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特集：ウォーキング�

ウォーキング�ウォーキング�
ウォーキング＝体力づくり・健康管理・ストレス解消・ダイエット・リハビリ・リラクゼーション�

「歩くことは人間にとって最良の薬」�
～古代ギリシャの医学者・ヒポクラテスの言葉から～�

今や日本のウォーキング人口は、3,000万人とも4,000万人とも言われ
ています。体力づくりや健康管理をはじめ、幅広く取り入れられているウ
ォーキング。今回は、今すぐ始められるウォーキングについて紹介します。�

目標「1日1万歩」�
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あなたは一日に�
どれくらい歩きますか？�

　生活習慣病を防ぐのに、1日200～300kcalの運動を行うことが望ましいと言われています。「1日1万歩」の運動がこの
運動量に相当します。日本人の1日平均歩数は、男性で約7,500歩、女性で約6,500歩と言われています。ここでは、「歩く」
についての現状を紹介します。�

●年齢階級別にみた歩数（平均）�
全 体 �

（厚生労働省「平成16年国民健康・栄養調査」から抜粋）�
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ウォーキングについて�

1日に何kmくらい歩きますか�

※市政メールモニター（メルモニ）は、あらかじめ、住所・氏名・生年月日の認証を受け
た中学生以上、または13歳以上の市民で、6月20日現在4,603人が登録しています。�

アンケート実施期間／2005年6月5日(月)～6月11日(日)

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

Q1 ウォーキングに関心が�
ありますか�Q2 ウォーキングの楽しみは�

何ですか（複数回答）�Q3

歩かない�
11％�

1km未満�
45％�

1km以上�
3km未満�
28.8％�

3km以上5km未満�
9.9％�

5km以上�
10km未満 4.3％�

10km以上 0.9％�

ある�
75.5％�

ない�
24.5％�

健康増進�
49％�

ストレス解消�
21.5％�

体力づくり�
38.5％�ダイエット�

35.6％�

景色を楽しむ�
26.1％�

リハビリ�
3.2％�

同行者との�
コミュニケ�
ーション�
10.7％�

その他 3.2％�

ウォーキング�
していない�
39.3％�

○定年後、早朝ウォーキングを始めて間も
なく4年になろうとしている。午前6時ごろ
になると、いつもの仲間4人とのいろいろ
な話題が楽しみである。1万歩を歩いて体
調も良いし、いろいろな情報もあり、脳も
活性化しているのではないかと思う。（63歳・
男性）�
�
○年齢とともに体力の低下が身にしみて
います。費用対効果を考えると、歩くこと
が一番だと思います。体のためにも、懐の
ためにも。（51歳・男性）�
�
○散歩としては歩きませんが、室内での家
事労働や買い物などで一日に1万歩ほど

歩いてます。（30歳・女性）�
�
○ウォーキングをしても危なくないように、
歩行者道路の設置が必要と思います。（40
歳・女性）�
�
○私のウォーキングは、早朝の白子～千
代崎海岸です。健康のため、1日1汗を心
がけています。伊勢湾の昇陽もまた素晴
らしいです。（68歳・男性）�
�
○老化は足から。特にそう思います。以前、
テニスをしていたころは身体が軽かったの
ですが、やめて5年以上になり、最近走ろ
うとしたものの、太ももが上がらず、息はす
ぐ切れるし、足は痛くなるし、体力低下を実
感しました。知人の話では、歩くようになっ
て、腰痛、肩こりが楽になったと言ってい
ました。何か目標がないとなかなかできな

いですね。（40歳・男性）�
�
○以前歩きすぎて膝を痛めてしまい、今は
ドクターストップがかかり歩きたくても歩け
ない状態です。何事もやり過ぎはいけませ
んね！（59歳・女性）�
�
○近所でウォーキングをやっている人を時々
見かけますが、お話が楽しそうで、大声で
話していたり、笑い声だったりで、健康に
もいいと思いますが、多分ストレス解消に
一番効果的じゃないかと考えています。（34
歳・女性）�
�
○早朝ウォーキングを青少年の森で
4.5kmと、夕方プールでアクアウォーキン
グ30分を週5～6日実行しています。ここ3
年くらい風邪引きで寝込むことが無くなり
ました。とても快調です。（66歳・男性）�
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夜間夜間の安全対策安全対策�

pecial
特集：ウォーキング�

ウォーキングの準備をしよう！�
　ウォーキングは、「特にこれといった準備をしなくても始められる」と思われがちですが、快適に、健康的に、安全に、そし
て楽しくウォーキングするにはこだわりも必要です。ここでは、ウォーキングの準備についてお伝えします。�

　快適で効果的なウォーキングのために大切なのはシュ

ーズの選択です。合わないシューズは、足のトラブルの原

因になるので、自分の足に合ったシューズを選びましょう。�

気温が高い夏場は、体調に特に気を付け、日差しがあまり強く
ない朝や夕方に行いましょう。�

これらのアイテムは、ウエストポーチやデイバッグなどに入れて
持ち運ぶと、快適にウォーキングできます。�

特にウォーキングシューズは、
歩行時の足への衝撃を和らげ、
力が分散されるような設計に
なっています。安易に軽い靴
などを選ぶと、クッション性など
の機能が劣る場合があります。�

●どんなシューズを選べばいいの？�

●快適さ向上アイテム�

●安全・健康面への準備は？�

シューズ選択のポイント�

夜間の安全対策�

靴　下�

歩数計・心拍計�

その他携帯しておきたいアイテム�

快適さ・楽しさを向上させるアイテム�

●帽子をかぶりましょう�
　熱射病を予防します。通気性の良いメッシュタイプが

おすすめ。�

●ウエアも考慮しましょう�
　吸湿・放湿性の良い素材でゆったりとしたものが良い

でしょう。日焼けや紫外線から肌を守るには、長袖シャ

ツが効果的です。�

厚手のウエア1枚よりも、薄手のウエアを何枚か重ね着すると、
体温調節時に脱ぎ着でき、快適にウォーキングできます。�

夏の暑さ対策�

●夜間のウォーキングは事故防止対策を�
　夜光反射材を身に付ける、明

るい色調の衣服を着用する、防

犯ブザーやホイッスルを携帯す

るなど、事故防止に努めましょう。�

冬の寒さ対策�

●体温の低下を防止しましょう�
　風を通さないウインドブレーカー、保温性のある帽子、

手袋、厚手の靴下などを着用しましょう。�

　歩数計を使用することで、ウォーキングを行うときの一

日の歩数や歩行距離などの目

標が立てやすくなります。また、

心拍計は、いつでも正確な心

拍数を知ることができ、運動強

度の調整に役立ちます。�

　靴下には、「足裏の圧力分散」、「皮膚の摩擦軽減」、「足

の冷え防止」、「むくみ軽減」などの働きがあります。�

●5本指靴下で快適ウォーキング�
　５本指靴下とは、足指の形にあわせて先端が５本に分

かれている靴下です。�

【5本指靴下のメリット】�
・指が自由に動き、１本１本に

　力が伝わりやすいので、歩行

　をスムーズにサポート�

・足に刺激を加えやすく、血行

　を促進�

・指の間の湿気を吸収するので、

　水虫などやマメの予防・緩和

　に効果的�

　飲料水、小銭、携帯電話（テレホンカード）、アメや

チョコレート、常備薬、保険証のコピーなどの身分証明書、

緊急連絡先のメモ�

　ウォーキング日記（歩行記録をつけるメモ帳）、地図、

カメラ、着替、タオルなど�

●足のサイズを正しく測りましょう�
　できれば、足の長さと甲まわりの長さを測って、サイズ

を決めましょう。�

●実際にシューズを履いてみましょう�
　シューズを履いてみるのは、起きてから６～８時間後が

良いと言われています。�

●履き心地をチェックしましょう�
・つま先にゆとりがあり、シューズの横幅が十分にあるか。�

・靴底が動きにそって曲がり、滑りにくいか。�

・かかと部分のクッション性と安定性があるか。�

・通気性が良いか。�
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ウォーキングコースを決めよう�
　身近な場所で良いウォーキングコースを見つけることは、毎日の習慣として継続しやすく、運動不足の予防にもなります。
ここでは、ウォーキングコースの選び方のポイントを紹介します。�

ウォーキングコース紹介�　いきいき鈴鹿・みなウォーク実行委員会が作成したウォーキングマップの中から、2つのコースを紹介します。�

　ウォーキングの効果を上げるためには、できるだけ信

号や障害物のない道を選び、少しでも長い時間連続し

て歩くことができるコースを設定することが重要です。�

　近所に遊歩道やウォーキングコースのある公園などが

あれば、立ち止まることなくウォーキングができますが、

このような場所がない場合は、オリジナルのウォーキン

グコースを自分で設定すると良いでしょう。�

　なるべく長い直線の道（多少のカーブや曲がり角は問題

ありません）を探しましょう。�

　その道をひとまず歩いてみて、ウォーキングに適した道で

あるかどうか次の項目をチェックしましょう。�

　いきいき鈴鹿・みなウォーク実行委員会が作成したウォーキングマップでは、市内小学校を起点とした30のコースを紹
介しています。詳しくは、スポーツ課（　382-9029　 382-9071）へ�
　また、同実行委員会主催の「いきいき鈴鹿みなウォーク」を今年も10月1日（日）に開催します。スポーツドクターによる
ウォーキング講習会も予定しています。ぜひ皆さんご参加ください。�

神戸周回コース（1.7km）� 天名小学校～スポーツガーデンコース（5.3km）�

天名小学校�
↓�

服織神社�
↓�

スポーツ�
ガーデン�
↓�
誓覚寺�
↓�

天名小学校�

神戸小学校�
↓�
観音寺�
↓�
龍光寺�
↓�

鈴鹿市駅�
↓�
専修寺�
↓�
萬福寺�
↓�

神戸小学校�

●信号がない　●歩道がある　●車の通行が少ない�
●歩行者や自転車で混雑しない　●見通しが良い�
●夜間の場合は、街路灯があり人目がある�

【チェックポイント】�

　この条件により多く当てはまるコースを探して、オリジナル

のウォーキングコースとして設定しましょう。�

　コース内に上り下りの坂や階段などを取り入れると、同じ距離を歩いた場合でも、運動効果をより高めることができます。�

ウォーキングに適した道�

鈴鹿市駅�

神戸小学校�

神戸公民館�

観音寺�

龍光寺�

萬福寺�

専修寺�
鈴鹿市役所�

神戸高校�

卍�

文�

文�

卍�
卍�

卍�

　神戸の町並みを歩くコ
ースです。お寺が多いので、
ゆっくりまわってみるのもい
かがですか？�

　スポーツガーデンまでの
長い直線道路があります。
夏には、サルスベリの花が
楽しめます。�

ルート� ルート�

文�
卍�

卍�
誓覚寺�

真蔵寺�
服織神社�

天名小学校�

天名地区市民�
センター・公民館�

県営鈴鹿�
スポーツガーデン�

鈴鹿川河川緑地�
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どのようにウォーキングすればいいの？�

鈴鹿回生病院 レオンフィットネスクラブ� センター長�
ふか　ま　うち�

深間内 誠さん�

　正しい姿勢でウォーキングすることは、けがの予防の面からも、運動効果の面からもとても大切です。ここでは、理想的な
ウォーキングフォームや運動効果を高めるポイントなどについて紹介します。�

鈴鹿回生病院の深間内さんに、効果的なウォーキングを行うための運動強度、歩き方の工夫などについて伺いました。�

理想的なウォーキングフォームとは？�

●頭を揺らさない●�
頭の位置を動かさないよう、体の上下左右
の余分な動きに注意します。�

●視線はまっすぐ15m先を●�
軽くあごを引き、やや遠くを見ると背筋が延び
て美しい姿勢がつくれます。�

●肩は力を抜いてリラックス●�
肩の力を抜くことで、腕の振りをスムー
ズにし、歩きを軽快にします。�

●呼吸は自分のリズムで●�
呼吸は意識せず、自分のリズムで自然
に行うようにしましょう。�

●正しい姿勢●�
直立姿勢を横から確認し、耳の穴、肩、腰が
まっすぐになるように立ちましょう。�

●肘をややまげて腕を大きく振る●�
肘を軽く曲げて振ると腕は疲れにくく、
大きく腕を振ると自然と歩幅が広がります。�

●着地はしっかりかかとから●�
かかとから着地し、かかとからつま先へ、
足の裏を転がすように重心を移動します。�

●ひざを伸ばして●�
ひざを伸ばして歩くと自然にかかとからの着
地ができます。慣れてきたら、少しずつ歩幅
を広げてみましょう。�

○心拍数で自分に合った運動強度を知ろう�
　心拍数で自分に合った運動強度を知りましょう。心拍

数は手首や首筋の動脈で計ります。�

　まず歩く前に心拍数をチェックします。どの年齢の方で

も、平常時の心拍数は約80

拍／分が正常値です。平

常時の心拍数が100拍／分

を超えるような場合は、その

日の運動は避けた方が良

いでしょう。�

　運動中または運動後の適正な心拍数は、（220－年齢）

×0.7で求められます。運動中や運動後に心拍数を計る

ように心掛け、適正な心拍数と同程

度の数値であれば、適度な運動が

得られていると言えます。適正な

心拍数よりも低い、または高い場

合は、スピードや歩幅を調節し、

適正な心拍数になるように調節し

て歩きましょう。高齢者や

運動習慣の全くない方は、

（220－年齢）×0.5～

0.6で得られる心拍数の

運動強度から始めてみるのが良いでしょう。�

�
�
�
�
�
○効果を高めるために歩き方を工夫しよう�
　まず大切なことは、歩く前のストレッチングです。足の

各部の筋肉を伸ばすことで、関節の動きが大きくなり、運

動効果が高まると同時に、疲れにくく、けがの予防にもつ

ながります。�

　ウォーキングに慣れてくると、同じ距離でも早く到達で

きるようになりますが、運動効果を保つためには、同じ距

離を早く歩くことよりも、距離を伸ばして同じ時間を歩くこ

とに重点を置きましょう。�

　また、日本人は、人種特有の骨格により、骨盤をひね

る動作を加えて歩くことが、健康的な歩き方だと言われて

います。慣れてきたら、ひねりを意識した動作で歩いてみ

ると、腹筋や背筋を使い、運動効果が向上します。両手

に水の入ったペットボトルなどを持って、ウォーキングして

みるのも良いでしょう。�

運動中・運動後の適正心拍数＝（220－年齢）×0.7
20歳・・・・・140拍／分� 30歳・・・・・133拍／分�
40歳・・・・・126拍／分�
60歳・・・・・112拍／分�

50歳・・・・・119拍／分�
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ウォーキングの効果を�
知っていますか？�
　ウォーキングには、いろいろな効果があると言われます。ここでは、鈴鹿回生病院の藤澤さん
に、その効果について、医学的見地からお伺いしました。�

鈴鹿回生病院名誉院長�
三重大学医学部臨床教授�医学博士�

脂肪の消費量�

●ウォーキングの時間とグルコース、脂肪の消費量の相関図�

時間�

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量� グルコースの消費量�

藤澤 幸三さん�

◆ウォーキングのメリット�

◆一番の効果は心理的な影響�

◆さまざまな生活習慣病の予防にも効果的�

◆正しい姿勢でバランスよくウォーキング�

◆ウォーキング後のケア�

20分� 40分�

�

　ウォーキングには、たくさん

のメリットがある反面、やり方に

よっては、デメリットがあることを良く理解した上で行うこ

とが大切です。�

　メリットとしては、次のようなことが挙げられます。�

　○心理的影響�
　○糖代謝への影響�
　○脂肪代謝への影響�
　○血液循環・心臓・血圧への影響�
　○筋肉・関節・骨格への影響�
�
�
　ウォーキングの一番の効果は、心理的な影響でしょう。

歩くことにより、開放感と達成感を得ることができ、気分

が良くなるという効果があります。この効果を高めるため

には、楽しくウォーキングをすることが最も重要なことです。

黙々と義務的に行うことでは、長続きせず、心理的にも

肉体的にも良い効果が得られません。また、一人より、

集団で行う方が、コミュニケーションや社会性も得られ、

より効果が上がると考えられます。�

�
�
　肉体的な影響として、まず、糖代謝への影響が挙げら

れます。糖分（グルコース）の貯蔵庫である筋肉を動か

すと、筋肉内の糖分を消費し、血糖値の調整や肥満の

予防に役立ちます。さらに脂肪代謝へも影響し、脂肪を

消費し始めます。大切なのは、脂肪の消費が効率的に

始まるまでに、約20分の運動が必要となることです。効

果を上げるためには、20分以上の運動に心掛けてくださ

い。�

　次に、血液循環・心臓・血圧への影響ですが、血の

巡りが良くなることにより、脳の活性化、四肢の血液循

環促進、むくみの解消などのほか、間接的に、動脈硬化

予防、血圧の安定、狭心症発作の予防などにつながり

ます。さらに、視覚や運動による脳への刺激が、認知症

予防にも役立ちます。�

　また、筋肉・骨格への影響として、筋力の維持・向上

やひざ関節症・腰痛症の改善、骨粗しょう症の予防など

も挙げられます。特に骨粗しょう症は、骨に刺激が加わ

らないと、骨からカルシウム分が流れ出し、骨折しやす

くなります。歩くことにより、常に骨に刺激を与えることが

大切なのです。�

　このように、ウォーキングは自然で非常に効果的な運

動と言えます。�
�

　�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　ウォーキングは、楽しく行わないと効果が上がらない

ことは先に述べましたが、黙々と義務的に行うことは、

長続きしないばかりか、「やり過ぎ」を招き、トラブルの

原因になります。楽しくウォーキングができる方法を自分

なりに探して行うことが大切になります。�

　また、ウォーキングを長く続けていると関節痛などの症

状が出ることがあります。原因の一つとしては「やり過ぎ」

が挙げられますが、歩き方に原因がある場合があります。

見た目には分かりませんが、道路はかまぼこ形をしており、

同じ方向にばかり歩いていると、左右どちらか一方に傾

いた姿勢のままで歩くことになり、「体重が一方にかかり

すぎる」「姿勢が悪くなる」といったことから、トラブルの

原因となります。できるだけ、道路の左右両方を歩くとか、

往復のコースを歩くなど、バランスの良い歩き方に心掛

けてください。�

�

�
　ウォーキング後のケアとして、大切なことは、使った筋

肉をほぐすことです。これに効果的なのはストレッチング

です。下肢のストレッチングを入念に行うようにしましょう。�

　また、温浴も効果的です。足湯などで下肢の部分だけ

でもお湯につけて、血行を良くすることでも、翌日に影響

を残さないようなケアができますので、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思います。�
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pecial
特集：ウォーキング�

屋外を歩くだけがウォーキングじゃない！�
　晴れた日の屋外で行うウォーキングのほかにも、日常生活の中でいろいろなウォーキングの機会があります。ここでは、い
ろいろな種類のウォーキングについて紹介します。�

水中ウォーキング�

　天候が悪くウォーキングのできない日が続くと、ウォー

キングをやめてしまう人が意外と多くいるという事実があ

ります。室内ウォーキングは、両手を自然に振って前後

左右に１歩ずつ移動できるスペースがあれば可能です。�

　メリット�
○時間を気にせず、自分の都合に合わせて行えます。�

○雨天時にも体を動かすことで、ウォーキング習慣を身に

　付けることができます。�

　ポイント�
○基本動作はテンポ良くその場で足踏みすることです。

　慣れてくれば、前後左右に１歩移動し、またもとの場所

　へ戻るなど、いろいろな動作を複合して繰り返し行います。�

○音楽やテレビを視聴しながら行ったり、鏡で動作や姿

　勢を確認しながら行ったりすると良いでしょう。�

室内ウォーキング�

　買い物に歩いて出掛けましょう。また、ウインドウショッ

ピングなどを兼ねて、スーパーや百貨店などの中を歩い

てみましょう。�

　メリット�
○日常生活の範囲内で歩数の増加につながります。�

○趣味に合わせて行えます。�

　ポイント�
○可能な方は階段を利用するようにしましょう。�

○階段の昇降は、比較的運動の強度が高いので、短時

　間でも効果的です。�

○膝を傷めないようにするため、下りだけエレベーターを

　使うのも良いでしょう。�

買い物ウォーキング�

　朝・夕のどちらでも、自分の生活習慣によって自分のペ

ースで実践できる時間帯を選びましょう。�

　メリット�
○運動効果はもちろん、頭がよく働く、睡眠がよく摂れる

　などの効果から、効率よく仕事ができ、残業時間の短縮

　につながります。�

○仕事のストレス解消に役立ちます。�

　ポイント�
○革靴やヒールの高いパンプスは会社に置いておき、通

　勤時は歩きやすいシューズに履き替えて行いましょう。�

○スーツはロッカーに置き、歩きやすいトレーニングウエア

　で歩きましょう。�

○汗をかいたら着替えられるよう、替えのインナーやシャ

　ツを用意しておきましょう。�

通勤時間帯のウォーキング�

　水中ウォーキングとは、

プールの中を歩くことです。

陸上のウォーキングほどの

手軽さはないものの、水中

で行うことによるいろいろなメリットがあります。�

　メリット�
○水面上の体重を支えるだけで動けるため、腰や膝に不

　安がある人や肥満気味の人、運動不足の人でも比較的

　安全に運動ができます。�

○水圧によって意識的に呼吸をすることにより腹式呼吸

　となり、呼吸機能が高まり酸素効率も良くなります。�

○有酸素運動と筋力強化が同時に行え、基礎代謝量が

　増します。�

○抹消血液が心臓に戻りやすくなり、新陳代謝が活発化

　します。�

　ポイント�
○プールの深さは、おへそからみぞおちあたりに水面が

　来る深さが適当です。深くなるにつれて、浮力で体が浮

　き上がり、かえって歩きにくく、動作が遅くなって運動効

　果を下げてしまいます。�

○前、横、後ろなど、歩く方向を

　変える、歩幅や歩くテンポを

　変える、ゆっくり走ってみる、

　ジャンプしてみるなど、変化を

　つけたウォーキングが可能です。�
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ウォーキングを楽しみましょう�
　ウォーキングの楽しみ方は人それぞれ。いろいろなウォーキングを楽しむ方から、お話しを伺いました。�

　鈴鹿市民歩こう会では、参加者を募集しています。「参加したときが会員」の1日会員制となっています
ので、気軽に参加してください。毎月1～2回、市内外でウォーキングとともに仲間づくりや新しい発見を楽し
みましょう。　■問合せ／鈴鹿市民歩こう会　会長　鈴木利昭さん（　383-0712）�

参加者�
募集�

鈴鹿スポーツガーデンで、水中ウォーキングを楽しむ方にお話しを伺いました。�

水中ウォーキングで�
肩こり解消�

藤由 弘子さん�

鈴鹿市民歩こう会�

鈴鹿市民歩こう会会長の鈴木さんに、ウォーキングの楽しみについて、お話しを伺いました。�

会 長 �鈴木 利昭さん�

水中ウォーキングが�
スケジュールの中心�

上倉 政恵さん�

　約半年前から水中ウォーキ

ング教室に参加し始めて、現

在は週１回の教室でウォーキ

ングをしています。�

　陸上では負担がかかる動きも、水中では簡単にできる

ので、いろいろな体の動きを加えながらウォーキングでき

るのが強みだと思います。腰痛持ちでしたが、運動を行

うと腰痛も和らぎ、肩こりも解消します。また、教室後の

体重や血圧などの測定も楽しみで、健康管理にとても役

立っています。�

　腰痛に悩んでいましたが、

半年くらい前から週４～５回、

水中ウォーキングを楽しむよう

になってからは、うそのように腰痛が解消しました。�

　プールでは、ゆっくりウォーキングを楽しみながら、コ

ミュニケーションや新しい友だちづくりもでき、とても楽し

いひとときを過ごしています。現在は、水中ウォーキング

を中心に自分のスケジュールを組むほどで、まさに「ハ

マっている」といった感じです。これからも水中ウォーキ

ングは手放せません。�

○自分で自分のことを知る機会に�
　歩くことは、体調や運動能力、姿

勢など、自分のことを知る良い機会

だと思います。�

　歩いているうちに「疲れてスピード

が落ちた」「猫背を指摘された」とか、

「次の日に疲れが残るようになった」

など、いろいろなことに気付きます。

そんなとき、「どのようにして解消しよ

うか？」と考えることが大切です。�

　例えば、筋力向上を図るとか、毎

日体重を測るなど、いろいろな方法

で自分の体調に気を配るようになれ

ば、「歩く＝楽しく健康管理」というよ

うに、歩くことが楽しみになってくる

はずです。�
�

○五感でいろいろな刺激を感じる�
　ウォーキングの楽しみは人それぞ

れですが、知らないところに出かけ、

五感からの刺激を感じるのも楽しみ

の一つだと思います。�

　歩くことは、人間本来の生活のス

ピードですから、余裕を持って周囲

を見渡すことができます。�

　知らない土地の風の匂い、ルート

沿いの庭に咲く花、聞き慣れない音

など、目・耳・鼻・触覚などからいろい

ろなことを感じることは、ストレス解

消に役立つだけでなく、新たな発見

や気付きが生まれ、自分の生活を豊

かにしてくれることと思います。�
�

○一番の楽しみはコミュニケーション�
　鈴鹿市民歩こう会では、毎回参加

される方や初参加の方が入り混じっ

て、楽しくコミュニケーションを取りな

がらウォーキングしています。人生経

験の豊かな方ばかりですので、話題

に事欠くことはありません。世間話

や趣味の話などで盛り上がり、毎回

約12kmの行程を、人によっては歩数

より語数の方が多いのではないかと

いうくらい、コミュニケーションに花を

咲かせる方もいらっしゃいます。�

　ウォーキングの効果を上げるため

には、楽しく歩くことが大切です。コ

ミュニケーションを楽しみながら、同

時に健康も得ている。これはまさに、

理想のウォーキングではないでしょ

うか。コミュニケーションで得られる

皆さんの知恵や情報がいろいろなと

ころで生かされ、また次のウォーキン

グで盛り上がる。このサイクルこそが

楽しさを生み、健康の秘訣になると

考えています。�

　皆さんも、楽しくウォーキングする

輪を広げてみませんか。�
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レンズ レンズ 
豊かな自然環境を実感！ 
今年もたくさんのホタルが飛び交いました 

元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka

6/14㈬

6/10㈯

ワールドカップ開幕戦 
コスタリカをテレビ応援 
「ビバ！ビバ！コスタリカ！！」 

5/24

5/25

6/7

　西庄内町のほたるの里で、今年もたくさん

のゲンジボタルが幻想的な光を放ちながら飛

び交いました。5月28日㈰にゲンジボタルが初

確認されてから、徐々に数が増え、梅雨入り

を過ぎた6月中旬に見ごろを迎えました。 

　ほたるの里は、自然とふれあい、自然の

大切さを思い出す機会として、ホタル鑑賞

を楽しんでほしいと、4年前から生息地の保

全活動や、鑑賞環境

の整備を進め、今では、

市内はもとより県外

からもたくさんの見

物客が訪れ、にぎわ

いを見せています。 

　ほたるの里のゲン

ジボタルは6月下旬ま

でが見ごろで、ヘイ

ケボタルも7月上旬ご

ろまで楽しめるとい

うことです。 

　2006FIFAワールドカップでドイツとの開幕戦

を戦ったコスタリカ代表チームを応援しようと、

テレビ応援が行われました。 

　これは、RECCOS（レッコス：2002日韓共催

ワールドカップでのコスタリカ事前キャンプ時

のボランティア団体）を中心に準備が進められ

てきたもので、深夜にもかかわらず、試合開始

の午前1時、会場の国際交流協会事務局には、約

40人のサポーターが集結し、「ビバ！ビバ！コ

スタリカ！！」と声援を送りました。 

　試合は、前半6分にドイツが先制しましたが、同

12分、2002ワールドカップでも代表として出場し鈴鹿

市にも訪れた、エースのワンチョペ選手が同点ゴー

ルを決めると、会場はサポーターの歓喜の渦に包ま

れました。ドイツに終始ペースを握られる苦しい展

開で、ワンチョペ選手が少ないチャンスから2ゴール

を挙げましたが、2対4で敗れました。 

　このテレビ応援を進めてきた、RECCOSの菅

瀬勝会長は、試合後、「参加者全員で心からの

応援ができた。結果は残念だったが、優勝候補

相手に2得点を挙げることができた。もう少し粘

り強く守備をして、

失点を少なくしてほ

しかった」「そして今

後は、サッカーだけ

でなく、交流を深め

ていきたい」と話し

ていました。 

西庄内町のほたるの里ホームページ　  　h t t p : / / w w w . s u z u k a h o t a r u . c o m /
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元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

6/14

6/10㈯

5/24㈬

たくさんの目で、子どもたちの 
安全を守ります 

5/25㈭環境美化に向けての第一歩　身近な清掃活動で大量のごみを回収 

6/7㈬

今年度は、皆さんの元へ 
出掛けて対話します 
車座懇談会で意見交換 

　全国各地で小学生を狙った犯罪が相次ぐ中、地域の子ど

もたちの安全を地域の手で守ろうと、「河曲パトロール隊出

発式」が行われました。 

　パトロール隊は、保護者や自治会関係者

など120人余りのボランティアで構成され、子

どもたちの登下校時の引率や通学路の見回

りなどを行います。出発式ではパトロール隊

隊長の豊田信吉さんが「安心して登下校し

てもらえるよう、パトロール隊はしっかりと皆さ

んのことを見守っていきます」とあいさつをし、

その後「地域の子　安心・安全警備中」と

書かれたのぼりを持ったパトロール隊のメン

バーに付き添われ、河曲小学校・幼稚園の

全児童が一斉に集団下校しました。 

　河曲小学校では、すでに「ワンちゃんパトロール運動」「学

校一回り運動」などの取り組みが行われており、今回発足

した「河曲パトロール隊」のパトロール活動を含め、子どもた

ちの安全確保のため、さまざまな活動を行っていく予定です。 

　校区の清掃活動を行うことによって、環境美化

について考えようと、大木中学校で「地域クリー

ン作戦」が行われました。 

　この清掃活動は毎年行われており、全校生徒とその保護

者が学校の周辺と下箕田町の海岸に分かれて清掃活動を

行いました。生徒たちは「こういう機会はあまりないので、

参加できて良かった」「ごみの多さにびっくりした。ごみのポ

イ捨ては止めてほしい」などと話しながら、空き缶やペット

ボトル、古タイヤなどのごみを次々に拾っていました。回収

されたごみの量は昨年よりも多く、2トントラック3台分にもなり、

生徒たちは改めて環境美化の大切さを実感した様子でした。 

　今回の「地域クリーン作戦」

は、市内の公立中学校でそれ

ぞれ行われる「環境美化活動」

の第一弾となるもので、今後

各中学校で環境美化に関す

る取り組みが順次行われます。 

※車座懇談会の詳しい内容は、市ホームページの市民対話

（　http ://www.c i ty . suzuka .m ie . jp/gyose i/  

　open/sh i ryou/ta iwa/ index .h tm l）に掲載して

います。また、市政情報課の閲覧コーナーにも備

え付けていますので、ご覧ください。 

　市民と市長が車座になって、市政について対話を行

う「車座懇談会」が旧白子出張所で行われました。3

年目を迎える今年度の車座懇談会は、市内で活動する

グループを対象に、市長が直接出掛けて対話する形式

で行います。第1回目となる今回の懇談会には、高齢

者の運動を推進することを目的に作られた「白子福寿

会」のメンバー12人が参加しました。 

　参加者からは「旧白子出張所を、高齢者が使用でき

る施設として、今後も利用できないか」「水害時の排

水を促すため、白子港のしゅんせつが必要ではないか」

など、地域の活性化や水害対策について、活発な意見

交換が行われました。 
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鈴鹿市民歩こう会 切れた電線には絶対に触らないでください みんなでつくる　わくわく音楽会

第16回全国和紙ちぎり絵展 鈴鹿発スケッチ旅行のかこう会 原爆写真展

木平桂洞作品展 にっぽん列島　民謡新紀行千里の旅 市民ソフトバレーボール講習会

不用になった浴衣を譲ってください ガールスカウトオープンデーへのお誘い 陶芸教室作品展

第26回ＥＭ勉強会 3才からの新体操無料体験レッスン 流行のコーサージ作りのお誘い

女声コーラス「はまゆう」団員募集 親子音楽コース無料体験 「ジィー」という音と光は大丈夫

鈴木利昭　　383-0712 中部電力鈴鹿営業所　　367-3710 鈴鹿友の会　石崎　　386-3811

白塚山末子　　382-3297 青山　　332-2123　服部　　385-6073 原水爆禁止鈴鹿市協議会　川北　　372-1163

木平桂洞　　386-0587 日本民謡新田会　　381-4088 鈴鹿市ソフトバレーボール連盟　鈴木昭　　387-4832（夜）

とき／8月20日㈰　内容／史跡杖衝坂を歩く
集合／内部駅8時55分　参加費／200円（初
参加者300円）　※自由参加。初参加者大歓迎。
雨天時は8月27日㈰

　切れた電線に触れると感電する恐れがあ
ります。そのような電線を見つけたら、絶対
に触らないで、中部電力鈴鹿営業所までご連
絡ください。

対象／幼児〜小学低学年くらい　とき／7月22日
㈯10時〜11時30分　ところ／ジェフリーすずか
　内容／鈴木みず絵さんと一緒に親子で楽しい時
間を過ごします　参加費／1人500円

とき／7月14日㈮〜16日㈰10時〜16時（16日は
17時まで）　ところ／ベルシティイオンホール　
入場費／無料　※鈴鹿サークルの皆さんの1年間
の作品です。生徒募集中。月謝、教材は有料。

とき／7月16日㈰　集合／白子駅西口9時
内容／関宿のスケッチ　交通費／電車代
690円×2（往復）　※弁当持参。どなたでも
気軽に参加してください。

とき／8月3日㈭〜6日㈰19時まで（6日は16
時20分まで）　ところ／図書館ロビー　内容
／原爆の被害を描いた絵や写真などを展示し、
核兵器の廃絶をめざします。

とき／7月3日㈪〜8月31日㈭　ところ／百
五銀行鈴鹿支店　※多様な書体・書風による
変化と妙味を考慮して仕上げました。気軽に
お越しください。

とき／7月9日㈰10時開演　ところ／市民会館
内容／20周年記念発表会で、日本列島に息づ
く民謡の聴き比べ千里の旅をお送りします。　
入場費／無料（一部有料指定席1,000円）

とき／7月23日㈰9時〜15時　ところ／市立副体
育館　内容／実技と審判　参加費／500円　申込
み／7月19日㈬までに伊藤智（　370-0423）へ　
※運動のできる服装、笛（長短）を持参してください。

けいどう 

加藤里菜さん（庄野町）

今月の元気な人は、民謡

が大好きな小学５年生、

加藤里菜さんです。

今月の元気な人は、民謡

が大好きな小学５年生、

加藤里菜さんです。

■おばあちゃんの歌う姿を見て
　小学生になったころ、おばあちゃんが習う民謡の会

に行き、民謡がとても楽しそうに見えました。すぐに

仲間に入れてもらい、まず太鼓から習い始めました。

その後、少しずつ歌の勉強もするようになり、習い始

めて４年目です。年に２、３回は発表会にも出られる

ようになりました。今は月に４回、公民館の民謡サー

クルと太鼓サークルで練習しています。一緒に練習す

るのはおじさんやおばさんばかりですが、お話もして

とても楽しいです。でも、同じ年の子もいたらなあと

思うこともあります。 

 

■お得意は「尾鷲節」
　民謡のいいところは、歌っていて気持ちがいいとこ

ろです。難しいところは、音程の高低を合わすことです。

楽譜も最初は全然分かりませんでしたが、今は読むことが

できます。好きな歌は、「尾鷲節」と「斉太郎節」

です。発表会などで歌える曲は５曲ほどですが、

覚えている歌は何十曲もあります。もっとたくさ

んの歌を覚えたいです。 

 

■これからも民謡を続けたい
　民謡はこれからもずっ

と続けて上手に歌えるよ

うになりたいです。７月

９日㈰に市民会館で「日

本民謡新田会」の20周年

記念発表会があります。

わたしはそこで「チャグ

チャグ馬子唄」を歌いま

す。皆さん、聴きに来て

ください。 

さい た   ろう 
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鈴鹿市民歩こう会 切れた電線には絶対に触らないでください みんなでつくる　わくわく音楽会

第16回全国和紙ちぎり絵展 鈴鹿発スケッチ旅行のかこう会 原爆写真展

木平桂洞作品展 にっぽん列島　民謡新紀行千里の旅 市民ソフトバレーボール講習会

不用になった浴衣を譲ってください ガールスカウトオープンデーへのお誘い 陶芸教室作品展

第26回ＥＭ勉強会 3才からの新体操無料体験レッスン 流行のコーサージ作りのお誘い

女声コーラス「はまゆう」団員募集 親子音楽コース無料体験 「ジィー」という音と光は大丈夫

ＩＩＦＣ　　080-3658-7228 梶浦昌子　　059-378-1750 すずか陶芸教室　　・　386-2509

鈴鹿ＥＭ交流会　　382-6039 石井真澄　　090-7916-5101 今村　　347-0293

水谷久子　　387-4173 中原音楽教室　　379-6805 中部電力四日市電力センター　　351-8851

　子どものための国際交流会です。外国の子ども
たちに浴衣体験をさせたいと思っています。不用
になった浴衣（男児用、女児用、大人用）や帯を寄
付していただけませんか。詳しくは、ＩＩＦＣへ。

とき／8月8日㈫10時〜15時　ところ／鈴鹿青少年セ
ンター、青少年の森　内容／韓国のガールスカウト20
人と交流します　参加費／無料　※どなたでも参加で
きます（先着50人）。午前中から参加の方は弁当持参。

とき／7月14日㈮、15日㈯　ところ／市役所本館市
民ギャラリー　内容／教室生の若手からベテラン
までの、土の持ち味や焼きものの素材感やぬくもり
を感じる作品の数々を、ぜひご自由にご覧ください。

とき／7月21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。

対象／3才〜入学前　とき／毎月第1・2・3火曜日
16時から　ところ／郡山公民館　内容／手具（リ
ボン、フープ、ボール）を使った新体操、器械体操（側
転など）、ダンス　会費／月2,500円（体験1回は無料）

とき／7月19日㈬13時　ところ／文化会館
第5研修室　内容／コーサージジュエリーバック、
ビーズバック、そのほか楽しい手芸もできます。
参加費／1,000円　※ハサミ持参

とき／毎週月曜日10時〜12時　ところ／
中村楽器店（白子駅前）　会費／月2,500円
※やさしい歌などをいろいろ一緒に歌いま
しょう。

対象／幼稚園入園以前の幼児　とき／平日　
内容／手遊び、唱えなどのわらべ歌や楽器を使い、
歌ったり身体を動かしたりしながら自然に音
楽と親しみます。言葉と歌への興味を育てます。

　台風襲来時などの湿度が高い状態の時には、
鉄塔付近から「ジィー」という音と光が出るこ
とがありますが、これによる危険性はありま
せん。

次回の募集は
9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／7月18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。

今月の元気な人は、民謡

が大好きな小学５年生、

加藤里菜さんです。

白 子 高 校 家 庭 ク ラ ブ

■まちを花いっぱいに
　学校家庭クラブは、生活国際科と生活創造科の生徒

全員が所属し、会員数は116人です。環境美化の一環

として「花いっぱい運動」に取り組み、今年で４年目

を迎えました。活動を通して地域や学校に奉仕するこ

とを目的としています。５月には、サルビアやベゴニ

ア、マリーゴールドの苗200株をプランターに植え、

校内と近鉄白子駅出入り口に設置しました。夏休みが

始まるまで、クラブ員が毎日水やりや、駅周辺の通学

路の清掃を行います。 

 

■実習の成果を生かします
　「花いっぱい運動」では調理実習で出た生ごみを堆

肥として利用しています。また、四日市農芸高校に協

力を依頼し、花苗を提供していただいています。日ご

ろの学習の成果を生かすことによって、地元白子駅の

周辺がより美しく、華やかになればと思います。そ

して、市民の方も環境問題に関心を持っていただけ

ればと願っています。 

 

■地域の皆さんとも交流を
　地域の高齢者の皆さんとも交流を行っています。

毎年１月には交流会を開催し、11月にはお弁当を作

りプレゼントするなどの奉仕活動を行っています。

これからも、学校家庭

クラブ活動を通じて心

豊かなライフスタイル

を身に付け、地域の方々

とも交流を深め、豊か

な生活を楽しむことが

できるスペシャリスト

になりたいと思います。 



医療費用の自己負担割合を更新します 

申請を行えば1割になります 

高額医療費は払い戻します 

申請を行えば自己負担額が下がります 

申請を行えば減額になります 

　平成14年10月１日から、老人保健法の改正に

より、老人医療受給対象者の医療機関・薬局に

支払う自己負担が、１割または２割になっています。 

　毎年8月1日に、世帯全員の前年中の所得を

基準に負担割合の更新をします。 

　現在の負担割合が変更になった方のみ、新し

い医療受給者証を7月下旬に送付します。 

　対象になる方は、昭和7年9月30日以前に生まれた方と、

65歳以上で一定の障害（身体障害者手帳1級～3級と4級

の一部、精神障害者手帳1級および2級、療育手帳重度

〔Ａ〕）の認定を受けた方です。 

こ
の
部
分
に
負
担
の
割
合
を
表
示
し
ま
す

　1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた分を高額医療費として払い戻します。 

　該当する方には、受診月の3カ月後に市から「老人保健高額医療費支給（口座登録）申請書」を送付します。一度

提出すれば、以後は登録した口座に振り込みますので、再度提出する必要はありません。必ず申請をしてください。 

　負担割合が2割の方とは、課税所得が145万円以上の老人医療受給者、もしくは課税所得

が145万円以上の70歳以上の方か、老人医療受給者と同一世帯に属する方ですが、次の条

件に該当する方は、申請を行えば申請月の翌月から1割になります。 

・同じ世帯に老人医療受給対象者が1人の場合は、その方の収入が383万円未満の場合 

・同じ世帯に老人医療受給対象者と70歳以上の高齢者が2人以上いる場合は、その方たちの

収入の合計額が520万円未満の場合 

　2割負担の方のうち、次の条件に該当する方は、自己負担限度額が一般の方と同額になります（税法改正にともなう経過措置）。 

・課税所得が145万円以上213万円未満の方 

・収入額が（高齢者複数世帯）520万円以上621万円未満、（高齢者単身世帯）383万円以上484万円未満で申請をされた方 

　老人医療受給者で非課税世帯に属する方は、申請を行えば入院時の一部負担金と食事代の

減額を受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行ができます。すでに認定証をお

持ちで、続けて認定を受ける方は、有効期限が7月31日㈪ですので、7・8月中に、保険年金課（本

館1階③番窓口）か、お近くの地区市民センターで、必ず再申請をしてください。 

　申請には、老人保健医療受給者証、加入健康保険、領収書（申請日の前の1年間に90日

以上入院したことがある方）をお持ちください。 

 

﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
﹂

情報館 

老人保健制度

1

保険年金課　　382-7627　　382-9455 

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp
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医療費支払いの自己負担割合は毎年更新されますので、正しい負担割
合で治療を受けましょう。医療受給者証は、受診のときに健康保険証や健
康手帳と一緒に、必ず提示してください。

医療費支払いの自己負担割合を更新します

区　　　　分

一定以上の所得がある方 
（２割負担） 

対 　 　 　 象
同一世帯に一定の所得以上（課税標準
額が145万円以上）の70歳以上の高齢
者または老人医療受給対象者がいる方 

■自己負担限度額 
外来（個人単位）

4万200円 

4万200円 

外来＋入院（世帯単位）
7万2,300円＋（かかった医療費－36万1,500円）×1％ 
※ただし過去12カ月間に４回以上限度額を超えた
分の支給があった場合、４回目以降は４万200円 

住民税非課税世帯 
（１割負担） 

世帯全員が住民税非課税の方 

8,000円 

2万4,600円 

一　　般 
（１割負担） 

Ⅱ

Ⅰ

上記を除く課税世帯の方 1万2,000円 

1万5,000円 
世帯全員が住民税非課税で、世帯員
の所得が一定基準に満たない方 
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○お知らせ 

 
クリーンエネルギー自動車の
購入補助説明会を行います
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　本年10月10日から、クリーン

エネルギー自動車(ハイブリッド

自動車・天然ガス自動車・メタ

ノール自動車・電気自動車・燃

料電池自動車)を自家用で購入し、

鈴鹿ナンバーで新車登録される

方への補助金制度を開始します

ので、制度の内容についての説

明会を行います。 

と　き　7月20日㈭　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会
議室 

※説明会にはどなたでも参加できます。 

※制度の内容については、7月20日

ごろ、鈴鹿市ホームページでもお

知らせします。 

 
鈴鹿市男女共同参画審議会

の委員を募集します
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市男女共同参画推進条例

が制定されました。この条例に

基づき、男女共同参画の推進に

関する重要な施策や事項を調査・

審議するための｢鈴鹿市男女共同

参画審議会｣を設置するにあたり、

委員の公募を行います｡ 

　市政に市民の意見を、より一

層反映させるため、一緒に考え

ていただける方の応募をお待ち

しています｡ 

対　象　市内に在住・在勤・通
学されている18歳以上の方 

開　催　年数回程度 
任　期　2年 
募集人数　2人 
報　酬　本市規定により支払います。 
申込み　7月29日㈯ (17時必着)

までに、ジェフリーすずか窓口に

備え付けの応募申込書に必要

事項を記入の上、｢男女共同参

画社会の実現に向けて、今、何

をすべきか｣をテーマに800字

程度にまとめた作文(形式自由)

を添えて、男女共同参画課へ 

※応募申込書はジェフリーすずか

ホームページ(　http://www.gen 

　der - f ree .c i ty . suzuka .m ie . jp/ )

からもダウンロードできます。 

 

国民年金保険料の免除制度
をご利用ください

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金には、所得が少なく

保険料を納付することが困難な

場合には、保険料の免除制度が

あります。 

　申請は毎年必要です(平成17年

度に全額免除または納付猶予が

承認され、免除継続を希望され

た方は除きます)。新年度分(平

成18年7月～平成19年6月)の免除

申請は、7月から受け付けが始ま

りました。 

　なお、平成17年4月以降に失業

した人は、雇用保険受給者証ま

たは離職票の写しを添付してく

ださい。 

申込み　保険年金課、地区市民
センターへ 

 
｢国民健康保険庁｣を名乗る
団体からのはがきにご注意を
保険年金課　 382-9401　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　最近、｢国民健康保険庁｣を名

乗る団体から｢督促状　国民健康

保険負担割合変更のお知らせ｣と

いうはがきが届いています。 

　内容は｢年金未納期間がある方、

住民税などの未納がある方｣など

は｢国民健康保険証の無期限効力

停止、預金口座の差し押さえ｣な

どが執行されるので連絡するよ

うにというものです。 

　｢国民健康保険庁｣という国家

組織は存在しません。このよう

なはがきが届いても一切連絡を

取らないようにしてください。 
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放課後児童クラブの指導員を募集しています 
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　放課後児童クラブは、

保護者が仕事などにより

昼間家庭にいない、小学

校に就学しているおおむ

ね10歳までの児童を対象

に、授業の終了後から18

時ごろまで、保護者に代

わって児童をお預かりす

る場です。 

　現在、次の児童クラブ

では子ども好きの指導員

を募集しています。ご希

望の方は、直接施設へお

問い合わせください。 

名　　　　　称

郡山地区児童クラブ　サンキッズ 

愛宕小学校区内あおぞら児童クラブ 

飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 

高岡法輪児童館 

長沢保育会　元気っ子クラブ 

法輪児童館　 

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 

平成の寺小屋　神戸みらい塾 

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 

所　在　地

郡山町729-1 

北江島町43-8 

阿古曽町25-6 

住吉一丁目4-29 

高岡町1843-7 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

山本町768 

庄野東三丁目13-3 

神戸二丁目20-8 

国府町3519-1

電話番号

372-2084 

368-1505 

367-3367 

367-1711 

349-1100 

371-0151 

385-0190 

371-2300 

379-0811 

382-3708 

370-0605

お知らせお知らせ お知らせ 
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○お知らせ

 
鈴鹿市観光振興基本計画

懇話会を開きます
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月24日㈪　15時～17時 
ところ　市役所本館12階1202会議室 
内　容　第3回鈴鹿市観光振興基
本計画懇話会 

※開始30分前から傍聴受付 

 
伊勢街道まちかど

文化館事業を募集します
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　市では今秋｢誇りのもてる文化

都市形成事業｣として、伊勢街道

周辺で文化イベント｢まちかど文

化館｣を行います。 

　この事業では市が主催するイベ

ントのほか、市民の皆さんが主催

するイベントも｢まちかど文化館｣

として登録し、市が後援します。 

　この秋、伊勢街道周辺で文化イ

ベントを開催する団体、個人の方、

奮ってお申し込みください。 

対　象　｢まちかど文化館｣への登
録は、次のすべての条件に該当し、

市が認めたものとします。 

○イベントの目的・内容が、芸術・

文化活動を通じて地域の活性化

を推進するものであること(文化

祭や学習発表会なども含みます) 

○伊勢街道(高岡地区～磯山地区)

周辺で開催されること 

○平成18年10年から12月に開催

されること 

○特定団体・個人などの営利を

目的としないこと 

○特定の政党や政治的団体、また

は宗教のための活動でないこと 

※登録したイベントは、市の作成する｢ま

ちかど文化館｣のチラシなどのほか、

広報すずかの｢まちかど文化館｣告

知記事にイベント名を掲載します。 

※詳しくは、7月31日（月）までに、

文化課へお問い合わせください。 

夏休み子ども体験博物館
サポーターを募集します

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

　夏休み子ども体験博物館の各種

体験講座(勾玉づくりなど)や子ども向

けの展示ガイドをサポートしていただ

けるボランティアスタッフを募集します。 

と　き　7月21日㈮から8月31日㈭
までの夏休み子ども体験博物

館開催期間 

ところ　考古博物館 
申込み　7月14日㈮までに、電話で、
考古博物館へ。内容をご相談の上、

申し込み用紙などを送付します。 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 
コスモス畑の

種まきをしませんか
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　あなたもきれいなコスモス畑をつ

くりませんか。コスモスの種、土地

を提供します。あなたの感性で素

敵なコスモス畑を作ってください。 

と　き　7月16日㈰　9時から(現
地集合) 

※雨天の場合は23日(日)に順延。23

日も雨天の場合は、コスモスの種を

配布させていただきますので、9時

に現地にお越しください。 

※雨天時の確認は、下記事務局へ 

ところ　地子町地内 
参加費　1区画1,000円 
申込み　電話で、アグリ夢創りプロ
ジェクト事務局(鈴鹿市飯野寺家816 

　(鈴鹿商工会議内)　382-3222)へ 

 
夏の交通安全県民運動を

実施します
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　7月11日㈫から20日㈭までの10日間、

夏の交通安全県民運動が実施されます。 

◆運動の重点
○高齢者の交通事故防止
○飲酒運転の追放
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　本市では、5月31日現在、5件5名の

交通死亡事故が発生しており、最近

では、見通しの良い田園地帯で出会

い頭による死亡事故が連続して発生

しており、ちょっとした気の緩みが悲惨

な交通事故につながっています。 

　市民一人ひとりが、交通ルールの

遵守と正しい交通マナーの実践を習

慣付けて、悲惨な交通事故を根絶し、

交通事故のない社会をめざしましょう。 

 
病害虫まん延防止にご協力ください

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　南西諸島(沖縄・奄美諸島など)

や小笠原諸島には、独特の生態系

を持つ病害虫が生息しています。

そのため、これらの地方植物(サツ

マイモ・ヒルガオなど)の中には、

本土への持ち込みが法律で禁止・

制限されているものがあります。 

　もし無断で持ち込むと、病害虫が

まん延し、農作物に大きな被害を与

えることになります。まん延した病害

虫を完全に防除するには、多くの費

用と労力が必要になりますので、ご

理解とご協力をお願いします。 

※詳しくは、名古屋植物防除所

(　052-651-0114)へ 

 
都市再生街区基本調査に

伴う測量を行います
国土地理院中部地方測量部測量課　街区担当

　 052-961-5590　 052-961-5639

　国土交通省が行う｢都市再生街区

基本調査｣の一環として、国土地理

院が、下記のとおり測量を行います。 

と　き　7月～11月 
ところ　人口集中地区(主に市街地) 
内　容　基準点の測量、街区の
角などの測量 

 

 

○催し物

 
平和への祈り展と映画会

いのちのコンサート
人権政策課　 382-9011　 382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市は1985(昭和60)年に

夏休み特別講演
サマー夢工房2006

-鼓動に学ぶ-
〜子ども達に感動と夢と希望を〜

夏休み子ども映画会

企画展
｢ぼくのわたしのたからもの｣

2006・7・516

お知らせお知らせ お知らせ 

市営住宅の入居者を募集します

催し物催し物 催し物 
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鈴鹿市観光振興基本計画
懇話会を開きます

伊勢街道まちかど
文化館事業を募集します

夏休み子ども体験博物館
サポーターを募集します

コスモス畑の
種まきをしませんか

夏の交通安全県民運動を
実施します

病害虫まん延防止にご協力ください

都市再生街区基本調査に
伴う測量を行います

平和への祈り展と映画会
いのちのコンサート

非核平和都市宣言を行いました。

次のイベントをジェフリーすずかで

行います（いずれも入場無料）。 

◆平和への祈り展
と　き　7月27日㈭～29日㈯
　10時～19時(29日は17時まで) 

内　容　原爆パネル、サダコと
折り鶴ポスター、アニメ上映

など 

◆映画会｢父と暮せば｣
と　き　7月28日㈮　19時から 

　(開場18時) 

キャスト　宮沢りえ、原田芳雄、
浅野忠信 

定　員　100人(先着順) 
◆いのちのコンサート
と　き　7月29日㈯　13時30分～
14時30分 

出　演　立岡勇一さん 
 

夏休み特別講演
サマー夢工房2006

-鼓動に学ぶ-
〜子ども達に感動と夢と希望を〜

指導課　 382-9028　 383-7878 
shido@city.suzuka.mie.jp 

　鼓一筋に生きて来られた達人を

講師として招き、｢夢と希望｣を持っ

て生きることの大切さを学びます。 

対　象　小学生から高校生まで
の児童生徒とその保護者 

と　き　7月31日㈪　10時～12時 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　講演と大鼓の演奏 
講　師　大倉正之助さん(能楽囃
子大倉流大鼓：重要無形文化

財総合認定保持者) 

定　員　150人(定員になり次第
締切) 

参加料　無料 
申込み　7月12日㈬までに、電話
で指導課へ 

※各学校でも申し込みできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
夏休み子ども映画会

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

対　象　児童(幼児・小学生)の方 

と　き　7月27日㈭、28日㈮
　10時～11時30分、13時30分～

15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　動物の物語、交通安全
のはなしなど、アニメーショ

ン映画 

定　員　各100人　 
参加料　無料 
※申込みは不要です。 

 

企画展
｢ぼくのわたしのたからもの｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　市内の小・中学校、高等学校

に所蔵されている考古資料を展

示します。 

と　き　7月16日㈰～9月10日㈰
観覧料　学生・一般：200円、小
中学生100円 

※7月23日、30日と8月中の日曜日は、

観覧料が無料です。 

◆講演会｢古代の鈴鹿｣
と　き　7月16日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　新田　剛(市職員)

大鼓演奏をする大倉さん

2006・7・5 17

お知らせ 

市営住宅の入居者を募集します　　　住宅課　 382-7616　 382-7615　 jutaku@city.suzuka.mie.jp

◆募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目、中層耐火造5階)
　2戸(0戸)　1万8,300円～3万8,800円 
○桜島(桜島町五丁目、中層耐火造4階)
　4戸(1戸)　1万5,700円～3万4,600円 
○高岡山杜の郷(高岡台四丁目、中層耐火造3階)
　5戸(1戸)　2万1,400円～5万100円 
※募集戸数の(　)内は優先戸数です。 

※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。募集戸数は平成18年6月20日現在の戸数で、

抽選会までに入居可能となる部屋についても、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が対象です。 

○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
　7月10日㈪から24日㈪(土・日曜日、

祝日を除く8時30分～17時15分)までに、

住宅課に備え付けの申込書類に必要事

項を記入の上、必要書類を添えて、直接、

住宅課窓口へ　 

※申込書類のお渡しも、7月10日からです。 

◆選考方法
　9月中旬ごろ、公開による抽選で決

定します。 

◆入居時期
　9月下旬を予定 

◆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

込時に申し出てください。 

※その他、6団地で、随時申込みを受け付

けていますが、現在、順番待ちの状態と

なっています。 

　次の団地に空き部屋ができましたので、入居者を募集します。 

催し物 
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かけがえのない子どもを守るために  

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 

 

 

○催し物

 
夏のつどい(社会見学)

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

対　象　市内在住でひとり親家
庭(母子・父子・準母子)の小

学生とその保護者 

と　き　8月6日㈰
ところ　なにわ海の時空館と海
遊館(大阪市) 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
参加費　1,000円 
定　員　80人 
申込み　7月10日㈪から20日㈭

までに、電話で、子育て支援課へ 

※参加者には、後日、案内を送付します。 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月3日㈭、4日㈮

　9時30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　テーマ｢のびるえほん｣ 
定　員　各60人(親子参加可能) 
参加料　400円(材料費) 

申込み　7月12日㈬9時から、図

書館2階視聴覚室で先着順で受

け付けます。 

※釣り銭のいらないようにお願いします。 

※電話での申し込みはできません。 

※昼食は各自でご持参ください。 

 
夏休み子どもおはなし会

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月22日㈯　13時30分～
14時30分 

ところ　図書館2階会議室 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　50人 
入場料　無料 
 

夏の鈴鹿川体験
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月20日㈰　10時～15時 
ところ　鈴鹿川河川緑地 
主　催　夏の鈴鹿川体験実行委員会 
※小学生は保護者同伴で参加してください。 

■川歩き体験をしてみませんか
　当日、川の中で水生生物や水

辺の植物の採集や観察を行います。 

定　員　150人(応募多数は抽選) 
申込み　7月28日㈮までに、はがき、

ファクス、電子メールで｢鈴鹿川歩

き参加希望｣、参加代表者の住所、

氏名、年齢、電話番号と参加者全

員の氏名、年齢、川歩き参加希望

時間(10時、11時、13時、14時のい

ずれか)を記入の上、〒510-0241　

白子駅前18-15　すずかのぶど

う｢夏の鈴鹿川体験実行委員会

鈴鹿川歩き係｣(　・　387 -

0767　 budou@mecha.ne.jp)へ 

※8月10日(木)までに、抽選結果と当

日の詳細を連絡します。 

 
第14回伊勢形紙まつり

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月22日㈯、23日㈰
　9時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容 
○新作｢漆器との融合｣作品展 

○伊勢形紙オークション 

○伊勢形紙小紋Tシャツ染め実演・販売 

○ふるさと体験・交流事業(体験教室：無料) 

○伝統工芸士による彫刻実演 

○伊勢形紙、関連商品、新商品の展示・販売 

入場料　無料 
※詳しくは、伊勢形紙協同組合 

　(　 386-0026)へ 

 

 

○講座・教室

 
アレルギー連続講座

｢アレルギーをもっと知ろう｣ 
男女共同参画課　 381-3113　  381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、市民と協働で開催します。 

◆第1回｢アレルギーの基礎知識
〜アトピー性皮膚炎、スキン
ケアについて〜｣

と　き　7月15日㈯　10時～12時 
講　師　国立病院機構三重病院
副院長　井口光正さん 

参加料　300円 
◆第2回｢食物アレルギー最新情報｣
と　き　10月22日㈰　10時～12時 
講　師　愛知小児保健医療総合
センターアレルギー科医長　

伊藤浩明さん 

参加料　300円 
◆第3回｢お父さんと子どものた

めの親子クッキング｣
と　き　11月11日㈯　10時～12時 
講　師　調理師　青木好子さん 
定　員　大人9人、子ども5人 
参加料　大人1,000円、子ども
500円 

※第3回のみ予約が必要です。 

※お母さんも参加できます。 

ところ　いずれもジェフリーすずか 
主　催　アレルギーっ子の会 
　｢あおぞらくらぶ｣ 

申込み　電話、ファクスで、すずか
のぶどう(　・　387-0767)へ 

※各回、託児あり(要予約、1人300円) 

 
親子体操教室

市立体育館　 387-6006　 387-6008 

◆すくすくクラス
対　象　3歳～就学前の子ども
と保護者 

と　き　7月26日㈬、27日㈭、8

月3日㈭、4日㈮、17日㈭、22

日㈫、23日㈬　10時～11時30

分(全7回) 

ところ　市立体育館(大会議室・
正体育館) 

定　員　20組 
◆わんぱくクラス
対　象　小学校1年生～4年生の
児童と保護者　 

と　き　7月25日㈫、27日㈭、

8月4日㈮、8日㈫、17日㈭、

22日㈫、23日㈬　13時30分

～15時(全7回) 

ところ　市立体育館(正体育館・
副体育館) 

定　員　20組 
参加料　両クラスとも、子ども
700円、大人1,300円(スポーツ

保険料を含む) 

申込み　7月21日㈮までに、参加料
を添えて、直接、市立体育館へ 

とき・内容・定員
◆機械工学のひとこま
　ペットボトルロケットの製作コース、小型自動

車分解組立コース、マインドストームコース 

と　き　8月7日㈪、8日㈫(2日間) 
定　員　中学生40人 
締　切　7月20日㈭ 
◆やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回： 7月24日㈪、第2回： 25日㈫ 

定　員　中学生各10人 
締　切　7月10日㈪
◆FLASHで動く！魅せる！！ホームページ作り
と　き　8月9日㈬ 
定　員　小学5・6年生、中学生15人 
締　切　8月2日㈬ 
◆作ってみよう、調べてみよう、マテリアル
と　き　8月2日㈬、3日㈭(2日間) 

定　員　中学生20人 
締　切　7月24日㈪ 

◆ワイヤレスマイクをつくろう
と　き　8月11日㈮ 
定　員　小学5･6年生20人 
締　切　7月28日㈮ 
◆身のまわりのおもしろ化学実験
※生物応用化学科・化学実験グループ主催

※この講座は｢子どもゆめ基金助成金｣による活動です。 

と　き　8月1日㈫、2日㈬(2日間) 
定　員　中学生60人 
締　切　7月25日㈫
ところ　いずれも鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　いずれも無料(一部材料費が必要です) 
申込み　それぞれの講座の申込締切日までに、往復
はがきで、希望講座名、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

学年、学校名、性別、電話番号、保護者氏名を記入の

上、〒510-0294　白子町　鈴鹿高専庶務係へ 

※やさしいエレクトロニクス教室については、希望日も記

入してください。 
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国際理解のつどい　韓国フェ
ア

　106万3,000人。これは、厚生労働省の人口動態統

計で示された昨年生まれた赤ちゃんのおよその数です。

106万人を超える赤ちゃんの数は、多い数なのでしょう

か。実は、統計を始めてから過去最少の数です。日

本の総人口は、1899年以来で初めての減少(マイナス

2万1,000人)に転じました。未来を担う子どもたちの数

が少ないということは、社会や地域の活気や労働力、

社会保障制度などさまざまな面において影響が出てく

ると考えられます。今、皆さんの周りには、街角や公

園などに集まり、友だちと元気に楽しく遊ぶ子どもたち

の姿はあるでしょうか。そんな光景が少なくなっている

のは、近ごろ、子どもが被害に遭う痛ましい事件がテ

レビや新聞などで報道され、子どもの人権が脅かされ

ていることも大きく影響しているのかもしれません。 

　子どもの人権にかかわることの一つに｢子どもへの

虐待｣の問題があります。 

　児童相談所における児童虐待相談処理件数は、

1990年の1,101件から2003年には2万6,573件へと20倍

以上になっています。これは、相談された数ですから、

実際には、もっと多くの虐待があると考えられています。

虐待が増えていく背景には、多くのストレスを生み出

す社会のあり方や、子育ての悩みを一人で抱え込ん

でしまう保護者の状況があります。 

　このような状況の中で、1994年に子どもの人権を

守るために｢子どもの権利条約｣が批准され、2000

年には｢児童虐待防止法｣が制定されました。さらに

この法律は、2004年に改正され、虐待を受けた子

どもを見つけた場合だけでなく、虐待を受けたと思

われる子どもを見つけた人は、市や児童相談所な

どに通告する義務があるとするなど、子どもを虐待

から守る仕組みが強められました。さらに、たとえ親

や保護者や同居の人であっても、また、しつけの名

目であっても、子どもを虐待してはいけないと定め

ています。何よりも、子どもの人権や命を守ることが

優先されます。 

　虐待の内容としては、①体に苦痛を与えること、

②性的な苦痛を与えること、③適切な衣食住の世

話をしないこと、④言葉や態度で子どもの心を傷つ

けることの4つをあげています。 

　子どもは、社会の宝です。かけがえのない子

どもの成長と人権を守るために、一人ひとりが

地域における子育ての役割を担い、みんなで子

どもを見守っていきたいものです。また、子育

てに悩んでいる保護者を地域で支えていくこと

も大切です。地域で知恵を出し合い、できるこ

とから始めていきませんか。 
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かけがえのない子どもを守るために  

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 

 

 

○催し物

 
夏のつどい(社会見学)

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

対　象　市内在住でひとり親家
庭(母子・父子・準母子)の小

学生とその保護者 

と　き　8月6日㈰
ところ　なにわ海の時空館と海
遊館(大阪市) 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
参加費　1,000円 
定　員　80人 
申込み　7月10日㈪から20日㈭

までに、電話で、子育て支援課へ 

※参加者には、後日、案内を送付します。 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月3日㈭、4日㈮

　9時30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　テーマ｢のびるえほん｣ 
定　員　各60人(親子参加可能) 
参加料　400円(材料費) 

申込み　7月12日㈬9時から、図

書館2階視聴覚室で先着順で受

け付けます。 

※釣り銭のいらないようにお願いします。 

※電話での申し込みはできません。 

※昼食は各自でご持参ください。 

 
夏休み子どもおはなし会

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月22日㈯　13時30分～
14時30分 

ところ　図書館2階会議室 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　50人 
入場料　無料 
 

夏の鈴鹿川体験
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月20日㈰　10時～15時 
ところ　鈴鹿川河川緑地 
主　催　夏の鈴鹿川体験実行委員会 
※小学生は保護者同伴で参加してください。 

■川歩き体験をしてみませんか
　当日、川の中で水生生物や水

辺の植物の採集や観察を行います。 

定　員　150人(応募多数は抽選) 
申込み　7月28日㈮までに、はがき、

ファクス、電子メールで｢鈴鹿川歩

き参加希望｣、参加代表者の住所、

氏名、年齢、電話番号と参加者全

員の氏名、年齢、川歩き参加希望

時間(10時、11時、13時、14時のい

ずれか)を記入の上、〒510-0241　

白子駅前18-15　すずかのぶど

う｢夏の鈴鹿川体験実行委員会

鈴鹿川歩き係｣(　・　387 -

0767　 budou@mecha.ne.jp)へ 

※8月10日(木)までに、抽選結果と当

日の詳細を連絡します。 

 
第14回伊勢形紙まつり

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月22日㈯、23日㈰
　9時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容 
○新作｢漆器との融合｣作品展 

○伊勢形紙オークション 

○伊勢形紙小紋Tシャツ染め実演・販売 

○ふるさと体験・交流事業(体験教室：無料) 

○伝統工芸士による彫刻実演 

○伊勢形紙、関連商品、新商品の展示・販売 

入場料　無料 
※詳しくは、伊勢形紙協同組合 

　(　 386-0026)へ 

 

 

○講座・教室

 
アレルギー連続講座

｢アレルギーをもっと知ろう｣ 
男女共同参画課　 381-3113　  381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、市民と協働で開催します。 

◆第1回｢アレルギーの基礎知識
〜アトピー性皮膚炎、スキン
ケアについて〜｣

と　き　7月15日㈯　10時～12時 
講　師　国立病院機構三重病院
副院長　井口光正さん 

参加料　300円 
◆第2回｢食物アレルギー最新情報｣
と　き　10月22日㈰　10時～12時 
講　師　愛知小児保健医療総合
センターアレルギー科医長　

伊藤浩明さん 

参加料　300円 
◆第3回｢お父さんと子どものた

めの親子クッキング｣
と　き　11月11日㈯　10時～12時 
講　師　調理師　青木好子さん 
定　員　大人9人、子ども5人 
参加料　大人1,000円、子ども
500円 

※第3回のみ予約が必要です。 

※お母さんも参加できます。 

ところ　いずれもジェフリーすずか 
主　催　アレルギーっ子の会 
　｢あおぞらくらぶ｣ 

申込み　電話、ファクスで、すずか
のぶどう(　・　387-0767)へ 

※各回、託児あり(要予約、1人300円) 

 
親子体操教室

市立体育館　 387-6006　 387-6008 

◆すくすくクラス
対　象　3歳～就学前の子ども
と保護者 

と　き　7月26日㈬、27日㈭、8

月3日㈭、4日㈮、17日㈭、22

日㈫、23日㈬　10時～11時30

分(全7回) 

ところ　市立体育館(大会議室・
正体育館) 

定　員　20組 
◆わんぱくクラス
対　象　小学校1年生～4年生の
児童と保護者　 

と　き　7月25日㈫、27日㈭、

8月4日㈮、8日㈫、17日㈭、

22日㈫、23日㈬　13時30分

～15時(全7回) 

ところ　市立体育館(正体育館・
副体育館) 

定　員　20組 
参加料　両クラスとも、子ども
700円、大人1,300円(スポーツ

保険料を含む) 

申込み　7月21日㈮までに、参加料
を添えて、直接、市立体育館へ 

とき・内容・定員
◆機械工学のひとこま
　ペットボトルロケットの製作コース、小型自動

車分解組立コース、マインドストームコース 

と　き　8月7日㈪、8日㈫(2日間) 
定　員　中学生40人 
締　切　7月20日㈭ 
◆やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回： 7月24日㈪、第2回： 25日㈫ 

定　員　中学生各10人 
締　切　7月10日㈪
◆FLASHで動く！魅せる！！ホームページ作り
と　き　8月9日㈬ 
定　員　小学5・6年生、中学生15人 
締　切　8月2日㈬ 
◆作ってみよう、調べてみよう、マテリアル
と　き　8月2日㈬、3日㈭(2日間) 

定　員　中学生20人 
締　切　7月24日㈪ 

◆ワイヤレスマイクをつくろう
と　き　8月11日㈮ 
定　員　小学5･6年生20人 
締　切　7月28日㈮ 
◆身のまわりのおもしろ化学実験
※生物応用化学科・化学実験グループ主催

※この講座は｢子どもゆめ基金助成金｣による活動です。 

と　き　8月1日㈫、2日㈬(2日間) 
定　員　中学生60人 
締　切　7月25日㈫
ところ　いずれも鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　いずれも無料(一部材料費が必要です) 
申込み　それぞれの講座の申込締切日までに、往復
はがきで、希望講座名、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

学年、学校名、性別、電話番号、保護者氏名を記入の

上、〒510-0294　白子町　鈴鹿高専庶務係へ 

※やさしいエレクトロニクス教室については、希望日も記

入してください。 
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国際理解のつどい　韓国フェ
ア

　106万3,000人。これは、厚生労働省の人口動態統

計で示された昨年生まれた赤ちゃんのおよその数です。

106万人を超える赤ちゃんの数は、多い数なのでしょう

か。実は、統計を始めてから過去最少の数です。日

本の総人口は、1899年以来で初めての減少(マイナス

2万1,000人)に転じました。未来を担う子どもたちの数

が少ないということは、社会や地域の活気や労働力、

社会保障制度などさまざまな面において影響が出てく

ると考えられます。今、皆さんの周りには、街角や公

園などに集まり、友だちと元気に楽しく遊ぶ子どもたち

の姿はあるでしょうか。そんな光景が少なくなっている

のは、近ごろ、子どもが被害に遭う痛ましい事件がテ

レビや新聞などで報道され、子どもの人権が脅かされ

ていることも大きく影響しているのかもしれません。 

　子どもの人権にかかわることの一つに｢子どもへの

虐待｣の問題があります。 

　児童相談所における児童虐待相談処理件数は、

1990年の1,101件から2003年には2万6,573件へと20倍

以上になっています。これは、相談された数ですから、

実際には、もっと多くの虐待があると考えられています。

虐待が増えていく背景には、多くのストレスを生み出

す社会のあり方や、子育ての悩みを一人で抱え込ん

でしまう保護者の状況があります。 

　このような状況の中で、1994年に子どもの人権を

守るために｢子どもの権利条約｣が批准され、2000

年には｢児童虐待防止法｣が制定されました。さらに

この法律は、2004年に改正され、虐待を受けた子

どもを見つけた場合だけでなく、虐待を受けたと思

われる子どもを見つけた人は、市や児童相談所な

どに通告する義務があるとするなど、子どもを虐待

から守る仕組みが強められました。さらに、たとえ親

や保護者や同居の人であっても、また、しつけの名

目であっても、子どもを虐待してはいけないと定め

ています。何よりも、子どもの人権や命を守ることが

優先されます。 

　虐待の内容としては、①体に苦痛を与えること、

②性的な苦痛を与えること、③適切な衣食住の世

話をしないこと、④言葉や態度で子どもの心を傷つ

けることの4つをあげています。 

　子どもは、社会の宝です。かけがえのない子

どもの成長と人権を守るために、一人ひとりが

地域における子育ての役割を担い、みんなで子

どもを見守っていきたいものです。また、子育

てに悩んでいる保護者を地域で支えていくこと

も大切です。地域で知恵を出し合い、できるこ

とから始めていきませんか。 



撮影場所�

撮 影 日 �

撮 影 者 �

白子漁港�

平成18年6月22日�

秘書広報課�

鈴峰中学校�
中�
学�
校�
中�
学�
校�
中�
学�
校�

Vol.9

　本校は、鈴鹿市の西部に位置しています。学校の周辺には田園風景
が広がり、西には鈴鹿の山々がそびえ、山の麓には茶畑が、小川には
ホタルが飛び交う、自然環境に恵まれた地域です。校区には、椿・庄内・
鈴西・深伊沢小学校の４小学校があります。�
　本校では、創立以来「明るく・美しく・楽しく」を校訓とし、「人間性
豊かな生徒」(知・徳・体の調和のとれた生徒)の育成をめざして、全職
員で取り組んでいます。�
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学校教育目標�
　豊かな人間性とたくましい実践力を持つ生徒

の育成�
�
〔めざす学校像〕�
　全ての生徒が明るく生き生きと活気に満ち、

安全に安心して学べる学校�
�
〔学校経営の基本方針〕�
①教師は教育活動のあらゆる分野で愛情と熱

意を持って生徒の指導にあたるとともに、生

徒理解に努め、生徒が自分らしく生き生きと

学校生活を送ることができるようにする。�

②自分自身を大切な存在だと思える自尊感情

を育てるとともに、生命を尊重し、お互いを思

いやり、人権を尊重する人間性豊かな生徒

を育成する。�

③わかる授業の展開及び指導と評価の一体化

を進めることで、「確かな学力」の育成を図る。�

④家庭や地域との関係を密にし、相互の信頼

関係を深めながら「開かれた学校」づくりに

努める。�

　特集の取材で、「ウォーキングは楽しく

行わないと効果が薄い」と聞き、昨夏に中

途半端でやめてしまったウォーキングのこ

とを思い出しました。というのも、「やせな

ければ」との強迫観念にかられ、ただ黙々

と歩いていました。楽しみはというと、歩き

終わった後の「のどを潤す美味しい一杯」

になっていました。�

　こんなことではせっかくのウォーキングも

逆効果？と思いつつ、次回チャレンジする

ときは、ずっこけ２人組の弥次さん・喜多

さんのように、ゆっくり・ゆったり・楽しい

道中にしたいものだ、と思う今日このごろ

です。（憲）�


