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鈴鹿川 八十瀬渡りて 誰がゆゑか�
夜越えに越えむ 妻あらなくに�（万葉集第12巻）�

※『倭姫命世紀』：皇女倭姫命が、天照大神の御鎮座する地を捜し求めて、丹波の国から、伊賀、近江、美濃、
尾張から伊勢の国へ入り、伊勢度会宮へたどり着くまでのことを記したもので、倭姫命が滞在したという宮の
伝承地が三重県、愛知県、滋賀県など各地に点在しています。�

万葉集で鈴鹿川を詠んだ唯一の歌。鈴鹿川は「八十瀬」と詠まれ、蛇行する流れに数多くの浅い瀬を持つ
川として表現されている。その後の和歌においても「鈴鹿川」と詠めば「八十瀬」となるほど頻繁に引用され
ている。�

ふもと�

やまとびめのみことのせいき�

や そ せ �

※�

　わたしたちのまち鈴鹿は、雄大な鈴鹿山脈の麓から広がる伊勢平野に位
置し、その中央を『万葉集』に「八十瀬」と詠まれた鈴鹿川が緩やかに流れ、
伊勢湾へと注いでいます。�
　『倭姫命世紀』という古い書物の中に「味酒鈴鹿国」という言葉が出てき
ます。味酒とは「酒がうまいこと」という意味で、奈良・平安時代に鈴鹿の地は、
おいしい酒を産した地域であったことが伺われます。�
　また、「味酒」は「鈴鹿」にかかる枕詞として現在
に伝えられています。奈良時代以降、鈴鹿山麓の
地は、鈴鹿山脈や鈴鹿川からの良質の伏流水が
湧き出し、それが地域に極上の酒をもたらしたようで、
そういった歴史的、地理的、文化的な背景を受けて、
鈴鹿の国が味酒国と記されたと考えられます。�
　今回の特集は、古来から日本特有
の醸造技術から造られる日本酒を取
り上げ、日本文化の視点から紹介します。�
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日本酒の歴史�
　わたしたちの生活にかかわりの深い日本酒。その歴史は非常に
古く、さまざまな変遷を経て今日に至っています。ここでは、こうした
日本酒の歴史をたどってみました。�

お酒の起 源 �

鈴鹿の食と味酒の集い�

　明治時代に入ると、日清・日露戦争などの対外戦争の

軍事費の財源として、酒税の徴収が徹底され、酒税法で

一切の自家醸造が禁止されたため、明治15年には、全国

の酒造場の数は1万6,000戸ほどに減少しました。�

　また、酒造りの過程でお酒が腐敗してしまい、倒産する

酒造業者が増えたため、こうした腐敗の研究や科学的な

解析を行うことを目的に、明治37年、国立の醸造試験所

（現：：酒類総合研究所）が設立され、さまざまな科学的

研究が進められ、酒造技術の革新、効率化が進みました。�

　なお、現在ではすっかりおなじみの一升瓶詰めの日本

酒は、明治時代に誕生しています。�

　近年、焼酎やワイン、発泡酒

の需要の高まりを受け、お酒に

対する消費の多様化が進み、日

本酒の消費量の低下が進んで

います。こうした状況の下、各地

で新しい銘柄の開発や試飲会

の開催、女性や若者向けの低ア

ルコール日本酒の販売など、日

本酒の復活を模索する動きが

見られます。�

　奈良時代には律令制度の整備により、酒造りを担当す

る「造酒司」と呼ばれる役所が朝廷内に設けられており、

朝廷のための酒造りが行われていたことが分かります。�

　また、このころの諸国の税の報告書である『正税帳』には、

「古酒」「濁酒」などの名称が確認され、万葉集では、「能

登の国の熊来の酒屋」という歌が詠まれており、すでに「酒

屋」という名称が登場しています。�

　平安時代に編纂された『延喜式』には、「米」「麹」「水」

でお酒を仕込む方法や、「れい酒」「白酒」「黒酒」といった

10種類ほどのお酒の説明、酒税の徴収に関する記載、お

燗に関する詳しい記録などが書かれています。�

　このころのお酒は、宮廷の儀式で用いられることが多く、

宗教的儀礼という意味合いが強かったと考えられますが、

酒造技術の急速な進歩があったことが伺われます。�

みきのつかさ�

えん　ぎ　しき�

やなぎのさかや�

しょうぜいちょう�

あいざけ� かんまえざけ� かんざけ� はるざけ�しんしゅ�

くま　き�

　日本列島で、お酒がいつごろから造られていたのか。

実は、その起源については諸説あり、はっきりしたことは

分かっていません。考古学では、縄文土器の中から山ブ

ドウの種や木の実（クルミ、トチ、ドングリなど）が発見され

ていることから、こうした果実を原料としたお酒が造られ

ていたという説があります。�

　３世紀後半の中国の史書『魏志倭人伝』 に、倭人は「酒

を嗜む」、死者が出たとき「歌舞・飲酒す」という記述があ

ります。いずれにしても研究途上とはいえ、古代からお酒

が造られていた可能性があります。�

　鈴鹿でも、古墳などから「はそう」

と呼ばれる、お酒などの液体を注ぐ

のに使われたと想定される土器が出

土しています。�

はそう（河田町南山6号墳出土）�

　江戸時代には「新酒」「間酒」「寒前酒」「寒酒」「春酒」と、

一年間に５回も仕込まれていましたが、冬場だけ仕込む「寒

造り」の品質が最も優れていたことから主流となり、冬季

だけお酒を造る集団の「杜氏制度」が形成されました。�

　元禄11年（1698）の江戸幕府の調査によると、全国には

2万7,000戸余りの酒造場があったことが記録され、良質な

水や海運に恵まれた灘（兵庫県）や伏見（京都府）など、そ

の土地ならではの人気の「地酒」が庶民の間にも広まりました。�

　商業が盛んになるにつれて、お酒は米と同様に経済価

値を持った商品として流通するようになり、それまで特別

なときにしか飲まれなかったお酒が、日常的に飲まれるよ

うになりました。これを裏付けるように、京都を中心に造り

酒屋が増加し、「柳酒屋」といった大手の酒屋が記録に残っ

ています。�

　また、今までの朝廷の酒造組織に代わって、寺院や神

社がお酒を造るようになり、菩提山正暦寺（奈良市）、天野

山金剛寺（河内長野市）などで造られたお酒が有名にな

りました。特に、正暦寺など奈良を中心に造られたお酒は、

麹米・掛米ともに白米を使って醸造する「諸白」を用いて

おり、現代の日本酒の原型と考えられています。�

奈良時代�

平安時代�

鎌倉・室町時代�

日本酒新時代�

明治時代～現代�

江戸時代�

ぼ　だいせんしょうりゃくじ�

さんこんごう　じ�

あま の�

ぎ　し　わ じんでん�

たしな�

もろ はく�かけまい�



あなたがよく飲用するお酒�
はどれですか�

あなたが飲用する頻度は�
どのくらいですか�

あなたが飲用するときは�
だれと飲むことが多いですか�

あなたがよく飲用する場所は�
どこですか�

鈴鹿市に酒蔵（酒を醸造したり貯蔵する蔵）�
があることを知っていますか�Q5
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どんなお酒を�
どのくらいの頻度で飲まれますか？�
どんなお酒を�
どのくらいの頻度で飲まれますか？�

よく飲用するお酒の種類など�

あなたがよく飲用するお酒�
はどれですか�

あなたが飲用する頻度は�
どのくらいですか�

あなたが飲用するときは�
だれと飲むことが多いですか�

あなたがよく飲用する場所は�
どこですか�

鈴鹿市に酒蔵（酒を醸造したり貯蔵する蔵）�
があることを知っていますか�

※市政メールモニター（メルモニ）は、住所・氏名・生年月日の認証を受けた13歳以
上の市民で、2月20日現在4,351人が登録してします。�

　昨年12月5日から1週間、市政メールモニター（メルモニ）の皆さんを対象に、よく飲用するお酒の種類などについてアン
ケートを行ったところ、1,515人から回答がありましたので、集計結果を紹介します。また、189人からお酒に関する意見や考
えなどをいただきましたので、その一部もあわせて紹介します。�

アンケート実施期間／2005年12月5日(月)～12月11日(日)

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

清酒（日本酒）�
13.7％�

自宅�
63.6％�

友人・知人の家�
5.5％�

居酒屋・小料理屋�
25.3％�

スナック・バー 2.9％�

レストラン・料亭 5.8％�

その他 2.0％�
全く飲まない�

21.2％�

ほぼ毎日�
18.2％�

一人�
21.2％�

夫婦�
33.8％�

その他の家族�
4.6％�

知っている�
51.2％�

知らない�
48.8％�

友人・知人�
17.4％�

その他�
1.7％�

全く飲まない�
21.3％�

週4～6日�
6.1％�

週2～3日�
12.9％�

週1日�
 8.6％�月2～3日�

12.5％�

月1日以下�
19.6％�

全く飲まない�
22.1％�

焼酎�
19.1％�

チューハイ・�
缶カクテル�
32.7％�

ビール・発泡酒�
51.6％�

ウイスキー・�
ブランデー�
5.4％�

ワイン 17.6％�

梅酒・中国酒・�
その他の酒類�

14.4％�

全く飲まない�
22.5％�

Q1 Q2 Q3

Q4 Q5

●やっぱり冬は日本酒ですね。熱燗で一杯は左
党にとってかけがえのない至福の時、妻と一緒に
飲めばウマさも格別。よくぞ日本酒を造ってくれま
したと言いたい。 休肝日を設けて健康に留意して
いつまでも晩酌をしたいものです。（63歳・男性）�
�
●日本酒がまったく飲めないわたしと日本酒から
何でも飲める義父さん。毎日、主人と姑はお茶、わ

たしは発泡酒、義父さんは日本酒、それぞれで乾杯しています。ち
なみに、その日本酒は安い物ばかりですが、プレゼントにはいいお
酒をあげています。（32歳・女性）�
�
●子どものころ、他県に住んでいましたが、隣に酒蔵があり、冬に
なると杜氏の方たちの掛け声と湯気が蔵の上方の格子窓から流

れてきました。酒造蔵って懐かしい響きです。鈴鹿市にある酒造
蔵めぐりしてみたいです。コンサートをするとよく響くと思いますよ。
杜氏の方たちの歌う声が懐かしく思い出されます。（55歳・女性）�
�
●日本酒が好きで冬は熱燗、夏は冷酒を愛飲しているが、困った
ことに冷酒が高い。最近はおいしい冷酒が増えて誠にありがたい
が残念なことに高すぎる。聞くところによると、付加価値を高めると
かで高い冷酒を開発するのが流行とか。おいしくて手ごろな値段
の冷酒を発売してほしい。（69歳・男性）�
�
●三重の人はあまり、お酒を飲まないほうだと思います。たくさんの
種類を扱ってる日本酒の店とか少ないし。わたしは東北の出身な
んで、お酒は大好きです。でも、酒に飲まれるような飲み方はしませ
ん。おいしい鍋と漬物で、楽しく飲むのが好きです。（38歳・女性）�

（複数回答）�

（複数回答）�

（複数回答）�
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お酒を造っているところは�
どのくらいあるの？�
お酒を造っているところは�
どのくらいあるの？�
　日本古来の伝統的アルコール飲料であり、日本の国酒である「日
本酒」。長年にわたって培われてきた日本独特の極めて巧妙、複
雑な仕組みによって造られる日本酒。ここでは、その技術を守りつ
づけている酒蔵の現状などについて、紹介します。�

　国税局鑑定官室で約40年近く酒造りの助言指導を担い、現在は県の酒造組合の技術顧問として、県内の酒蔵を奔走
している斎藤さんにお話を伺いました。�

※県産酒製成数量（20％）：製造された日本酒の数量でアルコール度数を20％に換算したもの。�
※県産酒課税移出数量（実数）：課税対象として酒蔵から蔵出しされた日本酒の数量。�
※内県内課税移出数量（実数）：県産酒課税移出数量のうち県内で消費された数量。�

三重県酒造組合�技術顧問�斎藤 和夫さん�

　酒蔵は51場�
　江戸時代末期ごろ、県内には100以上もの酒造場が

あったと聞いています。現在、県内には委託醸造も含

めて51の酒蔵があります（図１）。最近は、ワインや焼

酎などに押され、日本酒の消費量はこの10年で約４割

も少なくなってきていることなどから、酒蔵の数は減少

傾向にあります（図２）。�
�

　地産地消�
　県内で造られるお酒の量は、昭和48年のピーク時に

比べ約６分の１にまで減ってきています（図３）。課税移

出数量との差は、桶売りといってタンクのまま県外の大

手酒造メーカーへ出荷するため課税は大手酒造メー

カーのある地域でカウントされるためです。最近では、

その差が少なくなってきているのは、造られるお酒の

大半を県内に蔵出ししているからです。そして、その蔵

出しの約70％が県内で消費されている現状になります。�
�

　日本酒文化�
　日本酒の醸造技術は、長年培われてきた伝統ある

職人技であり、日本文化だといえます。大手酒造メー

カーにおける大量生産とは違った味が県内の酒蔵に

はあります。現在の酒蔵は、さまざまな趣向を凝らして

日本酒の研究やＰＲに努めています。近年、失われつ

つある日本文化ですが、その灯火を消さないよう頑張

っていますので、一人でも多くの方に、日本酒の良さ

を感じていただきたいと思います。�
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図2／三重県の酒蔵数の推移�

図1／三重県の酒蔵�

図3／三重県産酒の推移�
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安達本家酒造㈱　㈲稲垣�

朝日町�

神楽酒造㈱�
石川酒造㈱�
伊藤酒造㈱�

 ㈱タカハシ酒造�
 丸彦酒造（名）�
（資）笹野酒造部�

齋木酒造㈱�
㈱鈴木商店�
㈱ナカムラ�

㈱宮崎本店�

（資）早川酒造部�

川越町�菰野町�

四日市市�

旭酒造㈱�

明和町�

㈱伊勢萬�

伊勢市�

河武醸造㈱�

多気町�

元坂酒造㈱� 平成18年1月1日現在�

大台町�

松島酒造㈱�
㈱油正�
今村酒造㈱�

海野酒造㈱�
稲森酒造㈱�
寒紅梅酒造㈱�

倉田酒造㈱�
㈱小川本家�

津市�

船木酒造㈱�
新良酒造㈱�
㈱中川酒造場�

中川酒造㈱�
清水酒造場�

松阪市�

（名）早川酒造�

鈴鹿市�
清水醸造㈱�
鈴鹿酒造㈱�

伊賀市�
（名）菅野酒造場�
 中井酒造場�
（名）森山仙右衛門商店�
（名）森喜酒造場�
 ㈱太田酒造�
 ㈱福井酒造場�
 平和酒造㈱�
 伊賀泉酒造㈱�
 橋本酒造場�
 若戒酒造㈱�

名張市�
 ㈱松山酒造場�
 木屋正酒造（資）�
 北村酒造（名）�
（名）福持酒造�
 澤佐酒造（名）�
 瀧自慢酒造㈱�

県産酒製成数量�
県産酒課税移出数量�
内県内課税移出数量�酒の

肴�
［其の一］�杉玉�

　古来、造り酒屋の看板として杉の葉を
束ねて軒先につるし、その年の酒造りと
酒造りの神さまのご加護を願う風習があり
ました。これを「酒琳」（さかばやし）と言い、後に球状に造
られたことから「杉玉」と言うようになったようです。青 と々し
た新しい杉玉がつるされると新酒ができた目印となります。�

79

67 66 66
59

51
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お酒はどのようにして造られるの？�

精米 �

ここでは、お酒がどのような工程で造られているのかを紹介します。�

　ご飯を炊くお米は、精米歩合92％程度の白米（玄米の
表層部を8％程度削りとる）ですが、日本酒の原科米は、よ
い風味を持つお酒をつくるために精米歩合75％以下の白
米が用いられています。これにより、くどさのない上品な味に
なります。�

洗米・浸漬�
　白米についている糠を水で洗い落します。ご飯を炊く前に、
米をとぐのと同じです。水に浸す時間は、米の種類や精米
歩合などによって異なり、適量の水分を含ませます。�

麹�

蒸 米 �
　浸漬したお米を蒸します。蒸しあがったものは、麹用と掛
米用に分けられます。�

酒 母 �

醪�

こうじ�

もろみ�

しゅ　ぼ�

　お酒の醸造過程で生じる、まだこさない粒の混じった状
態のもので、こして初めてお酒になります。酒母、麹、蒸米と
仕込水をタンクに入れ、およそ20日から30日間かけて発酵さ
せます。酵母や酸・アルコールの濃度が薄まらないよう、「初
添」、「仲添」、「留添」と三段階に分けて仕込み（三段仕
込み）、量を増やしていきます。タンクの中では、麹の酵素に
よりデンプンが糖に変えられ、糖は酵母によりアルコールに
変えられていきます（これを並行複発酵といいます）。この過
程で、さまざまな成分がつくられ、それらがお酒独特の香りと
味わいを生み出していきます。�

洗米作業�

蒸米作業�

種麹�

酒母�

麹づくり作業�

醪�

　蒸米に、種麹（麹菌の胞子）を散布し麹を造ります。麹づ
くりは温度や湿度の管理など熟練を要する工程です。麹菌
の分泌する酵素が、でんぷ
ん・タンパク質をそれぞれ糖・
アミノ酸に分解します。�

玄
米�

精
米�

糠�

白
米�

洗
米
・
浸
漬�

蒸
し�

蒸
米�

麹�

酒
母�

麹
菌�

酵
母�

醪�

水�

　酒母造りは、麹、蒸米、水を用い、麹の糖化作用で甘酒
を造り、これを栄養分として、発酵に欠かせない「酵母」を、
純粋に多量に増殖させる工程です。酒母は「もと」ともいわ
れ、酒母造りは、文字通りお酒
の「もと」をつくる大切な工程
です。酵母には、麹の酵素に
よりつくられた糖をアルコール
に変える働きがあります。�

お酒が�
できるまで�

ぬか�

とめぞえ�なかぞえ�ぞえ�

はつ�



　杜氏は酒造りの責任者�
　「その年にどんな酒を仕込むか」という蔵の方針が
決定した後は、酒造りの開始からお酒ができ上がるまで、
酒蔵では杜氏の責任で酒造りが進められます。�
　酒造りは米の収穫が終わる秋から翌年の春ごろま
で行うため、長期・中期・短期の酒造計画をつくるとと
もに、1日ごとの作業工程を立て、製造量、製造時期、
原料米の入荷、麹や醪の管理、蔵で働く人の作業管
理など細かく管理を行っています。�
　また、酒造りは多くの工程がある上、吟醸酒や純米
酒などの仕込むお酒の種類によっても少しずつ作業
内容が異なります。さらに、目に見えない酵素や微生

物の働きによって時々刻 と々状況が変化するお酒を、
いろいろなデータを始め、これまで培った経験と勘を最
大限駆使して、蔵の方針に添ったお酒に仕上がるよ
う取り組んでいます。�
�
　酒造りがわたしの「喜び」�
　家庭の食卓や飲食店など、消費者の身近なところ
にお酒はあります。そして、お酒を飲んだ方からの反応
は十人十色。自分が造ったお酒を「おいしい」と言っ
ていただける方にまた飲んでいただき、「今度もおいし
かった」と言われる酒造りをしたいと思っています。�
　できたお酒は、杜氏として仕事をしてきた結果です。
良い仕事ができるように、どれだけ妥協しないか、どれ
だけ納得して造ることができるかにこだわりたいと思っ
ていますし、それが、この仕事に携わる最大の喜びだ
と感じています。�
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上 槽 � 清水醸造（株）�内山 智広さん�
バイオテクノロジーを学んだ後、酒造りの世界へ。酒造り歴13年目、�
杜氏歴8年目。�

上槽�

酒粕�

　発酵が終了した熟成醪を新酒と酒粕に分離します。�

ろ 過 �

　新酒は、まだ澱が残っているため、少し濁りがあります。静
置して沈殿させた後、ろ過機でこして澱などを分離します。�

　平成17年3月に行われた第35回三重県新酒品評
会の「吟醸の部」「純米吟醸の部」で、ともに首位
賞を受賞した、杜氏の内山さんにお話しを伺いました。�

加熱殺菌（火入れ）・貯蔵�
　約65℃で加熱殺菌するとともに、加熱により酵素の働き
を止めます。その後、タンクで貯蔵します。ただし、「生酒」は
一切の加熱殺菌をしません。�

調 合 �
　年間を通じ、品質の安定したお酒を出荷するために、原
酒をチェックし、分析データを参考にしてお酒の持ち味を生
かすよう調合します。�

上
槽�

酒
粕�

ろ
過�

生
酒�

加
熱
殺
菌�

貯
蔵�

調
合�

容
器
詰�

製
品�

おり�
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pecial
特集：味酒鈴鹿国�

お酒にはどんな種類があるの？�

日本酒と他のアルコール酒との違い�

　知っているようで、実はあまり知られていないお酒の世界。一口にお酒といってもその種類はさまざ
まです。ここでは、お酒の特徴や種類について紹介します。�

　お酒は次のとおり3種類に分類され、そのうち日本酒は醸造酒にあたります。�

分 類 � 例�

醸 造 酒 � 日本酒・ビール・ワイン�

蒸 留 酒 � 焼酎・泡盛・ウイスキー・ブランデー・ウォッカ・ジン・ラム�

混 成 酒 � ベルモット・リキュール・みりん・合成清酒�

好みを探す楽しみ──多種多様な日本酒の酒類�
　日本酒は「燗してよし、冷やしてよし」という世界でも珍

しいお酒です。飲用温度も他の酒類と比較すると幅があり、

５℃～55℃くらいまでと、広範囲にわたっています。また、

冬から春、夏から秋へと日本の四季の移ろいとともに生まれ、

育つ酒で、日本独特の気候風土が生み出した酒です。豊

かな自然の恵みと日本人の知恵の結晶が日本酒である

といえるでしょう。この日本酒は、吟醸酒、純米酒、本醸造

酒を特定名称の日本酒といい、原料、製造方法などの違

いによって８種類に分類されます。それぞれ所定の要件に

該当するものにその名称を表示することができます。�

特定名称� 使用原料� 精 米 歩 合 � 麹米使用割合� 香味等の要件�

吟醸酒� 米、米こうじ、醸造アルコール� 60％以下� 15%以上�

15%以上�

15%以上�

15%以上�

15%以上�

15%以上�

15%以上�

15%以上�

吟醸造り 固有の香味、色沢が良好�

大吟醸酒� 米、米こうじ、醸造アルコール� 50％以下� 吟醸造り 固有の香味、色沢が特に良好�

純米酒� 米、米こうじ� ─� 香味、色沢が良好�

純米吟醸酒� 米、米こうじ� 60％以下� 吟醸造り 固有の香味、色沢が良好�

純米大吟醸酒� 米、米こうじ� 50％以下� 吟醸造り 固有の香味、色沢が特に良好�

特別純米酒� 米、米こうじ� 60％以下または特別な製造方法� 香味、色沢が特に良好�

本醸造酒� 米、米こうじ、醸造アルコール� 70％以下� 香味、色沢が良好�

特別本醸造酒� 米、米こうじ、醸造アルコール� 60％以下または特別な製造方法� 香味、色沢が特に良好�

※醸造酒／原料を酵母によりアルコール発酵させてつくられたお酒。蒸留などの作業を経
　　　　　ずに、アルコール発酵させたままの状態で飲まれるものをいいます。�
�
※蒸留酒／醸造酒を蒸留してつくられたお酒。お酒はアルコールと水を主とするその他の成
　　　　　分が混合した状態にあります。アルコールの沸点は約78℃、水の沸点は約100
　　　　　℃のため、お酒を加熱するとまずアルコールが蒸発します。この蒸気を集めて液
　　　　　体に戻すと、元のお酒よりもアルコール度数の高いお酒を作り出すことができま
　　　　　す。この度数の高いお酒が蒸留酒です。�

※吟醸酒／日本酒のうち、60％以下に精米した白米を原料とし、低温発酵させて醸造したものをいいます。�
�
※精米歩合／白米のその玄米に対する重量の割合をいいます。精米歩合60％というときには、玄米の表層部を40
　％削り取ることをいいます。米の胚芽や表層部には、たんぱく質、脂肪、灰分、ビタミンなどが多く含まれ、これらの
　成分は、清酒の製造に必要な部分ですが、多すぎると清酒の香りや味を悪くするため、米を清酒の原料として使
　うときは、精米によってこれらの成分を少なくした白米を使います。ちなみに、一般家庭で食べている米は精米歩合
　92％程度の白米（玄米の表層部を8％程度削り取る）です。�
�
※醸造アルコール／デンプン質物や含糖質物から醸造されたアルコールをいいます。もろみにアルコールを適量添
　加すると、香りが高く「スッキリした味」になります。さらに、アルコールの添加には、清酒の香味を劣化させる乳酸
　菌の増殖を防止するという効果もあります。吟醸酒や本醸造酒に使用できる醸造アルコールの量は、白米の重
　量の10％以下に制限されています。�



　アミノ酸は生命の源となる栄養成分

で、わたしたちの身体をつくっているた

んぱく質は20種類のアミノ酸からでき

ています。アミノ酸は人間の体の細胞、

ホルモン、酵素などを形成するほか、

体にとってさまざまな重要な機能を担

っています。お酒の中でも特に多くのアミノ酸を含んでいるのが日本酒で

す。日本酒に含まれるアミノ酸は、食欲を増進させてくれます。�

　昔から日本酒は百薬の長と言われてきましたが、最近では生活習慣

病の予防効果や老化・痴呆の発症リスクを下げるといったことなども解明

されてきています。どんなことでもそうですが、過ぎると逆効果にもなりか

ねません。日本酒であれば１日２合までといわれていますが、適度な飲酒

を心掛けていただくことが大切です。�
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　日本酒はその味と香りの特性から、大きく4つのタイプに分類されます。ここでは、それぞれのタイプと料理との相性など
を紹介します。�

香り：華やかで透明感のある果実や花の香りが特徴�
味わい：甘さと丸みは中程度で爽快な酸との調和がとれている�
○香りの高いタイプ／「大吟醸」「吟醸酒」�

日本酒にはどんな料理が合うの？�

鈴鹿国際大学短期大学部�

日本酒は百薬の長�

教 授 �久保 さつきさん�

■洋風料理�
ビーフシチュー、鴨のロースト、スパゲティミートソース�

■和風料理�
うなぎの蒲焼き、豚の角煮、鯉のあら煮�

■中華風料理�
北京ダック、しゅうまい、甘酢あんかけ�

■洋風料理�
ビーフステーキ、クリームシチュー、フライドチキン�

■和風料理�
とんかつ、焼き鳥（たれ）、すき焼き�

■中華風料理�
焼きぎょうざ、酢豚、マーボー豆腐�

■洋風料理�
帆立貝のワイン蒸し、魚介類のグラタン、白身魚のムース�

■和風料理�
鮎の塩焼き、山菜の天ぷら、あなごの白焼き�

■中華風料理�
棒棒鶏、八宝菜、春巻�

■洋風料理�
シーフードサラダ、ロールキャベツ、マカロニグラタン�

■和風料理�
出汁巻き玉子、ふろふき大根、湯豆腐�

■中華風料理�
エビやカニのしゅうまい、イカの炒めもの、かに玉�

日本酒�

●上記の料理に合う日本酒� ●上記の料理に合う日本酒�

●上記の料理に合う日本酒�
香り：スパイスや干した果物などの力強く複雑な香りが特徴�
味わい：甘みはとろりとしていてよく練れた酸が加わり調和している
○熟成タイプ／「古酒」「長期熟成酒」�

●上記の料理に合う日本酒�

香り：穏やかで控え目な香りが特徴�
味わい：清涼感を持った味わいでさらりとしている�
○軽快でなめらかなタイプ／「生酒」「低アルコール酒」�

香り：樹木や乳性の旨みを感じさせる香りが特徴�
味わい：甘み、酸味、心地よい苦みとふくよかな味わいが特徴�
○コクのあるタイプ／「純米酒」�

酒の
肴�
［其の二］�燗銅壺�

かん　どう　　こ�

　お酒を燗する道具の一つ。昭和初期まで
は全国的に普及していました。熱伝導率の良
い銅を使用し、炭火で暖められた燗銅壺で日
本酒を湯煎して、熱燗を楽しむための道具です。�

昭和初期の燗銅壺�

現代の燗銅壺�

味が�
若 し々い�

軽やか�
シンプル�

香りが高い�

華やか�
複雑�

香りが低い�
軽やか�
おだやか�
シンプル�

味が�
若 し々い�

軽やか�
シンプル�

味が濃醇�

複雑�
旨味�
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pecial
特集：味酒鈴鹿国�

体験・お酒造り�
　鈴鹿唯一　鈴鹿唯一の蔵元蔵元「清水醸造清水醸造」が、米造米造りから純米酒純米酒が出来上来上がるまでの全工程全工程
を体験してもらおうと、平成16年から『鈴鹿の米から純米酒「しぼりたて」を造る会』
を開き、昨年昨年は約50人の方が参加参加しました。ここでは、造る会が行った5月の田植田植え
から11月の酒搾酒搾りまでの約半年間約半年間の取り組みを紹介紹介します。�

　鈴鹿唯一の蔵元「清水醸造」が、米作りから純米酒が出来上がるまでの全工程
を体験してもらおうと、平成16年から『鈴鹿の米から純米酒「しぼりたて」を造る会』
を開き、昨年は約50人の方が参加しました。ここでは、造る会が行った5月の田植え
から11月の酒搾りまでの約半年間の取り組みを紹介します。�

飲んで楽しい日本酒�

5月5日�
田植え�

9月11日　稲刈り�

10月1日�
勉強会�

9月28日　麹の床もみ�

11月4日�
酒粕の袋詰め�

11月13日　打上げ�

　近鉄が主催した酒蔵めぐりで、訪問したときにお酒造

りの全工程が体験できるこの催しがあることを知り参加

しました。米作りから始まった工程を行うことで、ますま

す日本酒に愛着がわきました。また、きき酒では、自分

の好みの日本酒の種類を知ることができよかったです。

日本酒は冷酒でいただくのが好きです。日本酒は、仲

間と話がはずみ、コミュニケーションが図れるとてもおい

しいお酒です。これからも、仲間とともに日本酒を楽しく

飲み続けていきたいと思います。�

まじめな酒造りに感銘�

参加者の声�

鈴木 陽子さん�
（白子三丁目）�

福間秀文さんファミリー�
（四日市市）�

本年度もこの催しは開催されます。興味のある方は、清水醸造株式会社（　059‐385‐0011）にお問い合わせいただくか、下記のホームページをご覧ください。�
清水醸造株式会社ホームページ／http: / /www.suzukagawa.com

　全工程のうち、5回参加しました。酒造りには以前か

ら興味があったので、とてもいい経験ができたと思って

います。お酒造りの工程を楽しく体験することができ、

よかったです。お酒を飲めない家内も粕はがしの作業で、

大好きな酒粕をもらうこともでき、とても喜んでいました。

杜氏の後継者不足の問題がありますが、ここでは若い

杜氏が酒造りに真剣に取り組んでいますし、日本酒文

化の普及にもとても熱心に取り組んでみえ感心しました。

よりおいしい酒造りを期待したいと思います。�

※鈴鹿酒造（株）は、清水醸造へ委託醸造しているため、市内における蔵元は清水醸造のみになります。�

参加者の声�
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四季のお酒�
四月　花見酒�

　花を見ながらお酒を飲み、暑気払いにお酒を飲み、月を見ながらお酒を
飲み、雪を見ながらお酒を飲み・・・。わたしたちは、その季節に応じてお酒を
楽しんできました。ここでは、そんな「四季のお酒」を楽しみたいと思います。�

五月　菖蒲酒�
　平安時代には、午月にあたる５月は凶の月とされ、その
最初の午の日の「端午」には「菖蒲酒」を飲み、「菖蒲湯」
につかり、ちまきを食べて邪気を払うという風習がありまし
た。その風習が現在に残り、５月５日の「端午の節句」に、
燗をしたお酒に、菖蒲の根を細かく刻んで浸して香りを楽
しみながら飲む、という形で伝来しています。�

六月　夏越しの酒�
　６月の晦日に、梅雨の悪霊や半年間の汚れを流すみそ
ぎの酒として飲まれたお酒です。この時期は、農村では田
植えも終わってひと息入れる時期にあたり、一緒に働いた
牛や馬にもみそぎをさせてからお酒を飲みました。また、こ
れから迎える暑い夏を乗り切るために祈りながら飲む、と
いう意味も込められており、現在にも通じる「暑気払い」
の側面も持っていました。�

七月　鰻 酒�
　江戸時代から、本格的な夏の始まりを告げる七月の土
用の丑に、スタミナを付けるためにウナギを食べたことから、
これに合わせて、ウナギの蒲焼きを入れて温めた丼に熱
燗を注ぎ、しばらく蓋をしてから飲むお酒です。体力の消
耗を防ぐ意味が込められています。�

八月　冷やづくし�
　暑気払いのために飲む冷やしたお酒には、温度別に名
称が異なります。雪冷え（５度前後）、花冷え（10度前後）、涼
冷え（15度前後）、凍結酒（冷凍庫で凍らせたお酒）などの
名称で区別します。�

九月　菊の酒�

十月　月見酒�
　旧暦の８月15日に、澄んだ空に昇る満月を「中秋の名月」
と呼んで鑑賞する風習にちなみ、名月を杯に満たした酒
に映して飲むお酒です。15個の団子と実りの初物、ススキ
の穂などの秋の七草を供えます。夜露の付いたものを食
べると長生きするという言い伝えがあるため、縁側や庭な
どで行います。�

十一月　実りの酒�
　この時期に行われる収穫祭に合わせて飲むお酒です。
大地の実りに感謝するとともに、収穫の労をねぎらい、これ
から訪れる長い冬に備えて、栄養を蓄えておこうという意
味もあります。できたての新酒で祝うのが習わしです。�

十二月　除夜の酒�
　そばは不老長寿に結びつく縁起の良い食べもので、江
戸時代から年越しにそばを食べる風習があります。そば
を食べ、除夜の鐘を聞きながら、一年を振り返るとともに、
新年の誓いを新たにする、一年の「しめのお酒」です。�

一月　お屠蘇�
と そ�

二月　雪見酒�
　雪を見ながら飲む雪見酒は、平安時代からすでに行わ
れていたといわれており、風流を好む日本人に最も愛され
てきた飲み方の一つです。降り積もった雪をコップに詰め、
その上からお酒を注ぐ「雪割り酒」という飲み方もあります。�

三月　桃花酒�

うまづき�

ちょうよう�

じょう し�

　満開の桜の下で飲む花見酒は、わたしたちにとって最
もなじみ深いお酒の楽しみ方です。昔から暖かい春の象
徴とされる桜は、自然界の生命力の源と考えられ、一年の
気候の安定、豊作を意味するとされてきました。その桜の
下でお酒を飲みながら宴会
をすることは、豊かな食生活
につながると信じられ、花見
酒は豊かな暮らしの象徴とし
て楽しまれてきました。�

　３月３日の「上巳の節句」に桃の花を刻んでお酒に浮
かべ、子どもの成長や健康を
祈って飲むお酒です。花びら
は単弁のものが良く、重弁の
花びらは苦味があって良くな
いとされています。「桃花は邪
気をはらい長命をもたらす強
い生命力の象徴」という中国
の思想に基づいており、非常
に縁起の良いお酒です。�

　お屠蘇は中国から伝来した風習で、日本では平安時代
に宮中の行事として始まりま
した。現在では、正月の三が
日に一年の邪気を除き、家内
健康と幸福を願って飲まれて
います。飲む順序は一年の無
病息災と延命長寿を願い、
若者の活発な生気にあやか
る意味で、年少者から順次年
長者へと飲み回すのがしき
たりです。�

　平安時代から、９月９日は９という最も大きな奇数の陽
の数字が重なることから、「重陽の節句」と呼ばれます。こ
の日には、邪気を払い、長寿を祈る目的で、杯に菊の花を
浮かべてお酒を飲む風習が
ありました。「菊飯」を食べたり、
この日に摘んだ菊で作る「菊
枕」などの風習にも同じ意味
が込められています。�
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pecial
特集：味酒鈴鹿国�

お酒のソムリエっているの？�
　日本酒の特性を生かし、状況などに応じたお酒の提供ができるプロフェッショナルとして日本酒サービス研究会・酒匠研
究会連合会によって認定されたきき酒師。そうしたきき酒師の中から、3人の方に「お酒」に対する思いについてお話を伺
いました。�

　神に供えるために賜った山の幸・海の幸の豊かな三重県。「地産地消」を掲げ地域の食を基軸に、地域文化の気づき
へとつなげていこうとする取り組みを推進している県・農水商工部。県の取り組みや地酒への思いなどについて、石垣部
長にお話を伺いました。�

三重県農水商工部�
歴史と風土に培われた地酒�

部 長 �石垣 英一さん�

　県では、地域経済を支える中小企

業者が連携し、地域産業の活性化に

つながる取り組みに対して支援を行っ

ています。具体的には県内で生産さ

れた原材料を使い、県内で製造され

た加工食品に対して県が認証する「Ｅ

マーク」制度、地産地消運動の一環と

して県産食材に触れ親しみ、地域を

見つめ直してもらう「みえ地物一番の

日」キャンペーンなどの事業です。�

　さらに、酒造業は、地域産業という

視点だけでなく文化を継承するといっ

た側面から、県酒造組合が県民を対

象とした「きき酒大会」や県の地酒を

紹介したガイドブック「三重の酒」の

作成などに対して支援を行ってきま

した。�

　三重の歴史・風土の中ではぐくま

れた地酒はどれも個性があり、地域

性が豊かです。また、日本酒はその製

造過程もさることながら、たしなむこと

そのものも文化といえるのではない

かと考えています。わたしたちは生き

ていく上で、喜怒哀楽などのさまざま

な情感に遭遇します。そのような情感

をあるときは和らげ、いやし、高めてく

れるのが日本酒です。日本酒に対す

るイメージは、皆さんそれぞれだと思

いますが、より良い酒造りのためにも、

機会があればぜひ一度、地酒に関心

を持っていただいてはいかがでしょう

か。また、酒蔵で頑張っている皆さん

には、今後、伝統の中にも新しい時代

に見合った新しい日本酒造りを期待

しています。�

Eマーク� ガイドブック「三重の酒」�「みえ地物一番」マーク�

　日本酒は製造過程で手が込ん

でおり難しい分、奥が深いと思い

ます。それが味や香りにも反映し、

奥深いものになっているのではな

いでしょうか。また、日本酒はその

風土で培ってきた水を使います。

よって同じ風土で育った食材とよく

合います。地元の食材を肴に地酒

を飲む。その土地ならではの味を

楽しめるのも魅力だと思います。�

竹
口
広
泰
さ
ん�

（
中
江
島
町
）�

　日本酒にはいろいろな楽しみ

方があると思いますが、わたしは、

最初に口をつけたときの味と香り

を楽しんでいます。日本酒は飲む

温度に幅がある分、一年を通じて

さまざまな飲み方ができます。また、

最近は渋いものからフルーティー

なものまで、バリエーションも豊富

なので、ぜひ皆さんも自分なりの楽

しみ方を見つけてください。�

南
中
良
夫
さ
ん�

（
算
所
町
）�

　最近日本酒が敬遠されがちと

いう声をよく耳にしますが、きっと

良い日本酒に出会っていないか

らではないでしょうか。蔵元や酒屋、

飲食店を訪れていただき、実際に

味わい、店の人と日本酒談義を交

わしてください。日本酒の新たな

魅力に触れることができ、皆さんの

思いにマッチした「自分の１本」を

見つけることができると思います。�

安
田
武
史
さ
ん�

（
神
戸
六
丁
目
）�
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　市内唯一の蔵元を経営する清水さんに、日本酒に対する熱き思いを語っていた
だきました。�

日本酒への熱き思い�

　お酒は楽しく飲みたいものです。飲むときにはエチケットを守り、健康のためにも次の
ことに気を付けましょう。�休・肝・日�

○飲酒運転や未成年の飲酒は絶対にしない�
○笑いながら楽しく飲もう�
○自分のぺ－スでゆっくりと適量を�
○食べながら飲む、薬といっしょに飲まない�

○他人に無理強いをしない�
○イッキ飲みはしない、させない�
○遅くても夜12時で切り上げよう�
○週2日は休肝日を取り、肝臓などの定期健診を�

清水醸造株式会社�
代表取締役�清水 慎一郎さん�

　2種類の日本酒�
　日本酒には２つの種類があります。

全国どこでも、いつでも同じ品質を提

供する「工業製品としての日本酒」、

味わいの調和をめざして造られる「農

業製品としての日本酒」の２種類です。

工業製品としての日本酒にも、工程

管理、商品規格など大変な努力と労

力が必要でしょう。しかし、わたしたち

のような小さな造り酒屋の日本酒は、

例えば顔見知りの農家の作る路地物

の野菜のように、人々の感性に訴える

力を持ったものだと思います。�
�

　日本酒の味わい�
　日本酒には、甘口・辛口という表現

があります。また、日本酒度何度とか、

精米歩合何％とか数字を使った説明

をすることもあります。このように、どん

なお酒であるかを表わす指標がいく

つかありますが、お酒の味わいはもっ

と複雑なもので、これらだけでお酒を

語ることはできません。同じ原料で、

同じ精米歩合で造ったお酒でも、全く

違う味わいのものはたくさんあるのです。�

　酒造りでは、お酒の味わいに杜氏

の性格が出ると言われます。杜氏の

五感を総動員して造られるお酒の味

わいの中で、成分の分析値などで表

せるものは、味わいのほんの一部分

です。口に含んだ瞬間に、口から鼻

の奥、そして頭の後ろあたりに走るき

らっとした輝き。お酒の見せるそうし

た一瞬の味わいにこそ、本当の魅力

があると思います。�
�

　格好良く楽しむ「日本酒」�
　お酒を飲むときの雰囲気は、お酒

の味わいを左右する一つの要素だと

思います。一升瓶が酒燗器にさかさ

まに取り付けられ、徳利を挿すとすぐ

さま熱燗が出てくる。この光景は、嗜

好品としてお酒を楽しむという意味

で言えば、あまり格好良くはありませ

んし、「無粋だ、日本酒ってこんなもの

だ」と思っている方もいるでしょう。�

　昔からお酒は、場を和ませ、楽しむ

ための道具の一つであったはずです。

それは、先人たちが、少しでもお酒を

楽しめるようにと「燗銅壺」なるものを

用いたり、四季の酒を楽しんだりし

たことからもよくわかります。飲み方に

こだわっていたということでしょう。�

　わたしたち現代人も、これと同じよ

うに、おいしさと楽しさを求め、「錫の

盃でお酒を飲むとおいしい」とか「日

本酒をシャンパングラスに注いで乾

杯を」などと、飲み方にこだわって、格

好良く、あこがれるような飲み方をし

たいものだと思います。�
�

　日本酒考～酒造りはショービジネス～�
　お酒は嗜好品です。杜氏が寝れな

い夜を何日過ごそうが、冷水に手を

浸し米を洗おうが、お酒は味わいが

すべてです。飲み手にとっては「嗜好

＝遊び」ですから、「良い味わい＝楽

しく」でないといけません。�

　映画や演劇などのショービジネス

の世界では、監督・俳優たちが大変

な苦労をして作品を仕上げても、観

客はいともたやすく「面白い」・「面白

くない」と判断してしまいます。俳優

はどんなに演技を勉強したのだろうか、

脚本家はどんなに台詞を推敲したの

だろうか、そんな事情はすべてお構

いなしの世界です。�

　このように考えると、酒造りも映画

や演劇と同じショービジネスだと言え

ます。そして杜氏の費やした苦労が、

苦くて嫌な味わいとしてではなく、人々

を感動させるおいしさとしてお酒に

現われることを知っているからこそ楽

しくてうれしいのです。そういうちょっ

とした感動をお届けできることを願って、

わたしたちはお酒を造っています。�

おいしい日本酒を、ずっとおいしく、いつまでも楽しむために。�

参考文献／日本酒造組合中央会「日本酒造本」、「酒のしおり」（平成15年6月国税庁酒税課発行）�
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レンズ レンズ 

¥/¥¥・¥¥

¥/¥¥

今は懐かし昔遊び 
♪こまを回して遊びましょう 

1/23㈪ 

 

　子どもたちにこま回しの楽しさを知

ってもらうとともに、物を大切にする

心をはぐくんでもらおうと、地元の和

田佐喜男さんが玉垣幼稚園を訪れ、

かみなりごまや天気予報ができる天

気予報ごまなどを実際に回して披露

しました。同幼稚園が毎年1月ごろ

に和田さんを迎えて行っているもので、

園児80人はいろいろな種類のこまに

関心を示し、回るこまに近づき興味

深く眺め、こまが長く回るよう「ガン

バレ！ガンバレ！」と声援を送ったり、

和田さん手作りのドングリごまを一人

1つずつプレゼントされ大喜びでした。 

　和田さんは「こまなどの昔遊び

を通して、物をいつまでも大事に

するやさしい人になってもらえれ

ばうれしいです」と話していました。 

 

「ボランティアを生かしてまちづくりを」 
より良い鈴鹿をつくるためのフリートーク 2/5㈰

　市民と市長が率直に意見交換し、市民の行

政に対する思いを知るとともに、行政の取り

組みを知ってもらうことを目的に、第4回車

座懇談会が開かれました。今年度の車座懇談

会の最終回となる今回は、特にテーマを設け

ず、フリートークという形で行われ、20人の

市民が参加しました。 

　懇談会では、「近鉄伊勢若松

駅周辺の整備」「公民館活動の

充実」といった要望や「信号機

や横断歩道がなく危険である」

などの交通事故への懸念、「N-

TT西日本鈴鹿研修センタ跡地を、

教育施設や災害時に避難所とし

て利用してはどうか」「退職し

た人を、地域のボランティアと

して積極的に活用してはどうか」

などの提案が出され、活発な意

見交換が行われました。 

2/11㈯

2/14㈫

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka

2/9㈭
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¥/¥¥・¥¥

¥/¥¥

1/23㈪

2/5㈰

2/11㈯

2/14㈫

c
h e e

r
f u l

!

AKUZUS

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

「ネット上で怖い体験したことありませんか」 
　インターネットの世界が便利な一方、その裏に

潜んでいる危険について認識してもらおうと、平

田野中学校で「インターネット子ども教室」が開

かれ、希望した生徒約30人が受講しました。 

　この教室は、文部科学省から委託された子どもメ

ディアフォーラム運営協議会が専任講師を派遣し開

かれるもので、本市の中学校全10校と小学校3校で、3

月まで巡回して行われます。 

　講座は、生徒それぞれ1台のパソコンを使用して行われ、

電子掲示板に本名や電話番号を書き込んで会う約束を

したらおじさんがやってきたり、チャットルームで相手と言

い争いになって友人関係がギクシャクしたりという擬似

体験とともに、回避するためのマナーなどについて学習

しました。講師からは、「パスワードは家のかぎと同じ。

決して他人に教えてはいけない」「知らない人からの受

信メールには絶対に返

信しないこと。添付ファイ

ルも開けないこと」など、

個人でできる危機管理法

を伝授していました。 

「一生懸命歌います。聴いてください」 
　深伊沢保育所の5歳児13人は、介護サービス施設

「さつきの里」を訪れ、グループホーム入所者18

人を前に、日ごろ練習しているピアニカの演奏や

歌などを披露しました。子どもたちの元気なあいさ

つや歌声に、入所者から大きな拍手が送られました。

この訪問は、深伊沢保育所が保育所のある地域を知

ることと、お年寄りとの触れ合いを通じて子どもた

ちに新たな気づきが芽生えることを目的として、初

めて行ったものです。 

　訪問を受けた施設長の石井平さんは「子どもたちの無

邪気さとまっすぐな元気さに、皆さんとても喜んでいい表

情をされていました。

子どもと音楽は、人

を和ませ、人を元気

にさせる力があるよ

うな気がします」と

話していました。 

百人一首ならぬ 
一人五十首の 
信綱かるた大会 

2/9㈭

　佐佐木信綱顕彰会は、図書館で、1月28㈯日から2月11日㈯

まで信綱かるた展を、また2月11日には本市出身の歌人・

佐佐木信綱のよんだ短歌の中から50首を選んでかるたに

した『信綱かるた』を用いてのかるた大会を開きました。 

　かるた大会には子どもから大人まで約80人が参加

しました。読み手の声が聞こえると会場には、緊張

した空気が張り詰め、参加者は目を細めながらかる

たに見入っていました。 



2006・3・5

とき／3月12日㈰　内容／楠町を歩く　集合／楠
駅前8時50分　とき／4月2日㈰　内容／鹿化川の
桜並木　集合／高角駅前8時45分　参加費／とも
に200円（初参加者は300円）　※初参加者大歓迎

対象／0歳から18歳までの子をもつ方、妊産婦の方　と
き／3月9日（毎月第2木曜日）10時〜15時　ところ／白
子駅西イベントショップ　主催／白子地区民生委員児童
委員協議会　参加費／無料　※気軽に参加してください。

とき／4月4日㈫から毎週火曜日、3カ月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／10人（先着
順）　※あなたも楽しい着付を始めませんか。

対象／3歳から新6年生までのお子さまがいる親子　
とき／3月29日㈬または31日㈮　ところ／東磯山　
内容／マリオネットつくり　参加費／親子で300円　
定員／20人ほど　※工作好きな方はお気軽にどうぞ。

とき／3月30日㈭〜4月2日㈰9時〜16時　
ところ／伝統産業会館　※水墨画家・直魅の
もとで学ぶ生徒20人による初の作品展です。
ぜひご覧ください。

対象／一般の方　とき／4月4日㈫〜9月19日㈫第1・
3火曜日13時〜15時、4月12日㈬〜9月27日㈬第2・
4水曜日10時〜12時　ところ／青少年ホーム　受
講費／1万800円　定員／15人　申込み／中山へ

とき・ところ／毎週火曜日10時〜12時　楠町緑地
体育館、毎週金曜日10時〜11時15分　亀山市社会
福祉センター　会費／月2,000円　※金曜日のク
ラスには託児があります（1歳から1回600円）。

とき／4月14日㈮〜6月5日㈪毎週月・金曜日の合計14
日間18時30分〜20時30分　ところ／鈴鹿商工会議所
内容／簿記の基礎から決算まで　受講費／会員・学生1万円、
一般（非会員）2万円　定員／40人　締切り／4月7日㈮

対象／2級建築士試験の受験者　とき／学科：4月
3日㈪〜6月28日㈬37回　製図：7月7日㈮〜9月
20日㈬18回、月・水・金19時〜21時40分　受講費／
学科・製図コースで7万円　締切り／3月24日㈮
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鈴鹿市民歩こう会 子育て相談 着付　自分で着てみましょう

こども美術学園春の親子1日体験 墨彩画「凪の会」作品展 アメリカンパッチワーク講座生募集

エアロビクス＆シェイプアップ教室 初級簿記講座（日商3級程度） 2級建築士受験準備講座受講生募集

春季テニス教室受講生募集 剣道会員募集 第22回ＥＭ勉強会

やさしい俳句スクーリング4月生募集 春の里山をスケッチしてみませんか 英検合格講座受講生募集

鈴鹿不登校を考える会 春休み親子空手教室無料体験 絵画サークル受講生募集

鈴木利昭　　383-0712 達知　　386-2578　谷　　386-1439 華賀民族衣裳着付同好会　　386-3827

鈴鹿きくち教室　　080-3624-6446（11時〜） 萩野直美　　382-5938 中山智津子　　387-2700

信田和美　　387-9367 鈴鹿商工会議所振興第二課　　382-3222 鈴鹿建設高等職業訓練校　　382-1521

なぎ 

た ち  

し だ  

創徳中学校  3年  田村イウリさん（左）　 ピレス・ジョナスさん（右）

　今月の元気なひとは、

生徒会後期の会長・副会

長として活躍している田

村さんとピレスさんです。

　今月の元気なひとは、

生徒会後期の会長・副会

長として活躍している田

村さんとピレスさんです。

■ 生徒会会長・田村さん
　日本に来て10年になります。西条保育園、牧田小学

校で過ごしました。当初は、言葉が通じなかったため、

なかなか友だちができなかったように記憶しています。

小学1年生までは外国人だけの特別教室で学び徐々に日

本語も理解できるようになり、2年生からは普通学級で

勉強していました。 

　昨年9月、明るく楽しい学校づくりを主張し生徒会長に

立候補し、当選しました。生徒会では、文化祭やマラソン

大会といった学校行事の企画などを行ってきました。 

　卒業後は、高校に進学し大学へと進み、学びたいと考

えています。将来のことは今はあまり考えたことはありませ

んが、高校・大学生活を通じ、社会をしっかりと見つめて

いく中で、自分のできることを探したいと思います。自分

に何ができるのか、今ははっきりとは見えていませんが、

社会に貢献できる人間になりたいと思っています。 

■ 生徒会副会長・ピレスさん
　小学2年生のときに、ブラジルから茨城県水戸市に

越して来ました。鈴鹿市には小学4年生のときに来ま

した。外国人が多く国際的な都市というイメージを

持っていました。2歳半と4カ月の弟妹がいるので、

学校から帰ると母を手伝い子どもの面倒をみています。

4カ月の妹は、病院へ向かう車の中で出産しました。

わたしも同乗していたので、車の中での出産を助け、

また病院では通訳をしました。 

　卒業後は、車関連の会社に勤めながら定時制の高校

で学びたいと思います。そして将来は、人と人をつなぐ

通訳になりたいと考えています。自分がそうであったよ

うに、言葉の壁で困っている人の気持ちが分かるので、

そんな人たちの助けになりたいと思ったからです。これ

からしっかりと社会のことを勉強して夢がかなえられる

よう、何事にも一生懸命努力していきたいと思います。 
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とき／4月8日から毎週土曜日（全10回）中級9時〜、初級
13時〜、ジュニア15時〜　ところ／市立テニスコートほ
か　受講費／7,500円（ジュニア5,500円）　申込み／住所、
氏名、年齢、連絡先、クラスを明記の上、ファクスで川出へ。

対象／小学生以上　とき／毎週水・日曜日19時から　
ところ／平田野中学校体育館　※「元気で楽しく、永く
続ける剣道」が目標です。自由に見学に来てください。
小学4年生からスポーツ少年団に登録しています。

とき／3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菌含む）　※気軽に参加ください。

とき／毎月第3金曜日9時30分〜11時30分または
13時30分〜15時30分　ところ／文化会館　内容／
ボランティア講師による初歩の俳句教室　費用／会費
6カ月間無料、ただし会場費などで実費月100円程度。

対象／小学1年以上どなたでも　とき／3月21日（火・祝）
10時〜15時　ところ／みささぎの郷（白鳥塚）　参加
費／3,500円　講師／松本一郎さん　※だれでも気軽
に絵が描けるキミコ方式による植物スケッチです。

対象／小学4年以上　とき／3月5日㈰17時30分（4級）、
18時30分（3級）、19時30分（準2級）、20時30分（2級）　
ところ／文化会館　受講費／月2,500円（4級）〜4,000
円（2級）　定員／各10人　※月4回で4カ月更新です。

とき／3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。

対象／3歳〜65歳　とき／3月23日（木）、
30日（木）16時〜17時　ところ／武道館　
※親子で一緒に楽しい汗をかきませんか。

対象／初心者および初級者の水彩画　とき／毎
月第1・3火曜日の午前　ところ／県立鈴鹿青少
年センター内　講師／宮崎淳さん（市美展審査員）
※絵画用具は各自持参、受講費は有料
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エアロビクス＆シェイプアップ教室 初級簿記講座（日商3級程度） 2級建築士受験準備講座受講生募集

春季テニス教室受講生募集 剣道会員募集 第22回ＥＭ勉強会

やさしい俳句スクーリング4月生募集 春の里山をスケッチしてみませんか 英検合格講座受講生募集

鈴鹿不登校を考える会 春休み親子空手教室無料体験 絵画サークル受講生募集

鈴鹿テニス協会　川出　　・　370-1341 鈴心館道場　三木　　378-2608 鈴鹿ＥＭ交流会　　382-6039

ＮＰＯ俳句みえ事務局　村瀬　　382-7123 こどもサポート鈴鹿　　383-1322 簿記英語研究会　三　　　367-2621

保井　　090-4185-1514 ㈶全日本空手道連盟和道会　土屋　　　090-8557-9621 絵画サークル世話役　稲垣　　386-1697

次回の募集は
5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／3月13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、

生徒会後期の会長・副会

長として活躍している田

村さんとピレスさんです。

白百合幼稚園サッカークラブ 監 督 　 浜 辺 　 高 行 さ ん

■常勝サッカーチーム
　平成２年にサッカークラブを創設し、今年で16年目にな

ります。現在、年長18人と年中26人が所属し、それぞれ

のクラスに女子も１人ずつ所属しています。練習は毎週火・

金曜日の週２回、幼稚園のグラウンドで行っています。 

　今年の年長チームは、東海３県のチームが出場した

スーパーキッズサッカー大会や東海地区では最大規模

の大会である、チビッコサッカージャンボリー東海大会で

も優勝を収め、今年出場した全試合で勝ち続けています。 

　現在は、3月11日に開かれる大会に向けて練習に励ん

でいます。年長チームは今度の試合でも勝ち続けられるよ

うに、またデビュー戦となる年中チームも良い成績が収め

られるようにチーム一丸となって頑張っています。 

 

■ のびのびと自由に
　練習では、ボールタッチやシュート、ドリブルなどの基本

練習も行いますが、ミニゲームにより多くの時間を配分

して練習しています。また、ポジションを決めることにより、

サッカーの一部分しか経験できなくなることを避けるため、

一人ひとりの役割は決めず、のびのびと自由にプレイ

して、ボールをゴールにけり込むことの楽しさを感じて

もらえるように取り組んでいます。 

 

■ 「サッカーが好き」と言えるように
　幼児期だけでなく、小学校や中学校に進学しても、

ずっとサッカーを続けてもらえるように、「サッカーが好き」

と言ってくれる子どもを一人

でも多く育てたいと考えてい

ます。そして、このクラブの

中から、日本代表に選ばれ

るような選手が出てくれれ

ばと願っています。 



「建設進む鈴鹿市役所新庁舎・夜景」�

畑　茂治・正子さん（神戸九丁目）�

「いつかは僕も・・・」�

瓜生　正仁さん（土師町）�

「桟橋と朝日」�

間壁　平一郎さん（若松東一丁目）�

「長太大樟の夕日」�

石井　茂夫さん（南若松町）�

「満開の桃の花」�

片岡　美千代さん（岸岡町）�

「天王祭」�

伊藤　久栄さん（平野町）�

「箕田の虫送り」�

佃　弘さん（長太栄町三丁目）�

「Ｒ23」�

前田　明宣さん（東玉垣町）�
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平成17年5月から平成18年2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。�



「ほたるの里」�

山本　城さん（岡田三丁目）�

「初夏の白子港緑地公園」�

三村　雅庸さん（南玉垣町）�

「無題」�

伊藤　崇代さん（上田町）�

「曙光を浴びて」�

東口　元さん（南旭が丘二丁目）�
「胡蝶花群生」�駒田　紀夫さん（岸岡町）�

「森の桜薫る」�

杉野　由昌さん（磯山三丁目）�

「無題」�

田中　紀雄さん（椿一宮町）�

「海開き神事」�

小林　紀子さん（道伯三丁目）�

「彼岸花」�

瓜生　英貴さん（土師町）�

「運動会」�

小河　サナへさん（加佐登四丁目）�

「鈴鹿の夏」�

小林　豊さん（平田本町二丁目）�

「小女子の頃」�

山崎　明教さん（白子三丁目）�

「コスモス祭り」�

山本　成光さん（東玉垣町）�

「無題」�

吉川　良子さん（岸岡町）�

2006・3・5 19※今回で「写真館」のコーナーは終了させていただきます。長い間ありがとうございました。なお、表紙写真の応募は�
　今までどおり、随時受け付けしています。皆さんからの応募をお待ちしています。�

しゃが�
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新庁舎案内（その３）
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時間外窓口および日曜窓口を開設します市民課の窓口業務を紹介します市民課の窓口業務を紹介します

20

記載案内職員の配置 

市民課では、1月から受付方法や申請書・届出書の記入の仕方などの説
明を行う職員の配置、番号札発行器の導入など、新たな試みを始めました
ので紹介します。

　新庁舎では、来庁された皆さんが必要とする証明や届出を正確に処理し、

スムーズに交付できるよう、受付方法のご案内、申請書・届出書の記入の仕

方などの記載案内を行う職員を配置しています。記入についてご不明な点は、

記載案内職員にお尋ねください。 

窓口配置の変更 
　新庁舎では、申請書・届出書、証明書の種類により、窓口の区分をしています。 

○5番窓口　住民票の写し、戸籍謄抄本などの各種証明書の申請の受付 
○6番窓口　税証明書の申請の受付 
○7番窓口　証明書などの交付、手数料納付 
○9番〜12番窓口　戸籍住民異動などの届出の受付 
○15番窓口　外国人登録・登録原票記載事項証明書などの受付および交付 

番号札発行器の導入 
　受付を順序良く、円滑に行うために番号札発行器を導入しました。これにより、

受付順序は 

❶記載台で申請書・届出書に必要事項を記入
❷番号札発行器から番号札をとる
という方法に変更になりました。 

※番号札を発行後は待合でお待ちください。番号札と手続きを行う窓口の番号を呼出表

示システムに表示し、お呼びします。 

●番号札発行器のボタン区分
○1番ボタン　住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書など 
○2番ボタン　税証明書（所得証明・課税証明・納税証明など） 
○3番ボタン　住民異動などを伴う届出（転入・転居・婚姻・出生など） 
○4番ボタン　外国人登録、登録原票記載事項証明書の発行など 

　1階では、大型ディスプレイで以下の内容の情報を提供しています。市役所

へお越しの際には、ぜひご覧ください。 

○広　報　レ　ン　ズ　市内で行われた行事の様子、子ども安心・安全メール、
市内の人口と世帯数などのお知らせ。 

○市内行事カレンダー　１週間先までの市内で行われる行事予定のお知らせ。 
○庁内行事カレンダー　その日に市役所内で行われる行事予定のお知らせ。 
○太陽光発電システム　市民ロビー屋上部に設置した太陽光発電パネルの稼

動状況（発電電力量、日射量など）のお知らせ。 

▲記載案内職員腕章

▲広報レンズ

▲市内行事カレンダー

▲呼出表示システム

▲番号札発行器

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※届出手続きと同時に証明書の交付を受けられる場合は、届出を行う窓口で証明書の申請の受付をし、交付は7番窓口で行います。 

ベルディ案内板 
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春は就職、転勤、進学などで各種届や証明書を必要とすることが多くな
ります。市では、3・4月に時間外窓口および日曜窓口を開設します。内容を
ご確認の上、ぜひご利用ください。

●時間外窓口および日曜窓口一覧

●夜間・休日の住民票の受け取り
　住民票の写しを電話予約すると、予約した日から

一週間以内に、同一世帯の方であれば、夜間・休日

でも消防署と市内5カ所の消防分署で受け取るこ

とができます。 

●予約時間　月～金曜日　8時30分～16時30分 
●受取時間　17時15分～翌朝8時30分
●予約受付電話番号　市民課　382-9211、　382-9013 
●手 数 料　1通　200円  
●必要なもの　受け取りにくる方の身分証明書・手数料 
 

●市外から引越してきたときは‥（転入）
●届出期間　引越した日から14日以内  
●届出場所　市民課または地区市民センター  
●必要なもの   
・転出証明書（前住所地の市区町村発行のもの）  

・代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と

代理人の印鑑  

・来庁者の本人確認ができるもの（運転免許証、パス

ポート、健康保険証など）  

※国外からの転入の場合は、パスポートの原本、戸籍謄本と戸籍の附

票（本籍が本市の場合は必要ありません） が必要になります。 

●市内で引越したときは‥（転居）
●届出期間　引越した日から14日以内  
●届出場所　市民課または地区市民センター  
●必要なもの   
・国民健康保険証（加入者のみ）  

・代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑  

・来庁者の本人確認ができるもの（運転免許証、パスポート、

健康保険証など）  

・住民基本台帳カード（交付者のみ）  

 

●市外へ引越すときは‥（転出）
●届出期間　引越し間近の日  
●届出場所　市民課または地区市民センター  
●必要なもの  
・印鑑登録証（印鑑登録している人）  

・国民健康保険証（加入者のみ）  

・代理人が届出する場合は、依頼人直筆の委任状と代理人の印鑑  

・来庁者の本人確認ができるもの（運転免許証、パスポート、

健康保険証など） 

・住民基本台帳カード（交付者のみ） 

※届出をすると転出証明書を発行しますので、新しい住所地の市区町村で転入

手続きをしてください。  

  

 

開設部署 階数 窓 口 内 容

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎
◎

○○○○

保険年金課

子育て支援課

長寿社会課

納税課

市民税課

資産税課

水道局

学校教育課

１階 

１階 

１階 

２階 

市民課 1階 

２階 

２階 

１階 

11階 

児童手当の手続き 

固定資産税証明など 

外国人登録 

時　　間
３　　　月 ４　　　月

19時まで 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○19時まで 

20時まで 

19時まで 

8時30分～17時15分 

◎ ◎8時30分～17時15分 

◎ ◎8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

8時30分～17時15分 

2日㈭ 9日㈭ 16日㈭ 23日㈭ 26日㈰ 30日㈭ 31日㈮ 2日㈰ 6日㈭ 13日㈭ 20日㈭ 27日㈭ 28日㈮

介護保険受給資格証明書の発行手続きなど 

市税の納付、納付相談および口座振替手続きなど 

国民健康保険、国民年金の手続き、老人保健、 
福祉医療費（心身障害者・1人親・乳幼児・老人） 

助成の手続き 

転入・転出・転居の手続き、戸籍の届出、 
住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録・証明、 

登録原票記載事項証明書、税証明 

原動機付自転車の廃車・名義変更の手続き 

引越しなどにともなう水道の開閉栓 

市立小・中学校の転校相談、新入学の手続き 

○・・・時間外窓口、◎・・・日曜窓口　　※水道局については営業課計量グループ（　 368-1671）へお問い合わせください。 
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狂 犬 病 予 防 注 射 日 程 表  

　狂犬病は動物にとっても、人間にとっ

ても共通の感染症であり、発症すると治

療方法のない非常に恐ろしい病気です。

現在でも世界の多くの国で発生し、い

つ海外から侵入してくるかわかりません。 

　品種、室内犬の区別にかかわらず、

注射は必ず受けさせましょう。注射を

受けた犬には長方形の注射済票が交

付されます。 

対　 象　生後91日以上の犬 
費　用　3,200円（予防注射料金
2,650円  注射済票交付料金550円） 

　　　　　 

●会場には犬を押さえることのできる

方がお越しください。 

●首輪や胴輪は抜けないようにしっ

かりと装着させてください。 

●ふんの始末ができる用意をお願い

します。 

●注射はどの会場で受けていただい

ても結構です。 

●注射の日程が合わない飼い主は、

動物病院で受けさせてください。 

※注射料金は、各動物病院へお問い合

わせください。 

●犬の登録が済んでいる場合は、事前

に案内はがきを郵送します。内容を

確認し、誤りがあれば訂正して、必

ず会場にお持ちください。 

※案内はがきが届かなかった場合は、会場

で、申込書に鑑札の番号などの必要事

項を記入し、注射を受けさせてください。 

●犬が高齢、妊娠中、病気などの場

合は、自分で判断せずに、獣医師

の診察を受けてください。場合によ

っては「狂犬病予防注射猶予証」（有

料）の発行を受け、環境政策課へ

提出してください。この「狂犬病予

防注射猶予証」が発行された場合

に限り、予防注射を猶予（最長1年）

できます。 

●必ず犬の登録を
 　飼い犬の登録は法律で定められて

おり、品種、室内飼いの区別なく、生

涯に一度しなければなりません。 

　 登録の済んだ犬には、だ円形の鑑

札（ステンレス製）を交付します。　 

対　象　生後91日以上の犬 
費　用　3,000円 
 

※鑑札を紛失したときは、再交付を受けて

ください。再交付手数料は1,600円です。 

※犬の登録や鑑札の再交付は、環境政策

課、市内の動物病院、集合注射会場で

手続きできます。   

●こんなときも届け出を
　  次の場合も必ず、環境政策課または

市内の動物病院へ届け出をしてください。 

●犬が死亡したとき 

※鑑札が必要です。 

※狂犬病予防注射の案内はがきに死亡

年月日を記入し、鑑札をはり付けて届け

出ることもできます。 

●飼い主の氏名・住所などに変更があったとき 

※市外に転出したときは、転出先の市町

村で手続きしてください。 

情報館 

狂犬病の予防注射
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環境政策課　　382-9014　　382-2214 

　kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

愛犬に予防注射を愛犬に予防注射を
犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせるよう法律で義

務付けられています。
4月8日㈯から各地域で犬の狂犬病予防集合注射を行いますので、ご

都合の良い会場で受けてください。

4月8日㈯ 
旭が丘公民館 

白子コミュニティセンター 

9日㈰ 
牧田コミュニティセンター 

弓削町公会堂 

鈴鹿農協牧田支店 

県鈴鹿庁舎駐車場 

15日㈯ 
鼓ヶ浦公民館 

鈴鹿市伝統産業会館 

16日㈰ 
千代崎海水浴場駐車場 

鈴鹿農協一ノ宮支店 

長太新町東自治会集会所 

長太公民館 

17日㈪ 
三日市南自治会集会所 

鈴鹿市ふれあいセンター 

西玉垣集会所 

18日㈫ 
鈴鹿農協若松支店 

若松地区市民センター 

下箕田集会所 

箕田公民館 

19日㈬
玉垣公民館臨時駐車場 

野町公民館 

鈴鹿ハイツ集会所

20日㈭
徳田町ふれあい会館 

天名公民館 

徳居集会所前空き地 

合川公民館前旧農協倉庫 

21日㈮ 
白子漁港鈴鹿漁協直販所南空き地 

市立体育館東駐車場 

愛宕下会館 

ひばり会館 

22日㈯ 
庄野公民館 

井田川公民館 

平野町民会館 

羽山共進集会所 

23日㈰ 
県鈴鹿庁舎駐車場 

太陽の街第一集会所 

栄公民館 

鈴鹿農協稲生支店 

24日㈪ 
竹野町公民館 

野辺町集落センター 

河曲地区市民センター 

神戸コミュニティセンター 

神戸公民館 

25日㈫ 
三重県花植木センター 

加佐登農村町民センター 

 

深伊沢公民館 

久間田公民館 

26日㈬ 
国府台第三集会所 

国府公民館 

住吉公民館 

27日㈭ 
木田公会堂 

石薬師公民館 

自由ヶ丘集会所 

28日㈮ 
椿公民館 

鈴峰公民館 

庄内公民館 

 

13時30分～14時40分 

15時～15時45分 

 

10時～11時 

11時15分～11時45分 

13時～14時 

14時30分～15時30分 

 

13時30分～14時30分 

14時45分～15時45分 

 

10時30分～11時30分 

13時～13時45分 

14時15分～15時 

15時20分～16時20分 

 

13時～13時30分 

14時～14時45分 

15時～15時30分 

 

13時～13時45分 

14時～14時45分 

15時～15時45分 

16時～16時30分 

 

12時30分～13時30分 

14時～14時30分 

15時～15時30分 

 

13時～13時30分 

13時45分～14時15分

14時30分～15時 

15時15分～16時  

 

13時～13時20分 

13時35分～14時20分

14時35分～15時5分 

15時20分～16時5分 

 

12時50分～13時20分 

13時45分～14時15分 

14時35分～15時5分 

15時20分～15時50分 

 

10時30分～11時30分 

13時15分～14時15分 

14時30分～15時 

15時20分～16時20分 

 

12時30分～13時 

13時15分～13時45分 

14時～14時30分 

14時45分～15時15分 

15時30分～16時 

 

13時～13時20分 

13時35分～14時20分 

 

14時40分～15時10分 

15時25分～15時50分 

 

13時15分～14時 

14時15分～15時15分 

15時30分～16時30分 

 

13時20分～13時50分 

14時5分～15時 

15時15分～16時 

 

13時30分～14時15分 

14時30分～15時15分 

15時30分～16時 

（4月1日から加佐登公民館に名称が変更になります） 
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愛犬に予防注射を

●
散
文
の
部 

●ジュニアの部 

●学校特別賞  

●
短
詩
型
文
学
の
部 

文芸賞入賞者

情報館 4

691点の応募の中から、選考の結果、次の方が入賞しましたので、紹
介します。

入賞者が決まりました
（財）鈴鹿市文化振興事業団　 

　384-7000　　384-7755 

　bunka@city.suzuka.mie.jp 

　http://www.s-bunka.net/

エッセイ

児童文学

小 説

エッセイ

小 説

エッセイ

小 説

小 説

自分史

小 説

 

十一月二十日生まれの申 

なわとびがしたかった猫 

 

空と海 

安楽死 

 

再会 

 

あの頃この頃 

 

青春の一ページ 

 

嵯峨無情 

人生の転機 

ふすま雪 

 

橋倉　久美子 

瀬川　浩子 

 

近藤　恵里

北村　晋吾 

 

紋田久美子 

 

亀山　義和 

 

久松　貴宏 

 

柴 　 ふ う  

長澤　秀樹

宮崎　陽子 

最優秀賞   

優秀賞   

文化振興事業団賞

芸術文化協会賞   

岡田文化財団賞   

奨励賞   

詩

短　歌

俳　句

川　柳

詩

短　歌

俳　句

川　柳

川　柳

俳　句

詩

短　歌

詩

詩

短　歌

短　歌

俳　句

俳　句

川　柳

川　柳

 

お願いだから 

石蕗―闘病の友へ 

柳葉魚 

捧げ銃 

 

窓辺の花瓶 

みおつくし 

運河 

ひと休み 

 

道草 

 

秋寒し 

 

行方 

父よ万歳 

 

石段 

依代 

寒空の月 

回顧六十年 

母 

寒椿 

流れる 

新聞 

 

児玉　満江

南條　和子 

飯場　迪夫

坂倉　広美 

 

佐藤　澪 

川村　紀子 

内山　森人 

長谷川健一 

 

小嶋　征次 

 

岩佐紀代子 

 

北崎　亜紀 

堀　　喬 

 

村上　基子 

佐藤　貴宜 

山口　千種 

竹島　重子 

鈴木榮美子 

梅林　天伸 

寺前みつる 

北田のりこ 

最優秀賞   

優秀賞   

文化振興事業団賞
  
芸術文化協会賞

岡田文化財団賞   

奨励賞   

 

春の風 

 

キャベツくんのだいぼうけん 

波紋 

 

カボチャの中に映るモノ 

秋 

 

きんちょう 

すいかわり 

 

「ゆうき」のプレゼント 

私は負けない！ 

先生のあくび 

かめは万年　つるは千年 

気がつけば・・・・・ 

夏休みに 

草笛 

霜おりて 

ダメだった 

最優秀賞   

優秀賞   

教育長賞   

岡田文化財団賞   

奨励賞   

白鳥中学校  

神戸小学校 

作品は閲覧できます 

■第14回鈴鹿市文芸賞贈呈式
と　き　3月11日㈯　13時30分から 
ところ　文化会館　さつきプラザ 
※贈呈式後、15時から記念講演「鈴鹿市文芸賞 未踏の

分野～清水信選考委員長に聞く～」を開催します。 

　最優秀賞作品は、文芸誌『市民文化』に掲載

予定です。 

　3月11日㈯から、希望者に無料配布しますので、

直接㈶鈴鹿市文化振興事業団事務局（文化会館

内）へお越しください。 

※部数には限りがあります。 

※3月中旬から図書館と各公民館で閲覧もできます。 

第14回鈴鹿市文芸賞

さる 

もん だ 

つわぶき－とうびょうのともへ 

ししゃも みち　を 

ささげつつ 

みお 

もり と 

せい　じ 

たかし 

よりしろ たかなお 

え み こ  

てん　しん 

俳句・川柳

散　文

詩

散　文

短　歌

詩

俳句・川柳

散　文

散　文

詩

詩

短　歌

短　歌

俳句・川柳

俳句・川柳

俳句・川柳

    

中川　芽衣 

 

小川　哲央 

井土　萌木 

 

平尾まなみ　 

川出　航平 

 

東　優花 

山崎　春奈 

 

中本　桜子 

加藤　亜実 

　見　美咲 

川北　一也 

西岡　愛梨 

澤井麻莉乃 

方田　健斗 

田中　静佳 

永井　杏奈 

め　い 

てつ　お 

い づち 　もえ ぎ 

こう へい 

ゆう か 

さくら こ 

あい り 

ま り の 

けん と ほう　だ 

しず か 

あん な 



の情報情報 の情報情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

○お知らせ

 
3月・4月の市民課の窓口は
混雑します ご理解とご協力を

市民課　 382-9132　 382-7608
shimin@city.suzuka.mie.jp

　年度末の3月と年度始めの4月

は異動の時期にあたり、市民課

窓口は処理件数が多く、非常に

込み合い、かなりの時間お待ち

いただく場合があります。皆さ

んには大変ご迷惑をおかけしま

すが、時間に余裕を持ってお越

しいただきますようお願いします。 

　なお、証明書の交付、届出の

受付は地区市民センターでも行

っていますのでご利用ください。 

 
精神障害者・心身障害者の

通所・通園費用を一部助成します
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　平成17年10月1日㈯から平成18

年3月31日㈮までにかかった次の

費用を一部助成します。 

対　象 
○市内に住所があり、精神障害

者保健福祉手帳をお持ちの方で、

精神障害者小規模作業所に公

共交通機関を利用して月10回

以上通所している方 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設、自閉症児治療施

設またはその他これらに類す

る施設に公共交通機関を利用

して月4回以上通園する18歳未

満の方と同行する保護者(障害

児一人につき一人) 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法により公共交通機関を

利用して通所・通園した費用の

2分の1(上限：一人月額5,000円) 

申込み　4月10日㈪までに、障害
福祉課にある申請用紙に施設

の証明を受けて、同課へ 

 
4月1日から

障害者自立支援法が始まります
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　4月1日から、支援費サービスが障

害者自立支援法のサービスに変わり、

現在、支援費の受給者証をお持ち

の方は、新たな申請が必要になります。

対象の方には2月1日付で申請書類

を送付しましたので、手続きを行っ

てください。なお、新規の申請は随

時受け付けますので、申請をされる

方は、事前に障害福祉課へ電話連

絡をお願いします。日程調整の上、

面談させていただきます。 

対　象　身体障害者、知的障害者、
精神保健福祉のいずれかの手

帳をお持ちの方 

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成18年小学校入学、
中学校卒業の児童をもつひと

り親家庭(母子、父子、準母子) 

と　き　3月24日㈮　9時～19時、

25日㈯、26日㈰、4月1日㈯、

2日㈰　9時～17時 

ところ　ジェフリーすずか研修室2 
持ち物　ひとり親家庭であるこ
とが確認できる書類(健康保険証、

児童扶養手当証書など)、印鑑 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
 

子育て情報紙を
一緒に作成しませんか

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　わたしたちコーディネーター

と一緒に｢鈴鹿市の子育て情報紙｣

を作成するボランティアを募集

します。育児中のママ、育児を

終えた先輩ママ、保育学生など、

皆さんが持っているそれぞれの

情報を生かしてみませんか。 

内　容　育児中のお母さんが知
りたい内容を収集します。 

定　員　10人(応募多数は抽選) 
申込み　3月6日㈪から24日㈮(必
着)までに、はがきに、住所、氏名、

年齢、電話番号と｢こんな情報

戦没者等ご遺族の方へ
特別給付金の請求はお済みですか

公共下水道の供用開始の
縦覧をします

第10回すずかフェスティバルの
開催日が決まりました

2006・3・524

お知らせお知らせ お知らせ 

平成18年度前期教養講座　　　　　　　　 　　　　

扶養親族数
所得限度額 

0人
460万円未満 

1人
498万円未満 

2人
536万円未満 

3人
574万円未満 

4人
612万円未満 

5人
650万円未満 

■平成16年4月から拡充された制度
対　象　4歳～義務教育就学前の乳幼児 
※4歳未満の乳幼児についてはこれまでと同様に、入院・

通院の助成を行っています。 

対象医療費　入院に要した保険診療分の医療費 
対象期間　平成16年4月の入院分から 
※申請は、診療月から2年間有効です。 

■所得制限
　助成を受ける場合には、次のとおり、保護者の所

得額が制限額未満の場合に限られます。 

【所得制限額（平成17年９月１日改正）】

■申請方法
　助成を受けるには保険年金課で手続きが必要です。

次のものを持ってお越しください。所得判定を行う

ため、地区市民センターでは申請できませんのでご

注意ください。 

持ち物　加入の健康保険証、通帳(郵便局以外)、入
院に要した領収証(診療年月日、保険点数、受診者

名がわかるものを1カ月分まとめてください)、印

鑑(認印可)、所得証明(転入などにより鈴鹿市で所

得のわからない保護者の方)

就学前乳幼児医療費助成制度のご利用を　　保険年金課　 382-7627　 382-9455　 hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　乳幼児医療費助成制度が平成16年4月から改正され、4歳未満の乳幼児医療費助成(入院・通院)に加え、4歳

～義務教育就学前の乳幼児についての入院に要した費用の助成を行っています。 
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3月・4月の市民課の窓口は
混雑します ご理解とご協力を

精神障害者・心身障害者の
通所・通園費用を一部助成します

4月1日から
障害者自立支援法が始まります

小学校入学・中学校卒業の
祝品をお渡しします

子育て情報紙を
一緒に作成しませんか

紙を作りたいの一言｣を記入の上、

〒510-0261　御薗町4135-124

子育て支援センターへ 

※詳しくは、子育て支援センター

(　 372-3303　担当：鈴木)へ 

 
戦没者等ご遺族の方へ

特別給付金の請求はお済みですか
生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

■戦没者等の妻に対する特別給
付金(第二十二回い号)

対　象　平成15年4月1日現在、
公務扶助料または遺族年金な

どを受給し、｢第十七回特別給

付金国庫債券い号｣をお持ちだ

った戦没者等の妻で、手続き

がお済みでない方 

内　容　額面200万円、10年償還
の記名国債の支給 

請　求　3月31日㈮まで(土・日

曜日、祝日を除く8時30分～17

時15分)に、生活支援課へ 

■戦没者の父母等に対する特別
給付金(第二十一回い号)

対　象　平成15年4月1日現在、公

務扶助料または遺族年金などを

受給し、｢第十九回特別給付金

国庫債券い号｣をお持ちだった

戦没者の父母・祖父母の方で、

手続きがお済みでない方 

内　容　額面100万円、5年償還
の記名国債の支給 

請　求　3月31日㈮まで(土・日

曜日、祝日を除く8時30分～17

時15分)に、生活支援課へ 

※いずれも、請求期間が過ぎると請求

できなくなりますのでご注意ください。 

 
公共下水道の供用開始の

縦覧をします
下水管理課　 382-9026　 384-3938

gesuikanri@city.suzuka.mie.jp

　3月31日㈮から公共下水道が使

用できる区域が決まりましたので、

縦覧します。 

対象地区　国府、牧田、白子、
飯野、河曲、一ノ宮、箕田、

玉垣、若松、神戸の各一部 

と　き　３月14日㈫～22日㈬(土・
日曜日、祝日を除く8時30分～

17時15分) 

ところ　下水管理課（市役所９階） 
 
第10回すずかフェスティバルの

開催日が決まりました
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

 

 

 

 

 

 

 

　今年で10年目の節目を迎える｢す

ずフェス｣の開催日が決定しまし

た。この記念すべき年に、すず

フェスと同時に開催していただ

ける地域のお祭りを募集します。

元気いっぱいの踊り子たちと一

緒に夏祭りを盛り上げませんか。 

と　き　8月5日㈯、6日㈰
ところ　弁天山公園ほか 
主　催　すずかフェスティバル
実行委員会 

※詳しくは、鈴鹿市観光協会(　 059-

380-5595)へ 
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お知らせ 

対　象　平成18年4月1日現在で35
歳未満の勤労青少年 

申込み　各講座の受付日(3月13日
㈪～17日㈮　18時30分～19時30

分まで)に、ホーム利用登録の

手続きを済ませ(当日登録可。

有効期限は平成19年3月31日)、

教材費を添えて直接同ホームへ 

※受付は、曜日ごとに行います。 

※利用登録の際に利用者会費600円

が必要です(登録後は講座申込みの

抽選もれの場合も含め返金できま

せん)。 

※申込者多数の場合は、受付日当日

に抽選します。 

※開講後にテキスト代や生地代など

の実費をご負担いただく講座があ

ります。 

※開講後に退講される場合は、教材

費はお返ししません。 

※4月10日(月)から順次開講します。 

※サークルは随時募集しています。 

平成18年度前期教養講座　　　　　　　　 　　　　勤労青少年ホーム　 387-6125　 388-1223

就学前乳幼児医療費助成制度のご利用を

講　　座　　名

華道（嵯峨御流） 

写　　真 

茶道（表千家） 

パッチワーク 

（火）料理Ａ 

手芸・編物 

（火）陶芸　 

中級英会話 

篆刻と書アート 

華道（池坊） 

レクリエーション 

（水）陶芸　 

（水）料理Ａ 

中級茶道 

やさしい和裁 

ゴルフ 

（木）料理B 

着物の着装 

日常マナー 

入門英会話 

中級池坊 

バドミントン 

バレーボール 

硬式テニス 

受付開始日

 

3月13日 

（月） 
 

 

3月14日 

（火） 
 

 

 

 

3月15日 

（水） 
 

 

 

3月16日 

（木） 
 

3月17日 

（金） 

随時 

（サークル） 

曜日 

 

 
月 

 

 

 

火 

 

 

 

 

 

水 

 

 

 

 

木 

 

金 
 

月・木 

火 

金 

定員

15 

10 

15 

10 

24 

10 

15 

15 

10 

20 

20 

15 

24 

10 

10 

20 

24 

女10 

10 

20 

20 

－ 

－ 

－ 

教  材  費 

1万5,000円 

3,000円 

5,000円 

1,000円 

1万2,000円 

5,000円 

3,000円 

5,500円 

1,000円 

1万5,000円 

2,500円 

3,000円 

1万2,000円 

5,000円 

6,000円 

2,000円 

1万2,000円 

2,000円 

1,000円 

2,000円 

1万5,000円 

 

無料 

時　　　　間

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～21時 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

18時30分～20時30分 

19時～20時30分 

18時30分～20時30分 

 

18時30分～20時30分 
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教  室  名 さわやか 健　康 バレーボール 女性健康 テニス シニアテニス 柔　道 剣　道 なぎなた

 対　　象 50歳以上 
男　女 一般男女 

 
一般女性 

 
一般女性 
 

65歳以下 
男　女 

55歳以上 
男　女 

小学１年～中学３年 
男　女 

小学１年～中学３年 
男　女 

小学生以上 
男　女 

曜　　日 金曜日(全17回) 木曜日(全18回) 木曜日(全17回) 火・金曜日(全25回) 水曜日(全10回) 金曜日(全15回) 土曜日(全22回) 土曜日(全22回) 水曜日(全12回)

時　　間 13時～14時30分 19時～21時 10時～12時 9時30分～11時30分 9時～11時 9時～11時 19時～21時 19時～21時 19時～20時30分 

定　　員 ― ― ― ― 45人 20人 ― ― ― 

参  加  料 2,500円 3,000円 3,500円 3,500円 3,000円 3,500円 6,000円 6,000円 3,000円 

会　　場 市立体育館 市立コート 市武道館 

受付日時 4月7日（金）まで 3月8日（水）13時～14日（火）12時 4月4日（火）まで 

※参加者は、市内在住者を優先します。 

※定員のある教室は、平成17年度後期の当該教室に参加

していない方を優先的に先着順で受付します(一人につ

き1教室1枚のみ)。平成17年度後期の教室参加者につい

ては、定員に達した場合は抽選します(受付期間は同じ

です)。いずれの方も受付時に参加料を添えて、各会場

で申し込んでください。 

※定員のない教室に申込みをされる方は、受付時に参加

料を添えて各会場で申し込んでください。 

※参加料には、スポーツ保険料(大人1人につき1,500円、

中学生以下1人につき500円)が含まれます。 

※バドミントン、卓球、弓道などの募集案内は、3月20日

号に掲載します。 

※お子さまを連れての参加はご遠慮ください。 

平成18年度前期スポーツ教室 　　市立体育館　 387-6006　 387-6008　武道館　 388-0622　 388-0940

 

 

○お知らせ

 
「司法処分出廷要請通達書」

のはがきにご注意を
市民対話課　 382-9004　 382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　最近、｢消費者相談室｣という

所から｢司法処分出廷要請通達書｣

という架空請求はがきが届いて

います。このようなはがきが届

いても、一切連絡しない、請求

には応じないようにしてくださ

い(裁判手続の通知であれば必ず

裁判所から封書で届きます)。 

※詳しくは、三重県県民生活センター

(　 059-228-2212、月～金曜日：

9時～16時)へ 

 
にせ税理士にご注意を

市民税課　 382-9006　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.mie.jp

　確定申告の時期になると、｢税金

のことはまかせなさい｣などと、うま

い話が持ち込まれることがあります。

こうした話に安易に乗ることは間違

いのもとです。 

　納税者からの依頼を受けて申告

書などの税務書類の作成や税務

相談などを行うことができるのは、｢税

理士｣など税理士法に定められた

人に限られています。これら以外の

人が税務書類の作成などの業務を

行うことは、法律に違反します。また、

依頼した方が被害を受けることもあ

ります。税務に関する相談や申告

書の作成を依頼する場合は、その

人が資格を持った税理士などであ

るかよく確かめてください。 

※詳しくは、鈴鹿税務署(　 382-0353）へ 

いきいき健康
スポーツクラブの

参加者を募集します
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

　｢つくろう健康！交わそう笑顔！｣

をテーマに、平成18年度鈴鹿市い

きいき健康スポーツクラブの参加者

を募集します。 

対　象　鈴鹿市民で60歳以上の方 
と　き　月2回程度(隔週水曜日・
全23回)　9時30分～11時30分

(休憩時間を含む) 

※時間は変更する場合があります。 

ところ　市内の運動施設など 
内　容　健康体操、グランドゴ
ルフ、パドルテニス、音楽療法、

ハイキングなど 

定　員　150人(先着順) 
参加料　3,000円(年額) 
申込み　3月6日㈪から31日㈮ま

でに、所定の申込用紙に必要

事項を記入・押印の上、参加

料を添えてスポーツ課へ 

 
ガーデニングコンテストの

作品を募集します
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市のまちづくり、景観の一

環として、「第3回ガーデニングコ

ンテスト」を開催します。自慢のお

庭の写真をお待ちしています。 

対　象　市内在住の方 
申込み　3月10日㈮から6月30日

㈮(当日消印有効)までに、鈴

鹿商工会議所に備え付けの応

募用紙を写真裏面にはり、必

要事項を記入の上、〒513 -

0802　飯野寺家町816　鈴鹿商

工会議所内ガーデニングコン

テスト事務局(　 382-3222)へ 

表　彰　7月下旬に、入賞者に直
接通知し、8月6日㈰に、鈴鹿

ハンター1階催事場で表彰式を

行います。入賞者には、賞状

と副賞を授与します。 

※同会場にて8月4日（金）から8日（火）

まで作品展示を行います。 

 
エコ事業所を認定しました
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214

haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　新しく3事業所をエコ事業所と

臨時職員の登録者を募集します

前川定五郎資料室の見学を
予約制に変更します

プラネタリウム春番組

心身障害児レクリエーション

国際理解のつどい　韓国フェア

2006・3・526

催し物 

講座・教室 

お知らせお知らせ お知らせ 

国際理解のつどい　韓国フェ
ア
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わたしも大切、あなたも大切  
人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

平成18年度前期スポーツ教室 　

「司法処分出廷要請通達書」
のはがきにご注意を

にせ税理士にご注意を

いきいき健康
スポーツクラブの

参加者を募集します

ガーデニングコンテストの
作品を募集します

エコ事業所を認定しました

して認定しました。 

○有限会社　樋口設備 
　代表取締役　樋口典次　 

　稲生塩屋一丁目5-1 

○株式会社　奥村産業 
　代表取締役　奥村正義 

　椿一宮町1612 

○山下建設　株式会社 
　代表取締役　山下信雄 

　岸岡町3071-8 

 
臨時職員の登録者を募集します

人事課　 382-9037　 382-2219
jinji@city.suzuka.mie.jp

　一般的な事務補助を行う臨時職

員として登録していただける方を随

時募集しています。希望の方は写真

添付の履歴書を持参して人事課ま

でお越しください。登録者の中から

必要の都度、勤務条件・経験など

を考慮して雇用させていただきます。 

 
前川定五郎資料室の見学を

予約制に変更します
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　4月1日から、牧田小学校内の

前川定五郎資料室の見学は、予

約が必要になります。 

公開日　土・日曜日、祝日(10時～16時) 

※学校関係者などに限り、平日も公

開できます。 

予約受付　見学日の3日前(月～
金曜日の8時30分～17時15分)

までに、電話で文化課へ 

 

 

○催し物

 
プラネタリウム春番組

文化会館　 382-8111　 382-8580

■一般・春番組
と　き　3月18日㈯～6月16日㈮

10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容　春の星座(おおぐま座・こ
ぐま座・しし

座ほか)、｢ら

くだ座｣の神

話紹介、｢エ

トワール｣星座が奏でるシンフォニー 

定　員　各回180人 
■学習番組
と　き　3月23日㈭～6月16日㈮

10時30分から、13時30分から、

15時から 

内　容　｢太陽・月・星の動き｣ 
定　員　各回180人 
※学習番組は、団体申し込みに限ります。 

※番組入れ替えのため、3月10日(金)

～17日(金)の期間、投映を休みます。 

心身障害児レクリエーション
障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　心身に障害のある児童とその

親とのふれあいのため、レクリ

エーションを行います。 

対　象　中学生以下の特別児童
扶養手当受給対象児童(目安と

して、身体障害者手帳1～3級(一

部4級)または療育手帳B中度以

上)とその保護者 

と　き　3月28日㈫　10時～14時
30分 

ところ　鈴鹿サーキット 
申込み　3月14日㈫までに、障害
福祉課に備え付けの申込用紙に

必要事項を記入の上、同課へ 
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㈶鈴鹿国際交流協会　383-0724　 383-0639

sifa@mecha.ne.jp 

と　き　3月19日㈰　11時～15時
30分 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容　宮廷料理、物産展、パ
ネル展、クイズ、民俗衣装着付、

映画上映会(入場券前売り1回

500円、当日券はありません)
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講座・教室 

　自尊感情という言葉をご存知でしょうか。自尊感

情とは、自分を大切と思える心、自分のことが好き

である心、つまり自分に対してプラスの評価をする

感情をいいます。 

　自分だけを大切にする自己中心感情と違い、自尊

感情は、自分も大切であると同時に他人も大切とい

う感情です。自分と他人を比較するのではなく、あ

るがままの自分を認めたうえで、不完全で失敗もす

るけれど一生懸命生きている自分の姿を受け入れる

とき、他の人の不完全さや失敗も受け止めやすくな

ります。周りの人を自分同様に、かけがえのない存

在として認める気持ちが生まれやすくなります。 

　自尊感情が高まれば、他の人に対して寛大で心温

かく、配慮や気配りをするゆとりも生じ、人権を基

盤にした好ましい人間関係を築くことにつながります。 

　逆に自尊感情が低くなると、自分自身を消極的

にしか評価できなくなり、「自分はだれにも認めら

れていない」という気持ちから、劣等感やコンプ

レックスが強まり、それを他人のせいにしたりして、

人間関係におけるトラブルを増加させてしまいます。 

　誰にも認められず、苦しくて自分のことで精

一杯の人にとっては、他の人のことを思いやる

気持ちには、なかなかなれません。その人にと

って必要なのは、まず自分自身を受け入れ、認

めてくれる身近な存在です。特に小さな子ども

にとって、自分を丸ごと受け入れてくれる人が

いることは、大切なことではないでしょうか。 

　自尊感情は、人とのかかわりの中で育ちます。

自分を大切にし、相手も大切にする、そんな人

間関係を育てていきましょう。 

お知らせ 

国際理解のつどい　韓国フェ
ア
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校�　本校は、鈴鹿市の東部に位置し、昔ながらの田園地帯と新興住宅街が入り交

じった地域です。昭和22年４月に玉垣小学校区と若松小学校区を学区とする第
七中学校として創立し、若松小学校に本校を、玉垣小学校に分校を置きました。
昭和23年５月に鈴鹿市工業学校に移転し、分校がなくなりました。昭和24年に
鈴鹿市立千代崎中学校と校名を変更し、現在地に校舎が建築されました。その後、
昭和37年３月に校舎などを焼失、昭和38年３月から鉄筋校舎の建築工事が始ま
り、昭和43年７月に完成しました。昭和60年に校舎が増築され、昭和63年には
新しい体育館も完成しました。�
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　本校では、平成16・17年度の２年間、鈴鹿市教育
研究会から研究指定を受け「生徒の学習意欲を高め
る支援のあり方」という研究主題を設定し、授業方
法の工夫・改善を図ることにより、生徒の学習意欲を
高め、確実に学力が定着するよう教育研究を推進し
てきました。�
　授業方法の研究を進めるとともに、以下のことを教
育目標に掲げ、全職員がその実現に向けて取り組ん
でいます。�
〈めざす学校像〉�
─生徒一人ひとりがいきいきと活動できる学校─�
☆生徒が自ら学び、自ら考え行動する学校�
☆思いやりや感動の心を持ち、人権を尊重する学校�
☆生徒が自己を鍛え、心身ともに健康に努めようとす
　る学校�
〈学校経営の基本方針〉�
①生徒一人ひとりの学習意欲を高め、確かな学力を
　つけさせるため、指導の充実改善に取り組む職員
　体制づくりに努める。�
②人権学習を通して、人権尊重の精神と実践力の育
　成に努める。�
③部活の充実に努める。�
④家庭・地域・関係機関との
　連携を深め、生徒理解を基
　盤とした生徒指導の充実と
　開かれた学校づくりに努める。�

　大きなスコップでお米をかき混ぜ、すくっ

ている裸の男の人を見て「すっごいなあ」

と感動していた小学生のころ。当時、近所

に「十一屋」という酒蔵があり、蔵の敷地

内を縦横無尽に走り回り遊んでいたころ

見た風景。今回の取材で、その当時の残像

がおぼろげながら浮かんできました。�

　日常の遊びと日本の伝統文化が同化し

ていた昭和40年代。そこには、遊びの中か

ら生まれてくる驚きの地域発見や、厳しさと

やさしさが同居した人間関係がありまし

た。今どんどんと失われつつあるといわれ

て久しい日本の文化。日本文化の結晶・日

本酒をちょっぴり味わってみませんか。（宗）�


