館　曲目／歌劇「アイーダ」より、オペ
ラ座の怪人、美空ひばりメドレーほか　※1部
はシックに、2部は楽しい演出あり。入場無料

かるがもブラスアンサンブル　小林晋嘉　　70-3211

対象／陸上競技に興味のある小学生（1年生
から）　とき／日曜日（月2回〜4回）9時〜
ところ／鈴鹿高専グラウンド　内容／「楽
しく」をモットーに練習を行います。

大井和夫　　68-3222

ＡＳＳＡトラッククラブ部員募集

とき／1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
と家庭内での正しい使い方、応用　参加費／
500円（ＥＭ菌含む）　※気軽に参加ください。

鈴鹿建設高等職業訓練校　　82-1521鈴鹿ＥＭ交流会　　82-6039

第20回ＥＭ勉強会

とき／1月22日㈰　内容／参宮路面電車の軌跡
を訪ねる約10㎞　集合／伊勢市駅前9時15分　
参加費／200円（初参加者300円）　※雨天時
は1月29日㈰に順延、自由参加、初参加者大歓迎。

鈴木利昭　　83-0712

鈴鹿市民歩こう会 第11回かるがも演奏会

表千家茶道の稽古

中国料理調理実技講習会

花の和リピート団員募集

中退共で退職金を

放送大学学生募集

あたたかい看護をしてみませんか
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けい　どう  

れい てん 

創徳中学校   3 年   大 丸  明 衣 さん

　今月の元気なひとは、中学生英語

弁論大会三重県大会で最優秀賞を

受賞した大丸さんです。

■ 伝統ある大会
　昨年10月に津市で開かれた「高円宮杯全日本中学校英

語弁論大会」の三重県大会で最高位の最優秀賞を受賞し、

11月25日に東京で開かれた全国大会に参加しました。残念

ながら本選に進むことはできませんでしたが、いい経験がで

きました。この大会は、国際性豊かな人材育成を目的に

1949年に始められた大会で、今回で57回目となる伝統あるも

のです。2年生の夏休みの自由課題にあった英語日記を提

出し、先生から大会の出場を勧められたことがきっかけでした。 

 

■ 不断の努力
　わたしが出場したのは、弁論の部で、ジャンルは世界の環

境問題などから身近な日常の個人の経験まで幅広く、それら

のことについての自分自身の意見・主張を、身振りや手振り

を交え、5分以内に英語でスピーチするというものです。わたしは、

ブラスバンド部での2年半を振り返り、辛かったことや悔しかっ

たことを通して、日ごろの生活の中で意識して努力することが

いかに大切かということをスピーチで訴えました。練習は、放課

後に30分くらい、英語の先生とSEFの外国人の先生の指導を

受け、発音や発声の練習を行ってきました。そのほか、普段

聞こえてくるテレビや英語にも耳を傾けるようにしていました。 

 

■ 心の体現
　今回のコンテストを通じ、自分の気持ちを体現すること、伝える

ことの難しさを学びました。体現するということは、心の奥底にあ

る本当の気持ちを素直に表現することだと思います。英語は世

界の共通語です。これからも英語に親しんで、たくさんの人とのコ

ミュニケーションを通じて、自分の世界を広げていきたいと思います。 

 
※SEF（Suzuka・English・Ferrow）：幼稚園・小学校における英語活動

による国際理解教育の推進、中学校における簡単な英会話やコミュニ

ケーション能力の育成のため、外国人を招致し語学指導などを行っている。 

　今月の元気なひとは、中学生英語

弁論大会三重県大会で最優秀賞を

受賞した大丸さんです。
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ジャズＰＯＰダンスを踊りましょう

鈴鹿不登校を考える会

木平桂洞作品展

電話の市外・市内局番が変わります

平成18年度職業訓練生募集

ＡＳＳＡトラッククラブ部員募集

第20回ＥＭ勉強会

鈴鹿市民歩こう会 第11回かるがも演奏会

とき／毎週火曜日10時30分〜14時30分　ところ／ふ
れあいホール　※少人数の女声アンサンブルです。市の
音楽祭に参加したり、各地老人保健施設の訪問もします。
よりよいハーモニーを求めて楽しく歌っています。

中退共本部事業推進部広報計画課　　03-3436-0151 鈴鹿調理師会事務局　　82-9806国立病院機構鈴鹿病院　　78-1321

古川　　74-4207林　順子　　86-2329
とき／毎月2回金曜日9時30分〜11時30
分　ところ／文化会館茶室　※初めての方
歓迎します。時間は相談に応じます。

表千家茶道の稽古

中国料理調理実技講習会

花の和リピート団員募集

中退共は中小企業で働く従業員のための退職金制
度を運営しています。中退共は国の制度なので掛金
助成や税法上の優遇など、有利な特色がいっぱいで
す。安全・確実な中退共制度をぜひご利用ください。

とき／2月21日㈫13時〜16時　ところ／鈴鹿庁舎1階調理室　
講師／第一楼店主平野久雄氏　参加費／1,000円（調理師会員は
無料）　持ち物／手ぬぐい、前かけ（エプロン）、筆記用具　定員／
先着35人　申込み／2月10日㈮までに、電話で鈴鹿調理師会事務局へ。

中退共で退職金を

応募期間／12月15日㈭〜2月28日㈫　学生の種類／全科
履修生、選科履修生、科目履修生　※平成18年度第1学期

（4月入学）の教養学部学生および大学院修士選科生・修士
科目生を募集します。詳しくは放送大学三重学習センターへ。

放送大学学生募集

障害をもつ子どもなどへの、あたたかい心の看
護を一緒に行ってくださる方を募集しています。
必要資格／看護師免許　※随時見学を受け付け
ていますので、お気軽にご連絡ください。

あたたかい看護をしてみませんか
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放送大学三重学習センター　　059-233-1170
　　059-233-1179

　市のホームページに、市民の皆さんのイベント情報や
サークルのメンバー募集などの情報を掲載できる「市民
情報掲示板」があります。簡単な操作で、自ら情報を発
信できますので、ぜひご活用ください。

※営業行為や政治活動、宗教活動、そのほか公序良俗に反する内容の申込みはできません。
※利用は、鈴鹿市民を参加対象に含むイベントや市民に関わる情報に限ります。
※掲示希望日の10日前までに送信してください。受付後、秘書広報課で内容を確認し、

情報を掲載します。

秘書広報課　　82-9036　　84-2561　　hishokoho@city.suzuka.mie.jp

ホームページの市民情報掲示板をご利用ください

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

次回の募集は
3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／1月16日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館6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。

　今月の元気なひとは、中学生英語

弁論大会三重県大会で最優秀賞を

受賞した大丸さんです。

鈴鹿高等学校　自然科学部
顧 　 問 　 西 飯  信 一 郎 さ ん 　 小 西  美 穂 さ ん

部 　 長 　 山 下  宏 幸 さ ん

　自然科学部は、平成

10年度から本格的な活

動が始まり、現在の部

員は男子7人、女子1人

の8人で、自然環境に

興味のある仲間が入っ

ています。主な活動は、

学校のすぐ隣を流れている鈴鹿川の水環境を中心に調査

研究しています。これまで、平成11年度から14年度までは

浮遊生物の「ミジンコ」をテーマに研究し、また平成15年度

からは「鈴鹿川水系の環境調査」をテーマに鈴鹿川水系

35地点の水質の化学分析と鈴鹿川本川13地点の水生生物、

魚類調査を行ってきました。これまで7年間で三重生物研究

発表会で知事賞を4回、全国の応募の中から選考された学

校だけが出展できる日本学生科学賞中央審査に5回出展し、

平成14年度は中央審査で入選2等に入りました。 

 

■ 環境保全をめざして
　小中学生対象の川に関するボランティア活動や、わた

したちの日ごろの調査や発表活動を通して、また、多くの

専門家や環境保護団体と出会い会話することを通して、

多くの刺激を得ることができました。部員みんなで力を合

わせた取組みや、人と人とのつながりを大切にすることで、

より調査が充実したものになることが分かりました。これか

らも、地域を流れる一

級河川の鈴鹿川の現

状を発信することで「き

れいで魚の豊富な鈴

鹿川」の姿を復活さ

せるための原動力に

なりたいと考えています。 

■ 鈴鹿川水系の環境調査



市民課（　82-9013）で交付できる税の証明書と内容

2006・1・5

情報館 

新庁舎案内（その１）

1

庁舎建設室　　82-9220　　82-2219 

chosha@city.suzuka.mie.jp

申告書の書き方説明会を開催します新庁舎を紹介します新庁舎を紹介します

10

　これまで市民税課で交付していた税の証明書を、1階の市民課で交付します。 

●出入口の段差の解消 

●エレベーターは、車いす使用者や視覚障害者の

方に対応 

●各階に車いす使用者も利用可能なトイレを設置 

●来庁者の多い1階に多目的トイレを設置 

●車いす使用者、視覚障害者、高齢者の方などが

利用しやすいよう、案内表示の位置、高さなどに配慮 

●市役所の開庁日
　8時30分～17時15分 

●市役所の閉庁日（土・日曜日、祝日）
　10時～20時（１月７日㈯から行います）　 

※市役所では分煙を行っています。展望ロビーのフロア内に喫煙

室を設けていますので、喫煙室以外での喫煙はご遠慮ください。 

　市民課以外の部署が行う手続きの中で、住民異動に伴い発生する手続きなども市民課の窓口でできるようになります。 

●健康手帳の再発行（老人保健の新規適用の申請は従来どおり保険年金課で受け付けます）
●児童手当などに関する申請
●新築家屋の住居表示住居番号申請の受付と決定通知書の交付、住居表示プレートの配布

庁舎内でのユニバーサルデザイン 展望ロビーの一般開放 
　15階は地上約60ｍの高さにあり、市民の皆さんにご利用いただ

ける展望ロビーになっています。市役所へお越しの際にはぜひ一度

お立ち寄りください。なお、ご利用いただける時間は次のとおりです。 

　新庁舎では、すべての来庁者の方が利用しや

すいよう、次のような設計に配慮しています。 

市民課での証明書の交付 

●所得証明
　1年間（1月1日～12月31日）の

総所得内容の証明 

●課税証明（住民税）
　前年1年間の所得に対する市県

民税（住民税）の課税額の証明 

●納税証明
　市税の納付証明 

●車検用納税証明
　軽自動車の継続車検時に必要

な納税の証明 

●記載事項証明
　評価額と課税標準額が記載された証明 

●評価証明
　評価額が記載された証明 

●評価証明（法務局提出用）
　不動産登記の手続き時に法務局へ提出

するための証明（登記済み物件に限ります） 

●名寄せ帳兼課税台帳の写し
　納税義務者の所有財産の一覧表 

●不動産証明書
　固定資産課税台帳に登載されている証明 

●公課証明
　課税されている固定資産税・

都市計画税の税額証明 

●課税証明（不動産）
　不動産登記時に使用する、固

定資産税が課税されている旨

の証明 

●営業証明
　車庫証明・車の登録などに使用

する、証明発行用に届出された

会社の内容についての証明 

かねてから建設を進めてきた新庁舎が完成しました。ここでは、一部業
務内容を変更する市民課での証明書の交付、新たに設けられた庁舎内で
のユニバーサルデザイン、展望ロビーの一般開放についてお知らせします。

多目的トイレ 展望ロビーからの眺望多目的トイレ 展望ロビーからの眺望



至 平田 

至 御薗 
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入場は必ず
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けやき№16研修会場

鈴鹿サーキット

国
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23
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2006・1・5

所得税確定申告説明会

情報館 2

市民税課　　82-9446　　82-7604 

shiminzei@city.suzuka.mie.jp

例年、確定申告の会場は、大変混雑します。これを少しでも緩和するた
め、申告書の書き方説明会を行います。

作成した確定申告書は、当日提出することができますので、ぜひこの
機会をご利用ください。

申告書の書き方説明会を開催します申告書の書き方説明会を開催します新庁舎を紹介します

11

説　明　会　内　容
住宅借入金等特別控除関係説明会 

年金所得者関係説明会（収入が年金のみの方） 

年金所得者関係説明会（収入が年金と給与の両方ある方） 

医療費控除関係説明会
 

 

中途退職者関係説明会 

と　　　　　　　　き
2月６日（月）　9時30分～12時、13時20分～15時50分 

2月７日（火）　9時30分～12時、13時～14時20分、14時30分～15時50分 

2月８日（水）　9時30分～12時、13時～14時20分、14時30分～15時50分 

2月９日（木）
　9時30分～10時40分、10時50分～12時、 

　　　　　　　13時20分～14時30分、14時40分～15時50分 

2月10日（金）　9時30分～12時、13時～14時20分、14時30分～15時50分 

確定申告説明会日程表

※それぞれの30分前から受付を開始し、説明会途中での入室はできませんので、ご注意ください。 

ところ  鈴鹿サーキット　ホテル
ガーベラけやき№16研修会場

（5番ゲートを入り右折） 

定　員　各70人（定員になり次第
受付終了） 

※各説明会とも１回目が大変混雑

します。 

持ち物 各説明会共通として、印鑑、
預金通帳など還付金の振込先口座

番号（申告者本人名義に限る）の

分かるもの、黒インクのボールペン、

電卓などの計算用具 

※詳しくは、鈴鹿税務署個人課税第一部門

（　 82-0353）へ 

住宅借入金等特別控除関係説明会 

対　象　平成17年中に新築住宅を
取得、入居された給与所得者（給

与1カ所の方）で、年末調整を

済まされた方のうち、次のいず

れの要件にも該当する方 

持ち物　平成17年分の給与所得の源
泉徴収票、住民票の写し、土地・家屋

の登記簿謄抄本（登記事項証明書）、

土地・家屋の売買契約書または請

負工事契約書の写し、住宅取得資

金に係る借入金の年末残高証明書 

年金所得者関係説明会

対　象　収入が年金のみの方、収
入が年金と給与の両方ある方 

持ち物　申告書用紙（確定申告書
が送付された方）、年金・給与

などの源泉徴収票、生命保険料・

損害保険料の控除証明書、国民

年金保険料等の控除証明書、健

康保険料・介護保険料などの年

間支払額が分かるもの 

※医療費控除も同時にできますので、

必要書類をお持ちください。 

 
医療費控除関係説明会

対　象　1カ所から給与の支払いを
受けている給与所得者で、年末調

整を済まされた方のうち、原則として、

保険金などで補てんされる金額を

差し引いた後の医療費の自己負

担額が10万円を超える方 

持ち物　医療費を支払った年分の
給与所得の源泉徴収票、医療費

などの領収書（あらかじめ支払っ

た年ごとで、医療機関別に金額の

集計をしておいてください）、保

険金などで補てんされる金額があ

る場合は、その金額の分かるもの 

 
中途退職者関係説明会

対　象　年の中途で退職して、そ
の後再就職していないため年末

調整を受けなかった方（自営業

を始めた方、年金をもらってい

る方は除く） 

持ち物　給与の源泉徴収票、退職
所得の源泉徴収票（退職金の支

払を受けた方）、生命保険料・

損害保険料の控除証明書、国民

年金保険料等の控除証明書、健

康保険料・介護保険料などの年

間支払額が分かるもの 

※医療費控除も同時にできますので、

必要書類をお持ちください。 

●住宅取得後6カ月以内に入居し、

引き続き住んでいる 

●家屋の床面積（登記面積）が

50㎡以上 

●床面積の2分の1以上が、専ら自

己の居住の用に供されるもの 

●平成17年中の合計所得金額が

3,000万円以下 

●住宅金融公庫などの住宅ローン

（返済期間が10年以上の分割）

を利用している 

多目的トイレ 展望ロビーからの眺望
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警察告知板  

　次の団地で、空き部屋ができましたので、入居者

を募集します。申込多数の場合は公開抽選となります。 

■募集戸数(うち優先)・家賃 
○ハイツ旭が丘　3戸(1戸)　約1万8,300円～3万1,800円 

○桜島　4戸(1戸)　約1万5,600円～2万9,000円 

○高岡山杜の郷　4戸(1戸)　約2万1,200円～3万7,400円 

※募集戸数は平成17年12月1日現在の戸数で、抽選会ま

で入居可能となる部屋については、抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に、毎年算定します。 

■申込資格(次のすべての要件を満たす方)
○市内に在住または市内に勤務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)がいる方 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下の収入の方 

■申込み 
　1月16日㈪から30日㈪ (土・日曜日を除く8時30分～

17時15分)までに、住宅課にある申込書類に必要書

類を添えて直接住宅課窓口で申し込んでください。 

※申込書類をお渡しできるのも、1月16日(月)からになり

ます。 

■選考方法　3月中旬ごろ、抽選で決定します。 
■入居時期　4月上旬予定 
■優先措置 
　心身障害者世帯、母子世帯など優先措置を受けら

れる世帯があります。申込の際に申し出てください。 

※募集戸数、内容については、状況に応じて変更する場

合がありますので、ご了承ください。 

※その他の団地は、随時申込を受け付けており、順番待

ちをしていただいております。 

市営住宅の入居者を募集します　　　住宅課　 82-7616　 82-7615　 jutaku@city.suzuka.mie.jp

鈴鹿警察署 80-0110

メーン標語

サブ標語

メーン標語

サブ標語

 

 

○お知らせ

 
物品・業務関係の

入札参加資格の登録有効期
間を延長します

契約調達課　 82-9039　 82-9050
keiyakuchotatsu@city.suzuka.mie.jp

　市に現在登録されている方の

入札参加資格申請の登録有効期間

を平成18年8月31日までに延長します。

平成18・19年度の申請書受付は、

平成18年7月を予定しています。 

 
平成18年度

鈴鹿市嘱託保育士を
募集します

子育て支援課　 82-7606　 82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　保育士資格を取得してい
る昭和25年4月2日以降に生ま

