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伊藤  智也さん

　今年の新春特集は、北京パラリンピック競技大会の金メダリスト伊藤智也さ
んと、市内のランニングクラブに所属する小学6年生の皆さんが夢や目標につい
て話し合った座談会の様子をご紹介します。

伊藤　みんな、こんにちは。今日はみ
んなと夢、目標というテーマで話をした
いと思ってる。ぼくの場合、「夢」という
と何か漠然としている感じで、「目標」
という言葉が好きやね。「目標」ははっ
きり設定することができるし、設定した
以上、達成に向かって頑張れるから。
今日は、そんな話をしていこか。
　それじゃ、自己紹介を兼ねて、みん
ながどういう気持ちで陸上に取り組ん
でいるか、また、種目なんかを聞かせて
ほしいなあ。

北村　ぼくは速く走りたいという気持
ちで陸上をしています。鈴鹿で一番に
なりたいです。種目は1,000ｍです。

杉山　わたしはいつも自己ベストが出
せるように頑張っています。100ｍをや
っています。

舩越　楽しく走りたいし、走るのが大
好きです。100ｍで頑張っています。

坂　自己ベストを出したいことと、市町
対抗駅伝に出場したいので長距離を
練習しています。

小川　わたしは80ｍハードルをやって
います。

牧野　もともと、バスケットボールをやっ
ていたのですが、今は陸上の1,000ｍ
です。

志水　走り高跳びをやってます。
1,000mもやっています。

竹下　マラソン大会で悔しい思いをし
たので、ランニングをしたら面白くて、陸
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牧野  夢大さん石薬師RC

北村　祥さん鈴鹿AC

昨年、全天候型トラックに改装された石垣池公園陸上競技場

上を始めました。

伊 藤
　みんな、意外と中・
長距離が多いのやな
あ。それじゃあ、まず、
長距離を速く走るコツ
を教えよう。まず、長距
離はいかに呼吸を整
えるかが大切なんや。
スタートした後、2番目、

3番目のいいポジションがほしいと思うけど、無理
に取りにいくよりは呼吸を整えて走るのがいいん
や。なんでもかんでも全力で走るのではなく、よく
考えて走ることが重要なんや。
　次に大切なのは、体調管理やね。前の日に早く
寝ることや走る前に体全体が温まっていることが
大切。ウォーミングアップにしっかり時間をかけや
なあかんよ。オリンピックの100ｍの選手はウォーミ
ングアップに2時間かけるくらいや。
　3つ目が精神力。絶対に自己ベストを出すとい
う気持ち、勝ちたいという気持ちが必要やね。さ
ぼろうと思えばいくらでもさぼれる、やめようと思え
ばいつでもやめれる。実は、敵は自分の心の中に
いるんや。自分に勝ってはじめて相手に勝てると
いうこと。人に言われるのではなく、自分で進んで
やることやね。
　じゃあ、ここからは、みんなの質問を受けようか。

志水　トレーニングはどれくらいしていますか。

伊藤　走るのは、週に2、3回で、筋肉トレーニン
グは毎日してるね。

北村　練習時間はどれくらいですか。

伊藤　1日6時間くらい。その内、筋肉トレーニング
をじっくりと3時間くらいかけてやるんや。例えば、
25回腕立て伏せをしたら、10分くらい休憩する。
完全に疲れが取れたなと思ったら、また25回。こ
れを10回くらい繰り返すんや。次の日に疲れを残
さず、少しずつ筋肉を付けていく方法やね。

坂　いつから陸上競技を始めたのですか。

伊藤　車いす陸上は10年前に始めました。世界
一、金メダルまでちょう
ど10年かかったことに
なるね。

坂　車いすに乗る前
にも陸上をしていたの
ですか。

伊藤　マラソンをやっ
てた。マラソンは心臓
が大きくなってくるんや。心拍数も、普通の人は１
分間に70回くらい打つのが、ぼくの場合は40回く
らい。一生懸命に走ってもドクドク！ドクドク！ってなら
ない。だから、今、車いすでも速く走れるんやね。

牧野　ぼくはバスケットボールから陸上へ変更し
たけど、やっぱりバスケットボールもしたいです。ど
うすればいいですか。

伊藤　本当にやりたいのならバスケだけをやりな。
今一番やりたいことをやらないと、絶対後悔する
ねん。本当にやりたいことには、人間努力ができ
る。その代わり、やりたいて言うた以上、強い意志
で続けてほしいんや。

牧野　夢や目標に向かっていて、めげるときはな
いですか。

伊藤　あるある、3日に一度はめげるなあ。本気
になればなるほどつらいことも多くなる。でも、自分
自身にここで負けたらあかんてカツを入れるとまた
前へ進める。そうせんと世界一にはなれへんの
や。
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小川　食べ物には気を付けていますか。

伊藤　もちろん。カロリー計算しているよ。栄養バ
ランスも大事。ぼくは3月まで休みやで、今は筋肉を
大きくするために、お肉、タンパク質を多く摂って、
炭水化物を控えめにしている。走るようになったら
逆にする。トレーニング内容によって食べる物を考
えてるんや。

小川　陸上と全然関係ない話ですけど、伊藤さ
んは話す言葉が違うのはなぜですか。

伊藤　大阪弁なんや。生まれは三重県やけど、
大阪に長いことおったで、大阪弁なんや。変や、思
ってるんやな。ははは。

志水　陸上以外に夢はありますか。

伊藤　いい自動車に乗りたい。いい家にも住みた
いなあ。ぼくの仕事は陸上やろ。勝てばお金が入
ってくる。頑張れば、赤いフェアレディＺに乗れる。
そんな夢があるから陸上で頑張れるんや。

北村　伊藤さんの子どものときの夢はなんでした
か。

伊藤　コックさんになり
たかったな。しかも、ク
レープ屋さんの。ぼくの
家は貧乏やったから、
クレープなんか買って
もらえへんだんや。い
つかはあれを腹一杯
食べたいなあって思っ

てた。中でも、チョコバ
ナナが一番好きなんや。
もちろん、みんなも好き
やろ。

全員　好き、好き。ぼく
はバナナが嫌い。ミカ
ンクレープがいい。

伊藤　えーっ、バナナ嫌いな子がいるんか。人生
損してんなあ。今度、たまたまクレープ屋の前で会
ったらおごったげるわな。ははは。
　じゃあ、今度は君らの夢を聞かせてもらおうかな。

杉山　わたしは薬剤師になりたいです。

伊藤　なるの難しそうやな、頑張らなあかんな。で
も、できれば医者になって、ぼくを診てほしいな。

北村　ぼくは特になりたいものないです。

伊藤　何もない？だいたいそういうのに限って出
世するもんや。総理大臣になるかもしれへん。でも、
今、夢がないのは寂しいぞ、どないするねん。

舩越　ネールアーチスト。

伊藤　かわいい夢や。ぼくの爪も切ってくれな。

坂　保育士。

伊藤　子どもが好きなんやね。気持ち優しいんや。

小川　料理する人。食べ物作って、お菓子を作
る仕事。

伊藤　お菓子を作る
人はパティシェって言
うんや。

牧野　ぼくは、小説家。

伊藤　小説家か。直
木賞作家をめざすん志水  智也さん石薬師RC 舩越  咲希さんASSA-TC

杉山　杏さんASSA-TC

新春座談会
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謹賀

新年

鈴鹿市長
川岸光男

　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
のこととお喜び申し上げます。
　さて、今回の新春対談では、
伊藤選手と子どもたちに夢を
語っていただきましたが、わた
しも改めて、市民の皆さまが夢

と希望を持てるような市政運営
を推進しなければと決意を新
たにしたところでございます。
　これからも、市民の皆さまが
「住んで良かった。これからも
ずっとここで暮らしたい」と感じ
ていただける鈴鹿市づくりのた
め、職員ともども一丸となって

取り組んでまいります。皆さまの
一層のご理解、ご協力をお願
い申し上げます。

鈴鹿市長
川岸光男

や。漢字を間違わんよ
うにせなあかんでえ。

志水　ゲーム作る人
になりたい。

伊藤　ゲーム作る人？
プログラマーや。

竹下　陸上では箱根駅伝に出たいけど、将来
はシェフになりたい。

伊藤　シェフかあ。あっ、君はバナナ嫌いて言う
てたな。シェフはバナナが基本や、バナナのきれ
いなむき方から勉強せなな。ははは。箱根駅伝も
頑張りな。
　こうやって聞くと、みんな、ええ夢持ってるやん
か。けど、共通していることは一つ。今、その夢に
向かっていくために、陸上と言わず、勉強と言わ
ず、バスケットと言わず、今、目の前にあることに一
生懸命に取り組まないとその夢には届かないと
いうことな。君らは陸上で頑張ってるけど、今話し
てくれた夢にはえろう関係ないんや。でも、陸上で
頑張ることですごい自信が付いて、だんだん夢に

近づくわけや。
　では、一つ、質問や。
「夢はかなう」と思うか、
「夢はかなえるもの」と
思うかどっちやと思う？

※全員が「夢はかなえ
るもの」に手を挙げる。
　みんな、大人やなあ。

そう、夢はかなえやなあかん。じゃあ、もう一つ。
「夢は自分の努力でかなえられる」か、「周りが
協力してくれてかなえられるもの」か、どちらかな。

※4対4で意見が割れる。

　今の質問はちょっと意地悪な質問やったけど、
実は、二つとも必要やねん。自分が努力をしても
できないことでも周りの人が協力してくれるから、
夢がかなう。自分の夢をかなえるのには自分の力
と人の力が必要なんや。でも、重要なのは最初
から人の力に頼ってはいけないということ。あくま
でも自分が精一杯努力をして、足りないところを
人に力を貸してもらう、そこを絶対に忘れたらあ
かんよ。

竹下　伊藤さんは、陸上はいつまで続けますか。

伊藤　陸上は生きている限り続けるよ。今は世
界で戦うことが仕事。けれど、体力がなくなってき
たら、日本選手権になったり、県大会になったり、
だんだんレベルは下がってくるかもしれへんけど、
ずーっと走り続けたいと思ってる。あきらめへんよ。
ぼくもまだまだ、夢、目
標に向かって頑張る
から、みんなも頑張れ
な。今日は楽しかった
よ。ありがとう。

全員　わたしたちも頑
張ります。ありがとうご
ざいました。

小川  真侑さんASSA-TC 坂　実咲さんASSA-TC

竹下　遼さん石薬師RC
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レンズ レンズ 
11/22㈯

11/29㈯〜12/2㈫

11/25㈫〜12/19㈮

12/6㈯

12/9㈫

11/22㈯

11/29㈯〜12/2㈫

きれいな花壇で世界をお出迎え 
鈴鹿サーキットで花木の植栽体験 

デザインや彫刻、焼き物など 
子どもたちの美術作品が勢ぞろい 
　文化会館で平成20年度鈴鹿市幼・小中学校（園）美術作品展が

開催されました。これは、市内の園児・児童生徒が個性を生かした美

術作品を作り、互いの作品を鑑賞することで、創造の喜びを味わい、

感性を高め豊かな情操を養うことを目的に開かれたもので、絵画や工

作など約1,500点もの作品が出展されました。 

　この内、園児の作品は身近な自然の素材や廃材を利用した作品で、

楽しんで作った様子が伝わってきました。また、小学生の作品は地域

の自然や産物を生かしたり、表現したりしたものが多く、中学生の作

品は工作や焼き物など、いろいろな技法や素材に挑戦した力作がそ

ろいました。来館者は、見た目にも楽しい作品に笑顔を見せながら、

熱心に見入っていました。 

　花植木産業のＰＲと、今年から本市で再開されるＦ１日本

グランプリなどの観戦に訪れる世界中の来場者を、美しい

花木の花壇で迎えようと、鈴鹿サーキットで「第37回三重県

植木まつり」が行われました。 

　この催しは、三重県花植木振興会の主催で行っ

たもので、事前に公募した約30人の家族連れが参

加して植栽を行いました。この日は、サツキの新

品種「伊勢シリーズ」やコニファー類、パンジー

など約600株の花木や花苗を生産者の指導を受け

ながら、1本1本丁寧に花壇に植えていきました。

参加者はスコップを片手に、見た目にもきれいに

見えるよう、バランスを考えながら植えていき、

全員で見事な花壇を完成させました。また、この

日は苗木の無料配布や緑化の相談会なども行われ、

多くの来場者でにぎわいました。 
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ウォームビズの取り組みを啓発 
ちょっとした工夫で地球温暖化をストップ！ 

だれもが自分らしく輝くことのできるまちに 
ぬくたいフェスタ2008～ともに生きる～ 

主人公になって物語の世界を疑似体験 
卒業記念イベント「アニマシオン」 

　障がいの有る無しにかかわらず、すべての人がいきいき

と暮らし、ぬくたい（温かい）地域をつくろうと、障がい者

差別をなくす強調週間実行委員会主催「ぬくたいフェスタ

2008」が、一ノ宮団地解放センターと人権教育センターで

開催されました。 

　フェスタでは、午前中に子どもの遊びや工作コーナー、

食べ物コーナーが設けられ、午後からは、夢人（宮崎保さん・

瀧口準さん）と森本おりえさんによるぬくたいコンサートが

開かれました。宮崎さんらは、友だちといると楽しい、友だち

を増やそうと歌う「ともだち」や、

大切なものは命、大切なものは

助け合うことと歌う「大事なもの

はなんやろう」などを演奏し、

大きな拍手を受けていました。 

　市役所本館1階市民ロビーで、地球温暖化防止のために環境

省が提唱する「ウォームビズ」を来庁者や職員に広く知ってもら

おうと、ビジネススタイルや啓発パネルが展示されました。 

　「ウォームビズ」とは、暖房時の室温の目安を20℃にして「寒いと

きは着る」「過度に暖房機器に頼らない」といった原点に立ち返って、

動きやすく暖かい衣服を着るビジネススタイルのことをいいます。 

　来庁者は「衣服を調整するといったちょっとした工夫が、

地球温暖化防止につながるな

ら家庭でも生かしたい」などと

話しながら、すぐにでも家庭で

取り組める地球温暖化防止の

方法を参考にしていました。 

　子どもたちが童話などの物語の世界に出向いて疑似

体験をする「アニマシオン」が栄小学校で行われました。 

　このイベントは卒業記念として毎年行われている

もので、6年生39人が、読み聞かせボランティアによ

る「エルマーの冒険」の読み聞かせを聴いた後、数

人ずつのグループになって、公民館や体育館に手作

りで再現されたセットの中に足を踏み入れました。 

　セットの中では、子どもたちが物語の中に出てきた

アイテムカードを使って、読み聞かせの内容を必死に

思い出しながら、ボランティアがふんするゴリラ、ライオン、

ワニ、トラ、サイと

いった動物に立ち

向かい、物語と同

様に、最後には竜

の子どもを助け出

しました。 

　子どもたちは口々に、「自分がエルマーになった気が

して楽しかった」「違う物語でもやってみたい」と楽しそ

うに話しながら、物語の気分に浸っていました。 

ゆめびと 
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なかま 
旭が丘郷土誌編集委員会

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、国境を越えて環境問題に
取り組む花井さんです。

花井錬太郎さん

☺パプアニューギニアと環境交流 
自然環境の保護をテーマにパプア

ニューギニアの皆さんたちと交流を行

っています。昨年9月に国際交流団体

「アジア・パシフィック友好の翼」とい

うグループを結成し、10人で現地を1

週間訪問しました。そのとき、鈴鹿の

子どもたちに描いてもらった絵を届け、

学校には文房具などを贈りました。帰

りには現地の子どもたちの描いた絵を

預かり、12月にそれらの絵や写真、民

芸品などを紹介する展示会を開催しま

した。パプアニューギニアの子どもたち

の作品には美しい海や森、多くの動物

などが描かれ、自然の豊かさが表現さ

れていました。そして、環境を守るメッ

セージも併せて書き込まれていました。 

 

☺南の島の願い 
パプアニューギニアは多くの自然が残

る半面、確実に開発の波も押し寄せてき

ており、さらに、地球温暖化による海水

面上昇などの影響も受け始めています。

今、現地の自然を守る運動を始めな

いと間に合わなくなってしまう恐れが

あります。子どもたちの絵画の交換な

どを通じて、両国の自然の良さを紹介

し合い、自然保護の大切さを訴えてい

きたいと思っています。 

 

☺子どもたち同士の交流を 
そもそも、パプアニューギニアとわた

しの交流のきっかけは、現地で戦死し

た父の慰霊訪問でした。その後、学校

関係者を通じて、子どもたちとの交流

が始まりました。将来は、子ども同士の

相互訪問で、交流の輪がさらに広がる

ことを願っています。 

☺公民館開館30年を記念して作成 
昭和54年に開館した旭が丘公民館

は今年30周年を迎えます。昨年4月、

その記念事業を何にするかを検討する

中で、わたしたちの住む旭が丘の歴

史を本の形で残そうということになりま

した。編集委員会は協力者も合わせて

総勢5 0人でスタートし「地誌・沿革」

「産業・交通・通信」「教育・各種団体」

「文化財・追憶・年表」の4つの班に

分かれ、資料収集や編集作業を進めて

います。この「旭が丘郷土誌」は3月ごろ

に完成し、全世帯に配布する予定です。 

 

☺これからも伸び行く旭が丘 
わたしたちが住む旭が丘は明治時

代後期に開拓団が入植し、その歴史

が始まりました。しかし、昭和12年に海

軍航空隊基地が計画されたことにより

入植者が退去させられ、開拓が再開さ

れたのは戦後のことでした。その後、昭

和28年ごろには大東紡織が進出し、町

の発展が加速しました。 

このように新しいまちとして生まれた

旭が丘には、神社・仏閣や古文書、郷

土資料もほとんどない状況でしたが、

なければないなりにと、古くからの住民

の方に話を伺ったり、個別にアンケート

をお願いしたりして編集を進めています。

その結果、町の歴史として、また読み

物として、予定を超えたペ－ジ数の

本にまとまることになりました。 

今、大東紡織の跡地は大型店舗や

新興住宅地として再開発され、小学校

も建て変わり、旭が丘は新たな発展を

始めました。この郷土誌が、住民の皆

さんの地元への愛着心を深め、さらに

絆を強めることの一助になればと願っ

ています。 

問合せ　旭が丘公民館（　386-5399）

情報局 
こちら すずか 

ワードパズル ワードパズル 
■
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情報局 
こちら すずか 

和布のキルト& 
原毛からのフェルト展 鈴鹿市民歩こう会  

第14回かるがも演奏会 
(吹奏楽) 

軟式野球連盟 
新規加入チーム募集 実用筆ペン教室

 
 

飯野高校卒展 
ファッションショー 

ＥＭ勉強会  
リフレッシュ健康体操 

(60歳以上) ゴスペルを歌おう！ 
 

英検・TOEIC勉強会  

ジェフリーふぇすた2009 
 

ジャズとHIPHOPを 
楽しく踊ろう! 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

心身共にリラックス 
｢ヨガ｣ 

第1回 
石薬師・杉の子作品交流展 

闘魂倶楽部 
ラガーマン募集 

●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19日㈪〜23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３月５日号掲載分です

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 天然で最も硬い物質で、宝石や研磨剤として利用       
② 野球などで、新人選手のこと       
③ 小ねじのこと       
④ エジプト第18王朝第12代の少年王「○○○カーメン」      
⑤ 英語で「海」のこと
⑧ 食物を煮る、ゆでる、蒸すなどの加熱調理する器    
⑩ 排水管や煙突などに用いる粘土を焼いて作った管       
⑪ ある物事に関係すること        
⑬ 地上デジタルを略して「地○○」      
 
① 日本を代表する北海道日本ハムファイターズの投手
⑥ 巨人石像モアイがあるチリ領の島 
⑦ タイの形で、あんを入れて焼いた菓子「タイ○○」
⑨ シーズンに先がけて作られたファッション「ニュー○○○」
⑪ 建物の外周の部分、また、部屋などを仕切るもの 
⑫ 家庭用電気製品の略語
⑭ 根性を強めていう語

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

ヨ
　
　
　
コ

タ
　
　
　
テ

※答えは2月5日号のこのコーナーに掲載します。

鹿 

■

　川みよ子
　370-1759

鈴木利昭
　383-0712

服部美智子
　386-2477

三重県軟式野球連盟鈴鹿支部事務局
　丸市正毅　　382-2670

木平桂洞
　386-0587

飯野高等学校応用デザイン科
　三村・堀　　383-3011

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

健康運動指導士　川浦日出美
　　090-7679-0438

鈴鹿ゴスペルクラブ
坂口　　368-3605

簿記・英語研究会
三　　　・　367-2621

実行委員会　寺井
　382-6431

酒井圭子
　386-7694

保井
　090-4185-1514

鈴木
　384-5887

杉の子特別支援学校
小川直紀　　379-1611

除村秀輝
　090-9193-0210

とき／1月30日㈮〜2月1日㈰10時〜
17時　ところ／文化会館さつきプラ
ザ　内容／仲間の作品100点展示　入
場料／無料　※即売あり、販売収益の
一部を福祉に寄付させていただきます。

とき／1月17日㈯　内容／鈴鹿の酒蔵
集合／白子東公園9時　参加費／200円
とき／2月15日㈰　内容／志摩大王崎
バスハイク　定員／先着135人　参加
費／2,000円　※初参加者大歓迎

とき／1月18日㈰13時開場、13時30
分開演　ところ／市民会館　内容／
篤姫、トゥルース、Zガンダムなど　入
場料／無料　※ご家族そろってお気
軽にお越しください。お待ちしてます。

対象／企業チーム、一般クラブチ
ーム　試合開始／3月1日㈰から
申込締切り／2月10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。

とき／毎月第2・4水曜日9時30分
〜11時30分　ところ／寺家会館
(寺家三丁目24-6)　内容／手軽
で便利な筆ペン　会費／月2,000
円　※気軽にご参加ください。

とき／1月28日㈬〜2月1日㈰9時30分
〜17時　ところ／三重県立美術館県民
ギャラリー　内容／ファッションシ
ョー(エントランスホールで31日㈯、
1日㈰両日18時から)　入場料／無料

とき／1月16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使
い方と応用　参加費／500円(ＥＭ
菌含む)　※気軽にご参加ください。

とき／第2回：1月7日㈬、21日㈬、第3回：
2月4日㈬、18日㈬いずれも9時30分〜
11時30分　ところ／防災センター2階会
議室　内容／元気になる体操をします。　
定員／20人程度(定員になり次第締め切り)

対象／大人　とき／1月8日㈭、22
日㈭(毎月2回)13時〜14時　とこ
ろ／牧田会館　内容／ゴスペルは初
めてという方もすぐ楽しめます。　
参加費／無料　申込み/当日会場へ

対象／中学生以上　とき／毎週土曜日
または日曜日17時30分から各1時間
授業　ところ／文化会館　内容／英検
3級〜2級およびTOEIC初級講座　定員
／各10人　受講費／2,500円(月4回)

とき・内容／2月7日㈯14時から人
形劇、8日㈰10時〜16時ハンドメ
イド横丁(手作り作品展示販売)、13
時から講演会｢男だてらに女泣き｣な
ど　ところ／ジェフリーすずか

とき・対象／月曜日午前・大人、火曜日午前・
ママとkid's、夕方・kid's、夜・大人と子ども合
同、水曜日・大人　内容／男性だけのメタボ
ダンス募集、高齢者でも踊れるぞダンス募集、
ダンスは生きがいのある人生に花を添える。

とき／1月13日㈫19時〜21時　ところ／
白子公民館(近鉄白子駅東口徒歩5分)　内
容／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。　参加費／100円
※どなたでも気軽に参加してください。

とき／毎週火・金曜日10時30分〜12
時、13時〜14時30分　ところ／鈴鹿
エース2階　※身体が硬くても、初心
者の方でも大丈夫です。ヨガの呼吸に
合わせてゆったりとポーズしましょう。

とき／1月6日㈫13時から9日㈮15時まで　
ところ／市役所本館1階市民ギャラリー　
内容／平成22年4月に杉の子の分校が石薬師
高校に開設の予定です。両校が｢共生｣して、さ
らに｢絆｣を深めていくための作品交流展です。

とき／毎週日曜日15時〜17時　と
ころ／高校のグラウンドまたは河川
敷　内容／素人おやじたちのラグビ
ーチームです。年齢に関係なくどなた
でも参加できます。　会費／月500円

③① ② ④ ⑤

⑥ 　 　

⑦ ⑧ ⑨ ⑧　

　 ⑫

　 　

⑭ 　

⑨

けいどう



情報館 確定申告

確定申告確定申告についてお知らせします 確定申告についてお知らせします 
間もなく平成20年分所得税の申告時期です。例年、期限がせまると大変混雑し

ますので、申告はできるだけ早く済ませましょう。

❶

　所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所

得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などと

の過不足を精算する手続きです。 
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市民税課　 3 8 2 - 9 4 4 6 　　 3 8 2 - 7 6 0 4  
s h i m i n z e i @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

新しく市・県民税に設けられた住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン
控除）。所得税で控除しきれなかった分は、市・県民税(所得割)から控除され
ます。毎年申告が必要です。

■景観行政団体とは ■景観計画とは 

■景観計画に基づく届出先が変わります 

◆確定申告が必要な方

●給与所得があり、以下の条件に該当する方
○給与の年収が2,000万円を超える方 

○給与を1箇所から受けていて、各種の所得

金額（給与所得、退職所得を除く）の合

計額が20万円を超える方 

○給与を2箇所以上から受けていて、年末

調整をしなかった給与の収入金額と、

各種の所得金額（給与所得、退職所得を

除く）との合計額が20万円を超える方 

○同族会社の役員やその親族などで、そ

の同族会社からの給与のほかに、貸付

金の利子、店舗・工場などの賃貸料、

機械・器具の使用料などの支払いを受

けた方 

●公的年金などにかかる雑所得のみの方
（一定以上の収入金額がある）
●個人で事業を営んでいる方や不動産収入

のある方
●不動産や株式などを譲渡された方

◆確定申告をすれば税金が戻る方
　（税金が納め過ぎになっている方）
●総合課税の配当所得や原稿料がある方
（年間の所得金額が一定額以下である場合）
●給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄附

金控除、住宅借入金等特別控除（年末調整
で控除を受けている場合を除く）などを受
けられる方

●所得が公的年金などにかかる雑所得のみ
の方で、医療費控除や社会保険料控除など
を受けられる方

●年の途中で退職した後、就職しなかった方
（給与所得について年末調整を受けていな
い場合）

●予定納税をしている方で、確定申告の必
要のない方

◆申告と納税の期限

平成20年分の所得税・贈与税
3月16日㈪

平成20年分の消費税および地方消費税
3月31日㈫

※納税は、便利な口座振替をご利用ください。 

 
◆確定申告会場

と　き　2月12日㈭〜3月31日㈫　9時〜17時　

　　　（土・日曜日、祝日は除く）

ところ　鈴鹿ベルシティ2階　イオンホール

※申告会場は、ジャスコ店舗側入口のみ入場可能です（専

門店側は出口専用です）。 

※開設時間は17時までとなっていますので、混雑状況に

応じ、早めに案内を終了する場合があります。 

※期間中は、税務署には申告会場を設けません。申告書

の提出は、従来どおり税務署で行うことができます。 

※詳しくは、鈴鹿税務署個人課税部門（　382-0351（代表））

へお問い合わせください。電話は自動音声で案内していま

すので、申告会場に関することは「2」を選択してください。 
 

◆申告書の作成はご自身で
　確定申告会場は大変混雑しますので、インターネット

の国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

（　h t t p : / / w w w . n t a . g o . j p）をご利用ください。

24時間いつでも確定申告書（多額の医療費を支払っ

た場合や住宅を購入した場合などの還付申告、株式

や不動産などを売却した場合の申告）や青色申告決

算書、収支内訳書、消費税の確定申告書、贈与税の

申告書などが簡単に作成できます。 

　また、電子申告（e-Tax）を利用すると、自宅で

インターネットを通じて申告ができ、大変便利です

（新たにご利用される場合は、e-Taxのホームページ

（　http : / /www.e- t ax .n ta .go . jp）をご覧ください。

利用開始の手続きなど、最新の情報をお知らせしています）。 



確定申告についてお知らせします 
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都市計画課　 3 8 2 - 9 0 2 4 　　 3 8 4 - 3 9 3 8   
t o s h i k e k a k u@c i t y . s u z u k a . l g . j p

情報館 景観行政団体

鈴鹿市が景観行政団体になりました 

❷

新しく市・県民税に設けられた住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン
控除）。所得税で控除しきれなかった分は、市・県民税(所得割)から控除され
ます。毎年申告が必要です。

本市は、1月1日から景観行政団体になりました。今後、地域の特性を生かし
た景観づくりを行い、鈴鹿の風景、風土に合った景観行政を行っていきます。

　市内には、鈴鹿山脈、伊勢湾、鈴鹿川など、雄大で美しい自然景観や城下町、旧東海道・旧伊勢街道の宿場

町に代表される歴史や文化に彩られた伝統ある景観が数多く残っています。こうした先人から受け継いできた

景観を守り、育て、次世代へと引き継いでいくことは、現在に生きるわたしたちの使命であるといえます。 

　こうしたことから、本市の地域の特色を生かした良好な景観づくりをわたしたちの手で進めていくために、

本市は三重県知事の同意を得て、1月1日から「景観行政団体」になりました。 

　景観法に基づき、地域における景観行政を一元

的に担う主体となります。都道府県、政令市、中

核市は自動的に景観行政団体となっていますが、

景観行政に意欲のあるその他の市町村は、都道府

県知事との協議、同意により景観行政団体になる

ことができます。 

　現在、鈴鹿市域で運用されている三重県景観計

画は県下全域を計画区域とするものであり、その

地域の特性を生かしたきめ細かな景観づくりを行

うには難しい面がありました。 

　景観行政団体になると景観計画を策定できるな

ど、それぞれの地域の特性を生かした独自の景観

形成施策を行うことができます。 

景観法・・・都市、農山漁村などにおける良好な景観の
形成を図るため、良好な景観の形成に関する

基本理念および国などの責務を定めるとともに、

良好な景観の形成のための規制、景観整備

機構による支援など、所要の措置を講ずる

わが国で初めての景観についての総合的な

法律です。なお、この法律が全面施行された

毎年6月1日は「景観の日」とされています。 

　景観行政団体が法に基づく施策を実施していくための景観

に関する基本計画のことで、主に次のような内容を定めます。 

○景観計画の対象となる区域 

○良好な景観を形成していくための方針 

○行為の制限に関すること（建築物、工作物に使用する色彩の範囲など） 

○景観重要建造物や景観重要樹木の指定の方針　など 

 

　現在、市では「鈴鹿市景観計画」案の策定を行ってい

ます。今後、パブリックコメント、説明会などを通じて、

皆さんの意見を取り入れながら策定作業を進めていきます。 

 

　市内で一定規模以上の建築物、工作物の新築、開発行

為など、景観に影響を与えると考えられる行為を行う場

合は、行為着手の30日前までに届出が必要です。平成20

年4月1日から三重県景観計画に基づく届出が行われてい

ましたが、1月1日からは、届出先が三重県知事から鈴鹿

市長に変わりました。 

　鈴鹿市景観計画ができるまでの間、三重県景観計画に

定められた規定を運用しますが、届出様式に変更があり

ますので、都市計画課窓口（市役所本館9階）か市ホーム

ページから届出用紙の入手をお願いします。 

■景観行政団体とは■景観行政団体とは ■景観計画とは■景観計画とは 

■景観計画に基づく届出先が変わります■景観計画に基づく届出先が変わります 

■景観行政団体とは ■景観計画とは 

■景観計画に基づく届出先が変わります 



12 2009・1・5

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　1月29日㈭、30日㈮　17時
15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

※北通用口は利用できません。南玄関

からお越しください。 

 
平成20年分公的年金等の 
源泉徴収票を送付します 

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

　国民年金・厚生年金の老齢年金

や老齢基礎年金などは、税法上｢雑

所得｣と見なされ、所得税の課税対

象になっています。そのため、社会保

険庁は、年金を支払う際に所得税の

源泉徴収を行い、老齢年金などの受

給者全員に｢公的年金等の源泉徴収

票｣を1月31日㈯までに送付します。 

　二つ以上の年金を受けている人

や年金のほかに給与所得などのあ

る人は、確定申告のときに源泉徴

収票の添付が必要になりますので、

大切に保管してください。 

※障害年金や遺族年金については、

課税対象とはなりませんので源泉

徴収票は送付されません。 

問合せ　｢ねんきんダイヤル｣　
　0570-05-1165(IP電話・PHSか

らは　 03-6700-1165) 

 
寄附金控除が拡充されます 

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

　これまで、地方公共団体などへの寄

附金に対する税制度は、10万円を超え

る金額について控除対象とし、総所得

金額等から控除する所得控除方式と

なっていましたが、今年度の税法改正

により、5,000円を超える金額が対象と

なり、控除方式も税額(所得割)から控

除する税額控除方式に変わりました。

さらに、ふるさと納税制度が創設され地

方公共団体に対する寄附金は、5,000

円を超える金額について、市民税・県民

税所得割のおおむね1割を上限として、

所得税と合わせて全額が控除されます。 

 
公的年金からの住民税天引き 
(特別徴収)制度が導入されます 

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

　平成21年10月以降に支払われる

公的年金について特別徴収制度が

導入されます。現在、納付書などで

お支払いいただいている住民税が、

公的年金などから差し引かれます。 

対　象　前年中に公的年金等の支
払いを受けた方で65歳以上の方 

天引きされる税額　公的年金等に係
る所得割額および均等割額 

※公的年金等以外の所得に係る所得

割額がある場合は、特別徴収の対

象外となります。 

 
市・県民税で住宅ローン 
控除が行われます 

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

　平成20年分の所得税から住宅ロ

ーン控除額が引き切れなかった場合、

市民税・県民税住宅借入金等特別

税額控除申告書(住宅ローン控除

申告書)を提出してください。平成

21年度市民税・県民税の所得割税

額から控除されます。 

対　象　平成11年1月1日から平成
18年12月31日までに入居した方 

提出先　 
○確定申告をしない場合　市民税課 
○確定申告をする場合　確定申告
書と一緒に提出 

※e-Taxで確定申告をする場合は、住宅ロ

ーン控除申告書のみを鈴鹿税務署へ 

提出期限　3月16日㈪
 
特別児童扶養手当について 

ご案内します 

障害福祉課　 382-7626　 382-7607
shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

対　象　身体、精神や知的の障が

いがある20歳未満の児童を養育し

ている方で、市内に住所があり、所

得が国の定める限度額未満の方 

※児童とは、国内に住所があり、施設な

ど(一部を除く)に入所していない方で、

国が定める障がいの程度に該当し、

障がいを支給事由とする公的年金を

受け取ることができない方に限ります。 

障がい程度
身体障害者手帳　1級～3級・4級の一部 

療育手帳　A1(最重度)・A2(重度)・

B1(中度)・B2(軽度)の一部 

精神障害者保健福祉手帳　1級・2級 

※手帳の等級はあくまでも目安です。 

手当額(1人あたり月額)
1級　5万750円 

2級　3万3,800円 

※障がいの程度で手当額が異なります。

詳しくは、障害福祉課へ 

 
電子証明書を取得して 
e-Taxのご利用を 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

　平成20年分の所得税の確定申

告書の提出を、納税者本人の電子

証明書を利用して、1月5日㈪から3

月16日㈪までの期間内にe-Tax(国

税電子申告・納税システム)で行う

場合、所得税額から最高5,000円(そ

の年分の所得税額を限度とします)

の控除を受けることができます(平

成19年分の確定申告で、この税額

控除の適用を受けた方は受けられ

ません)。このe-Taxを利用するには、

県・市などから個人向けに発行さ

れる｢公的個人認証サービス｣によ

る電子証明書の取得が必要です。

確定申告時期が近付くと、電子証

明書の発行の際に窓口でお待ちい

ただく場合もありますので、電子証

明書の取得はお早めにお願いします。 

電子証明書の取得方法　住民基本
台帳カード(住基カード)に格納し

ますので、市民課の窓口で住基

カードを入手した後に、電子証

明書発行申請書などを提出して

取得できます(発行手数料として、

住基カードは500円、電子証明書

は500円が必要)。本人確認書類

として、運転免許証、パスポート

などの官公署が発行した写真付

お 知 ら せ  
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都市計画道路の見直しに 

ついてご意見を 

都市計画課　 382-9063　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　未整備の都市計画道路について、

県・市が協力して都市計画道路の役

割や必要性が低下している可能性に

ついて検証を行い、｢廃止・変更・存続｣

の方向性を示すため、基本的な考え

方や手順をマニュアル化したものが｢三

重県都市計画道路の見直しガイドラ

イン｣として、平成19年3月に策定され

ました。そのため、全県的な取り組み

として各市町が見直し作業を行ってお

り、本市の素案がまとまりましたので、

見直し方法、過程、候補路線などに

ついて、皆さんからの意見を募集します。 

募集期間　1月8日㈭～2月6日㈮ 
閲覧場所　都市計画課、市政情
報課、市ホームページ 

意見提出方法　住所、氏名を記入の上、
郵便、ファクス、電子メールのいず

れか、または直接、都市計画課へ 

※寄せられたご意見は、個人が特定でき

ないように類型化してまとめ、回答とと

もに市ホームページなどで、後日公表し

ます。なお、個別には回答しません。 

 
市有財産を一般競争入札 
により売却します 

管財営繕課　 382-9009　 382-8188
kanzaieizen@city.suzuka.lg.jp

所在地　神戸九丁目824番1 
地　目　宅地 
地　積　1,514.4㎡ 
用途地域　近隣商業地域 
予定価格(売却最低価格)　3,438万円 
※同敷地上の建物3棟他については現

況有姿にての引き渡しとなります。また、

これらの建物は老朽化が激しく、耐震

基準も満たしていないことから、1年以

内の解体処理を売払条件とします。 

◆主な建物の明細
1.用　途　事務所 
　構　造　鉄筋コンクリート造 
　面　積　3,386.951㎡ 
2.用　途　物置 
　構　造　軽量鉄骨造 
　面　積　13.77㎡ 
3.用　途　プロパン庫 
　構　造　軽量鉄骨造 
　面　積　4.15㎡ 
◆入札 
と　き　1月30日㈮　13時30分から 

ところ　市役所本館10階入札室 
入札参加受付　1月8日㈭から26日㈪(土・
日曜日、祝日を除く)までの8時

30分から16時までに、直接、

管財営繕課へ 

※郵送による申込みはできません。 

※入札参加資格など入札参加申込み

について詳しくは、管財営繕課へ 

【現地説明会】
と　き　1月19日㈪　10時から 
ところ　売払物件所在地 
※現地に駐車場はありませんので、市役

所来庁者用駐車場をご利用ください。 

 
不動産を公売します 

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

　三重地方税管理回収機構が不動

産の公売を実施します。公売に参加

できる資格に制限がありますので、詳

しくは、下記へお問い合わせください。 

と　き　1月21日㈬　10時30分～11時 

ところ　三重県津庁舎6階第61
会議室 

問合せ　三重地方税管理回収機
構徴収課(津市桜橋3丁目446-34

県津庁舎内　 059-213-7355 

　　http://www.zei-kikou.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、右記○印の

児童クラブでは指導員

不足のため、子ども好

きの指導員を急募して

います。また、児童の

募集も行っています。 

※ただし、掲載時点で募

集を締め切っている

場合がありますので、

希望される方は、直接

施設へお問い合わせ

ください。 

放課後児童クラブの児童・指導員を急募しています 
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　　　　　名　　　　　　　　　称 

金太郎学童保育所 

桜島学童保育　ももたろう 

神戸小学校区かんたろう学童保育所 

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ 

牧田地区児童クラブ運営委員会　つくし 

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 

箕田学童保育所 

ながさわ保育会　元気っ子クラブ 

法輪児童館　 

栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子 

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 

井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子 

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 

河曲小学校区放課後児童クラブ　かわたろう 

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル 

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒっ子 

玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣学童保育所 

若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう 

稲生小学校区放課後児童クラブ　ゆめっ子くらぶ 

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ（平成22年開設予定）　 

　 住　　　　　所 

石薬師町2089-2 

桜島町三丁目10-1 

神戸八丁目9-15 

白子二丁目7-38 

岡田町699 

郡山町向山729-1 

北江島町43-8 

阿古曽町25-6 

住吉一丁目4-29 

中箕田一丁目10 -12 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

五祝町1774 

山本町1255-2小山集会所内 

庄野東三丁目13 -3 

神戸二丁目20-8 

和泉町235-1 

国府町3519-1 

十宮町719 -2 

高岡町2665 -2 

白子町字ハザマ2006-1 

東玉垣町1386-2 

若松中一丁目6 -11 

稲生三丁目13 -10 

東磯山二丁目26-18

電話番号 

374-1978 

387-0371 

383-1519 

388-2774 

367-3606 

372-2084 

368-1223 

367-3367 

367-1711 

395-1003 

371-0151 

385-0190 

388-1187 

371-2300 

379-0811 

382-3708 

370-2353 

370-0605 

383-3070 

367-2780 

386-2611 

382-5522 

385-0200 

388-3398 

387-6012

指導員募集 
＿ 

○ 
＿
 

○ 
＿
 

＿
 

○ 
＿
 

○ 
＿
 

＿
 

＿
 

＿
 

○ 

○ 
＿
 

＿
 

＿
 

○ 
＿
 

○ 

○ 

○ 

○ 
＿ 

児童募集 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
＿
 

○ 
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就学資金貸付説明会を 

開催します 

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

対　象　高校・大学・専修学校な
どに在学、または進学しようとす

る子をもつ母子家庭の方 

と　き　2月1日㈰　11時から 
ところ　市役所本館12階1205会議室 
貸付限度額(月額)
◆国公立(月額)　高等学校1万
8,000円、高等専門学校2万1,000円、

短期大学4万5,000円、大学4万

5,000円、専修学校(高等課程1万

8,000円、専門課程4万5,000円、

一般課程2万9,000円) 

◆私立(月額)　高等学校3万円、
高等専門学校3万2,000、短期大

学5万3,000円、大学5万4,000円、

専修学校(高等課程3万円、専門

課程5万3,000円、一般課程2万

9,000円) 

貸付利率　無利子 
貸付期間　在学期間中 
償還期間　卒業後6カ月を据え置き、
その後10年以内(専修学校一般

課程は5年以内) 

 
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

　次の団地に空き部屋ができまし

たので入居者を募集します。 

団地名・所在地・構造・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　1戸(0戸) 

　1万6,000円～3万5,200円 

○高岡山杜の郷(高岡台四丁目)
　中層耐火造3階　3戸(1戸) 

　2万円～4万3,900円 

○潮風の街磯山(東磯山二丁目)
　中層耐火造4階　1戸(0戸) 

　2万4,400円～5万3,700円 

　別に単身用として1戸(0戸) 

　1万4,400円～3万1,600円 

※(　)内は優先戸数 

※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　次の全要件を満たす方 
○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

ただし、単身用の部屋は満60歳以上の

方(昭和31年３月31日以前生まれの

方は50歳以上)などの資格条件とな

ります。詳しくは、住宅課へ 

○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 

○暴力団員でない方 

申込期間　1月5日㈪から19日㈪

(土・日曜日、祝日を除く)の8時

30分から17時15分までに、住

宅課所定の申込書類に必要書

類を添えて、直接、住宅課へ 

選考方法　申込み多数の場合は、3月
中旬ごろ、抽選により決定します。 

優先措置　障がい者世帯、母子世帯
など(申込みの際に、申し出てください) 

入居時期　平成21年4月上旬予定 
※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。 

 

○催し物

第28回小・中学校書写展 

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

と　き　1月24日㈯、25日㈰　10時

～17時、26日㈪　10時～14時 

ところ　鈴鹿べルシティ2階イオンホール 
内　容　市立小・中学校児童生徒
の書写作品の展示 

入場料　無料 
 

すてきな年賀状展 

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

と　き　1月23日㈮～29日㈭

　(26日㈪は休館) 

ところ　図書館1階ロビー 
内　容　市民の皆さんや著名人
からお借りしたすてきな年賀

状を展示します。 

◆すてきな年賀状を募集します
募集期間　1月18日㈰まで　 
内　容　個性豊かな自作年賀状
やお手元に届いたすてきな年

賀状を募集しています(顔写真

入り年賀状はご遠慮ください)。 

申込み　応募するはがきをお持
ちの上、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。 

 
史跡伊勢国分寺跡 
発掘調査現地説明会 

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

と　き　1月24日㈯　10時～12時

(少雨決行) 

ところ　史跡伊勢国分寺跡(考古
博物館北側) 

内　容　遺跡の発掘調査につい
ての説明 

※10時までに直接、現地にお越しください。 

 
未来へつなぐ宝物 

-第1回郷土資料室・新収蔵品展- 

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

と　き　1月17日㈯～3月1日㈰
　(ただし、月曜日・第3火曜日は休館) 

ところ　考古博物館特別展示室 
内　容　郷土資料室に新たに収蔵
された大場家・黒田家・本田家・長

谷川家などの資料の中から、えりす

ぐりの名品約80点を展示公開 

観覧料　一般・学生200円、小・
中学生100円(70歳以上の方と

身体障害者手帳をお持ちの方

(介護者1人を含む)は無料) 

関連事業　　
○講演会1｢神戸藩・文人の系譜｣
と　き　1月18日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　衣斐弘行さん(鈴鹿市文
化財調査会会長) 

○講演会2｢鷹狩-紀州藩の伊勢国鷹場-｣
と　き　2月22日㈰　14時から 
ところ　考古博物館講堂 
講　師　井上正秀さん(四日市市
文化財審議会副会長) 

 
野鳥の観察会 

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

と　き　2月1日㈰　10時～12時

(雨天決行)　 

ところ　鈴鹿青少年の森 
内　容　フィールドスコープな
どを使用した野鳥の観察や講

師による解説 

定　員　40人(応募者多数の場合抽選) 

催 し 物  

くらしの情報 

お 知 ら せ  



152009・1・5

の 1 月 納 税 

鈴鹿市マスコットキャラクター 

　 モータースポーツ都市宣言って何?

　　日本のモータースポーツのメッ

カとして、国内はもとより、世界に

その名が認知されている本市は、

平成16年12月に｢モータースポー

ツ都市宣言｣を行いました。 

モータースポーツ 

Q

A

ミニ知識ミニ知識 ミニ知識ミニ知識 ミニ知識 

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 

2008年度人権ふれあい劇場｢バイバイわたしのおうち｣ 

○市・県民税⋯4期
○国民健康保険税⋯7期
【納期限は2月2日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 

参加料　無料 
申込み　1月22日㈭(必着)までに、

はがき、電話、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、申込みいただいた

方に締切後に連絡します。 

 
第8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17日㈯　10時～17時、
18日㈰　10時～16時 

ところ　鈴鹿ハンター 
内　容　鈴鹿川に住む生き物にさ
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、えとのマスコットづくり、

どんぐりを使った工作、カブトム

シの幼虫展示、車いす体験、卯

の花を使ったコロッケ試食、市

調査で採取された昆虫標本展示，

エコステージなど 

主　催　第８回鈴鹿川流域の環
境展実行委員会(やすらぎくん

ネット) 

問合せ　すずかのぶどう(　・　387-
0767　budou＠mecha.ne. jp)  

　○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9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 

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。なお、講習はマイク

ロソフト・オフィス2003を使用します。 

◆午前の部：9時30分から
○基礎２　1月24日㈯と25日㈰
○ワード基礎　1月15日㈭と16日㈮ 
○ワード応用　1月21日㈬と22日㈭ 
○エクセル基礎　1月17日㈯と18日㈰、
1月27日㈫と28日㈬ 

◆午後の部：13時30分から
○基礎１　1月15日㈭と16日㈮、
1月21日㈬と22日㈭

○基礎２　1月17日㈯と18日㈰ 
○ワード基礎　1月24日㈯と25日㈰ 
○エクセル応用　1月27日㈫と28日㈬ 
ところ　図書館2階 
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) 

公開文化講座 
国際料理教室＆外国のお話  

鈴鹿国際大学国際交流センター

　・　372-3944
koukai@suzuka-iu.ac.jp

と　き　1月30日㈮　18時～20時 
ところ　千里ヶ丘公民館(予定) 
内　容　留学生が日本では珍しい母
国の料理を教えてくれます。料理を食

べた後、外国のお話を楽しくしましょう。 

講　師　アーナンダ クマーラ(本学
教員)、本学留学生数人 

定　員　20人 
受講料　1,500円 
申込み　1月16日㈮まで 

　本市は、平成5年に｢人権尊重都市宣言｣を行いました。

この宣言文の趣旨にのっとり、人権意識の高揚と人権文

化の創造を図ることを目的として、感性に訴えかける人

権啓発事業を実施しています。 

　子どもにも大人にも同じ人権が保障されています。この

ことは普段の生活のなかでは、なかなか気づかないのか

もしれません。そこで、劇を通して人の心のやさしさやぬ

くもり、成長を感じ、命・愛・家族の大切さをいま一度考え

ていただければと、人権ふれあい劇場｢バイバイわたしの

おうち｣を開催します。両親の離婚による子どもの心の傷や、

居場所の喪失感などは、現実にわたしたちの周りでは避

けて通ることができない事実となっています。劇を通して、

子どもと大人の思いや価値観の違いを感じ、そしてその

違いを認識し、子どもたちが現実に力強く立ち向かう勇

気を持つことの大切さを感じとっていただきたいと思います。 

　人と真剣に向かい合って信頼関係を築いていってほし

い。そうすればきっと明日への展望が開けるのではない

でしょうか。大人も子どもも、みんなが夢と希望をもって力

強く暮らすためには何が必要なのかを一緒に考えましょう。 

2008年度人権ふれあい劇場
｢ バ イ バ イ わ た し の お う ち ｣

と　き　1月31日㈯　14時開演(13時30分開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容　パパとママが離婚してそれぞれに再婚しました。
どっちと暮らすか、主人公のアンディには決めることが

できず、1週間ずつ、パパとママのおうちで暮らすこと

になりました。でもパパやママのところには、それぞれ

の子どもがいるので居場所がありません。うさぎのぬい

ぐるみのラディッシュだけが心の支えのアンディは… 

出　演　劇団うりんこ 
入場料　無料(先着500人・整理券なし) 
託　児　ご希望の方は、1月20日㈫までに、三重県鈴鹿
県民センター県民防災室　382-9794(先着10人)へ 
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講座・教室 



　8本足のクモは、6本足の昆虫と同じ節足動物の仲間ですが、
分類学的には昆虫綱とは全く別で、クモ綱として分類されてい
ます。一般的にクモは、網を張って害虫を捕え、食べているとい
うイメージが強いので、人間にとって有益な動物として知られ
ています。
　クモは、世界に約3万5,000種、日本には、約1,400種が知ら
れており、また三重県では、約510種が記録されています。今回
の調査により本市では、337種のクモが確認されました。

撮 影 日
撮 影 者

撮影場所 下箕田の海岸
平成20年1月1日
長谷　正さん

表 紙 写 真

初春の伊勢湾初日の出

　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。
　今年度は暦の関係上、冬休みが長い方も
多くみえるのではないでしょうか。わたしたち
広報グループは、年末の休みが早いため、広
報すずかの締め切りに追われる毎日でした。
　さて、皆さんは新年をどのように迎えました

か。初もうでには行きましたか。おせち料理は
食べましたか。
　わが家では、新年の2日、3日はこたつに
入って早朝から家族そろって新春恒例の箱
根駅伝を見ることが、毎年の恒例行事となっ
ています。家族団らんで正月を仲良く過ごす
のもいいものですよ。(弘)

Vol.17
鈴鹿市のクモ

石大神の風穴洞穴（小岐須町）

広報すずか　2009年1月5日号

　山間の渓流や源流の湧水
など、湿度の高い場所に生息
し、シダ類の根元や石の間に
潜んでいます。津市美杉町で
初めて発見され、伊賀地方の
忍者にちなんで「忍び」グモ
と命名されました。入道ヶ岳
奥ノ谷で確認されました。

【三重県：絶滅危惧Ⅱ類】シノビグモ

　鈴鹿山系の石灰岩の洞く
つ内に生息している種で、岩
のくぼみに網を張り、一生を
洞くつで過ごします。小岐須
渓谷の洞穴で確認されてお
り、この洞穴は本種の分布の
南限となっています。

【三重県：絶滅危惧ＩＢ類】スズカホラヒメグモ
　網を張らず、歩き回って、小
さい虫を捕獲するハエトリ
グモ類の中では最小のクモ
で、いつもジャンプしながら
獲物を探しています。千代崎
海岸で確認されました。

ヒメスジハエトリ

　かつては市内全域で見ら
れた一般的なクモでしたが、
近年の急速な田畑や雑木林
の宅地化や、農薬散布など
の影響により、生息域が狭く
なり、特に市街地周辺で見ら
れることが減少しました。

【三重県：準絶滅危惧】オニグモ

　腹部背面の模様が美しい
クモで、林内の樹間にドーム
状の30～80㎝の大きな網
を張ります。長澤町長瀬神社、
山本町椿大神社で確認され
ました。

【三重県：準絶滅危惧】スズミグモ


