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特集：鈴鹿市子ども議会

鈴鹿市 子ども議会鈴鹿市 子ども議会わたしたちがつくる
鈴 鹿の未 来

鈴峰中学校 3年　
池田　誠さん

大木中学校 3年　
山下貴也さん

鈴峰中学校 3年　
池田　誠さん

大木中学校 3年　
山下貴也さん

　ぼくは、鈴峰中学校の代表として、8月8日の「鈴鹿市子ど
も議会」と11月11日の「市長と子ども議員の安全安心トーク」
で議長を務めました。
　8月8日は、ケーブルネット鈴鹿で生放送され、2時間、皆さ
んが質問したり答弁したりしやすいように進行するのがやっ
とでしたが、終了後の達成感は大きく、体中が熱くなるほどで
した。慣れてきたためか11月11日は、少し余裕も出てきて、盛
り上げることができました。
　今回の貴重な経験によって、「議会」というものが身近に
なり、これからの鈴鹿市を考えるいい機会を得ることができま
した。それに、他中学の人とも仲良くなれました。今後は、子
ども議会で学んだことを生かして、さらによりよい鈴鹿市にな
るよう活動していきたいと思います。
　支えてくださったサポーターの方々、本当にありがとうござ
いました。

　ぼくは大木中学校の代表としてこの子ども議会に参加し、
そして副議長を務めました。ぼくは子ども議員任命式直前ま
で自分が副議長を務めることを知らなかったのです。なので、
副議長だということが分かったときはとても驚きました。やろう
という気持ちは十分にあったのですが、いざやってみると皆
さんをとりまとめるというより、皆さんに支えてもらったという感
じがしました。今回の議会の内容が、鈴鹿市の企画として
認められる内容であったかぼくには分かりませんが、ぜひ企
画の一部として取り入れてほしいです。市長さんたちに、直
接質問したり提案したりすることができるという、この「子ども
議会」を毎年行うことで、鈴鹿市はますます住みやすい街に
なるのではないかと思います。ぼくは将来、この貴重な体験
を生かしたいです。ぼくを支えてくださった市議会議員さん
や、市役所の皆さんには感謝しています。ありがとうございま
した。

　子どもたちが行政や市議会の仕組みを学び、身近な問題や自分たちが暮らす地域や将来のまちづくりなどについて議
論するため、昨年、鈴鹿市子ども議会が開催されました。市内すべての公立小学校・中学校それぞれから一人ずつ議員が
選ばれ、約半年間活動を行いました。子ども議会は、「環境」、「福祉」、「学校生活」、「安全安心」の４つのテーマで６つ
のグループに分かれ課題を調査、研究し、平成18年8月8日に鈴鹿市議会と同じ手順により会議を開催しました。今回の
特集は、子ども議会を代表して、8人の議員に子ども議会の感想やこれからの夢について語っていただきました。
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　私たちのグループは、海や川のよご
れ、魚が住みにくいことについて意見を
出し合い、資料となるものをさがしまし
た。そして、鈴鹿の海や川のごみの不
法とうき、水のよごれ、落ちているごみな
どをなくし、きれいにすることによって、魚
や海ガメなどの生物が住めるようにす
るために、市ではどんなことに取り組ん
でいるのか、質問することにしました。そ
のための原稿づくりも、みんなで力を合

わせて頑張りました。大変だったけれど、
子ども議会当日のために練習をして、き
ちんと市の方々に質問することができ、
楽しかったし、とても良かったです。
　この経験を生かし、これから私は友
だちや地域の人に海や川をきれいにし
ていくことを呼びかけていきたいです。
そして、将来鈴鹿市をごみ一つなく、魚
などの生物がたくさん住んでいる街に
したいです。

●環境 I  グループ「環境救助隊」

愛宕小学校　6年
小倉千穂さん

　私たちの「ぼくらの町を大切に」グル
ープは、鈴鹿市の川や海などをきれい
にし、ごみを減らすための提案をしまし
た。はじめにみんなでどうしていけば鈴
鹿市の環境がよくなっていくのか意見
を出し合いました。その結果、鈴鹿市の
川や海にはたくさんのごみが落ちてい
るとか、拾うのもいいけどポイ捨てをなく
そうとか、子どもが大人に呼びかけて
いこうなどの意見が出ました。その次は

資料を集めました。私は、学校でアンケ
ートをとり、クリーンシティーSUZUKAの
参加人数を調べました。集めた資料を
使ってみんなで原稿を作り練習をしま
した。議場の質問席で前を向いて発
表するのは大変でした。子ども議会当
日もとてもきんちょうしました。でも大きな
声で、はっきり話せて良かったです。こ
れから、この鈴鹿市がもっときれいにな
ってほしいと思いました。

●環境 II  グループ「ぼくらの町を大切に」

鈴西小学校　6年
苗村友紀さん

　ぼくは、子ども議会で「地球温暖化
問題」「省エネ問題」について考えまし
た。そのわけは、最近よくニュースや新
聞で環境問題のことを見るからです。
　ぼくのグループは、環境IIIで、身近
なところから環境について考えました。
最初に自分の家でできることとして、ア
イドリングストップや明るい時は電気を
消して節電をするなどをしました。
　加佐登小学校では児童会を中心

にエコ活動をしています。その活動で
は、電気の消し忘れをチェックしたり、
蛇口のしめ忘れをチェックしたりして、
節電節水を呼びかけています。このよ
うな活動が、学校だけでなくいろんな
地域や場所へ広がっていくといいなと
思いました。

●環境 III  グループ「チームＧＫＣ～地球を守る～」

加佐登小学校　6年
村田和正さん

※GKCとは、Global Keep Childrenの頭 

　文字から作りました。
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　子ども議会が終わった日、父が「よくが
んばったな」とほめてくれたとき、私は我
慢できずに泣き出してしまいました。自分
では満足していなかったからです。私た
ちのグループは福祉をテーマに質問しま
したが、みんなで調べていくうちに、段差
や放置自転車のため車イスで通行しに
くい場所や施設の整備、高齢者の方へ
のサービス、特別支援学級のことなど、
いろいろな問題が見えてきました。その

ため、テーマを絞らなくてはならなくなり、
調査に協力していただいたのに質問で
きなかったテーマもありました。リーダーの
私がもっとしっかりしていたらもっとうまくや
れたかもしれないと思うと心残りです。
でも、普通ではできない貴重な経験がで
きてよかったです。これからも鈴鹿が誰
にでも優しい街になるように自分たちに
できることから少しずつ気を付けていき
たいと思います。

●福祉グループ「みんなが住みよい鈴鹿つくり隊」

桜島小学校　6年
川満沙耶さん

　ぼくたち学校生活グループは、「中
学進学に対する不安について」と、「あ
いさつ運動について」の二つのことを
課題としました。この二つの課題をグル
ープで考えていくとき、はじめは他の小
中学校の人とうまくやっていけるか不
安でした。でも、いざ話し合いをしてみ
ると、さまざまな意見が出て、準備のた
めの事前協議会は充実した会になりま
した。アンケート調査やあいさつ運動の

取材など、短期間でまとめなければな
らないものがたくさんありましたが、メン
バーの協力で、議会においてすばらし
い提案ができました。
　今まで鈴鹿市の問題点を考えたこ
とはありませんでしたが、今回の子ども
議会によって、いろいろな角度から鈴
鹿市を見ることができました。これからも
興味を持ち続けていきたいです。

●学校生活グループ「セクステット」

神戸中学校　3年
武野佑磨さん

　今回の子ども議会で、私はグループ
の皆さんと一緒に、普段の学校の授業
では学べない安全安心について知る
ことができました。いつも何気なく歩いて
いる道も見方を変えれば、危険箇所が
たくさん見えてきて驚きました。また、小
学生の意見は中学生の意見とは違い、
防犯ホイッスルや黄色の帽子について、
小学生ならではの声も聞けて勉強にな
りました。討議内容についての調査も

一人ひとりが分担し協力しあい、有意
義な調査ができました。子ども議会当日
に充実した質問ができたのは、グルー
プの皆さんと担当の先生の団結があ
ったからだと思います。
　今後鈴鹿市では、今回の子ども議
員の意見を各方面に取り入れてもらっ
たうえで、この素晴らしい議会を続けて
もらいたいと思います。私もより良い鈴
鹿市を作るために頑張りたいです。

●安全安心グループ「鈴鹿安全みなおし隊」

千代崎中学校　3年
古市瀬奈さん

※セクステットとは6人組という意味です。
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鈴 鹿 市 子 ど も 議 会 宣 言

　新年明けましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては､健やかに新
年をお迎えになられましたことを､心より
お喜び申し上げます。
　平成19年の年頭にあたりまして､こ
の1年に向けましたまちづくりの抱負を
申し上げたいと存じます。
　鈴鹿市では､昨年4月から第5次総
合計画「みんなで築く鈴鹿夢プラン」が
スタートしておりますが､「市民一人ひと
りが夢や生きがいをもって安心して暮ら
せるまち　すずか」の実現に向けて､
本年もこれを着実に進めていくことで､
魅力と活力のあるまちづくりに取り組み
､市民が主役となった自主自立した鈴

鹿のまちにつなげたいと考えています。
その中でも重要なのが､市民の皆さま
と行政との間の､信頼関係の上での
「協働」であると考えています。市民の
皆さまが､主役となって主体的に自治
に取り組むことができるような環境づくり
を一層進めたいと考えています。
　次に､産業振興への取り組みも重
要です。市民の皆さまが生き生きとした

生活を送るためには､安定した職場や
活力あるまちづくりが欠かせないことか
ら､鈴鹿市の強みともいうべき第一次・
第二次産業や集客交流産業などをよ
り生かせるような環境を整備していく必
要があると考えています。
　そのほかには､住みよいまちをイメー
ジさせる「鈴鹿ブランド」の創造や少子
高齢化問題、環境問題、文化・スポー
ツ振興などしっかりと取り組んでいく所
存です。
　市民の皆さまの一層のご理解ご協
力をお願い申し上げます。

鈴峰中学校　　池田　誠

【議　長】

【副 議 長】

【福　祉】

【環　境  I】

【学校生活】

【環　境 II】

【安全安心】

【環　境 III】

大木中学校　　山下貴也

平田野中学校　三谷将誉

神戸中学校　　武野佑磨

国府小学校　　前田淳也

長太小学校　　吉田奈央

玉垣小学校　　松岡秀明

庄内小学校　　三宅冬華

千代崎中学校　古市瀬奈

鼓ヶ浦中学校　鯖戸大也

稲生小学校　　山田美樹

飯野小学校　　榊原　萌

栄小学校　　　丹羽悠佑

合川小学校　　稲寄めぐみ

天栄中学校　　半澤恭平

白子小学校　　末松克引

鼓ヶ浦小学校　中村雅之

愛宕小学校　　小倉千穂

若松小学校　　原田彩加

神戸小学校　　鳴神伊織

郡山小学校　　川浪慎太郎

創徳中学校　　清水雄紀

庄野小学校　　早川諒平

箕田小学校　　鈴木貴久

鈴西小学校　　苗村友紀

深伊沢小学校　堤　萌子

井田川小学校　松宮加奈

白鳥中学校　　桑原啓太

加佐登小学校　村田和正

牧田小学校　　薮田菜保美

旭が丘小学校　林　靖子

清和小学校　　森實佳介

明生小学校　　野中大輔

　私たち子ども議員は､鈴鹿市､全小中学校の代表として次のことを宣言し､各学校で､この精神にもとづいた活動に
取り組みます。 

一､ 鈴鹿市の山､川､海､そしてたくさんの生き物を守るために､一人一人が､家族や地域の人 に々積極的に働きかけ､
　   美化活動などに取り組みます。 

一､ 「自分の命は自分で守る」という考えのもとに､防犯ホイッスルを携帯したり､登下
　   校のときに一人にならないようにするとともに､交通ルールをしっかり守ります。

一､ 自ら進んであいさつをするとともに､地域の方 と々の交流を深め､人と人とのつな
　    がりを大切にします。

　    平成18年8月8日
鈴鹿市こども議会　

川岸光男鈴鹿市長

白子中学校　　金児冴香

河曲小学校　　　見真智子

石薬師小学校　川北将平

桜島小学校　　川満沙耶

一ノ宮小学校　野田修平

天名小学校　　中原聖歌

椿小学校　　　本郷竜成
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レンズ レンズ 
元 気 な 

す ず か
 

元 気 な 

す ず か
 

Cheerful ! Suzuka

12/15

12/12

11/26

鈴鹿の冬の風物詩 
5,280人のランナーが 
鈴鹿サーキットを疾走！ 

12/17㈰

　冬晴れの空の下、今年も迫力の鈴鹿太鼓で幕を開けた鈴鹿シティマラソン。

初めて行われたハーフマラソン（21.0975km）をはじめ、全7種目・24部門に

過去最高の5,280人のランナーが参加して、熱く、激しく、そして楽しい大会

が開かれました。 

　今年は、鈴鹿市出身でプロビーチバレーボール選手の浅尾美和さんをゲ

ストランナーに迎え、大会に一層の華を添えました。 



特別展　「佐々木弘綱と磯部長恒の交流を中心に」
と　き　1月14日㈰まで 

ところ　佐佐木信綱記念館 
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意外と知らなかった？ 
「お茶のおはなし会」でみんな 
お茶の専門家 12/15㈮

アニマシオンで思い出づくり　わたしは主人公「エルマー」！ 12/12㈫

磯部東流・長恒 
今よみがえる郷土の文人 11/26㈰

12/17

　近世鈴鹿の文人たち「磯部東流・長恒の足跡」

と題して、中部大学教授の岡本勝さんによる講演

会がジェフリーすずかで開かれ、多くの市民

が訪れました。磯部東流、長恒親子は江戸時

代後期に現在の鈴鹿市神戸を中心に活躍した

文人で、第1回文化勲章を受章した佐佐木信

綱の父・弘綱とも深い親交がありました。 

　最近になって新たに磯部親子に関する

資料が数多く見つかり、それらは近世鈴鹿の

文化の一端を知る貴重な資料として高く

評価されています。 

　物語を擬似体験して楽しむアニマシオンが、栄小学

校の読み聞かせボランティアなどにより行われ、同校

の6年生39人が物語の世界を楽しみました。 

　子どもたちは、竜の子どもを助け出す冒険物語「エル

マーの冒険」の読み聞かせを約1時間かけて聴いた後、2、

3人ずつに分かれて公民館や体育館などに手作りされた

物語の世界へ飛び込みました。 

　物語の主な場面を再現したポイントでは、子どもたちは

主人公エルマーが難関を乗り越えて進む場面を思い出

しながら、アイテムカードを駆使して、ボランティアが扮す

るトラやサイ、ライオン、ワニなどの猛獣に挑戦しました。

最後に竜の子どもを助け出すと、「楽しかった」「物語の

中にいるようでわくわくした」などと感想を話していました。 

　読み聞かせボランティア代表の西尾恵子さんは、「ア

ニマシオンを通して、主

人公の気持ちが理解でき、

心にも残る。この機会に

本を読む楽しさを知って

ほしい」と話していました。 

　鈴鹿の特産物「お茶」についてより知ってもらおうと

「お茶のおはなし会」が箕田公民館で行われ、約40人が

参加しました。 

　日本茶インストラクターの羽田敏明さんを講師に迎え、

本市のお茶の生産や、お茶ができるまでの工程、お茶の持

つ効能、さらにはおいしいお茶の入れ方まで、お茶に関するさ

まざまな話が行われました。 

　参加者は、講師の「三重

県は全国で第3位の緑茶の

生産地」「お茶はがんや風

邪の予防など、さまざまな

病気に対して効能がある」

「最近は美容やいやし効果にも注目が集まっている」

などの話に熱心に聞き入っていました。 

　最後には、おいしいお茶の入れ方に従いながら実際に

お茶を入れ「家で飲むお茶よりもずいぶんおいしい」「入

れ方次第で、お茶の風味が違ってくるので、さっそく実践し

てみたい」など、お茶の持つ深い味わいに浸っていました。 
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鈴鹿市民歩こう会 講演会「弱いから強くなれる」 軟式野球連盟新規加入チーム募集

子育て相談（ゆめ、夢、ひろば） 平成19年度職業訓練生募集 木平桂洞作品展

第32回ＥＭ勉強会 鈴鹿不登校を考える会 ガールスカウトお茶会

鈴鹿ニーハオ会新入会員募集 第4回女性を力づける文学講座 職場における人間関係　自己対処法

ビルジ排出の規制が強化されました 無料登記相談 交通事故無料相談

鈴木利昭　　383-0712 鈴鹿友の会　安江　　374-2638　石　　　386-3811 三重県軟式野球連盟鈴鹿支部事務局　丸市　　382-2670

達知　　386-2578　谷　　386-1439 鈴鹿建設高等職業訓練校　　382-1521 木平桂洞　　386-0587

鈴鹿ＥＭ交流会　　382-6039 保井　　090-4185-1514 小林　　378-0761

とき／1月21日㈰　内容／伊勢河崎町並み　集合／伊勢
市駅前9時15分　参加費／200円（初参加者300円）　とき
／2月18日㈰　内容／バスハイク（知多のイチゴ狩りと散策）
参加費／4,200円（先着120人）　※初参加者大歓迎

とき／1月31日㈬10時〜11時30分　ところ／
文化会館けやきホール　内容／本当の弱さ強さ
とは？　講師／永井康興氏（津・永井病院理事長）
※前売券800円、託児30人（300円）要予約

対象／企業チーム、一般クラブチーム　試合開
始／平成19年3月4日㈰から　申込締切り／平
成19年2月15日㈭　※軟式野球審判員も募集し
ています。詳しくは丸市へ、別途説明します。

対象／0歳から18歳までの子どもをもつ方、妊産婦の方
とき／1月11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　※参加費無料。気軽に参加してください。

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

とき／2月1日㈭〜3月30日㈮　ところ／百
五銀行鈴鹿支店かんべ出張所　内容／楷・行・
草・隷・篆書と仮名、および漢字仮名交わり文で、
鈴鹿墨を中心に変化妙味を考えて書きました。

とき／1月19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／1月9日㈫19時〜21時　ところ／白子公民
館（近鉄白子駅東口徒歩5分）　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／年長から大人まで　とき／1月14日㈰10時〜11
時30分　ところ／鈴鹿青少年センター文化室　内容／
お茶会　参加費／無料　※お茶の作法を楽しく学びます。
おいしいお菓子もあります。当日参加も大丈夫です。

けいどう

山上敏樹さん（東旭が丘三丁目）

　今回の元気なひとは、

全日本バードカービング

コンクール上級クラス１位

を受賞した山上さんです。

　今回の元気なひとは、

全日本バードカービング

コンクール上級クラス１位

を受賞した山上さんです。

■バードカービングとの出会い
　バードカービングとは電動工具などを使って木を彫り、

着色をして本物そっくりの鳥に仕上げるものです。わ

たしは仕事で鈴鹿サーキットの乗り物やアトラクショ

ンのプランニングをしており、たまたまバードカービ

ングの作品を見かけたときに、仕事上、立体造形の勉

強になるのではと始めたのがきっかけです。 

 

■継続は力なり
　バードカービングを始めた20年前は参考になる資料や

専用の道具はほとんど手に入らない状態でした。10年

前には日本にも協会が設立され、情報も徐々に入るよ

うになり、ようやく真剣に取り組める環境が整いました。

その後は切磋琢磨し、努力を重ね、このたび全日本コ

ンクールの上級クラス1位を受賞することができました。

まさに「継続は力なり」を実感できました。 

■アイデア、夢を実現
　制作の過程で気にかけているのが、いかにアイデアを

出すかです。やる以上はオリジナリティを確立させたい

と思っています。わたしには「額縁から飛び出すシリーズ」

という作品群があり、人気投票で決める賞を二度受賞

しています。記録より記憶に残る作品づくりわたしの真

骨頂です。ものづくりという点で仕事とは共通点が多く、

バードカービングを例に出して、部下に対してアイデア

と努力についてよく話をします。バードカービングは

遊園地づくり同様、夢を描き、それを具体化していくこと

が魅力だと感じています。 

 
1月13日(土)から2月24日(土)まで

個展を開きます。詳しくはホームページ 

　http : //www.mecha .ne . jp/ 

　̃craftaty/をご覧ください 

た ち
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　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かか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　　382-9036　　384-2561　　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

市ホームページの市民情報掲示板をご利用ください

http://www.c ity .suzuka. lg . jp/

鈴鹿市民歩こう会 講演会「弱いから強くなれる」 軟式野球連盟新規加入チーム募集

子育て相談（ゆめ、夢、ひろば） 平成19年度職業訓練生募集 木平桂洞作品展

第32回ＥＭ勉強会 鈴鹿不登校を考える会 ガールスカウトお茶会

鈴鹿ニーハオ会新入会員募集 第4回女性を力づける文学講座 職場における人間関係　自己対処法

ビルジ排出の規制が強化されました 無料登記相談 交通事故無料相談

石津栄太郎　　383-1840 サークル太陽　長谷　　383-5352
（社）日本精神科看護技術協会三重県支部事務局

河村　　0598-20-8050

四日市海上保安部　　357-0118 三重県土地家屋調査士会　　059-227-3616
（社）日本損害保険協会四日市自動車保険請求相談センター

　353-5946

対象／楽しく中国語を学びたい方　とき／金
曜日19時〜21時　ところ／白子コミュニテ
ィセンター　内容／北京出身の中国人講師と
学ぶ会話

とき／1月21日㈰13時30分から　ところ／
文化会館さつきホール　講師／衣斐弘行氏、
河原徳子氏　受講費／500円

とき／1月19日㈮13時〜16時（受付12時30分
から）　ところ／三重県総合文化センター　
講師／品川博ニ氏（臨床心理士、目白大学院講師）
参加費／3,000円（当日5,000円）

　平成19年1月1日から、小型漁船、プレジャーボート
などからのビルジ排出基準が改正され、ビルジ等排出
防止設備を備えていない船舶からは、ビルジが排出で
きなくなりました。詳しくは、四日市海上保安部へ。

とき／毎月第2・4火曜日13時〜16時　内容
／境界確定、分筆、地目変更、新築登記、増築登記、
滅失登記などに関する無料の登記相談　※詳
しくは、三重県土地家屋調査士会へ。

内容／交通事故に関する相談をお受けします　電話
相談（面談も可）　とき／月曜日から金曜日（祝祭日
は除く）9時〜12時、13時〜17時　弁護士相談　
とき／毎週木曜日13時〜16時　※要予約制、要面談

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15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。

　今回の元気なひとは、

全日本バードカービング

コンクール上級クラス１位

を受賞した山上さんです。

鈴鹿中学校　科学部

■ロボット製作を中心に活動
　鈴鹿中学校科学部は総勢30人のクラブです。科学に

関するいろいろな活動を行っています。その中でもロ

ボットの製作に力を入れています。ロボットは手動式

や自律式のものを製作していて、毎年開かれるロボッ

トコンテストの課題に合わせてその年のテーマを決め

ています。 

 

■アイデアを考える楽しさ
　ロボット作りはまず皆でアイデアを出し、資料など

で研究してから製作に取り掛かります。どんな材料を

利用し、どのような工程で組み立てていくのかを考え

るのはとても楽しいです。計画どおりに進まないこと

もしばしばです。そんなとき、改めて原因を調べ、智

恵を出し合い対策を練ります。その結果、うまくいっ

たときはうれしいです。 

■ロボットコンテストで大賞を受賞
　昨年、11月に「中学校技術・家庭科創造アイデア

ロボットコンテスト」三重県大会が開かれ、科学部

の「ＦＯＸ」チームが大賞、「ワークとマック」チ

ームが部門賞第3位を取ることができました。当日

は電気回路がショートしたり、タイヤが外れたりと

ハプニングが続きましたが、なんとか力を合わせて

乗り切りました。その結果、二つも賞を取れて大変

満足しています。これまで、

鈴鹿中学は第1回大会と第

2回大会でも賞を取ってい

ます。第1回大会の後は全

国大会にも出場しました。

今は、もう一度全国大会

に出場することが目標です。 
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市営住宅の入居者を
募集します

市有財産を一般競争入札に
より売却します

平成19年度
嘱託保育士を募集します

交通安全スローガンが
決まりました

2007・1・510

◆年金所得者関係説明会
対　象　収入が年金のみの方 
持ち物　申告書用紙（確定申告書が送付された方）、
年金の源泉徴収票、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 

 

◆住宅借入金等特別控除関係説明会
対　象　平成18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 

●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18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 

持ち物　平成18年分源泉徴収票、住民票の写し、
土地・家屋の登記簿謄本または抄本（登記事項証明書）、

土地・家屋の売買契約書または請負契約書の写し、

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 

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 
　（2月9日開催分）、ホテルマーガレットハーモニー№17研修

会場（2月13日、14日開催分）※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、印章、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（　382-0353）へ 

確定申告説明会日程表

説 明 会 内 容 と　　　　　　き

※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、お気を付けください。 

 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 

 ９時30分～12時 

13時20分～15時50分 

 ９時30分～12時 

13時～14時20分 

14時30分～15時50分 

２月14日(水)

２月９日(金)

２月13日(火)

年 金 所 得 者 関 係 説 明 会  
（収入が年金のみの方） 

医 療 費 控 除 関 係 説 明 会  

住宅借入金等特別控除関係説明会 

お知らせ 

情報館 

所得税確定申告説明会

1

市民税課　 382-9446　 382-7604 

　shiminzei@city.suzuka. lg.jp

例年、確定申告会場は、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

至 平田 

至 御薗 

至 住吉 

鈴鹿
青少年の森

ホンダ
アクティブ
ランド

至 四日市 

至 津 

５
番
ゲ
ー
ト 

2月13日、14日
ハーモニー
№17研修会場

2月9日
けやき

№16研修会場

鈴鹿サーキット

国
道
23
号
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市営住宅の入居者を

募集します
住宅課　 382-7616　 382-7615

jutaku@city.suzuka.lg.jp

　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。

申込者多数の場合は公開による

抽選となります。 

■募集団地
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目)
　構造：中層耐火造5階 

　募集戸数(優先戸数)：4戸(1戸) 

　家賃：1万8,300円～3万9,200円 

○桜島(桜島町五丁目)
　構造：中層耐火造4階 

　募集戸数(優先戸数)：2戸(0戸) 

　家賃：1万6,500円～3万7,600円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　構造：中層耐火造3階 

　募集戸数(優先戸数)：2戸(0戸) 

　家賃：2万1,100円～4万8,200円 

※募集戸数は平成18年12月15日現在

の戸数です。抽選会までに入居可能

になる部屋も、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)
○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12日㈮から1月26日㈮(土・

日曜日を除く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し、必要書

類を添えて、直接、住宅課へ　 

※申込書類をお渡しできるのも1月

12日からです。 

■選考方法
　3月下旬ごろ、公開による抽選

により決定します。 

■入居時期
　平成19年4月上旬予定 

■優先措置
　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。

申し込む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5団地で、随時申し込みを

受け付けており、順番待ちをして

いただいております。 

 
市有財産を一般競争入札に

より売却します
管財営繕課　 382-9675　 382-8188

kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

■売払物件(物件A)
所在地　鈴鹿市西玉垣町字市場
1464番2 

地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　182.65㎡ 
用途地域　第1種住居地域 
予定価格　796万9,250円(売却最
低価格) 

■売払物件(物件B)
所在地　鈴鹿市高岡町字七反縄
732番2 

地　目　宅地(現況：宅地) 
地　積　265.53㎡ 
用途地域　第1種住居地域 
予定価格　1,260万2,441円(売却
最低価格) 

■受付期間
　いずれの物件も、1月9日㈫から

24日㈬までの9時30分から16時

まで(土・日曜日を除く) 

※郵送による申込みはできません。 

■受付場所
　管財営繕課(市役所本館10階) 

※入札参加者に必要な資格や入札

参加申込みなど詳しくは管財営

繕課へ 

【現地説明会】
とき・ところ　1月9日㈫ 
○物件A　10時から売払物件所
在地 

○物件B　13時30分から売払物
件所在地 

平成19年度
嘱託保育士を募集します

子育て支援課　 382-7606　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　昭和26年4月2日以降に
生まれた方で、保育士資格を

取得している、または平成19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22日㈪から2月9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

は郵送で子育て支援課へ。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12cm×23㎝程度の

もの)を同封してください。 

※臨時保育士登録も随時受付中です。 

 
交通安全スローガンが

決まりました
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　平成11年から使用していた｢めざ

そう!!シートベルト着用日本一・す

ずか｣に代わり、平成19年から使用

する交通安全スローガンを募集した

ところ、342作品の応募がありました。 

　鈴鹿市交通安全都市推進協議

会専門部会で審査したところ、｢わ

たしたちのまちを愛し、好きになる

ことが、安全で安心、そして交通事

故のないまちづくりにつながる｣こ

とから、次のスローガンを選出しま

した。たくさんの応募をいただきあ

りがとうございました。 

◆最優秀賞
　すきです！交通安全の街・すずか 

　(庄野共進二丁目　鈴木照子さん) 

◆優秀賞
　安全が鈴鹿の道での合言葉 

　(十宮一丁目　伊藤健之介さん) 

◆佳作
　守ろう交通ルール! 

　めざそうマナー・日本一 

　(十宮二丁目　荒井明さん)
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○お知らせ

 
国民年金保険料の納付は

口座振替が便利でお得です
保険年金課　 382-9401　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　口座振替で前納・早割(当月末

振替)を利用し保険料を納めると、

納付書で納めるより安くなります。 

　口座振替手続きは、年金手帳・

預金通帳・通帳登録印をお持ちに

なって、金融機関でお願いします。 

※詳しくは、津社会保険事務所国　

民年金課(　 059-228-9188)へ 

 
子育て情報紙｢バンビーキッズ｣

のスタッフを募集します
子育て支援課　382-7611　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　子育て情報紙「バンビーキッ

ズ」を作成していただけるボラ

ンティアスタッフを募集します。 

対　象　育児中の方や育児を終
えた方、子育て関係に興味があ

る方などで、年齢は問いません。 

内　容　子育て中のお父さんや
お母さんなどが知りたい内容

を収集し、情報紙で発信します。 

※月に1、2回集まって編集などの

作業を行っています。 

定　員　10人(応募者多数の場合
は抽選) 

申込み　1月22日㈪から2月16日㈮
(必着)までに、はがきに、住所、

氏名、年齢、電話番号を記入の上、

〒513-8701　子育て支援課　

子育て支援総合コーディネー

ターへ 

 
鈴鹿パートバンク・鈴鹿市高年齢者

職業相談室が廃止されます
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　アイリスショッピングセンター2階

に設置されている、ハローワーク鈴

鹿の附属施設｢鈴鹿パートバンク｣

と｢鈴鹿市高年齢者職業相談室｣は、

全国的な施設の見直しの中で、平

成19年3月31日をもって廃止される

ことになりました。 

　これまで実施されてきた職業

相談・職業紹介などの業務はハ

ローワーク鈴鹿(鈴鹿公共職業安

定所)に集約されることになります。 

※詳しくは、ハローワーク鈴鹿 

　(　 382-8609)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鈴鹿の夏の祭典

第11回すずかフェスティバルの
開催日が8月4日・5日に決定しました
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

と　き　8月4日㈯、5日㈰ 
ところ　弁天山公園、白子駅前、
神戸ほか 

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 

　(　 380-5595)へ 

すてきな年賀状を募集します

ジェフリーふぇすた2007

企画展
｢赤く塗られた土器｣

◆不動産登記
○インターネットを利用して不動産登記の申請ができます。

この場合、登記の申請情報や添付情報をインターネット

を利用して送信する必要があります。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

○登記事項証明書の送付をオンラインで請求できます。

オンラインで請求されたものは、郵送で交付されます。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

○従来の｢登記済証(権利証)｣に代わって、アルファベットとアラ

ビア数字の12文字の組み合せによる｢登記識別情報｣が通知

され、登記が完了したことを知らせる｢登記完了証｣が交付され

ます。現在、登記名義人が持っている｢登記済証(権利証)｣は、

書面申請において、添付書面として利用することができます。 

○鈴鹿出張所管轄の一筆の土地または一個の建物ごと

に｢不動産番号｣が付され、登記事項証明書、登記識

別情報通知にも表示されます。 

◆商業法人登記
○インターネットを利用して商業法人登記の申請が

できます。ただし、登記の申請書の添付書面が電

磁化されていない場合は、書面で提出または送付

することができます。印鑑の提出はオンラインの

対象にはなっていませんので、今までどおり提出

または送付していただく必要があります。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

○登記事項証明書や印鑑証明書の送付をオンライ

ンで請求できます。オンラインで請求されたも

のは、郵送で交付されます。 

※従来の書面による申請(郵送申請を含む)も可能です。 

※詳しくは、津地方法務局鈴鹿出張所へ。法務省オン

ライン申請システムのページ(　 http://shinsei .moj. 

　go . jp/ )の｢オンラインによる申請・届出が可能な手

続一覧｣でもご覧いただけます。 

不動産登記と商業法人登記についてオンライン申請を導入します
津地方法務局鈴鹿出張所　 059-382-1171　

　津地方法務局鈴鹿出張所では、1月29日㈪から不動産登記と商業法人登記について、オンライン申請に関す

る事務の取り扱いを始めます。オンライン申請の導入により、次のとおり取り扱いが変わります。 
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1月10日は｢110番の日｣

110番の目的に沿った正しい利用をお願いします

国民年金保険料の納付は
口座振替が便利でお得です

子育て情報紙｢バンビーキッズ｣
のスタッフを募集します

鈴鹿パートバンク・鈴鹿市高年齢者
職業相談室が廃止されます

鈴鹿の夏の祭典
第11回すずかフェスティバルの
開催日が8月4日・5日に決定しました

すてきな年賀状を募集します
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　今年もすてきな年賀状展を開

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。 

募集期間　1月14日㈰まで　 
展示期間　1月19日㈮～25日㈭
※22日(月)は休館です。 

ところ　図書館1階ロビー 
申込み　応募するはがきを持って、
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

お返しします。 

 

 

○催し物

 
ジェフリーふぇすた2007

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

　男女共同参画推進条例制定を

記念して、｢ジェフリーすずか　

セカンドステージへ　男女共同

参画社会の実現をめざして｣をテ

ーマに開催します。両日とも条

例制定記念募集作品展示・投票

を行います。 

とき・ところ・内容
◆2月10日㈯　13時から 
　文化会館けやきホール 

○オープニング 

○基調講演｢人生100年すべての
人に居場所と出番｣(講師：樋

口恵子さん(評論家・高齢社会

をよくする女性の会理事長) 

○パネルディスカッション｢生活
の中で活きた条例とするために｣ 

【コーディネーター】
　鈴山雅子さん(三重県男女共同

参画センター所長) 

【パネリスト】
　樋口恵子さん、竹内宏行さん(元

朝日新聞記者)、儀賀美智子さん

(鈴鹿商工会議所女性部顧問)、 

釆びき隆道(市生活安全部長) 

※入場には整理券が必要です。 

◆2月11日㈰　10時から 
　ジェフリーすずか　　 

○一緒に歌いましょう(童謡の会) 

○男女共同参画市民企画支援事

業報告＆座談会 

○アニメビデオ上映会｢生きてます、

15歳。｣｢走れ、ジョン｣｢陽だ

まりの家｣ 

○親子で遊ぼう～パパへのアイデア

ママへのヒント～ 

○手作り作品展示販売 

○ちょっと一服(Agriロマン鈴鹿) 

○創作オブジェ(伝統文化いけば

な子供教室・小原流鈴鹿地区)・

男女共同参画関連の展示など 

※両日とも入場は無料です。 

※詳しくは、チラシ、ジェフリーすずか

ホームページでもご覧いただけます。 

 
企画展

｢赤く塗られた土器｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　1月13日㈯～3月11日㈰
ところ　考古博物館 
内　容　弥生時代後期の伊勢湾
沿岸で花開いたゴージャスな

赤い土器「パレススタイル」を

中心に展示します。 

観覧料　学生・一般200円、小・
中学生100円 

※70歳以上の方・身体障害者手帳

などをお持ちの方と介護者1人は

無料です。 

不動産登記と商業法人登記についてオンライン申請を導入します

【メーン標語】
110番　地域を守る　ホットライン

【サブ標語】
知ってますか？　警察相談　#9110

　110番は、県下で10万1,374件(平成17年中の有効受理件数)が通報されて

おり、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、緊急通報に対する警察の対応に少なからず影響がでています。 

　困りごとや悩みごとは・・・
　　 059-224-9110または#9110 

　(プッシュ回線・携帯電話のみ可)へ 

　聴覚障害者の方は次の手段のご利用を
　○メール110番 

　　(携帯電話のみ　 http://mie110.jp) 

　○ファクス110番(　 059-229-0110) 

　110番通報は、落ち着いて次のポ
イントを要領よく
　　いつ、どこで、何があったか、犯人は、

あなたの住所と氏名 

　携帯電話からの110番は、
次のことにご注意を
○移動しながら携帯電話で

通報すると通話が途切

れたり、聞こえなくなった

りします。必ず立ち止ま

ってから通話してください。 

○県境付近の場合は、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。 

2007・1・5
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考古博物館●

不燃物リサイクルセンター●

至 亀山
至 四日市

至 神戸

木田橋鈴鹿川

JR河曲駅

国道１号国道１号

木田橋

境谷遺跡

 

 

○催し物

 
境谷遺跡1次調査現地説明会
考古博物館　 374-1994　 374-0986

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

と　き　1月27日㈯　13時30分から
(少雨決行) 

ところ　境谷遺跡(国分町地内) 
 

 

 

 

 

 

 

内　容　発掘調査現場の一般公開。
弥生時代の竪穴住居が多数見

つかっています。 

※当日、直接、現地へお越しください。 

 
健全育成の集い

生涯学習課　 382-7619　 382-9071 
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月28日㈰　13時～ 

　15時45分 

ところ　文化会館けやきホール 
テーマ　守ろう、すずかの子ど
も育てよう、地域のつながり 

内　容
○神戸小学校リコーダー演奏 

○健全育成標語入選者表彰式 

○ジャンボかるた展示 

○市長と語ろう｢私たちの学校生

活・夢・仲間｣(市長と子ども

議員の懇談) 

○講演｢ぞうれっしゃ｣から学んだ

こと～地域における世代を越え

た育ち合い～(講師：作曲家　

藤村記一郎さん) 

定　員　300人 
参加料　無料 
申込み　1月22日㈪までに、往復

はがき(1人1枚)、または電子メー

ルに住所、氏名、電話番号を記

入の上、往復はがきの場合は、

〒513-0801　神戸八丁目9-22

鈴鹿市青少年育成市民会議事

務局(　 382-0713)へ、電子メー

ルの場合は、生涯学習課へ 

※受付後、往復はがきでの申込者へ

は入場整理番号を記入した返信用

はがきを、電子メールでの申込者

へは入場整理券を返送します。 

 
第6回鈴鹿川流域の環境展
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

 

 

 

 

 

 

 

と　き　1月20日㈯、21日㈰
　10時～17時(21日は16時まで) 

ところ　鈴鹿ハンターセンター
コート、サブコートほか 

内　容　ザリガニにさわろう体験、
身近な生き物のぬり絵、紙す

き絵すき体験、リサイクルペ

ーパー使用のペーパークラフト、

魚のキーホルダーづくり、万

華鏡づくり、どんぐりを使っ

た工作、環境マスコットづくり、

自然素材創作コーナー、車椅

子体験、卯の花を使ったコロ

ッケ試食、新種コガネムシ等

昆虫標本展示、エコステージ(マ

ーチングバンド演奏、環境紙

芝居、環境ビンゴ大会、環境

クイズ大会など)、その他環境

関係各種展示あり 

主　催　鈴鹿川流域の環境展実
行委員会 

後　援　三重県、鈴鹿市、亀山市 
※詳しくは、N P O 法人｢すずかの

ぶどう｣(　 387-0767)へ 

 
｢鈴鹿市の研究｣成果報告会

三重大学大学院人文社会科学研究科
　 ・　 059-231-9700

　三重大学大学院人文社会科学

研究科の授業科目｢三重の文化と

社会｣の受講生たちが、市の協力

のもと実施した10カ月間の研究

成果を発表します。 

対　象　市民、学生、行政関係者 
と　き　2月4日㈰　13時30分～

16時30分 

ところ　ジェフリーすずかホール 
内　容
○総合計画から戦略計画へ：SU 

　ZUKAの戦略計画から学ぶ｢戦

略｣の必要性 

○高卒労働市場の変化：鈴鹿地

域を事例として 

○鈴鹿市におけるPFIを導入した

埋立処分地施設建設に伴う最

終処分場のあり方について 

○自動車リサイクルの現状と課題

－三重オートリサイクルセン

ターを事例として 

○鈴鹿市に住む日系南米人の中

学生の就学実態 

○鈴鹿市山麓地域の親族構造 

○大久保町内にみる年齢階梯シ

ステムとその変化 

○大久保町における方位観とそ

の変化 

参加料　無料 
※詳しくは、三重大学人文学部  永田

(　059-231-9700、　mnagata@ 

　human.mie-u .ac . jp)へ 

 

第26回小・中学校書写展
指導課　 382-9028　 383-7878

shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月27日㈯、28日㈰
　10時～17時、29日㈪　10時～

14時 

ところ　ベルシティ2階 イオンホール 
内　容　市立小・中学校児童生
徒の書写作品を展示 

入場料　無料 
 

 

○講座・教室

 

 
パソコン講座

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

主催・申込み・問合せ　1月12日㈮
(平日の10時～18時)から、電話

で｢すずかのぶどう｣(　 ・　 387-

0767、　 387-0764)へ 

防災レベルアップ公開セミナー
｢災害時の外国人支援｣

国際理解セミナー｢マレーシア｣

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
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今、子どもたちとともに考えていきたいこと 
人権政策課　　 382-9011　 382-8188　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

境谷遺跡1次調査現地説明会

健全育成の集い

第6回鈴鹿川流域の環境展

｢鈴鹿市の研究｣成果報告会

第26回小・中学校書写展

パソコン講座

対　象　パソコン初心者の方 
とき・内容　いずれも3時間講習
を2日間行います。 

午前の部：9時30分から
○基礎1
　1月17日㈬と18日㈭ 

○基礎2
　1月20日㈯と21日㈰ 

○ワード基礎
　1月25日㈭と26日㈮ 

○ワード応用
　1月23日㈫と24日㈬ 

○エクセル基礎
　1月27日㈯と28日㈰ 

午後の部：13時30分から
○基礎1
　1月25日㈭と26日㈮ 

○基礎2
　1月27日㈯と28日㈰ 

○ワード基礎
　1月17日㈬と18日㈭ 

○エクセル基礎
　1月20日㈯と21日㈰ 

○エクセル応用
　1月23日㈫と24日㈬ 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各10人(先着順) 
参加料　3,000円(テキスト代として
基礎1と基礎2は兼用で1,050円、

ワード基礎とエクセル基礎はいず

れも800円、ワード応用とエクセル応

用はいずれも1,050円が別途必要) 

 
防災レベルアップ公開セミナー

｢災害時の外国人支援｣
市民対話課　 382-9058　 382-7660

shimintawa@city.suzuka.lg.jp

　これまで各地で起こった自然災

害の際、外国人住民は地域に取り

残され孤立するような状況がありま

した。阪神・淡路大震災、新潟中

越地震での事例から、地域でのサ

ポート体制を考えます。講師の田

村さんは、両震災で外国人住民支

援を行ってきた方です。今回のセミ

ナーは、県内では初めての試みで

すので、奮ってご参加ください。 

と　き　1月31日㈬　13時30分～

16時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 

内　容　講演｢災害
時の外国人支援｣、

｢災害時に役立つ！

通訳・翻訳ハンド

ブック｣を使った

ケーススタディ 

講　師　田村太郎さん(特定非営利
活動法人多文化共生センター理事) 

主　催　三重県 
入場料　無料 
 
国際理解セミナー｢マレーシア｣

(財)鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　マレーシアの生活、文化につ

いて、触れてみませんか。 

と　き　平成19年1月20日㈯
　13時30分～15時 

ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　70人(先着順) 
参加費　無料 
申込み　平成19年1月12日㈮までに、
電話、または電子メールで鈴鹿

国際交流協会へ 

　最近、テレビや新聞などで、いじめによる痛ましい

事件が数多く報道されています。 

　子どもたちの多くは、本来「いじめはいや。なくしたい」

とか「いじめる側にも、いじめられる側にもなりたくない」

という思いを持っています。 

　しかし、いざ自分の目の前でいじめが起きると、「何も

できなかった」とか「自分がいじめられるといやだから・・・」

と、いじめに同調したり、無関心を装ったりしてしまい、

結果的にいじめに加担してしまうというケースもあります。 

　こうしたいじめの問題と身近に接しながら、日常生

活を生きている子どもたちに、今、わたしたち大人は、

何ができるのでしょうか。 

　子どもたちは、地域・学校・家庭など身近な大

人たちの姿から身の回りのいじめや差別の問題に

どう向き合うか学んでいます。 

　身近にいる大人が「いじめられる側にも問題がある」

とか「そんなことはよくあること」と考えていると、身の

回りで起きているいじめの問題に気付けなかったり、

いじめられている子が自分の気持ちを出せずに一人で

抱え込んでしまう結果になることもあります。 

　いじめの発生は、子どもたちの周りの雰囲気や環境

によって大きく左右されると言われています。 

　今、ぜひ子どもたちと「いじめをなくしたい」という

思いを共有し、「いじめは重大な人権侵害である」と

いうことを確かめ合うとともに、いじめを生まない社会

環境をつくっていきたいものです。 

　また、いじめの解決は、本人やそれに気づいた者が

だれかに告発することから取り組みが始まります。

そのためには、周りの大人が子どもの状況をしっかりと

つかむとともに、ふだんから子どもと何でも相談できる

つながりをつくっていくことが大切です。いじめを周りの

大人に、何らかの形で伝えることがいじめをなくす

ための大きな一歩となります。 

　わたしたち一人ひ

とりが子どもたちの声

をしっかりと受け止め、

いじめのない社会に

するために、子ども

たちと一緒に考え合

っていきましょう。 

2007・1・5

の情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス
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撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 千代崎海岸
平成18年11月15日
石井茂夫さん（南若松町）

稲生高等学校
 稲生の丘陵地に昭和58年4月8日普通科高校として開校しました。
生徒急増期対策として新設されたため、開校当初は校舎の一部が建
設されているだけで学校運営にいろいろ苦労がありました。
　『学べ　鍛えよ　直向きに』を校訓として、昭和63年4月には三重
県で唯一の体育科を設置し、今年度は多くの生徒が国体などの全国
大会に三重県代表として出場しています。平成10年4月には来たる
べき情報化時代を先き取りして、普通科情報コースを新設しました。
現在は、めざす学校像を『社会に役立つ人材を育成する』とし、普通
科2クラス、普通科情報コース2クラス、体育科2クラスで教育活動を
展開しています。特に普通科では県下で初の『類型』を導入しました。
　稲生高校は生徒の目標や進路希望に応じて選択できる教育課程
を準備し、地域のご理解、ご協力を得ながら少人数指導できめ細か
な指導を行っています。
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昭和57年ごろ開校前の様子
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【体育科】

　県内最高の施設のもとで体育・スポーツを通
しての人づくりをめざします。
《競技力の育成》 全国大会上位入賞、全国大会
出場などをめざします。今年度は全国高校総体・
国体などに31人の生徒が出場しました。
《生涯体育への取り組み》 校外でも実習を行い、
外部講師を招請して授業を展開します。
【普通科】

《７つの類型》生徒の目標に応じた学習内容
○福祉ボランティア（福祉系専門学校と連携）
○モータースポーツ（地元産業界と連携）
○自然・生活（地域の自然環境を活用）
○世界遊学（大学と連携）
○もの作りデザイン（知識と技能の修得）
○スタンダード（基礎基本の徹底）
○プログレス（進学希望に対応）
【普通科情報コース】

　最新機器を備えたコンピュータ室を4教室整
備し、能力育成と資格取得をめざします。

　新年明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。
　今回の特集では子ども議会の様子をお伝
えしました。取材を通して感じたのは「鈴鹿
の子どもたちはしっかりしているぞ」という
ことです。自分たちできちんと課題を見つ
け、その解決に熱心に取り組んでいました。

そして、議場で市長や幹部職員と堂々と議論
する姿はとても頼もしく見えました。大人の
方々もしっかり頼みますよと、叱咤激励され
た気分です。さて、その子どもたちにとって、
いよいよ受験シーズンがやってきます。どう
か健康に気をつけて頑張ってください。いい
春が訪れることをお祈りしています。（眞）
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