れた方、または、平成18年3月

末日までに取得見込みの方 

募集人員　10人程度 
申込み　1月23日㈪から2月6日㈪
(土・日曜日を除く8時30分～

17時15分)までに直接、または

郵送で〒513-8701　子育て支

援課へ 

※採用試験申込書の請求は、直接ま

たは郵送(郵送の場合は、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(あて先を記入し、90円切手

をはった12㎝×23㎝程度のもの)

を同封)で子育て支援課へ 

※臨時保育士登録も随時受付中です。 

 
すてきな年賀状を募集します

図書館　 82-0347　 82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

募集期間　1月15日㈰まで　 
展示期間　1月20日㈮～1月26日㈭
(23日㈪は休館) 

ところ　図書館1階ロビー 
内　容　年賀状展を開催します。
個性豊かな自作年賀状やお手

元に届いたすて

きな年賀状を募

集しています。

(顔写真入り年

賀状はご遠慮く

ださい) 

申込み　直接、図書館へ 
※展示数に限りがありますので、展

示作品は図書館で選考します。お

借りした年賀状は、展示終了後に

返却します。 

 
特別児童扶養手当を

ご存知ですか
障害福祉課　 82-7626　 82-7607

shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

支給対象　身体、精神や知的の
障害がある20歳未満の児童を

養育している方で、国内に住

所があり、所得が国の定める

限度額未満の方 

※児童は国内に住所があり、児童入

所施設など(一部を除く)に入所し

ていない方で、国が定める障害の

程度に該当し、障害を支給事由と

する公的年金を受け取ることがで

きない方に限ります。 

手当額(1人あたり月額)
○１級　5万900円 
○２級　3万3,900円 
※障害の程度で手当額が異なります。 

※手続き方法など詳しくは、障害福

祉課へお問い合わせください。 

 
就学資金貸付制度を

ご利用ください
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　高校・大学・専修学校
などに在学または進学しよう

とする子をもつ母子家庭の方 

貸付限度額(月額)
○高等学校
　1万8,000円(国公立) 

　3万円(私立) 

○高等専門学校
　2万1,000円(国公立) 

　3万2,000円(私立) 

○短期大学 
　4万5,000円(国公立) 

　5万3,000円(私立) 

市民リポーターを
募集しています

企画展
｢椎山の中世陶器PartⅡ｣

ゆかいなコンサート

2006・1・512

お知らせお知らせ お知らせ 催し物 
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警察告知板  警察告知板  

市営住宅の入居者を募集します　　　

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110

●110番通報時は、落ち着いて次のポイントを要領よく通報を
　｢いつ｣｢どこで｣｢何があったか｣｢犯人は｣｢あなたの住所・氏名｣ 

●携帯電話からの110番は、次のことにご注意を 
　　携帯電話で移動しながらの通報は、通話が途切れたり、聞こえなくな

ったりします。必ず立ち止まってから通話をしてください。また、県境付

近は他府県の警察につながることがあるので注意してください。 

●聴覚障害者の方からの110番は、次の手段のご利用を 
　メール110番(　 miekenkei110@police.pref .mie. jp)  

　ファクス110番(　 059-229-0110)  

※困りごとや悩み事は・・・　 059-224-9110または♯9110(プッシュ

回線・携帯電話のみ可)へお願いします。 

1月10日は｢110番の日｣です
　110番は、緊急通報用の電話です。110番は、県下で10万1,679件

(平成16年中)の通報があり、年々増加しています。この中には、緊急対応

を必要としない相談などが数多くあり、これにより本当に緊急性のある

通報に対する警察の対応が遅れるおそれがあります。110番の目的に

沿った正しい利用をお願いします。 

メーン標語

サブ標語

メーン標語

サブ標語

メーン標語

急 ぐ ほ ど 　 正 し く 　 は っ き り 　 1 1 0 番

サブ標語
警 察 相 談 　 か け て 安 心 　 ♯ 9 1 1 0

○お知らせ

物品・業務関係の
入札参加資格の登録有効期

間を延長します

平成18年度
鈴鹿市嘱託保育士を

募集します

すてきな年賀状を募集します

特別児童扶養手当を
ご存知ですか

就学資金貸付制度を
ご利用ください

○大学
　4万5,000円(国公立) 

　5万4,000円(私立) 

○専修学校
　高等課程
　1万8,000円(国公立) 

　3万円(私立) 

　専門課程
　4万5,000円(国公立) 

　5万3,000円(私立) 

　一般課程
　2万9,000円(国公立) 

　2万9,000円(私立) 

貸付利率　無利子 
貸付期間　在学期間中 
償還期限　卒業後6カ月を据え置
き、その後10年以内(専修学校

一般課程は5年以内) 

【説明会】
と　き　2月5日㈰　11時から 
ところ　ジェフリーすずか研修室1 
 

市民リポーターを
募集しています

秘書広報課　 82-9036　 84-2561
hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　ケーブルネット鈴鹿では、来年

4月の番組リニューアルに伴い、

市民リポーターを募集しています。

明るく元気にリポートしていた

だける市民のご応募をお待ちし

ています。 

対　象　高校生を除く18歳以上
の市民で、平日・休日問わず

時間に余裕のある方 

※番組出演や番組制作に興味がある

方なら、経験は問いません。 

期　間　4月～平成19年3月まで
( 4月放送分の撮影を3月中に

開始する場合があります) 

定　員　2人 
申込み　1月20日㈮(必着)までに、

履歴書に写真をはり、必要事

項を記入の上、〒510-0292　

岸岡町1930　ケーブルネット

鈴鹿制作部「市民リポーター

募集｣係へ 

※撮影内容、選考方法など詳しくは、

ケーブルネット鈴鹿制作部(　 88-

1717　 88-3939)へ 

 

 
○催し物 

 
企画展

｢椎山の中世陶器PartⅡ｣
考古博物館　 74-1994　 74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　多くの戦乱や飢

饉が起こった中世(鎌

倉～室町時代)に営

まれた椎山中世墓(現

在の加佐登白鳥湖

付近)からは、古瀬戸や常滑などの

美しい壺(骨壺)が出土しています。

本展では、市の指定文化財となってい

るこれらの中世陶器を一挙公開します。 

と　き　1月14日㈯～3月12日㈰ 
観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円 

※障害者手帳などをお持ちの方と介

護者1名、70歳以上の方は無料です。 

ゆかいなコンサート
子育て支援課　 82-7661　 82-7607

kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　子育て支援総合コーディネート

事業の一環として行います。親子

で参加し、楽しめる企画です。

ぜひお越しください。 

対　象　市内在住の1歳～未就学
児とその保護者 

と　き　2月4日㈯　13時30分～

14時30分 

ところ　玉垣ふれあいホール 
内　容　童謡、アニメソングなど 
定　員　100人(応募多数の場合
は抽選) 

参加料　無料 
申込み　1月6日㈮から27日㈮(必着)
までに、官製はがきで、住所、保

護者氏名、子どもの氏名と年齢、

電話番号をご記入の上、〒510-

0261　御薗町4135-124　子育て

支援センター内｢子育て支援総

合コーディネーター室｣へ 
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○催し物

 
第4回車座懇談会
｢フリートーク｣

市民対話課　 82-9004　 82-7660
shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　新庁舎の見学会を兼ねて、テ

ーマは特に設けず、市長を囲み、

ざっくばらんに意見交換をします。 

と　き　2月5日㈰　13時～16時 
ところ　新庁舎6階庁議室 
定　員　20人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　1月27日㈮までに、電話、
ファクス、電子メールで住所、

氏名、連絡先を記入の上、市

民対話課へ 

※手話通訳、託児が必要な方は申し

込み時に申し出てください。 

 
伊勢国分寺跡

発掘調査現地説明会
考古博物館　 74-1994　 74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　伊勢国分寺跡は、国指定の史

跡で今から約1200年前に天皇の命

令によって全国に建てられた寺の

跡の1つです。これまで平成11年度

から、建物などの規模や配置を確

認するための発掘調査を行ってき

ました。今年度の調査では、東西

約45m×南北約30mの南に門を

持つ院(区画)を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

と　き　１月15日㈰　13時30分

から(雨天中止) 

ところ　国史跡伊勢国分寺跡(考
古博物館(国分町)北側の発掘

調査現場) 

内　容　発掘調査現場の公開と
調査結果の説明、出土した土

器や瓦の展示をします。 

ジェフリーふぇすた2006　連携
〜つながり つらなり ひろげよに〜
男女共同参画課　 81-3113　 81-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

とき・内容
■2月25日㈯
○アニメーション映画｢ハッピー

バースデー｣命かがやく瞬間

の上映(14時から) 

■2月26日㈰
○オープニングセレモニー 

　｢風神｣の舞い(10時から)　 

○鈴鹿市男女共同参画市民企画

支援事業報告、なるほど！ザ・

共同参画(10時30分から) 

○基調講演｢21世紀家族の姿と男女共

同参画｣(講師：東京学芸大学教授

山田昌弘さん)(13時30分から) 

○手作り作品の展示販売、ティールーム、

男女共同参画関連の展示など 

ところ　ジェフリーすずか 
※26日は、ジェフリーすずか前で神戸石橋

楽市の野菜直売(10時から)なども開催。 

※整理券が必要なものがあります。

詳しくは、自治会回覧をご覧ください。 

 
第5回鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　 82-7954　 82-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

　鈴鹿亀山生活創造圏の身近な

環境を守るため、さまざまな取り組

みを行っている団体の活動を通じて、

鈴鹿川流域の環境を考える機会と

して開催します。ぜひご家族でお

越しください。 

と　き　１月21日㈯、22日㈰　

10時～18時(22日は17時まで) 

ところ　鈴鹿ハンター 
主　催　第5回｢鈴鹿川流域の環
境展｣実行委員会 

 
平成18年鈴鹿市成人式

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

対　象　昭和60年4月2日～昭和

61年4月1日生まれの市内在住

または本籍のある方 

と　き　１月８日㈰　10時から 

　(開場9時) 

ところ　市民会館と新庁舎周辺 
※対象者への案内はいたしません。

気軽に参加してください。 

内　容　プレイベント(三重県警
察音楽隊の演奏)、式典、イベ

ント(安心・安全トーク、小・

中学校恩師のビデオレター上映) 

※防災、救命救急、献血、HIV、ア

ルコールパッチ、ドナー登録など

の啓発コーナーも設置します。 

※会場周辺は混雑が予想されます。

できるだけ送迎や乗り合わせなど

でお越しください。 

 
生命のメッセージ展

in鈴鹿国際大学
〜生命の教育を、私たちの手で!〜

指導課　 82-9028　 83-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

　犯罪、いじめ、交通事故など

社会の不条理のもとで生命を断

ち切られた人たちや、ご遺族の

想いを多くの人たちに知っても

らうための展覧会です。 

と　き　１月12日㈭～14日㈯　

10時～16時 

ところ　鈴鹿国際大学 
内　容　メインの展示は、一人ひと
りの人型と彼らの遺品の｢靴｣です。

人型には一人ひとりの素顔やメッ

セージが添えてあります。 

入場料　無料 
※詳しくは、鈴鹿国際大学(　72-

2121：担当　仲 律子)へ 

 
チョコレートゲーム

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

　チョコレートはどこの国で生

まれたのかな。どうやって作ら

れているのかな。身近なチョコ

レートの正体をみんなで解き明

かしましょう。 

対　象　小学4年生以上(小学3年
生以下は保護者同伴) 

と　き　2月12日㈰　13時30分～

第6回
みえ人権フォーラム

手作りあられ教室

家族(親子)料理教室

短期講座｢パソコン教室｣
〜ブログ入門〜

と　　き 

れんけい 
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講座・教室 
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第4回車座懇談会
｢フリートーク｣

伊勢国分寺跡
発掘調査現地説明会

ジェフリーふぇすた2006　連携
〜つながり つらなり ひろげよに〜

第5回鈴鹿川流域の環境展

平成18年鈴鹿市成人式

生命のメッセージ展
in鈴鹿国際大学

〜生命の教育を、私たちの手で!〜

チョコレートゲーム

16時30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　30人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　2月8日㈬までに、電話、

ファクス、電子メールで鈴鹿

国際交流協会へ 

 
第6回

みえ人権フォーラム
人権政策課　 82-9011　 82-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp

　あらゆる差別の撤廃と人権問

題の解決に向けた活動の連帯を

図り、人権を尊重する気運を盛

り上げることを目的として開催

します。みなさん、ぜひご参加

ください。 

とき・内容
■1月21日㈯　9時30分～16時 
○こども向けミュージカル(10時から) 

○国際人権フォーラム(講演)(14時から) 

■1月22日㈰　9時30分～15時 
○マイノリティー文化(韓国農楽、

一人芝居、演劇、アイヌ舞踊、

太鼓演奏など)(10時から) 

※その他、こども向け人権コーナー、

食文化コーナー、パネル展示、反差

別団体・企業・福祉関係団体などの

アピールコーナーなどを両日開催 

ところ　メッセウイングみえ(津市) 
入場料　無料 
※無料臨時バス(津駅西口発で、9時

から毎時往復運行) 

※詳しくは、三重県人権フォーラム

実行委員会(　 059-233-5525)へ 

 

 
○講座・教室

 
手作りあられ教室

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

と　き　1月15日㈰　9時～13時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　あられ作り、あられ切り 
※昼食には、みかん餅を食べます。 

定　員　親子10組(20人) 
参加料　1,000円 
申込み　1月12日㈭までに、電話、
ファクスで、三重県農村女性

アドバイザー　豊田栄美子 

　(　 ・　 79-1048 )へ 

 
家族(親子)料理教室

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

と　き　1月29日㈰　13時30分～
16時 

ところ　文化会館 

内　容　肉まん、餃子作り 
定　員　15組 
参加料　大人500円、子供300円 
申込み　1月16日㈪までに、電話、
ファクスで、地産地消ネット

ワークみえ・鈴鹿事務局　

もりた農園(　 090-1282-2707

　 82-2707)へ 

 
短期講座｢パソコン教室｣

〜ブログ入門〜
勤労青少年ホーム　 87-6125　 88-1223

対　象　35歳未満の働いている方 
と　き　2月7日㈫～9日㈭　19時
～21時 

ところ　勤労青少年ホーム 
内　容　ブログ(日記風サイト)
作成 

講　師　特定非営利法人　市民
ネットワークすずかのぶどう

派遣講師 

定　員　10人(先着順) 
教材費　600円 
持ち物　筆記用具 
申込み　1月17日㈫19時30分から、
教材費を添えて直接勤労青少年

ホームへ。1人で複数の申込み

はできません。 

※利用登録をしていない方は、利用

者会費として別途300円が必要です。 

人権・平和へのメッセージ  
人権政策課 82-9011 82-2214 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp
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催し物 

講座講座・教室教室 講座・教室 

　昨年6月20日号の広報すずかで募集した「人権・平

和へのメッセージ」には多数の応募が寄せられました。 

　すべての命はかけがえのないものであり、自分一人

のものでもない、その重さと大切さを伝えていこう

というもの。人と人とのふれあいやつながりで、あたかい

まちをつくっていこうというもの。一人ひとりの優しい

気持ちで平和を願おうというもの。お互いの幸せな

暮らしを築いていこうというもの。いのち・愛・平和の

大切さを呼びかける作品には、それぞれの思いが

込められています。 

　応募いただいた作品の中から選ばれた３作品が

書かれ、近鉄白子駅前の啓発塔が新しくなっている

のにお気づきですか。鈴鹿市の玄関口の一つである

白子駅前ロータリーに掲げ、皆さんに人権について

考えていただく機会になればと思っています。 

　人権は、決してわたしたちの日常生活とかけ離れた

ものではありません。空気や水のように、あって当たり前

のように感じていて、脅かされたり侵害されたりしたとき

に初めてその大切さに気づくかけがえのないものです。 

　自分の心の中にも常に人権や平和へのメッセージを

訴えかけていけるよう、人権意識

を持ちたいものです。 

 

■啓発塔掲載作品の3作品
○助けあう 心ひとつで 笑顔の輪 
　小林 律子さん(庄野共進) 

○その命  みんなの輝く宝物　
○一人ひとりの優しさで  
　平和をねがう まちづくり 
　森　一成さん(庄野羽山)
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　新年あけましておめでとうございます。本年

も「広報すずか」をよろしくお願いします。�

　2003年から年１回、さまざまな角度から防

犯を特集してきました。これらの取材を通じ、

日ごろからの備えの大切さを感じました。侵

入盗の侵入方法の約３割は、戸締まり忘れ

によるものです。自己防衛で防げることもあれ

ば、昨今は地域防衛体制がなければ防げな

いことも起きているように感じます。その意味

では「お隣さん」「ご近所さん」「自治会」の存

在意義が見直されてくるのかも知れません。�

　2006年が「もっと元気なすずか」の年とな

り、皆さんにとって希望あふれる良い年にな

りますよう心からお祈りします。（宗）�

○保護者・地域と連携しながら�
「人間尊重の精神に立脚して、豊かな人間性とたくま
しい実践力をもった生徒の育成をめざす」を学校教育
目標として掲げ、教職員一同全力で教育活動に取り組
んでいます。�
＜めざす生徒像＞�
☆仲間を大切にし、互いに助け合い、励まし合う思い
　やりのある生徒�
☆正しい判断力と強固な意志をもって行動する、責任
　感のある生徒�
☆自ら学ぶ意欲をもって学習に取り組み、豊かな学力
　をつける生徒�
☆健康安全の習慣を身につけ、心身ともにたくましい
　生徒�
☆社会の変化に主体的に対応できる生徒�




