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約1,400人の新成人が参加して、平成20年鈴鹿市成人
式が行われました。今年は、初めて世界に通じる鈴鹿サー
キットで行われ、輝かしい未来に向かって、新成人がその
第一歩を踏み出しました。



　今までわたしたちは、経済性や効率性、機能性を重視してき
たため、美しさへの配慮を欠いた雑然とした画一的な景観などを形成
してきました。しかし、美しい景観はまちの歴史や文化を反映するものでもあり、
そこで生活する人や働く人、さらには訪れる人の心をも豊かにします。自分を取り巻く身
近な景観を考えることは、まちの景観すべてを考えることに通じます。
　今回の特集では、より良い景観の保全と新たな景観づくりに向けての取り組みを紹介し、
次の世代に美しい景観を残すために、今わたしたちにできることについて考えます。
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～より良い景観の保全と
　　新たな景観づくりに向けて～

景観の日・・景観法の基本理念の普及、良好な景観形成に関する国民の意識啓発を目的とした記念日で、景観法が全面施行された
毎年6月1日とされています。

　景観とは
　「景観」とは、「景」と「観」という言葉の合成による用語といわれています。「景」とは山や川があり、そして建築物があるというよう
に、空間的なものの存在や場面をいうのに対して、「観」とは見る人が感じる印象や価値観という、ものの見方や考え方をいいます。
こうしたことから、「景観」とは、見る人の価値基準によって差異が生じつつも、見る主体となる人の目と心に映る「地域の視覚的特
性＝まちの個性」と言い換えることができます。この「まちの個性」は目に見える色や形だけではなく、その土地の歴史、文化、風土、
都市活動や日常生活から生じる雰囲気、水の流れる音や匂いなど、人間の五感を通して感じることすべてをさしています。

　景観づくり
　より良い景観づくりは、住み心地のよい快適で潤いのあるまちづくりにつながります。景観づくりによって質の高いまちができると、
まちに対する人々の愛着や誇りがはぐくまれ、地域社会が活性化し、人 と々の交流が増えるといった効果もあります。また、美しい
景観は、地域のかけがえのない共有財産であり、土地の経済的価値を高めることにも貢献します。
　美しい景観づくりには、そこに住む人々の努力や長い時間が必要です。すべての人が景観についての意識を高め、まち全体
を良くしていく取り組みを持続的に進めることが大切です。

　「景観法」の制定
　より良い景観づくりを促進するため、平成17年6月1日、「景観法」が全面施行されました。この法律の制定により、地方自治体
が景観に関する計画や条例を作る際に、実効性を持つことが可能となりました。この「景観法」の制定を受け、三重県や鈴鹿
市では、より良い景観づくりに向けての取り組みを進めています。
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　「景観法」が平成16年12月に施行されたことにより、「景観行政団体」になった三重県は、良好な景観づくりを推進していく
ため、「三重県景観づくり条例」を平成19年10月20日に公布するとともに、景観法に基づく「三重県景観計画」を平成19年12
月4日に公表しました（運用開始は平成20年4月1日）。
　三重県景観計画には、県民の皆さんが自分たちの周りの景観を自ら考え、良好なものにすることを掲げるとともに、良好な景
観づくりを進めていくための県の推進方策などを定めており、その一つとして、大規模な建築などをする際には、「届出」が必
要であることを定めています。
　景観法に定められた施策の多くは、景観行政団体が自ら「景観計画」を定めることで実現できる仕組みになっています。三
重県は広域的な視点から景観計画を定めましたが、良好な景観の形成には、その地域の特色に応じたきめ細かな施策が有
効であることから、市町が中心的な役割を担うことが望ましいといえます。

景観行政団体・・地域の景観行政を担う主体として景観法で定められており、都道府県、政令市、中核市は景観法の施行
とともに、その他の市町村については都道府県との協議・同意のうえ景観行政団体になることができます。県内では現在、
四日市市、伊賀市、松阪市が景観行政団体になっています。

　2007年12月10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、景観に関する意識などについてアンケ
ートを行ったところ、543人から回答がありましたので、その集計結果を紹介します。

景観についてどのように感じますか

景観に関心がありますか。
Q1

鈴鹿市の景観は良くなって
いると思いますか。悪くなっ
ていると思いますか。

Q2

良い景観とは、どのように感
じますか。Q3

三重県景観づくり条例を知
っていますか。Q4

景観に関する意識など
アンケート実施期間／2007年12月10日（月）～16日（日）
※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、1月18日現在5,570人が登録しています。http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/
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「三重県景観計画」に基づく届出制度が始まります

●三重県景観計画の策定　　

　三重県景観計画に基づき、平成20年4月1日以降に着手する大規模な建
築などの行為については、あらかじめ届出（審査あり）が必要となります。
　三重県景観計画に基づく届出の審査および事前相談は、三重県景観ま
ちづくり室、受付の窓口は鈴鹿市都市計画課で行います。
　詳しくは、三重県景観まちづくり室のホームページをご覧ください。

●三重県景観計画に基づく届出

【問合せ】
三重県県土整備部景観まちづくり室
　059-224-2748
　http://www.pref.mie.jp/keimachi/hp/
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イメージ図

　市から、景観のモデル地区になって取り組みを進めてほしい
と依頼があったとき、「景観の保全とは、とにかく法的に何か制
限を加えることになり、いろいろ生活が窮屈になるのかな」と漠
然と思っていました。しかし、市が進めようとする景観計画は、鈴
鹿市特有の伝統や文化などを大切にした独自のものであるこ
とを知り、わたしたちが考える、伝統や文化を生かした石薬師のまちづくりと重なり合う部分が多い
と思い、協働してまちづくりを行っていきたいと思いました。
　石薬師は、市における西部地区の玄関口でもあり、旧東海道筋を散策する来訪者も年々増え
ています。石薬師に来ていただく方に、歩いてもらいやすく、親切で優しさのあるまちであるとともに、
地域住民にとってもずっと住んでいたいと思う、そんな誇りを持った石薬師をめざしたいと思います。

石薬師地区明るいまちづくり推進協議会　

景観まちづくり部会座長  倉地　正さん

来訪者にも地域住民にも優しいまちづくりをめざして

　ここでは、景観の保全や新たな景観づくりに向けて動き出している、市や地域の取り組みについて紹
介します。

市ではどんな取り組みをしているの？

●景観まちづくり
　近年、市民の生活ニーズはますます多様化・高度化し、身近な環境や生活空間への関心が高まっています。地域まちづくりにお
いても、住民が主体的に取り組む動きや、住民、事業者、行政がパートナーシップのもと、協働してまちづくりを行う動きが活発化して
います。
　市では、地域の皆さんのまちづくり活動をさまざまな面からバックアップしています。その一例として、自分たちのまちの将来像を描
くことを目的に、石薬師地区をモデル地区として、平成20年度から、旧東海道の街道筋をフィールドとした景観まちづくりの活動を支
援していきます。具体的には、県道改良事業の景観シミュレーション、旧東海道の道路舗装のカラーシミュレーションなどを実施して
いく予定です。

●景観計画策定ワーキンググループ
　平成18年度から、庁内に景観計画策定ワーキンググループを設置し、景観計
画の検討に入っています。一口に景観といっても、さまざまな要素を含んでおり、関
係部署も多岐にわたります。まずは、庁内での勉強会から入り、各部署と景観との
かかわりを景観法とも照らし合わせながら検討をしています。現在では、15部署
の担当者をメンバーとし、アドバイザーとして大学の先生などに助言をいただきな
がら、景観計画策定に向けた準備に入っています。景観計画策定の前段階とし
て、本市における景観特性の把握からスタートし、問題点の洗い出し、それに対
する対応方法などの検討を行っているところです。

　平成20年度からは、三重県景観づくり条例施行にともなう受付業務という実務を行う一方、その中で得た経験をフィードバッ
クさせ、三重県景観計画と整合性を図りつつ、今後、市としての特徴のある景観計画策定に向けた準備を進めていきます。

●屋外広告物キャンペーン
　10月4日の「都市景観の日」に合わせ、地元自治会、三重河川国道事務所、三重県、
鈴鹿警察署、各種団体の関係者などの協力を得て、屋外広告物制度の普及・啓発を
図るキャンペーンを実施しています。
　キャンペーンでは、市内の各商店会、幹線道路沿いの店舗へ啓発のチラシを配布
するとともに、未申請の自家用屋外広告物の申請指導、電柱などにはられた違反広告
物の除却活動や路上に置かれた看板などの移動撤去指導を行っています。
　違法に表示などがされている広告物は、地域の美観風致を損ねるばかりでなく、歩
行者の通行の妨げにもなります。このような違反広告物の問題は、法令に従わない広告業者の悪質な行為や、法令の内容を
知らずに違反広告物を製作・設置してしまう広告主の双方によって引き起こされています。市では毎年こうした普及・啓発のキ
ャンペーンを実施し、まちの美観の維持や安全な通行路の確保、イメージアップをめざしています。
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●鈴鹿市の景観と景観計画
　わたしの印象に残っている鈴鹿市の特徴的な景
観は、市街地から東名阪自動車道の鈴鹿インターチ
ェンジに向かうときに見える鈴鹿山脈とその前に広が
る田園風景、そのような美しい風景を台無しにする屋
外広告物、市の南西部に点在する伝統的集落の形
態、それらの集落の外側に見られる無秩序な開発、
市街地の中にオアシスのように存在する「セントラル・
グリーン（中央道路から南側に広がる農地部分）」、
緑豊かで閑静な住宅地、競うように大きく派手な看板
が乱立する中央道路、落ち着いた歴史的まち並み
が残る旧東海道や旧伊勢街道、産業の力強さを感
じさせる工業団地とサーキット周辺などです。保全し
たいと思う景観と、改善して新しく創造したいと思う景観が含まれますが、これらはわたし個
人の意見に過ぎず、当然、鈴鹿市の皆さんの総意ではありません。
　景観行政で難しいのは、どの景観が特徴的で、どの景観を保全すべきで、どの景観をど
のように改善して新しい景観を創造すべきかについて、皆さんの意見が異なることです。し
かし、多くの皆さんに共通する意見もたくさんあるはずで、それらを丁寧に確認していく必要
があります。そして、景観計画には、できるだけ多くの皆さんが共感する景観保全・創造の方
針とそれを実現する仕組みを盛り込んでいきたいと思います。

鈴鹿市景観計画策定アドバイザー　

村山 　顕人さん
○プロフィール
　横浜市生まれ。本籍は三重県。東
京大学大学院工学系研究科都市工
学専攻博士課程修了後、東京大学21
世紀ＣＯＥプログラム「都市空間の持
続再生学の創出」研究拠点形成特任
研究員。平成18年10月から名古屋
大学大学院環境学研究科准教授。専
門は都市計画・都市デザイン・まちづ
くり。

皆さんが共感する景観を守り育てたい

●景観法の制定を受けて
　平成17年6月に国の景観緑三法が全面施行され、地方自治体が景観行政を進める
仕組みが整いました。それまでも、文化財保護法による「伝統的建造物群保存地区」制
度、都市計画法による「地区計画」制度、約500の地方自治体では自主条例による諸制
度を通じた景観保全・創造の取り組みなどがありましたが、全国各地で景観を巡る論争
が絶えない状況から推察される通り、景観の保全・創造を図るには、それらの制度には
限界がありました。
　そこで、国は、景観を真正面から扱う基本的な法律を制定し、地方自治体が積極的
に都市と田園の景観形成を推進することができる制度を用意しました。これを受けて鈴
鹿市も、景観行政の基本となる景観計画の策定に取り掛かりました。

美しい景観をいつまでも
　本市の景観の特徴と、美しい景観を未来に残すための理念や方策などについて、鈴鹿市景観計
画策定アドバイザーを務める村山さんにお話を伺いました。
　本市の景観の特徴と、美しい景観を未来に残すための理念や方策などについて、鈴鹿市景観計
画策定アドバイザーを務める村山さんにお話を伺いました。

美しい景観をいつまでも

●次世代に美しい景観を残すために
　景観を含む都市と田園の環境は、わたしたちの経済的・社会的活動によって常に変化します。都市・田園環境は、これまではどち
らかといえば悪い方向へ変化してきましたが、これからは少なくとも現状を維持し、できれば良い方向へと変化させなければなりませ
ん。子どもや孫の世代に、わたしたちが目にしているものよりも良い状態の美しい都市・田園環境を残すという大きな挑戦。その第一
歩として、皆さんも次世代に残す鈴鹿市の景観、身近な景観について考えてみませんか。
　鈴鹿市でも、地域によっては、まちづくり活動の気運が高まっているところもあります。このような活動に積極的に参加して、景観と
いう切り口からまちづくりを考え、シミュレーションなどによってまちの将来像について話し合うことが大切です。「良好な景観の保全と
新たな景観の創造」が鈴鹿市のまちづくりにおける重要な要素になると思います。

旧伊勢街道
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M a c h i k a d o  S h o t

レンズ レンズ 
12/26㈬
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1/9㈬

1/5㈯

1/18㈮〜24㈭

1/8㈫

年始を飾る出初式で消防部隊が勇壮に行進 

被災経験で学んだ「人とのつながり」 
「親としての思い」桐山麗子さんが 
天栄中学校で講演 

　消防団員や消防職員の旺盛な士気と消防力を示そ

うと、鈴鹿サーキットで平成20年消防出初式が開かれ、

市民約1,900人を前に、消防部隊の行進や防災訓練な

どが披露されました。 

　約720人の消防団員・職員と勇壮に入場する50台の

車両を視閲した市長は、「頼もしく力強い消防部隊の

皆さんには、高い誇りと職務の重要性を認識し、あらゆ

る災害に即応できる心身の鍛練に努め、市民の信頼と

期待にこたえてほしい」とあいさつしました。 

　また、防災訓練では、震度6強の地震

が発生したという想定で、被災高層建

物や衝突車両からの救助訓練、三重県

の防災ヘリコプターによる負傷者のピ

ックアップ訓練などを行い、本番さな

がらの緊迫した中で連携の取れた訓練

を披露し、日ごろの鍛錬の成果を示しま

した。最後に、消防団と消防車による一斉

放水で幕を閉じると、会場からは大きな拍

手が沸きあがりました。 

　平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災。講師の桐山

さんは妊娠10カ月という状況で、神戸市中央区の自宅で震

度7の地震に見舞われました。 

　この日、講演会で桐山さんは、「大きなおなかを抱え、

行動が遅く、重労働ができない自分を足手まといの人間だ

と感じた。死体安置所と隣り合わせの生活、おにぎり1つで

起きるけんか、運動場で他人に見られる状況でトイレをす

ませるなど、避難所でのすさまじい生活で、おなかの中の

子どもすらも思いやれなくなった自分がいた」と当時の心境を語りました。 

　一方で「給水所で重たいペットボトルを持ってくれた中学生、救助して

くれた近所の方、親身にお世話いただいたボランティアの方など、あたた

かい人のつながりを感じた」「1週間後に入ったお風呂の中で、おなかの

子どもが動いたとき、命の大切さと母親としての責任を感じた」といった

言葉に、生徒たちは真剣に聞き入り、涙を浮かべる姿も見受けられました。 
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1/18㈮〜24㈭1/18㈮〜24㈭

1/9㈬

災害に備えた地域・個人の活動が大切です 
飯野公民館で車座懇談会 

かるたで学ぶ郷土の偉人 
稲生高校で 
新春信綱かるた取り大会 

　今年度7回目の車座懇談会が飯野公民館で開かれ、

同公民館で活動する「いきいき教室」の皆さん32人が、

防災や公民館活動などをテーマに市長と懇談しました。 

　懇談会では、「高層マンションが建ち始め、人口

増加が予想される飯野地区の災害対策マニュアル作

りが大切」「『自分のまちは自分たちで守る』とい

う観点からの自主的な取り組みが安全・安心につな

がる」「災害時の持ち出し品についてのPRを」「公

民館活動には地域へ還元できる活動がある。より一

層の支援を」など、たくさんの意見

が出されました。 

　また、市長は「震度5弱を記録した

三重県中部地震では情報伝達に課

題があることを浮き彫りになった。

有効な情報伝達手段を構築し

たい」「地震が起きたときは、

各自で初動体制ができるよう

に安全・安心の備えをしてほ

しい」などと話していました。 

 

 

　新しい年を迎え、「新春信綱かるた取り大会」

が稲生高校で聞かれ、同校の3年生約200人がかる

た取りを楽しみました。 

　「信綱かるた取り大会」は、本市出身で歌人・万葉学

者として有名な佐佐木信綱について広く知ってもらい、

合わせて日本の伝統文化であるかる

たに親しんでもらおうと、市内

の学校や公民館で行われ

ており、稲生高校で行われ

るのは昨年に続き2回目です。 

　生徒は1組6人程度に別

れて、佐佐木信綱顕彰会の

ボランティアが読む句にあわ

せて、かるたを取り合いました。 

　生徒たちは、普段なかなかする機会がな

いかるたに最初は戸惑いながらも、「鈴鹿に

まつわる句もあり、楽しかった」「難しいけど、

久しぶりにかるたができ、みんなで盛り上が

れた」と話すなど、笑顔を見せながらかるた

を楽しんでいました。 

年賀状に寄せるそれぞれの思い 
色とりどりの年賀状が大集合 

　作り手の思いが込められた年賀状を展示する「平

成19年度年賀状展」が図書館で開催されました。 

　展示されたのは、洋画家の磯部則男さんや文芸評論

家の清水信さんなど、5人の市内在住の著名人に今年

届いた年賀状や自作の年賀状220枚と、16人の市民か

ら寄せられた100枚の年賀状の合わせて320枚です。 

　心あたたまる絵手紙風のものやパソコンで作った

オリジナル作品、今年の干支であるネズミをデザイ

ンしたものなど、個性あふれる年賀状が多く展示され、

来館者は「ネズミの

描き方にも個性があり、

見るだけで楽しい」

「次は自分も手作りの

年賀状に挑戦したい」

と話すなど、熱心に

見入っていました。 
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☺お茶の作り方を紹介 
　わたしは数軒の茶農家と共同で生

産工場を建て、茶栽培と製茶、販売

を行っています。一方、日本茶インス

トラクターとして、鈴鹿市茶業組合が

開催する小学校などで行われる「お

茶のお話し会」で講師もしています。

しかし、鈴鹿で作られるお茶の栽培

や製造方法を話すとき、言葉では伝

えきれないもどかしさを日ごろから感

じていました。そこで、お茶の作り方

を分かりやすく伝え、同時に西部地

域の自然のすばらしさも知ってもらお

うと、工場の仲間や知人の協力を得

ながら、「拝啓かあさん物語・私たち

茶生産者の四季」というお茶の生産

工程を紹介するDVDを作りました。 

 

☺1年をかけて映像を撮影 
　撮影は2年前から始め、茶畑や工

場での仕事の様子を撮影してきました。

撮影した映像は、苗木の植え付けや

肥料やり、茶刈りの様子、工場での

製茶工程、作業器具の紹介などです。

編集では四季折々の美しい風景も織

り交ぜ、最後に音楽を重ねて約14分

の映像にまとめました。 

 

☺鈴鹿のお茶は三重県一 
　鈴鹿市では630軒の農家が900ha

の畑でお茶を生産していて、生産量

は県内トップです。ところが、市民の

皆さんは意外に茶の栽培方法や生産

過程をご存知ありません。これからは

「お茶のお話会」でこのDVDを使い、

鈴鹿のお茶のことをもっと多くの人に

知ってもらいたいと思っています。も

ちろん、鈴鹿のおいしいお茶もたくさ

ん召し上がってください。 

情報局 
こちら すずか 

と 

なかま 
交通教育指導員

ひ 
Cheerful!

☺腹話術や寸劇を通じて 
　鈴鹿市交通安全都市推進協議

会からの委嘱を受けて、幼児から

高齢者までの幅広い年齢層へ交通

安全指導を行っているグループです。

現在、主婦を中心に７人のメンバー

で頑張っています。 

　幼稚園や学校などに、年間を通

して150回程度出かけています。主

な活動としては、腹話術や寸劇、

手品による啓発活動、高齢者への

歩行・自転車指導などです。 

 

☺命の大切さを伝えたい 
　活動のモットーは交通安全指導を

通じて命の大切さを伝えることです。

子どもたちに対しては、一方的な指導

ではなく、話しかけたり、問いかけを

したりして考えさせ、大切なことに自

分自身で気付いてもらうようにしてい

ます。また、子どもたちと一緒に聞い

ている保護者の皆さんに対しても、同

時にメッセージを送るつもりで話して

います。高齢者の方には、学んだこと

を家に持ち帰ってぜひ家族で話し合

ってもらうようにお願いしています。わ

たしたちの活動を通して、多くの市民

の方に、他人を思いやる良き交通社

会人になってもらえればと願っています。 

 

☺あなたの町へも出掛けます 
　老人会や乳幼児サークルなど、

皆さんのところにも出掛けていきます。

少人数でもかまいませんので、気軽

に声を掛けてください。交通事故の

ない社会をめざして、これからも頑

張ります。 

 

派遣依頼先：市防災安全課 

　　　　　　　3 8 2 - 9 0 2 2

元気な 

元気な 

ワードパズル ワードパズル 

■

今回の元気な人は、お茶づくりの工程をまと
めたDVDを制作した市川さんです。

市川　晃さん （山本町）

不断ザクラ
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☺

☺

☺

とき／2月17日㈰　内容／津市白銀梅
林　集合／久居駅前9時　参加費／
200円　とき／3月2日㈰　内容／500
選（上野大会）　集合／だんじり会館10時
参加費／300円　※初参加者大歓迎

とき／2月9日㈯〜13日㈬　ところ／
鈴鹿ハイツ　内容／自分の脳（知能）を
使って順序だてて、解きほぐしながら、
整理分類して、自分を知り、人生や社会
を知るためのセミナーです。

対象／60歳以上の男性、50歳以上の
女性　とき／3月6日㈭9時開始（予備
日13日㈭）　ところ／市立テニスコー
ト　定員／男女各40人（先着順）　参
加費／1,000円　締切り／2月20日㈬

とき／3月9日㈰または11日㈫10時〜12
時（予約制）　ところ／鈴鹿地域職業訓練
センター　内容／ポケットティッシュケ
ース　参加費／2,000円　※特殊なフィ
ルムを貼ります。ポプリをプレゼント

対象／加盟チームおよび新規加
盟チーム　とき／2月21日㈭18
時30分から　ところ／武道館　
試合開始／3月2日㈰から　※新
規加盟チームを募集しています。

とき／2月14日㈭〜19日㈫10時〜
17時　ところ／市役所市民ギャラ
リー　内容／エンボッシングメタル
アート・アートクレイシルバー・シャ
ドーボックス・グラスアートなど

とき／3月6日㈭10時〜12時、8日㈯10
時30分〜12時30分　ところ／文化会
館第1研修室　内容／多言語を家族や仲
間と自然習得する活動や国際交流活動
の紹介　参加費／無料　※託児あります。

とき／2月10日㈰13時30分から　
ところ／市民会館　内容／声楽あり、
ピアノあり、オーケストラにブラス
バンドありの市民でつくる楽しいコ
ンサートです。　※入場無料です。

とき／3月13日㈭から第2・4木曜日午
前（月2回3カ月）　ところ／文化会館和
室　参加費／6回で3,000円　※楽に
手早く着られるようになります。先着
12人、着物などの販売は一切ありません。

とき／毎週水曜日13時30分から、毎週土曜日
15時30分から、1回90分　ところ／鈴鹿警察
東口1分ＮＤＣホール　内容／呼吸法を中心
としたやさしいヨガ　参加費／月4回3,000円、
体験1回1,000円です。　※初心者歓迎

とき／毎月第2・4金曜日19時から　と
ころ／白子コミュニティセンター　講
師／祖建、中国人女性による会話　参加
費／無料　※初めての方歓迎です。入会
希望、春期生入会受付中、お気軽にどうぞ。

とき／2月9日㈯14時から、10日㈰10時
から　ところ／青少年センター　内容／「ダ
ウン症児の適切な育ち方を知ろう」「成人
期の問題を乗り越える」　講師／小児科
医長谷川知子先生　参加費／一般500円

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　木造
建築科、左官タイル施工科　訓練期
間／3年間　訓練日／毎週水曜日　
条件／高卒　※随時面接を行います。

とき／2月15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（Ｅ
Ｍ菌含む）　※気軽に参加ください。

とき／祝日を除く月曜日から金曜日10
時〜14時　ところ／大池2-14-20　費
用／1回300円　※自分たちで楽しく
やっています。ヘルシーなモーニング
＆ランチを作って、みんなで会食します。

とき／3月2日㈰10時〜12時　
ところ／石垣池駐車場10時集合
持ち物／あれば図鑑、双眼鏡　
※カモなどの水鳥を見ます。小
雨決行。

とき／2月12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。

とき／3月9日㈰14時30分開演　ところ
／三重県総合文化センター大ホール　
前売券／大学一般900円、高校生以下
500円　※名古屋公演3月7日㈮18時30
分（中京大学文化市民会館）もあります。

情報局 
こちら すずか 鈴鹿市民歩こう会 

自分を知るための 
「研鑽セミナー」 

第12回シニアテニス大会
参加者募集 

ステンドグラス風 
グラスアート教室生徒募集 

軟式野球連盟 
平成20年度総会開催 

ハートフルクラフト 
手作り作品展 

講演会 
「7カ国語で話そう」 

いやしのコンサート 
春風によせて 

ＮＰＯきもの着付教室 
（非営利） 

心と体の健康法ヨーガ 
追加募集 

中国語体験学習会 エンゼル会講演会 
平成20年度 
職業訓練生募集 ＥＭ勉強会 

レインボークラブ 
会員募集 

日本野鳥の会・三重県支部
石垣池探鳥会 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

三重大学吹奏楽団 
第52回定期演奏会 

●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／2月18日㈪〜22日㈮　8時30分から直接、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。 

次回の募集は４月５日号掲載分です

と 

なかま 

ひ 

☺

☺
☺

パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 
　毎月1回はクロスワードパズルで

頭の体操。 

　縦のカギ、横のカギに解答し、色

付き部分の文字を組み合わせると、

「鈴鹿」にまつわる言葉が生まれます。

さあ、皆さんチャレンジしてみましょう。 

①紅葉で有名な瑞石山永源寺を寂室元光禅師を迎
えて建立(1361年)した人物。佐々木六角○○○○

②ニューヨーク市の中心をなす区の一つ。
国連本部などがある。

③金銭・物品などの使い道。
④物体が存在しないで空いている所。         
⑤太陽の沈む方角。
⑦大気の温度。百葉箱に入れた温度計を用いて計る。
⑩市の区域内にある道路で、市長がその路線を

認定したもの。
⑪寝台や寝床のこと。         

①三重県が進める地域づくりに関するキャ
ッチフレーズ。

⑥長たる人が直接現場に出て指揮すること。  
⑧ある事柄が周囲のものに影響を及ぼすこと。

⑨漢字の「へん」の一つ。「性」「情」などの
「へん」の呼び方。

⑫上げ馬神事で有名な桑名市の神社。○○大社。
⑬円周に沿って動く物体の運動。      

部
分
の
文
字
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、あ
る
言
葉
が
浮
か
び
ま
す 

タ
　
　
テ

ヨ
　
コ

※答えは3月5日号のこのコーナーに掲載します。

鹿 

■

■1月5日号の答え

フダンザクラ

　不断ザクラは、子安観音寺(寺家三丁目)に植えられ

ているサトザクラの一品種です。真夏以外はこずえにち

らほらと花をつけ、四季を通じて咲くことから名付けら

れています。樹高は約5m、枝は東西7.5m、南北11.5mで、

国の天然記念物に指定されています。 
不断ザクラ不断ザクラ

鈴木利昭
　383-0712

ＮＰＯ法人研鑽ライフセンター
　　370-2760

大貫布佐江　387-2715 アーツアンドクラフト
　090-7859-4312

三重県軟式野球連盟鈴鹿支部
事務局  丸市正毅  　382-2670 安野　090-2932-0826

ヒッポファミリークラブ
中部本部　　0120-557-761

市民文化祭実行委員会
　386-0830

きもの着付本部　樋口
　386-2509

ＮＤＣ生涯学習本部
八角　　386-2509

鈴鹿ニーハオ会世話人
石津　　383-1840

エンゼル会（ダウン症）
恒矢景子  　090-5606-8721

鈴鹿建設高等職業訓練校
　382-1521

鈴鹿ＥＭ交流会　石川栄一　
　382-6039

  
今田

　　080-6951-8628
　　　　 090-1860-3598

市川美代子
　374-1887 保井　090-4185-1514 責任者　吉岡（前売券のお求め）

　　090-5361-8883

ふ さ え

そけん

●

●

① ② ③ ④ ⑤ 　

⑥ 　 　 　 ⑦

⑧ 　 　 　 　 　

　 ⑩ 　 ⑪ 　

　 　⑫ 　 　

⑬ 　 　 　　 　 　

⑨
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くらしの情の情報 くらしの情報 

電　話 電子メール ホームページ ファクス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
納税の夜間窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月28日㈭、29日㈮
　20時まで 

ところ　いずれも納税課(市役所
本館2階) 

※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

 
市税の口座振替手続は 

お早めに 

納税課　 382-7831　 382-7660
nouzei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替開始までに約1

カ月かかります。口座振替を希

望される場合には、早めに手続

きをしてください。口座振替の

申込み手続きは、金融機関、地

区市民センター、納税課の窓口

で行ってください。 

持ち物　通帳、通帳の届出印、
納税通知書 

 
第2回 鈴鹿市交通安全対策
会議を開催します 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　市では、平成19年7月に施行さ

れた｢鈴鹿市交通安全条例｣に基

づき、鈴鹿市交通安全対策会議を

設置し、現在、鈴鹿市交通安全計

画を作成しています。傍聴を希望

される方は、申込みが必要です。 

と　き　2月20日㈬　14時～16時 
ところ　市役所本館12階1205会議室 
内　容　鈴鹿市交通安全計画(案)
について 

申込み　対策会議開会の30分前
から受付を開始し、同10分前

に締め切ります。 

※定員は5人です。希望者が定員を

超えた場合は抽選により決定します。 

 
70歳から74歳の方の医療機関
での窓口負担割合を見直します 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　高齢者医療制度について、次の

通り実施することとされましたの

で、その内容をお知らせします。 

◆70歳から74歳の方の窓口負担について
　平成20年4月から平成21年3月ま

で1年間、医療機関での窓口負担が

1割に据え置かれます。70歳から74

歳の方(高齢受給者証をお持ちの方)

の｢1割負担｣は、平成20年4月から

｢2割負担｣に引き上げられることとさ

れていましたが、これを平成20年4

月から平成21年3月までの1年間、｢1

割負担｣に据え置くものです。 

　現在、一部負担金の割合が2割(平

成20年3月31日までは1割)と記載さ

れている鈴鹿市国民健康保険高齢

受給者証をお持ちの方には、3月下

旬に1割と記載された新たな高齢受

給者証を郵送します。 

　なお、現在、3割負担を頂いてい

る70歳から74歳の方、後期高齢者

医療制度の対象となる一定の障害

認定を受けた方は対象となりません。 

 
｢ねんきん特別便｣を 
お送りします 

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

　｢ねんきん特別便｣では、社会

保険庁が把握している加入記録

をお知らせしています。ご自身

の記録に漏れがないか十分にご

確認いただき、訂正がない場合

には同封の｢確認はがき｣を、訂

正がある場合には｢年金加入記録

照会票｣を提出してください。 

　｢ねんきん特別便｣は、社会保

険庁に届けのある住所地に送付

するため、住所変更の手続きが

済んでいない場合は、次の場所

で手続きをお願いします。 

○国民年金第1号被保険者(自営

業・自由業・農林漁業者など

の人とその配偶者、学生)⇒保

険年金課 

○厚生年金などの加入者・厚生

年金などの加入者に扶養され

ている配偶者⇒勤務先 

○年金受給者⇒社会保険事務所 

※保険年金課に備え付けの住所変更

はがきもご利用ください。 

問合せ　ねんきん特別便専用
ダイヤル　0570-058-555(IP電話・

PHSからは　 03-6700-1144)、

一般の年金相談　0570-05-1165 

　(IP電話・PHSからは　 03-6700-

1165) 

 
女性のための相談事業を 

行っています 

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

　ジェフリーすずかでは、家庭

や地域での人間関係、職場での

セクハラ、夫や恋人からの暴力、

生き方などの心の悩みについて、

専門の女性相談員が電話による

相談を受けています。ご希望や

必要に応じて専門の女性カウン

セラーによる面接相談(予約制)も

行っています。一人で悩まず、

まずは電話をしてみましょう。 

と　き　毎週金曜日　10時～16時
(随時)(休館日は除く) 

相談専用電話　  381-3118(直通) 
※女性弁護士による法律に関する相

談(予約制)を、毎月2回水曜日に行

っています。予約は、ジェフリー

すずか(　381-3113)へ。日程など

詳しくは、毎月の広報すずか20日

号の相談コーナーをご覧ください。 

 
平成20年度男女共同参画週間の

標語を募集します 

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

　男女が、互いにその人権を尊重

しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十

分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現に向けて実施し

ている｢男女共同参画週間｣(6月23

日～29日)の趣旨を広く浸透させ、

身近なところから男女共同参画を

推進する標語を募集しています。 

応募規定　個人による自作未発
表の作品に限ります。 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 
応募方法　2月29日㈮(必着)までに、
はがき、ファクス、電子メールで、

1通につき1作品を記入し、住所、

氏名、年齢、性別、電話番号を

記入の上、内閣府男女共同参画局

総務課｢標語募集係｣(〒100-8914

東京都千代田区永田町1-6-1

　03-3581-9566　男女共同参画局

ホームページ　 http://www.gender. 

　go.jp/week/hyogo20_kaisi.html)へ 

※一人で何作品でも応募できます。 

問合せ　内閣府男女共同参画局
総務課　 03-3581-2022 

 
鈴鹿亀山地区 

広域行政圏計画への意見を
募集します 

鈴鹿亀山地区広域連合総務課

　 369-3200　 369-3202

　 skkouiki@mecha.ne.jp
http://www.mecha.ne.jp/ skkouiki/

　鈴鹿亀山地区における社会経済

情勢や地域動向、圏域住民ニーズ

などを踏まえ、平成20年度から29

年度を計画期間とする、新たな広

域行政圏計画を策定することを目

的として取りまとめた素案｢鈴鹿亀

山地区広域行政圏計画基本構想

案および基本計画案｣に対して、皆

さんの意見を募集します。 

募集期間　2月5日㈫～19日㈫ 
閲覧場所　鈴鹿亀山地区広域連
合総務課、鈴鹿亀山地区広域

連合ホームページ 

意見提出方法　任意の意見書に、
住所、氏名を記入の上、直接、ま

たは郵便、ファクス、電子メールで、

鈴鹿亀山地区広域連合総務課

(〒513-0801鈴鹿市神戸一丁目

18-18(市役所西館3階))へ 

意見の取り扱い　提出いただいた
意見は、計画策定の検討資料

とさせていただきます。なお、

意見の概要や意見に対する考

え方などは、住所、氏名など

の個人情報を除いて広域連合

ホームページなどで公表する

予定です。個々の意見に対す

る回答は行いません。 

 
平成20年度 

消費者モニターを募集します 

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

　公正取引委員会では、消費者

行政に一般消費者の意見を反映

させるため、消費者の立場から

協力していただく消費者モニタ

ーを募集しています。 

対　象　20歳以上の方(学生可) 

任　期　平成20年4月～平成21年
3月末日 

内　容　消費者モニター研修会
(年2回、平日3時間程度、津で開

催予定)への出席、年数回のアン

ケート調査への回答、身近な情

報の提供、消費者としての意見

や要望の提出、公正取引委員会

が行う調査などへの協力 

定　員　全国で800人(選考あり。
採用者にのみ4月上旬ごろ通知) 

謝　礼　年額6,000円を予定。研
修会に欠席した場合は減額。そ

の他研修会出席ごとに謝礼あり。 

申込み　2月15日㈮(消印有効)ま

でに、はがきに、郵便番号、住所、

氏名(ふりがな)、電話番号、電

子メールアドレス(携帯電話アド

レス不可、パソコンのアドレスを

お持ちの方のみ)、年齢、性別、

職業、同居の家族構成(続柄、

年齢、職業)、最寄りの鉄道駅、

自宅から最寄駅までの所要時間、

応募した理由(150字程度)を記

入の上、〒460-0001名古屋市中

区三の丸二丁目5-1　名古屋合

同庁舎第2号館公正取引委員会

中部事務所取引課へ 

問合せ　公正取引委員会中部事
務所取引課　 052-961-9423

◆確定申告が必要な方
○個人で事業を営んでいる方や不

動産収入のある方 

○主たる給与以外に20万円を超え

る所得がある方 

○年金受給者で一定金額以上収入

のある方 

○不動産や株式などを譲渡された方 

◆申告と納税の期限
○所得税　3月17日㈪ 

○消費税　3月31日㈪ 

※納税は、便利な口座振替をご利用ください。 

◆自分の申告はご自身で
　確定申告会場は、大変混雑しま

すので、国税庁ホームページ｢確定

申告書等作成コーナー｣を、ぜひご

利用ください。自宅のパソコンで簡

単に作成することができます。また、

e-Taxを利用すると申告をインターネ

ットですることができます。 

【確定申告会場】
と　き　2月12日㈫～3月31日㈪　9時～17時 
※土・日曜日、祝日を除きます。 

※税務署には、申告会場が設けられていませんのでご注意ください。 

ところ　ベルシティ2階イオンホール 
【税理士による無料税務相談所】
対　象　原則、所得金額が300万円以下の方、消費税の課税売上が
3,000万円以下の方 

※譲渡所得の相談は行いません。 

とき・ところ
○2月18日㈪　県鈴鹿庁舎 

○2月19日㈫　牧田コミュニティセンター 

○2月27日㈬～29日㈮　市立体育館 

※相談時間は、いずれも9時30分～12時、13時～16時です。 

問合せ　鈴鹿税務署個人課税部門　　382-0351(代表) 
※平成20年2月から3月17日(月)までの間、確定申告に関する電話でのご相談は、

自動音声に従い｢0｣(確定申告テレフォンセンター)を選択してください。

なお、国税に関する一般的なご相談の方は、｢1｣(電話相談センター)を、

申告会場や無料税務相談所に関するご質問は、｢2｣(税務署)を選択して

ください。 

自分の申告は自分で書いてお早めに　市民税課　 382-9446　 382-7604　  shiminzei@city.suzuka.lg.jp

~



12 2008・2・5

｢裁判通達書｣と記載されたはがき 

消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  

お 知 ら せ  

　児童扶養手当については、児童扶養手当法第13条の2第1項

の規定により、手当の支給開始月の初日から起算して5年ま

たは手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算

して7年を経過したとき(以下｢5年等経過月｣という)は、手当

の一部を支給停止することとされています。 

　平成20年4月分の手当からこの規定に該当する方がいますが、

今回、次のいずれかの事由に該当する場合には、一部支給停

止は適用除外となることが決定されました。 

○就業している。
○求職活動などの自立を図るための活動をしている。
○身体上または精神上の障害がある。
○負傷または疾病などにより就業することが困難である。
○あなたが監護する児童または親族が、障害、負傷、疾病、

要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため、
就業することが困難である。

　このことにより、受給資格者の方々に、

上記事由を満たしているかどうかの確認

が必要となります。今後、5年等経過月を

迎える受給資格者の方のうち、手続きが

必要となる方に対し、本年2月以降から、

順次、案内を送付します。手続きの案内は、

5年等経過月の前々月中に郵送します(例：

平成20年5月に5年等経過月を迎える方に

は平成20年3月に届きます)。 

　手続きの概要としては、上記のいずれか

の事由に該当することを書類で証明していた

だきます。証明できない場合には、来庁や面

談の上、手当が2分の1となる見込みです。 

※手続きの内容など詳しくは、今後、変更す

る場合がありますので、ご了承ください。 

児童扶養手当の一部支給停止に関するお知らせです　子育て支援課　 382-7661　 382-7607　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

 
2月は北方領土返還要求 
運動全国強調月間です 

企画課　 382-9038　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　2月7日は｢北方領土の日｣です。

また、2月は北方領土問題に対す

る国民の理解をさらに深め、全

国的な北方領土返還要求運動の

一層の推進を図ることを目的と

した全国強調月間です。 

 
パートタイム労働法が 

変わります 

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

　平成20年4月1日から、パート

タイム労働法が改正されます。

主な改正点は次のとおりです。 

○事業主は、労働条件を文書で

明示することが義務化されます。 

○事業主は、雇い入れ後パートタ

イム労働者が求めたとき、待遇の

決定に当り考慮した事項を説明

することが義務化されます。 

○パートタイム労働者の待遇は

その働きや貢献に応じて決定

されます。 

○事業主は、通常の労働者への

転換を推進するための措置を

講じることが義務化されます。 

○事業主がパートタイム労働者

から苦情の申出を受けたときは、

事業所内で自主的な解決を図

ることが努力義務化されます。

また、紛争解決援助の仕組み

として、労働局長の助言・指

導・勧告・調停が設けられます。 

問合せ　三重労働局雇用均等室
　 059-226-2318 

 
セルフ式ガソリンスタンド
利用時にはご注意を 

予防課　 382-9159　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　ドライバーが給油できるセルフサ

ービス式の給油取扱所が、本市でも

増加してきていますが、取り扱いに

注意しないと思わぬ事故につながり

かねません。事故例では、体の静電

気を逃がさないまま給油口のキャッ

プを緩めたところ、放電火花により

ガソリン蒸気に引火したと認められ

る火災が発生しており、また、給油

方法の誤りなどによる燃料の吹きこ

ぼれ事故が増えています。セルフ給

油時には次の点にご注意ください。 

○給油は指定された場所に停車し、

必ずエンジンを停止する。 

○車外に出るときは素手でドア

を閉めるなど、給油キャップ

を開ける前に車体に触れて静

電気を除去する。 

○給油設備の取り扱い方法を守る。 

○給油の際には、給油口から大

量のガソリン蒸気が発生しま

すので、喫煙や喫煙のために

火をつけることは絶対禁物です。 

○使用方法が分からないときは、

従業員に問い合わせ、慎重に

取り扱ってください。 

 
夢すずか学校プラン支援事業
実践報告会を行います 

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

対　象　幼稚園・小中学校教職員、
保護者、学習支援ボランティア、一般 

と　き　2月13日㈬　14時10分～
17時15分 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　児童生徒に確かな学力
を土台とした「生きる力」を

はぐくむことをめざして、地

域や保護者と連携した「夢と

創造と活力の

ある学校(園)

づくり」の実

践報告会 

定　員　200人 
参加料　無料 
 
市ホームページの市民情報
掲示板に掲載する情報を 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　市民情報掲示板は、市ホームペー

ジから、イベントのお知らせやサーク

ルのメンバー募集などの情報を、市

民の皆さんが自ら発信する掲示板です。 

　市民情報掲示板の利用について

は、次の事項をご了承の上、ご利

用ください。 

くらしの情報 
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　昨日、｢裁判通達書｣と書かれたはがきが

届いた。内容を良く読んでみると｢債権回収

業者からの起訴状を裁判所が受理した｣｢出

廷を拒否すると財産・不動産・給料の差し押さえ

をする｣などと書かれている。身に覚えはないが、

裁判取り下げ期日が明日になっているので早く電

話をして詳しく聞くべきか。 

 

　本当に裁判所から送られてくる呼出状

は｢特別送達｣という特別な郵便で送付さ

れることになっています。郵便職員によ

る手渡しで、受け取りの際には署名や捺印を

求められます。はがきや普通郵便でポストに

投げ込まれるということはありません。 

　送りつけられたはがきは、いわゆる架空請

求の典型的なものです。名簿などから何の根

拠もなく無作為に抽出した人に送りつけ｢もし

や、あのことでは｣と勝手に思い込ませて、不

安感から電話をかけさせることを目的としていま

すので注意が必要です。 

 

 

 電話をしてしまうと、示談金などの名目でお金を

振り込むようにと要求してきます。ときには、偽

弁護士が振り込むように要求する場合もあります。 

　一度振り込んだ人は目を付けられてしまい、次々

にお金を振り込むようにと電話が入るようになり

ます。送付されたはがきには、放っておくと大変

なことになってしまうかのように書かれていますが、

全く法的根拠のない作り話ですので、無視をする

のが一番です。絶対に電話をしてはいけません。 

 

消費生活相談  ｢裁判通達書｣と記載されたはがき 

消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  消 費 者 へ の ア ド バ イ ス  

消費生活に関するご相談は、鈴鹿亀山消費生活センター

（　059-375-7611）、三重県消費生活センター（　059-228-

2212）へ（いずれも、月～金曜日 9時～16時） 

※土・日曜日（10時～16時）は、全国消費生活相談員協会へ

　03-3448-1409または　 06-6203-7684（日曜日のみ） 

○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。 

○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。 

○イベント主催者と参加者など、

当事者間のトラブルについては、

市は一切関与しません。 

○問い合わせ先（氏名・電話）

は必ず記入してください。未

記入のときは掲載できません。 

○記載した個人情報などは、すべて

公開されますので、ご了承ください。 

○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。 

○イベントなどの開催日のあるもの

については、開催日の1カ月前か

ら開催日まで掲載します。それ

以外のものは1カ月間掲載します。 

 
石垣池公園陸上競技場トラックの
全天候舗装工事を行います 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

　石垣池公園陸上競技場トラック

の全天候舗装工事とスタンドの改

修を、平成20年8月31日までの予

定で行います。工事期間中、陸上

競技場の使用ができません。ご理

解とご協力をお願いします。 

 
日曜日確定申告書作成会を

開催します 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　税理士が、無料で申告書作成

のお手伝いをします。 

対　象　給与所得者 
と　き　2月24日㈰
○住宅借入金特別控除
　10時10分～11時40分、13時

40分～15時10分 

○医療費控除
　11時50分～12時50分、15時

20分～16時20分 

ところ　神戸コミュニティセンター 
※人数に制限があります。 

問合せ　東海税理士会鈴鹿支部
　 382-7715 

 
身近な民事トラブルの解決

は簡易裁判所で 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　日常生活を送っていると、さまざ

まな民事トラブルに出会うことがあ

ります。例えば、｢貸したお金を返

してくれない｣｢大家さんが敷金を

返してくれない｣｢給料を払ってくれ

ない｣｢交通事故で壊れた車の修理

代を払ってくれない｣などです。 

　当事者同士で解決できない場

合簡易裁判所の民事手続きを利

用してみませんか。 

問合せ　津地方裁判所事務局総務課
　059-226-4172　 http://www. 

　courts .go. jp/  

 
2011年に地上アナログテレビ

放送が終了します 

東海総合通信局放送課
　 052-971-9149　 052-971-9394

info-tokai@rbt.soumu.go.jp

　現行の地上アナログテレビ放送は、

地上デジタルテレビ放送への移行

に伴い、2011年7月24日までに終

了します。地上デジタルテレビ放送

の視聴方法など受信に関する相談、

お問い合わせは、次のとおりです。 

◆受信相談
　総務省地上デジタルテレビジョン

放送受信相談センター　 0570-07-

0101(IP電話などナビダイヤルが

つながらない方は　 03-4334-1111) 

※視聴エリアについて詳しくは、(社)デジタル

放送推進協会のホームページ(　 http:// 

　www.dpa.or . jp/)をご覧ください。 
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お 知 ら せ  
 
広報すずかの表紙写真を 
募集しています 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　広報すずかの表紙をあなたの

撮影した行事や風景などの写真

で飾りませんか。 

規　定　市内で撮影されたカラ
ー写真(横判)で、未発表のもの

(サイズは問いません) 

申込み　随時受付をしています。
写真(一人1点)の裏面に、郵便

番号、住所、氏名、電話番号、

作品のタイトル、撮影時のエピソ

ード、撮影場所、撮影日時を

記入の上、直接または郵送で

〒513-8701　秘書広報課へ 

※写真はお返しできません。 

※撮影した人物や対象物の肖像権に

関する責任は、すべて応募者に属

するものとします。 

※提出作品の原版と著作権は、市に

譲渡をお願します。 

※同一応募者からの表紙写真への採

用は、同一年度内で1回とさせて

いただきます。 

 

○催し物

防災講演会 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

防災安全課　 382-9968　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　昨年4月、三重県中部を震源と

する地震が発生し、市内でも震

度5弱が記録されました。幸いに

も被害は軽微でしたが、今後発

生が予想されている東海・東南

海・南海地震などの大地震に備え、

地域で助け合うために何をしな

ければならないか、皆さんで一

緒に考えてみましょう。  

と　き　2月22日㈮　13時30分～
15時 

ところ　文化会館けやきホール 
テーマ　｢大地震への備え｣～地
域防災を考える～ 

講　師　川口淳さん(三重大学大
学院工学研究科准教授) 

主　催　鈴鹿市自治会連合会、
鈴鹿市 

※入場無料、申込み不要です。 

 
トイなおす(おもちゃ病院) 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　大切なおもちゃの修理などの

相談におもちゃドクターがお答

えします。ご希望の方は、当日

おもちゃを持ち込んでください(お

持ち込みいただく際、説明書も

合わせてお持ちください)。当日、

都合の悪い方は、事前に廃棄物

対策課に持ち込むこともできます。 

　修理後は、廃棄物対策課まで

取りに来ていただきますので、

あらかじめご了承ください。 

※当日修理が完了したものは、当日

お渡しすることもできます。 

※廃棄物対策課での保管期間は1年

間です。連絡後は早めに引き取り

に来てください。 

と　き　2月24日㈰　10時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室 
※修理できないもの：テレビゲーム、

キッズコンピューター、楽器(電

子ピアノ・笛・ハーモニカなど)

ぬいぐるみ、大型遊具、幼児用電

動バイクなど 

※部品として使用しますので、不要

になったおもちゃがあればお持ち

ください。 

 
落ち葉の中の昆虫観察会 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月24日㈰　13時30分～
16時(雨天決行) 

ところ　鈴鹿青少年センター(鈴
鹿青少年の森内) 

内　容　落ち葉の中にどんな昆
虫がいるのかを調べて、顕微

鏡で観察します。 

定　員　24人(応募者多数の場合
抽選) 

参加料　無料 
申込み　2月14日㈭(必着)までに、

電話、はがき、ファクス、電

子メールのいずれかで、住所、

氏名、電話番号、参加人数を

環境政策課にご連絡ください。 

※詳しくは、申込者に後日連絡します。 

 
講演会 

｢三重県史編さんと 
資料保存について｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　2月16日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　吉村利男さん(三重県史
編さんグループ) 

聴講料　無料 
※3月9日(日)まで、企画展｢石棒・和同

開珎から鈴鹿海軍備品まで－寄贈・

寄託名品展－｣も開催中です。 

 
市民信綱かるた大会 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月11日(月・祝) 
　13時30分～15時30分 

ところ　文化会館さつきプラザ 
主　催　佐佐木信綱顕彰会 
共　催　鈴鹿市文化振興事業団 
参加料　無料 
問合せ　佐佐木信綱記念館内市
民信綱かるた係　 374-3140 

※信綱かるたを知らない人も歓迎です。

当日、直接会場へお越しください。

参加賞を進呈します。 

 
第2回 

犯罪被害者支援 
チャリティコンサート 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月2日㈰　13時～16時

30分 

ところ　三重県総合文化センター
大ホール(津市一身田上津部田

1234) 

内　容 
○オープニングセレモニー　　
三重県警察音楽隊＆あつジョ

イントミニコンサート 

○第一部　チャリティーオーク
ション、白子高等学校吹奏樂

部ミニコンサート 

○第二部　池田卓ミニコンサート 
○エンディング　エムットくん
グッズ大抽選会 

くらしの情報 

催 し 物  
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人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp 

人権を語ることは自分を語ること～中学生人権フォーラムすずか～ 
 

　12月10日｢人権デー｣の日に、｢中学生人権フォー

ラムすずか｣が市民会館と市役所で行われました。市

内の全中学校から80人近くの生徒が集まり、さまざま

な人権問題やいじめなど、学校生活について活発な

話し合いが行われました。 

　最初に、市民会館で全体会があり、｢中学生子ども

人権ネットワーク｣による人権劇が上演され、その後6

つの分散会が持たれました。分散会では、多くの子ど

もたちが、いじめや差別に出会った体験など、実際の

生活経験に基づいたさまざまな思いや考えを出し合い、

いじめや差別を解消していくため、本音で語り合いました。 

　ある分散会では会の最後に、｢学校に帰ったら何を

していきたいですか｣との質問に、つらい体験を語っ

てくれたある生徒は、｢自分はたくさんの傷付いている

仲間に、もっと気が付けるような人になりたい。そうす

れば自分の体験をもとに、もっとそういった仲間に声

を掛けたり、何か自分にできることがあるかもしれな

いから｣と思いを語り、真剣な表情で聴く他の参加生徒も、

みな一様に心を打たれた様子でした。 

　人権フォーラム後の感想には、｢自分と違う中学校の生徒

から、普段はめったに聞くことができない人権に関するさまざ

まな思いや考えを聞くことができ、とても刺激になり考えさせ

られた｣というものが多くありました。中には｢自分のつらい状

況を、勇気を持って話したら、他校の参加生徒から温かい

励ましや、『一緒にやっていこう』など力強い言葉をもらい、

とても感激し勇気や元気が出てきた｣というものもありました。 

　人権を語ることは自分の生き方を語ること、そして、自分の

生き方を語るには過去の体験も含めて自分を受け入れること、

だと言えます。人権フォーラムに参加した中学生は、自分を

受け入れ、そして他者を受け入れようと、それぞれが精一杯

自分の思いを語り合っていました。その結果、勇気や力、温

かい思いを、語り合った仲間から持ち帰ることができました。

一人ひとりに勇気や元気、そして明日への展望を持たせる

取り組み、それが人権教育です。 

の 2 月 納 税 
○固定資産税・都市計画税・・・4期
○国民健康保険税・・・・・・・・・・8期
【納期限は2月29日㈮です】
※納税は、便利な口座振替で 

入場料　無料(ただし、当日はチ
ャリティのため、中学生以上

の方は、一人500円の募金をお

願いします) 

問合せ　(社)みえ犯罪被害者総合
支援センター　 059-213-8211、

三重県総合文化センター三重

県文化会館チケットセンター

　 059-233-1122 

 
第19回 

すずか消費生活展 

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

と　き　2月9日㈯　10時30分～

17時、10日㈰　10時～16時 

ところ　鈴鹿ハンターセンター
コート 

内　容 
○衣の部　リフォーム作品、手芸
作品展示 

○食の部　健康茶、抹茶、コーヒー、
手作りおやつの試食・試飲、

人と自然にやさしい、みえの

安心食材表示制度 

○住の部(暮らし)　消費生活相
談PR展示(鈴鹿亀山消費生活セ

ンター)、廃油石けんとぼかしの

無料配布、リフォームファッション

ショー、血圧測定、健康相談、体

温計・はかりの無料点検、不要

品バザー、わたしたちの活動報

告写真展など 

問合せ　鈴鹿市生活学校　北川
　  383-0135 

 

○講座・教室

 
健康セミナー 

｢メタボリックシンドロームは 
なぜ重要か｣ 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　4月から、健康診断で｢メタボリッ

クシンドローム｣が指摘された方は、

保健指導が義務付けられます。メタ

ボリックシンドロームの予防と自己

管理について学びましょう。 

　当事業は、鈴鹿市市民活動団

体支援補助金事業で行います。 

と　き　3月2日㈰　13時30分～

15時30分 

ところ　文化会館第2研修室 
内　容　肥満チェック(腹囲計測)、
医師による講義｢メタボリック

シンドロームはなぜ重要か｣、

管理栄養士による講義｢食生活

での予防改善・自己管理｣、作

業療法士による運動指導 

参加料　無料 
※腹囲計測と運動指導がありますの

で軽装でお越しください。 

主催・問合せ　NPO法人さくら
さくら　 374-1899　 374-1992 

 
国際理解セミナー 

｢カンボジアと近隣諸国｣ 

㈶鈴鹿国際交流協会

　 383-0724　 383-0639
sifa@mecha.ne.jp

　カンボジアの変遷と現在の状況、

タイ・ミャンマーなど近隣諸国の事

情などに触れ、世代を超えて学び

合い、国際理解を深めませんか。 

と　き　3月1日㈯　13時30分～

15時 

ところ　鈴鹿国際大学C棟102号室 
※駐車場は、図書館側学生用駐車場

をご利用ください。 

講　師　杉谷哲也さん(日本ユニ
セフ協会三重友の会会長事務

局長、高田短期大学講師) 

定　員　50人程度(先着順) 
参加料　無料 
申込み　2月29日㈮までに、電話、
またはファクス、電子メールで、

氏名、年齢、電話番号を記入の上、

鈴鹿国際交流協会へ 
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撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 鈴鹿サーキット
平成20年1月13日
秘 書 広 報 課

　平成16年度から18年度に行った市内の調査で、156種の
野鳥が確認され、このうち96種の渡り鳥が確認されました。冬
の季節に見られる冬鳥は、ジョウビダキ、ツグミ、カモ類など50
種が確認され、市内では10月下旬から4月上旬にかけて多く見
ることができます。皆さんも、池や海岸など、身近な場所で冬の
渡り鳥の観察をしてみてはいかがでしょうか。

●冬に見られる渡り鳥

ジョウビダキ（ツグミ科）
　体長は約14cmで縄張りを持
ち、鳴き声は「ヒッ、ヒッ」「カッ、カ
ッ」と聞こえ、主に昆虫類やクモ類
を採食し、木の実も食べます。丘陵
地や神社、海岸近くの樹林で見ら
れます。

ミコアイサ（カモ科）
　体長は約42cmで、オスは全身
が白く、目の回りが黒くパンダの顔
のようです。背中が黒く頭部から
頭頂にかけて冠羽があり、メスは
灰色で頭部から頭頂にかけて栗褐
色です。石垣池や浄土池、御座池
で確認されています。

ユリカモメ（カモメ科）
　昔から「ミヤコドリ」の名で知られて
いますが、本当のミヤコドリは別の種
です。ユリカモメは体長が約40cm
で、くちばしと脚が赤色をしています。
石垣池や道伯池で確認され、白子港
など伊勢湾沿岸でも見られます。

●珍しい冬の渡り鳥

トモエガモ（カモ科）
　体長は約40cmで、オスは顔の
模様が巴のような文字に見えるた
め、トモエと名付けられたと言われ
ています。希少種として「三重県レッ
ドデータブック2005」、「環境省レ
ッドデータブック」に掲載されていま
す。石垣池で確認されています。

タゲリ（チドリ科）
　広い水田地帯や湿地、河口など
に飛来しますが、個体数は多くあり
ません。頭に長い冠羽があるのが特
徴的で、希少種として「三重県レッド
データブック2005」に掲載されて
います。伊奈冨神社周辺や上田町
の水田で確認されています。

 

表紙写真

サーキットから
新たな門出

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

■発行／鈴鹿市　〒513-8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号　　059-382-1100（代表）　　http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　059-382-9036　　059-382-9040　　hishokoho＠city.suzuka.lg. jp
■印刷・制作／身体障害者授産施設 八野ワークセンター印刷係　　     059-375-4381 古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
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　人間が自然の状態に戻るとき。そんなと
きを目の当たりにしたことがあるでしょうか。
先日、阪神淡路大震災の被災経験をお聴
きしました。本号のレンズにも書きましたが、
被災者の方々の震災後数日間の生活に
ついて聴くのは初めてで、わたしにとって、
これまで新聞やテレビを通じて触れてきた

震災の報道とは異なるものでした。一言で
いえば「自然に還った人間の本質がそこに
ある」ということではなかったかと思います。
　近い将来、大きな地震が予想されていま
すが、いかに平常心や理性を保つことが
できるのか、学ばなければならないと思いま
す。（憲）
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鈴鹿市に飛来する冬の渡り鳥

ウミネコの群れ（一部ユリカモメ） 白子港
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