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　　今年も10月8日（金）から10日（日）まで、鈴鹿サ

ーキットでF1日本グランプリが開催されます。鈴鹿

F1日本グランプリ地域活性化協議会では、

BOXKARTレースなどのイベントを多数開催し、地

元地域と一体となってF1を盛り上げます。

82
元気なすずか

広報レンズ・情報局 10
情報館1

鈴鹿市ものづくり産業支援センター 13

ひと・なかま・鈴鹿モータースポーツヒストリー

情報館2

高齢者インフルエンザＨＡ予防接種 14

17

情報館4

シルバー人材センター 16

情報館3

スズカ スポ・レク フェスティバル2010 15

くらしの情報

お知らせ・催し物・講座・教室

23
ひろげよう人権尊重の輪

子どもの権利条約を知っていますか

24

地球温暖化防止生物多様性
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　「生物多様性」という言葉をご存知ですか。今、地球上ではわたしたち人間以外にも多くの生き物が

暮らしています。その生き物たちが互いに支え合い、つながり合いながら生きていく関係が「生物多様

性」です。先月行ったメルモニアンケートでは、６割以上の方が、この言葉を「聞いたことがない」また

は「聞いたことはあるが内容は知らない」と答えており、まだまだ知られていない言葉と言えます。

　折しも、10月11日から名古屋市でＣＯＰ10（生物多様性条約第10回締約国会議）などが開催され、「生

物多様性」を守り、その恵みを将来にわたって利用することについて議論が行われます。

　今回の特集では、「生物多様性」について皆さんと一緒に考えます。

クロシジミ（入道ヶ岳）

日本の絶滅のおそれのある種の割合（環境省レッドリストより）日本の絶滅のおそれのある種の割合（環境省レッドリストより）

絶滅種：日本ではすでに絶滅したと考えられる種と飼育・栽培下でのみ存続している種

絶滅危惧種：絶滅の危機にひんしている種と絶滅の危険が増大している種

準絶滅危惧種：生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種

それ以外

ほ乳類 鳥 類 汽水・淡水魚類 維管束植物（※）

（※）維管束植物とは、シダ植物と種子植物のこと

 生物多様性をまもる 生物多様性をまもる
地球のいのち、つないでいこう

特集1：生物多様性特集1：生物多様性
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　生物多様性とは、生物の間にみられるバリエーションを指します。一般

的には、多くの生物が複雑に影響し合って安定を保っている状態を生物

多様性が高い状態だと考えます。

　わたしたちは自然界の生物から衣食住や医療の原材料をたくさん得て

います。また、多様な生物が存在することで、自然界の「物」の流れがうま

く調節されています。例えば、豊かな森林が存在することで水源が確保さ

れ、洪水も軽減されています。さらに、多様な生物の存在は人間の文化や

レクリエーションにも大きく貢献しています。これらはすべて人間が生

物多様性から享受している「恵み」だと言えます。

　ところが、生物多様性は現在大きな危機にさらされています。最も大きな要因は人間活動による

自然環境の急激な改変や破壊です。逆に、里山のように、長い間の手入れによって維持されて来た

環境は放棄され荒廃しているところもあります。また、侵略的外来生物の増加で在来生物が減少し

ている場合もあります。さらには、急激な地球温暖化が進めば、それに耐えられない生物もたくさ

ん出てくることでしょう。

　ＣＯＰ１０のように世界が協

調して取り組む課題もあります

が、わたしたちにもできることが

あります。まずは一人ひとりが省

エネを意識し、地球温暖化ガスで

ある二酸化炭素の排出を減らす

こと、ペットなどの外来生物を野

外に放さないことです。また、希

少種や里山の保全活動はボラン

ティアに大きく依存しています。

このような活動に参加してみる

のもよいでしょう。

　　鈴鹿市内を含め、特に西日本では

限られた場所にしか存在しません。

　　国蝶のオオムラサキやカブトムシな

どが群がっています。里山の雑木林で

見られる光景です。

【豊かな自然の代表的存在で

 あるブナ林】
【クヌギの樹液に集まる昆虫たち】

久保田耕平さん

障がい者雇用の状況は？いのちとくらしを支える生物多様性
　　平成１７年度鈴鹿市の自然調査中間報告会で｢昆虫からみた鈴鹿市の自然｣と題してご講演をいただいた、

鈴鹿市出身で東京大学大学院農学生命科学研究科准教授の久保田耕平さんに、生物多様性についてお話を

伺いました。

◆生物多様性とその恵み

◆生物多様性の危機

◆生物多様性を保全するには

4つの
危機

第1の危機 第2の危機 第3の危機 第4の危機

開発や乱獲による生

態系の破壊、生息地

の減少

里地里山での人によ

る働きかけの減少に

よる影響

外来生物などによる

生態系のかく乱

地球温暖化による

動植物絶滅のリス

ク上昇
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　三重県の北部に位置する鈴鹿市は、総面積194.67平方キロメートルを

有します。北西部の鈴鹿山地域を軸に扇形に広がる台地、丘陵地、低地の

東側には伊勢湾に面する長い海岸が続いており、鈴鹿市の自然環境は多

様性に富んでいます。

　鈴鹿市の自然検討委員会と調査会は、市民の皆さんの協力の下、市域全

域を対象に平成16年度から3年間調査を実施しました。その結果、多くの

希少種を含む7,704種におよぶ動植物が記録されました。これは行政単位

としては県下最大の種数であり、調査精度の高さと市域の多様な自然環

境を反映している結果と思われます。生物多様性を保全するためには、

まず詳細な自然環境調査を行うことが最も重要です。今回の調査結果は、今後の鈴鹿市の生物

多様性保全施策のための貴重な資料となるものと確信しています。

　今回記録された動植物の中には、生物

多様性保全を考える上で希少な種が多

数含まれています。

　例えば、「三重県レッドデータブック

2005」掲載種のうち、準絶滅危惧種以上に

ランクされるのは、植物類はタチスズシ

ロソウ、サギソウ、オオミズゴケなど100

種。キノコ類はハナビラタケなど9種。動

物類ではカモシカ、シロチドリ、アカウミ

ガメ、カスミサンショウウオ、カワバタモ

ロコ、スズカホラヒメグモ、オサガニ、ヒ

ラヒダリマキマイマイ、イチハシシギゾ

ウムシなど130種。総計239種に達します。

また、昆虫では今回の調査で採集された

個体に基づき、ハバビロコケシマグソコ

ガネ、トウカイニンフジョウカイが新種

記載されました。

　このように、鈴鹿市はまだまだ生物多

様性に富んだ自然豊かなところです。こ

の状態を守っていくのは、行政や企業、

そしてすべての市民の皆さんの責務だ

と思います。

サギソウ

ハナビラタケ

カワバタモロコ

トウカイニンフジョウカイ

シロチドリ

ヒラヒダリマキマイマイ

スズカホラヒメグモ

ハバビロコケシマグソコガネ

◆多様な環境にもとづく多様な動植物相

冨田靖男さん

日本昆虫分類学会会報Vol.16、No.1より

多様性に富んだ鈴鹿市の自然
  わたしたちのいのちとくらしを支える自然。身近なところではいったいどうなっているのでしょうか。鈴鹿市の自然検討委

員会委員長を務めていただいた元三重県立博物館館長の冨田靖男さんに本市の自然の特徴を解説していただきました。

◆鈴鹿市の希少な動植物

特集1：生物多様性特集1：生物多様性
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鈴鹿川

近鉄鈴鹿線

JR関西本線国
道
1
号

国
道
306
号

国
道
23
号

鈴鹿I.C

　多様性に富む自然環境の下に多くの生物が生息している本市でも、生物多様性を損なう危機

の兆候が見られます。ここではその一例を紹介します。

※下線表示は生物多様性を損なう理由となるキーワードです。

　本市が平成16～18年度に行った自

然環境調査の結果、重要な生態系が

残されていることが確認され、その中

の観察に適した地域をマップにしま

した。詳しくは「大発見！鈴鹿市の自

然ガイドブック」をご覧ください。環

境政策課窓口で1,000円で販売中）。

◆身近なところにも危機が！

　小さい流れや

ため池に生息

する絶滅危惧種です。水路のコンクリート

化、湧水の減少などの影響で生息域ともど

も減少しており、市内から絶滅してもおか

しくない状況にあります。

ホトケドジョウ

　山野の低地や湿地に自生

する樹高２０メートルほどの

落葉広葉樹で、１２月から２

月ごろにかけて開花します。

人の手が入ることで保たれていた水辺の

減少で、あまり見られなくなっています。

ハンノキ

小岐須渓谷

加佐登神社

鈴鹿川河川緑地

海の見える
岸岡山緑地

小岐須渓谷

加佐登神社

鈴鹿川河川緑地

鈴鹿青少年の森鈴鹿青少年の森

鼓ケ浦海岸鼓ケ浦海岸

近鉄名古屋線

伊勢鉄道

海の見える
岸岡山緑地

東名阪自動車道

自然観察地マップ

クマタカ

スナヤツメ

ヒメタイコウチ

ウスキテグタケ

ヒメタイコウチ

イチハシシギゾウムシ

ウスキテングタケ

アカウミガメ

　北米原産で5月から7月

にかけて鮮やかな花を咲

かせる特定外来種です。

許可なく種をまいたり育てたりしてはいけ

ません。繁殖力が強く、在来種を駆逐するお

それがあるからです。

オオキンケイギク

　南方系のチョウです。

以前、鈴鹿市で見られる

のはまれでしたが、地球

温暖化の影響か近年は普通に見られ、関

東にまで生息域が北上しています。幼虫

はスミレ科の葉を食べ尽くします。

ツマグロヒョウモン

は自然観察に適した代表的な場所です。
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　Ｈｏｎｄａは、“社会に存在を期待され、喜ばれる企業”をめざ

し、現在12項目実施中の社会活動の一つとして、事業所のある地

域で環境学習プログラム「環境わごん」を展開しています。「環境

わごん」とは森林保全活動での間伐材や木の実、海岸清掃で集め

た貝殻など、自然の素材をワゴン車に載せ、鈴鹿市内や隣接して

いる地域の要請に応じ、小学校や公民館などに出掛けて行く“出

前型の環境学習プログラム”です。

　次世代を担う子どもたちに自然の仕組みや環境保全の大切さを伝えるレクチャーと自然

の素材での自由工作などで構成されていて、さまざまな不思議を発見し、体感しています。昨

年度は延べ80回、2,692人の子どもたちに出会うことができました。これからも、より多くの

子どもたちに自然や環境への“気づき”の場を提供できるよう継続していきます。

　平成１５年に矢島川でホタルが大発生したことがテレビなど

で報道され、県内外から多くの見物客がやってきました。そこ

で、きちんとホタルを観賞してもらおうと、自治会の有志でこの

会を発足させました。しかし、実は、会の主たる目的はホタルの

増殖ではなく、ホタルが飛ぶ里山風景の保全なのです。自治会と

協力し、水路整備、合併処理浄化槽化などに取り組み、川や水路

の水質向上を図りました。その結果として、ホタルが育つ環境が

自然に維持されているのです。今年も約2万人の見物客が訪れましたが、年々マナーも向上

し、自然保護の意識も高まっているように思います。

　「里山」は生態系の調和が取れた日本の美しい風景です。今後も環境整備、美化運動を進め、

「里山＝ホタル」を守りたいと考えています。

　2003年から鈴鹿川の調査を行っています。昔は、鈴鹿川に多く

の種類の魚が生息し、また、その魚を獲って食べていたという話

を聞き、そのころの姿に戻せないかと考えたのがきっかけです。

　主な活動は、水生動物や水質の調査です。国の天然記念物で

ある魚「ネコギギ」も確認することができました。そして、毎年、

市内のショッピングセンターで行なわれる環境イベントで調

査結果の展示や発表を行ったり、自然保護活動にボランティア

で参加したりしています。今年、これらの活動が認められ、日本水大賞で文部科学大臣賞を

受賞しました。

　わたしたちの研究成果を見た皆さんは、鈴鹿川に多くの種類の生き物がいることに驚きま

す。まだまだ生態系豊かなこの鈴鹿川をもっと多くの人に知ってもらい、自然環境の保護に

関心をもってもらえればうれしく思います。

本田技研工業株式会社鈴鹿製作所「環境わごん」

西庄内町「上野自治会ほたるを守る会」　会長 山田秀樹さん

鈴鹿高等学校自然科学部

生きものと人のにぎわいをめざして

特集1：生物多様性特集1：生物多様性

かみ　の
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　生きものや自然を守ることは、生態系の一員として共に生きるわたしたち人間の豊かな暮ら

しを守ることにつながっています。多様性に富んだ本市の自然を守りながら、その恵みを上手に

利用する共生の知恵を未来に引き継いでいくため、身近でできることから始めてみませんか。

　「いただきます」。それは「いのちをいただきます」という意味だそうです。生物多様性は新しい

言葉ですが、わたしたちは、生きものや自然の恵みに感謝し大切にするということの本質を昔か

ら知っているはずです。当たり前になって忘れがちな、自然の中のわたしたち人間と生きものと

のつながりに思いをめぐらすことが、大事な第一歩になるのではないでしょうか。

メルモニさんの声メルモニさんの声
●人間は自然の中で生かされている

という思いを決して忘れてはいけない

と思います。

●身近な動植物を見つけて観察する

ことで、自然への愛着を持つように

なっていく。このような身近な小さな

喜びが集まって豊かな自然に繋がっ

ていくような取り組みを絶やさないで

行っていく。

●よく釣りに出かけますが、外来種が多

いのにビックリさせられます。一部の楽し

みだけで、ゲーム感覚だけでの外来種の

放流は、生態系が崩れ日本固有の生物

の絶滅となります。これは絶対やめるべき。

●昔から日本にある物がなくなって

きています。海や山、川と自然がなく

なってきてます。少しずつでも戻して

いきたいと思います。

●同じ種類の魚の稚魚を放流するに

も、ＤＮＡレベル（生息する地域が同じ）

で同じものをしないといけないと聞き

ました。それだけ自然って繊細なもの

なのですね。

●これからもわたしにできることはし

ていこうと思いますし、子どもたちにも

もっと関心を持ってもらえるように話し

ていこうと思います！

広報すずか特集「生物多様性」についてのご意見・ご感想は環境部環境政策課へ
〒513-8701　環境政策課　  382-7954　  382-2214　  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

自然とふれあう

生きものを最後まで大切に育てる

旬のもの・地のものを食べる

食べ残しを減らす

省エネで地球温暖化を防止する

昔の生活（遊び・技術・文化）を学ぶ

環境保全活動や調査に参加する

自然とふれあう

生きものを最後まで大切に育てる

旬のもの・地のものを食べる

食べ残しを減らす

省エネで地球温暖化を防止する

昔の生活（遊び・技術・文化）を学ぶ

環境保全活動や調査に参加する

原材料の調達や製造・販売を見直す

工場などの立地の検討や緑化を行う

社会貢献活動（森林保全や環境学習）

に取り組む

原材料の調達や製造・販売を見直す

工場などの立地の検討や緑化を行う

社会貢献活動（森林保全や環境学習）

に取り組む

家庭や地域でできること家庭や地域でできること 会社でできること会社でできること

自然と共生する知恵を未来へ
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温室効果ガス
約200年前の地球 現在の地球

太
陽

か
ら

の
光

太
陽
か
ら
の
光

熱
の
放
出

熱
の
放
出

　生物多様性を脅かす危機の一つである地球温暖化問題。その主な原因である二酸化炭素（ＣＯ２）

やフロン、メタンなどの温室効果ガスは、人為的な活動に起因することは疑いの余地がありません。

　近年、産業活動が活発になり、温室効果ガスが大量に排出されて大気中のガス濃度が高まり、

熱の吸収が増えた結果、気温が上昇し始めています。ここでは、地球温暖化問題と家庭ででき

る対策を紹介します。

　生物多様性を脅かす危機の一つである地球温暖化問題。その主な原因である二酸化炭素（ＣＯ２）

やフロン、メタンなどの温室効果ガスは、人為的な活動に起因することは疑いの余地がありません。

　近年、産業活動が活発になり、温室効果ガスが大量に排出されて大気中のガス濃度が高まり、

熱の吸収が増えた結果、気温が上昇し始めています。ここでは、地球温暖化問題と家庭ででき

る対策を紹介します。

　地球に吸収された太陽エネルギー

（熱）の一部が温室効果ガスに吸収され、

残りは宇宙へ放出されます。

　ところが、ＣＯ２などの温室効果ガス

が増えると、放出される熱が減り、吸収

される熱が増えるので、地球の気温が過

度に上昇することになります。

　地球に吸収された太陽エネルギー

（熱）の一部が温室効果ガスに吸収され、

残りは宇宙へ放出されます。

　ところが、ＣＯ２などの温室効果ガス

が増えると、放出される熱が減り、吸収

される熱が増えるので、地球の気温が過

度に上昇することになります。

二酸化炭素（ＣＯ２）を減らして
地球温暖化を防止

このまま温暖化が進むと・・・

森林火災の増加 生態系に影響 氷河・氷床が減少 異常気象が多発

　大規模な森林火災

が急増し、ＣＯ２を吸

収する森林が育たな

くなります。

　急激な気候の変化

や砂漠化で動植物の

すみかが減り、絶滅す

る種も出

てきます。

　南極やグリーンラン

ドの氷床が急激に減

少します。

　世界各地で台風や

洪水などの異常気象

が頻発します。

感染症地域の拡大 水面水位が上昇 食料不足 水不足

　熱帯に生息する、感

染症を媒介する蚊な

どの発生範囲が広が

ります。

　ツバルなど小さな

島国が水没し、難民が

増加します。

　天候不順や病害虫

の発生などにより、農

作物の生産が減りま

す。

　氷河の減少により

淡水（飲み水）の確保

ができなくなります。

温室効果ガスと地球温暖化メカニズム

特集2：地球温暖化防止特集2：地球温暖化防止
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　地球を温暖化させないためには、とにかく温室効果ガスを減らすことが大切です。わたしたち

の生活の中でも、温室効果ガスの発生を少しでも減らすことができる対策があります。少しの努

力が大きな成果を生みます。わたしたちに何ができるのかを考えてみましょう。

広報すずか特集「地球温暖化防止」についてのご意見・ご感想は環境部環境政策課へ
〒513-8701　環境政策課　  382-7954  　382-2214　  kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市でも地球温暖化防止のために、市民一人ひとりの行動がＣＯ２

削減にどれだけ貢献しているのかを数値として把握できる市民参

画によるＣＯ２削減活動「Suzuka-ECO２(エコツー) プロジェクト」を実践

しています。詳しくは、環境政策課へお問い合わせください。

Suzuka-ECO2
プロジェクト
参加受付

1

1

3

5

7

2

4

6

8

9

6

7
8 9

2 3 4

5

【洗濯機】お風呂の残り湯を洗濯に使う

【ご　み】ごみの分別をきちんとする

【テレビ】使わないときはスイッチを切る

【冷蔵庫】扉をあけっぱなしにしない

【外　出】自動車をあまり使わないようにし、できるかぎり自転車や公共交通機関を利用する

【お風呂】できるだけお湯を沸かしなおさない

【エアコン】夏は28℃、冬は20℃にする

【照明器具】使っていない部屋の照明は消す

【買い物】　買い物袋を持っていく

家庭でできる地球温暖化対策
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　神戸中学校が十宮町に移転し、2学期から新

校舎での授業が始まりました。新校舎は鉄筋

コンクリート2階建てで、旧校舎の1.7倍の面

積です。廊下を挟んで両側に教室が配置され、

自然の光や風が取り入れられる構造が特徴で

す。また、市立中学校では初めてエレベーター

が設置されました。

　8月24日㈫の竣工式に先立ち、神戸中学校新

校舎建設事業準備会が同校出身の彫刻家稲垣

克次さんに依頼して制作したブロンズ像や、

同校ゆかりの人たちから絵画や書、写真など

が寄贈されました。

　また、9月13日㈪、イオン環境財団から生徒

に環境への意識を高めてもらおうと、発電能

力10kwの太陽光発電システ

ムがプレゼントされました。

9/1（水）9/1（水）

　企業、市民団体と、市や県、警察、陸上自衛

隊などの行政機関、31団体、約700人が参加

して、三重県消防学校で鈴鹿市総合防災訓練

が行われました。

　東南海地震が発生し、市内では震度6強の揺

れを観測し、負傷者が多数出てライフラインも

寸断、道路や建物の被害も甚大との想定で訓練

が進められました。参加者たちは、救助、搬送、

復旧などそれぞれの担当をきびきびとこなしな

がら、万が一の事態への備えを確認しました。

　今回は、地元の石薬師高校と亀山市の徳風

高校の生徒もボランティアで参加し、現場での

活動を体験しました。

8/29（日）8/29（日）

新しい神戸中学校は広々とした2階建て

猛暑の中、4年ぶりに総合防災訓練を開催
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　神戸地区の町並みなどに手作りのあんどん

をともす、神戸商店会の町おこしイベント「灯

りのいべんと」が開催されました。

　神戸小学校のグラウンドには、児童らが白い

紙で作った高さ20cmほどのあんどんが約3,000個

並べられました。夕暮れと同時に教諭や保護者

などが点火すると、「プロ野球選手になりたい」

などの児童の願いが

書かれたあんどんが

夕暮れの中で淡く光

を放ち、一帯を幻想

的な雰囲気に包み

込みました。

8/23（月）8/23（月）

9/10（金）9/10（金）

　今年は鈴鹿の海岸沖で、例年の同じ時季に比べ

て5・6倍の量のガザミ（ワタリガニ）が水揚げされ

ています。

　ガザミは、平面状の網を居場所に仕掛けて絡め

獲る「刺し網」と呼ばれる漁法でとります。前日の

夕方に、千代崎海水浴場の沖合300ｍに仕掛けた

網を早朝に引き上げてきた漁船のカゴは、甲幅

15cmほどのガザミでいっぱいでした。

　「稚ガニを放流したことと、特に今年は海底水

温が低いことが大漁の要因かもしれない。10年に

1度の当たり年」と漁師さんは笑みをこぼしてい

ました。

　ガザミは、白子港

内にある鈴鹿市漁

業協同組合鮮魚直

販所「魚魚鈴」でも

購入できます。

9/11（土）～10/31（日）9/11（土）～10/31（日）

　国分町の考古博物館で、企画展「須恵器−自

然釉の妙−」が開催されています。この企画展

では、炎の気まぐれが生み出した自然釉の美

しい須恵器の魅力を紹介し、東海地方での須

恵器から灰釉陶器への変遷をたどります。

　須恵器は古墳時代中期の4

世紀末から5世紀初頭に朝鮮半

島から伝わった焼き物です。祭

祀や葬送儀礼、日常に使う器と

して古墳時代から500年以上に

わたって使用され、その技術と

伝統は中世以降も瀬戸や常滑など全国各地

の窯業生産の基盤として受け継がれました。

　来館者は自然釉の美しい彩りに思わ

ず立ち止まって見入っていました。

桑名市止山古墳出土　提瓶
（個人蔵・桑名市博物館寄託）

と　　 と   りん

夕暮れを照らす灯りの芸術
灯りのいべんとが行われました

チョッキン！チョッキン！　　大漁のガザミに港は大盛況

炎の気まぐれで生まれた美
考古博物館で企画展を開催
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次回の募集は12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 ●申込み／10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、政治、宗教活動と認められるものは、お断りします。

鈴鹿市医師会
　382-3061

鈴木利昭
　383-0712

鈴鹿愛錦会　山根
　 090-8730-7369

寺家会館館長　三輪隆三
　386-7227

桃の部　松井　382-2458
菫の部　中北　378-3231

小林美紀
　 090-9028-6696

衣斐弘行
　 382-6722

鈴木恵美子
　 383-1173

鈴鹿ＥＭ交流会
 　382-6039

とき／10月16日㈯10時～17
時、17日㈰10時～16時　とこ
ろ ／ 文 化 会 館 さ つ き プ ラ ザ
※入場自由。傑作、力作などをご
覧ください。

とき／10月10日㈰10時～13時30分
ところ／鈴鹿ハンター屋外弁天広
場　内容／年に一度の会員出品
による品評会。金魚の王様の魅力
を知ってください。　※見学無料

とき／10月31日㈰　ところ／寺家
会館（寺家三丁目24-6）　※展示作
品は水墨画、編物、パン粘土、生花、
書道などの教室で学んだ成果を発
表します。気軽にお越しください。

事務局　中城
　383-5393

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9
時30分～11時30分　ところ／文化
会館研修室　内容／伊勢型紙の技
法で絵画を作ろう　講師／大杉華水

（月1回）、吉村悦子　※初心者歓迎

とき／桃の部は第1・3金曜日、菫の
部は第2・4金曜日。いずれも13時30
分から　ところ／神戸公民館　※初
心者大歓迎です。人生を楽しくかっ
歩するためどうぞ予定ください。

対象／3歳以上　とき／毎月第1〜3
火曜日16時～16時45分　ところ／
白子サンズ3階すずかのぶどう内
参加料／1回1，000円　※初回体験
無料。気軽にご参加ください。

とき／毎月2回金曜日午前　
ところ／文化会館茶室　※初
めての方歓迎します。お気軽
にお越しください。

とき／10月23日㈯　会場／鈴鹿フラワー
パーク、時間は問い合わせを　内容／いき
いき鈴鹿　参加費／500円　とき／11月7
日㈰　集合／白子駅前9時　内容／海岸道
を歩く（5）7 kmと12km　参加費／200円

とき／10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／11月13日㈯13時30分から
ところ／神戸コミュニティセン
ター　内容／「対談・伊勢三代の
ダンディズム」と題して　主催／
鈴鹿市芸文協文学部門土曜会

鈴鹿市民歩こう会 清水信氏Q寿記念会 ＥＭ勉強会

鈴鹿山野草の会
中野忠次　 379-1066

鈴亀オリエンテーリングクラブ
小坂平和　 090-1624-3546

とき／10月23日㈯、24日㈰10時
～18時　ところ／鈴鹿ハンター
1階サブコート　内容／秋の山野
草展示会と余剰品の即売　※新
入会員募集中。初心者も歓迎です。

とき／11月27日㈯9時30分から
ところ／鈴鹿青少年の森　内容／
地図に示された地点を順番に早く
回る競技　参加費／500円から
申込み／クラブ事務局小坂へ

寺家会館作品展示会

実行委員　杉本
　382-2237

とき／10月16日㈯10時～16時30
分、17日㈰10時～14時30分　とこ
ろ／市民会館2階展示室　内容／
小学生の絵画と書写　※入場無
料。どうぞお気軽にご覧ください。

鼓ヶ浦青少年育成町民会議
会長 山口善之　 387-3650

とき／10月23日㈯8時30分か
ら　ところ／鼓ヶ浦小学校東
側堤防下　※「きれいな海を次
世代へ」たくさんのご参加お待
ちしております。

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室生徒募集

第七回すずか陶芸教室
作品展

キッズイングリッシュ教室 表千家茶道の稽古
金魚（らんちゅう）
秋季品評大会

詩吟のロマンを
今あなたとご一緒に

鈴鹿市医師会趣味の
作品展

オリエンテーリング大会
in鈴鹿

第33回　秋の山野草展示会

山元　 386-1426
延与　 382-5571

対象／一般　とき／毎週日曜
日7時から　ところ／青少年
の森多目的グラウンドとコース
内容／ジョギングとウォーキン
グ　会費／月300円

認知症の人と
家族の会（鈴鹿）

MOA美術館　鈴鹿児童作品展 鈴鹿ランニングクラブ

鈴鹿市芸術文化協会華道部会
　 394-2777

とき／10月24日㈰、25日㈪10時～16
時　ところ／市役所1階市民ギャラ
リー　内容／芸文協華道部会に所属
する8流派が、「涼秋の舞」をテーマに
現代花から古典花を展示披露します。

保井
　090-4185-1514

とき／10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
こもりの子どもさんを持つ親の集まり
です。気軽に参加できると思います。

鈴鹿不登校を考える親の会 糸東流空手道教室生徒募集
鈴鹿市芸術文化協会
いけばな作品展

Toeic・英検講座
参加者募集

自然農法セミナー
土作りについて

読み聞かせボランティア
交流会

三重県ハーモニカ協会　
秋の定期演奏会

糸東流空手道 鈴鹿拳龍会
382-2288

対象／幼稚園児以上　とき／毎
週月・水・金曜日18時から　とこ
ろ／十宮三丁目27番地　内容／
元気になる人づくりです。空手道
の基本と気力を修錬します。

鈴鹿英語研究会代表　三
　367-2621

対象／中学生以上　とき／毎週土曜日か日
曜日17時30分～21時30分（原則月4回）
ところ／文化会館　内容／英検4級～準
2級、Toeic初級　定員／10人（先着順）
参加費／英検2,000円、Toeic2,500円

MOA鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

とき／10月24日㈰14時～16時と
ころ／牧田コミュニティセンター内
容／土とは、土壌診断の意味合い、
土のサンプリングの仕方　講師／
板坂康行　受講料／300円

鼓ヶ浦海岸清掃

代表　米川弥寿代
　 ・　  372-1692

とき／11月4日㈭　ところ／社
会福祉センター　内容／読み
聞かせボランティア同士の交流
参加費／100円　申込み／活
動している小学校か米川へ

代表理事　辻英郎
386-6324

とき／10月9日㈯12時30分開演
ところ／三重県総合文化センター小
ホール（津市）　内容／ハーモニカコ
ンサート　※入場無料。ゲストの素
晴らしい演奏もお楽しみください。

三重県支部
　0595-24-4545

とき／10月13日㈬13時30分から
ところ／牧田コミュニティセンター
内容／情報交換、悩み相談など
何でもありの集まりです。　参加
料／一般500円、会員300円

すずか陶芸教室
　386-2509

とき／10月30日㈯、31日㈰　ところ／
NDCホール1階（鈴鹿警察署東1分）
内容／陶芸作品展示、販売、体験。けや
き・さつきホームの作品販売。売り上げ
の一部を同ホームに寄付。駐車場あり

幹事 小山
　 090-4469-2596

対象／俳句に関心のある方　と
き／毎月第1土曜日13時～16時
ところ／文化会館研修室　内 容／
俳句の投句、互選、講評、吟行会、
他俳句会との交流　※入会随時

泉句会　会員募集

独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構情報広報課　 059-268-4626

とき／11月6日㈯10時～15時　ところ／
野菜茶業研究所（津市安濃町草生360）
内容／研究成果などの展示、試食、芋
掘り（小学生以下対象）、野菜収穫体
験、お茶の手揉み実演、産直販売など

野菜茶業研究所一般公開

こちら すずか

情報局
※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、年度内(4月5日号～

翌年3月5日号)2回までです。

なかじょう
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センター化で充実する支援活動

　平成18年に、「ものづくり動く支援室」が活動を開

始し、市内の中小企業の現場の困りごとや経営の悩

み相談、人材教育をはじめ、延べ269件の支援活動を

行ってきました。支援活動の中では、企業の実態に

応じた支援施策を求める声が寄せられました。

　今後、ものづくり産業支援センターの運営に当

たっては、今まで通り企業ＯＢアドバイザーによる

支援活動の継続と高度化を図るとともに、地域の声

を反映させるため、鈴鹿商工会議所をはじめとする

関係機関との連携を強化します。

　 活力のある企業体質づくり

　経営戦略、支援企業のフォロー制度を導入し、自主

自立の企業体質づくりを支援

　 経営の安定化と起業の創出

　新分野への進出支援や商品開発の支援など、業務

の新規起業や企業間連携を応援

　 人材育成研修の高度化と対象枠の拡大

　従前の一般社員・リーダー研修に加え、管理者な

ど階層別の集合研修の開催や企業への出前研修

などの企画・実施

 　コーディネート機能の設置

　中小企業の技術力や製品開発力の向上のため、ほ

かの企業や地域関係機関との連携を支援します。

　鈴鹿商工会議所、高等教育機関、三

重県産業支援センターなど関係機関

との連携を強化し、元気な鈴鹿市を

めざします。

　現場の困り事や人材育成など、経験

豊富な50人の企業ＯＢアドバイザーが、

無料でお手伝いします。

●4年間の支援活動の実績

●支援の流れ
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市役所別館第3 二階　  382-7011　  384-0868
　  sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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今までの活動から

地域関係機関との連携を強化

企業ＯＢのサポート
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情報館　　鈴鹿市ものづくり産業支援センター❶

国勢調査にご協力ください鈴鹿市ものづくり産業支援センターが
スタートします
　市内の中小製造業の支援を行う「ものづくり動く支援室」が、10月1日（金）から「鈴鹿市ものづくり産業支
援センター」として新たにスタートしました。センター化によって充実する支援活動などを紹介します。

鈴鹿市ものづくり産業支援センター　  382-7011　  384-0868
　 s a n g y o s e i s a k u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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対　象　市内に住民登録・外国人登録を

している満65歳以上の方、または満60

歳以上満65歳未満の方で、心臓・じん

臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常

生活が極度に制限される程度の障が

いを有する方、あるいはヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に日常生

活がほとんど不可能な程度の障がい

をお持ちの方

期間・回数　平成23年3月31日（木）までに1回

ところ　下記実施医療機関

持ち物　予診票（下記医療機関、健康づくり課、長寿

社会課、地区市民センターにあります）、健康保険

証、健康手帳

※生活保護受給者以外は自己負担があります。金額は健康づ

くり課へお問い合わせください。

※予防接種は、かかりつけ医で接種しましょう。市外で接種する

場合は、予診票をご自身で受け取ってから接種してください。

電話番号　医　療　機　関
あかね小児科クリニック
朝川クリニック
朝日皮膚科
旭が丘ファミリ－クリニック
あなざわクリニック
いいだ皮膚科・形成外科
家田クリニック
イタニ・クリニック
いちかわ内科クリニック
市場内科医院
上田内科クリニック
浦川内科クリニック
浦田内科クリニック
尾池整形外科
おおたキッズクリニック
おかべ泌尿器科・皮フ科
沖中内科循環器科
おざき内科クリニック
笠間医院
金児小児科
河出内科
川村外科内科
岸本内科
北村記念しばた小児科医院
きのしたクリニック
くまざわクリニック
くまざわ整形外科
黒田クリニック
小寺内科循環器科
ごとう整形外科
小西内科クリニック
駒田医院
西城外科内科
坂倉ペインクリニック
坂倉ﾍ゚ｲﾝｸﾘﾆｯｸ在宅診療所

383-7666
374-5500
387-5312
386-1222
380-2600
380-2700
388-8778
386-0605
380-0810
385-5313
371-6000
382-6611
378-7008
388-3115
381-0002
386-7886
381-2727
370-5119
382-0669
383-0421
383-5290
379-3900
383-5515
386-0362
380-0777
371-6990
378-7701
375-2600
382-2633
367-0510
395-0007
386-0507
385-5511
386-0007
371-6400

電話番号　医　療　機　関
坂本外科胃腸科医院
さわ内科胃腸科クリニック
サンクリニック太陽の街
塩川病院
嶋内科
しまむらクリニック
しもむら内科
白子クリニック小児科
鈴鹿回生病院附属ｸﾘﾆｯｸ
鈴鹿クリニック
すずかこどもクリニック
鈴鹿さくら病院
鈴鹿腎クリニック
鈴鹿玉田医院
すずきメディカルクリニック
せと整形外科
独）国立病院機構　鈴鹿病院
高木病院
竹島医院
知念外科内科
椿診療所
道伯町林医院
冨田内科
留奥内科
永井外科内科
中尾医院
中澤内科
長瀬内科
中谷医院
中野整形外科
中村医院
新田外科内科
ハートフルクリニック北井内科
萩原内科胃腸科

382-0462
368-0003
372-0212
378-1417
382-1504
386-6161
375-6111
388-8988
375-1155
371-6800
380-1800
378-7107
381-0880
382-8877
367-0100
375-0225
378-1321
382-1385
381-1500
387-5611
371-3511
379-3868
386-7768
387-0070
382-0576
372-0043
385-0337
386-5121
379-2220
382-6110
386-6911
386-0137
381-0600
383-0011

電話番号　医　療　機　関
白鳳クリニック
服部医院
花木内科クリニック
浜口整形外科
羽山クリニック
ばん小児科
樋口胃腸科・内科クリニック
平井医院
ひらいファミリークリニック
ひらぬま内科クリニック
ひろせ胃腸科外科
別府内科クリニック
前川小児科医院
前田医院
ますずがわ神経内科クリニック
松尾内科クリニック
松岡ハ－トクリニック
まつだクリニック
松本クリニック
三重心身クリニック
みその内科クリニック
宮崎産婦人科
むらしま整形外科リハビリテーション科
村瀬クリニック
村瀬病院
村田整形外科
森下クリニック
八木医院
矢田医院
やばせクリニック
山下内科外科
山本胃腸科
湯浅整形外科
吉野クリニック

378-2311
388-1682
370-6663
386-6211
378-3113
374-0020
386-2012
378-1054
375-2266
381-3535
383-3993
386-1117
387-3988
374-1200
369-0001
378-8600
385-1056
378-0456
388-4000
375-1100
372‐8778
378-8811
381-1199
388-3700
382-0330
381-3322
378-1331
383-1661
386-1225
384-3910
382-5007
387-2090
383-1338
370-0008

情報館　　高齢者インフルエンザＨＡ予防接種❷

国勢調査にご協力くださいインフルエンザは予防が大切です
　インフルエンザHA予防接種は、従来の季節性インフルエンザと昨年流行した新型インフルエンザの
両方に効果があるといわれています。流行する前に予防接種を受けることは、発病防止、特に重症化防
止に有効ですので、希望者は接種してください。

健康づくり課　  382-2252  　382-4187
　kenkozukuri@city .suzuka. lg . jp 
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鈴鹿市バドミントンクラブ選手権

対象・内容／市内で活動するクラブチームを対象に、男

子複・女子複・混合複の３複によるランク別クラブ対抗戦

とき／8時30分～17時　ところ／市立体育館（正）　問合

せ／大川智子（鈴鹿市バドミントン協会）　  387-1894

やさしいヨガ

対象・内容／ヨガで体を伸ばします。どなたでも参加できま

す。　とき／10時30分～11時30分　ところ／市立体育館（副）

問合せ／宮本敦子（三重県エアロビック連盟）　  369-1522

太極気功十八式 健康体力づくり

対象・内容／呼吸法を取り入れた健康回復に最も適し

た運動です。どなたでも参加できます。　とき／10時～

12時　ところ／市立体育館 大会議室　問合せ／日高

弘憲（太極気功十八式普及推進会）　  383-6039

スズカ スポ・レク 市長杯 ソフトテニス大会

対象・内容／市内の中学生（選抜）、高校生（高専を含む）、大学

生、一般の選手がスズカスポ・レク市長杯（個人戦）の大会を行

います。　とき／8時30分～17時　ところ／市立テニスコ－ト

問合せ／石坂健（鈴鹿市ソフトテニス連盟）　  382-4430

木刀による剣道基本技稽古法の講習会

対象・内容／剣道経験者、興味のある方を対象に、全日

本剣道連盟制定の木刀による剣道基本技稽古法の講習

会　とき／9時～12時　ところ／武道館第2道場　問合

せ／澤井寿和（鈴鹿市剣道協会）　  387-5899

少林寺拳法鈴鹿市大会

対象・内容／少林寺愛好家、修行者による技の披露と

競技　とき／13時～16時　ところ／武道館第2道場　問

合せ／藤田秀昭（鈴鹿市少林寺拳法協会）　  370 -

0328

いきいき空手道

対象・内容／連盟加盟団体会員を対象に、子どもから

大人まで、基本を中心に楽しく空手道を経験します。　

とき／9時～12時　ところ／武道館第3道場　問合

せ／仲田健二（鈴鹿市空手道連盟）　  387-9259

中学・高校 柔道練習会

対象・内容／市内在住・在校の中・高校生を対象に、寝技、立ち

技の講習と練習会　とき／9時～12時　ところ／武道館第1道

場　問合せ／與谷愼穂（鈴鹿市柔道協会）　  090-8499-8063

テニス大会

対象・内容／参加者全員によるミックスダブルス。一般男女
ダブルスの試合です。ペアで申し込んでください。参加費1人
300円（ボール代）　とき／9時～17時　ところ／市立テニス
コ－ト　問合せ・申込み／10月31日（日）までに、郵送かファ
クスで伊藤三雄へ 〒513-0801神戸3－7－13　  ・  　382-2562

居合道古流の演武と体験

対象・内容／15歳以上の男女を対象に、日本の古武術で

あり、武士のたしなみとされた武術、居合いの秘伝を公開

とき／13時～16時　ところ／武道館第3道場　問合せ／

前田栄一郎（鈴鹿市剣道協会居合道部）　  386-6577

鈴鹿市長杯弓道大会

対象・内容／午前は経験者の弓道大会、午後は初心者の

弓道体験教室とミニ大会　とき／8時30分～17時　とこ

ろ／武道館弓道場、会議室　問合せ／池田政子（鈴鹿弓

道協会）　  388-1889

グラウンドゴルフ大会

対象・内容／市民と協会全員参加の親睦大会。生涯ス

ポーツとしてグラウンドゴルフを振興し普及させます。

とき／8時～16時　ところ／深谷公園多目的広場　問合

せ／安藤高朗（鈴鹿市グラウンドゴルフ協会）　  385-2238

秋季ソフトボール大会

対象・内容／鈴鹿市家庭婦人ソフトボ－ル連盟の加入者によるソフトボ

－ル大会　とき／8時～13時　ところ／鈴鹿川河川緑地ソフトボ－ル場

問合せ／服部勝美（鈴鹿市家庭婦人ソフトボール連盟）   384-7930

マレットゴルフ競技大会

対象・内容／市民と鈴鹿市マレットゴルフ協会会員による競技大会

とき／8時30分～14時　ところ／鈴鹿川河川緑地マレットゴルフ場

問合せ／細谷和夫（鈴鹿市マレットゴルフ協会）　  387-1284

カローリング大会2010

対象・内容／小学3年生以上を対象に、カーリングからヒントを得た

体育館で楽しめるカローリング。低学年から高齢者、体の不自由な

方まで楽しめます。　とき／8時30分～16時　ところ／西部体育館

問合せ／内田政義（鈴鹿市カローリング協会）　  378-3920

高齢者楽々3B体操

対象・内容／高齢者を対象に、楽しみながら体を使った

り手遊びをしたり、頭もしっかり使う体操をします。　

とき／10時～11時　ところ／清和公民館　問合せ／田中

啓子（(社)日本3B体操協会）　  386-8400

本田杯争奪ゲートボール大会

対象・内容／小学生以上、5人以上で参加。１チーム5人

から7人のゲートボール大会です。　とき／8時30分～

15時　ところ／ホンダアクティブランド　問合せ／金

田栄治（ゲ－トボ－ル愛好会）　  382-6159

“LET'S TRY”パドルテニス

対象・内容／スポーツを楽しみたい方が対象。パドルテニ

スは室内バドミントンコートを使った硬式テニスの小型

版です。だれでも一緒にゲームを楽しめる軽スポーツで

す。　とき／10時～15時　ところ／長太小学校体育館

問合せ／山中博（鈴鹿パドルテニス協会）　  385-2373

情報館　　スズカ スポ・レク フェスティバル2010❸

国勢調査にご協力ください11月14日（日）は
「スポーツとレクリエーションのつどい」

　11月14日（日）を「市民スポーツデー」として、市内のスポーツ施設を開放します。スポーツに親しみ、日常
生活に取り入れることにより、健康についての認識を深めましょう。

スポーツ課　  382 -9029   　382 -9071
　  s upo t s u@c i t y . s u z u k a . l g . j p
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  シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、国・市からの

支援を受けて運営されている公益法人です。

　豊富な知識・経験・技能を持ったシルバー世代に、仕事を通じて社会参加しながら生き生きと

した生活を送っていただくことを目的としています。

　企業、一般家庭、公共団体などから、高齢者にふさわしい仕事をいただき、会員に提供することで

「生きがい」と「健康づくり」を進め、活力ある地域社会づくりに貢献することをめざしています。

・市内に居住し、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方ならどなたでも会員になれます。

・会費は年間2,000円と会員互助会費1,000円です。

・シルバー人材センターでは、上に挙げた仕事以外にもさまざまな仕事を請け負っています。

草刈り 駐輪場の整理 家事援助草刈り 植木のせん定植木のせん定 駐輪場の整理 家事援助

問合せ （社）鈴鹿市シルバー人材センター　（営業時間　8時15分～17時）

神戸一丁目17-5　市役所別館第3内　　　382-6092　　　382-6093

自主・自立・共同・共助

1. 入会

　希望の仕事を登録

3. 仕事の提供
6. 配分金の支払い

4. 就業

2. 仕事の内容相談

　契約依頼・発注

5. 契約金の支払い

※仕事の受注・契約はセンターが行い、発注者およびセンターと会員の間には雇用関係はありません。

発注者（企業・家庭・公共団体など） シルバー人材センター（事務局） 会　員

産業政策課　   3 8 2 - 8 6 9 8    3 8 2 - 0 3 0 4
　 s a n g y o s e i s a k u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

 
情報館 シルバー人材センター❹

10月はシルバー人材センター事業
普及啓発促進月間です
10月はシルバー人材センター事業
普及啓発促進月間です

シルバー人材センターとは

シルバー人材センターのしくみ

会員の仕事内容

会員になるには？仕事を依頼するには？

　毎年10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間です。高齢者の社会参加において身近な存在であ
るシルバー人材センターについて紹介します。
　毎年10月はシルバー人材センター事業普及啓発促進月間です。高齢者の社会参加において身近な存在であ
るシルバー人材センターについて紹介します。



172010・10・5

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　10月28日㈭、29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。

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

不動産の公売を行います。公

売に参加できる資格に制限が

ありますので、詳しくは、三重

地方税管理回収機構徴収課へ

お問い合わせください。

と　き　10月20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　 059-

213-7355　 http://www.zei-

kikou.jp/)

国勢調査の調査票の提出を
企画課統計グループ

　  382-7676　  382-9040
　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　国勢調査は、すべての人と

世帯が対象で、外国人も対象

です。調査票を未提出の方は、

至急調査票に記入の上、調査

員に提出いただくか｢郵送提

出用封筒｣を用いて、市へ郵送

してください。

都市再生整備計画事業
事後評価原案を公表します
市街地整備課　  382-9025　  382-7615

　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

道路整備課　  382-7613  　382-7612
　dorosebi@city.suzuka.lg.jp

　江島・白子地区、神戸・河曲地

区、牧田地区で実施している

｢都市再生整備計画事業｣の事

後評価原案を公表します。原案

の内容に対して意見のある方

は、公表期間中に意見書を提出

することができます。

公表期間　10月8日㈮～21日

㈭(土・日曜日、祝日を除く8

時30分から17時15分)

公表場所　市街地整備課、道

路整備課

※市ホームページでも閲覧できます。

意見の提出　10月21日㈭(必

着)までに、住所、氏名、電話

番号を記入の上、直接また

は郵送、ファクス、電子メー

ルで、江島・白子地区は

〒513-8701　市街地整備課、

神戸・河曲地区、牧田地区は

〒513-8701　道路整備課へ

(様式は問いません)

第43回鈴鹿市美術展の
出品手続きを行います

(財)鈴鹿市文化振興事業団　
　  384-7000　  384-7755
　  since-97@s-bunka.net

　10月12日㈫から出品手続き

が始まります。この出品手続

きがないと作品を出品できま

せんのでご注意ください。

出品手続き　10月12日㈫から

22日㈮(土・日曜日を除く

9時から17時)に、出品申込

書を、〒513-0802　飯野寺

家町810　(財)鈴鹿市文化

振興事業団へ

※毎週月曜日と第3火曜日は文化

会館が休館日ですので、東側(第

1駐車場側)入口からインターフォ

ンを押してください。

※詳しくは、文化振興事業団ホーム

ページ(　  h t t p : / / w w w . s -

bunka.net)または公民館に備え付

けの｢第43回鈴鹿市美術展作品

募集｣をご覧ください。

◆作品の搬入

と　き　10月23日㈯、24日㈰

　9時～16時

ところ　全部門とも文化会館

(1階ロビーで受け付け)

◆公開審査会

と　き　10月26日㈫　10時

から

ところ　全部門とも文化会館

◆展覧会

と　き　11月3日㈬～7日㈰　

9時～17時(7日は16時まで)

ところ　文化会館

鈴鹿都市計画の変更案が
縦覧できます

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

○鈴鹿都市計画公園の変更

(鈴鹿市決定)

　都市計画公園鈴鹿市防災公

園の追加、都市計画公園御座

池公園の変更を行います。

縦覧場所　都市計画課(市役

所本館9階)

縦覧期間　10月12日㈫～26日

㈫(土・日曜日を除く8時30

分から17時15分)

※縦覧期間内に、市へ意見書を提

出することができます。

 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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10月1日から組織機構が
変わりました

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

　ものづくり動く支援室の名

称がものづくり産業支援セン

ターに変わりました。また、幹

線道路に関する事務を担当す

る幹線道路企画室が、都市計

画課から土木総務課に変わり

ました。

将来に老齢基礎年金
(国民年金)を多く受けたい方は
付加年金の加入を

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

　付加年金は、国民年金の付

加保険料を納めたことがある

方が、老齢基礎年金の受給権

を得たときに老齢基礎年金

(国民年金)に加算して支給さ

れます。

対　象　第1号被保険者(自営

業、農林漁業者などとその

配偶者(学生、任意加入者を

含む))

※国民年金保険料の免除を受けて

いる方、国民年金基金に加入さ

れている方は加入できません。

付加保険料　月額400円

※加算される年金額は、年間で200

円×付加保険料の納付月数です。

例えば、40年間付加保険料を納

付した方には、年間で老齢基礎

年金に加算して、200円×480月＝

9万6,000円が支給されます。

申込み　年金手帳を持参の上、

保険年金課または地区市民

センターへ

エコ通勤優良事業所
認証制度について
お知らせします

商業観光課　  382-9016　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　公共交通利用推進等マネジ

メント協議会(認証制度事務

局：国土交通省、交通エコロ

ジー・モビリティ財団)では、

｢ノーマイカーデーの導入｣、

｢従業員への公共交通機関の

利用促進｣、｢徒歩・自転車通

勤の推奨｣、｢時差出勤制度｣

など、エコ通勤の取り組みを

積極的に実施している事業

所を、｢エコ通勤優良事業所｣

として認証しています。地球

環境や地域の渋滞対策、従業

員の健康のため、エコ通勤の

推進だけではなく、すでに取

り組まれている事業所は認証

制度を利用して、その取り組

みのアピールをお願いします。

問合せ　国土交通省総合政策

局交通計画課(　 03-5253-

8275)

｢フォーミュラ・
ニッポン最終戦｣の観戦に
無料でご招待します

商業観光課　  382-9020  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　モータースポーツへの理

解を深めていただくため、鈴

鹿F1日本グランプリ地域活

性化協議会参画5市1町(鈴鹿

市、桑名市、四日市市、亀山市、

津市、菰野町)の高校生以下

限定で、フォーミュラ・ニッ

ポン最終戦の観戦に無料で

ご招待します。

招待レース　2010全日本選手

権フォーミュラ・ニッポン

最終戦鈴鹿サーキット

と　き　11月6日㈯、7日㈰

受付場所　鈴鹿サーキットメ

インゲート横特設受付テント

受付時間　メインゲートオー

プン後から11時まで

問合せ　鈴鹿サーキットモー

タースポーツ部企画グルー

有

料

広

告

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。

 

※詳しくは、国土交通省エコ通勤ポ

　ータルサイト(　http://www.mlit.go.

　jp/sogoseisaku/transport/ecommu

　ters/)をご覧ください。
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　プ(　 378-3620　 378-

3625)　

※事前申し込みは必要ありません

ので、当日は、この｢広報すずか

10月5日号｣を持参の上、各自で

受付場所にお越しください。

※必ず保護者同伴でお越しくださ

い。なお、保護者は有料となりま

す(6日、7日観戦2日通し券は特

別料金3,000円(税込)で、7日決

勝日のみの観戦も同料金です)。

※駐車料金(鈴鹿サーキット直営駐

車場)は別途1,000円が必要で、

満車の場合は民営駐車場をご利

用ください。

※レースの開催内容、直前情報な

どは、鈴鹿サーキットホームページ

(　  http://www.suzukacircuit.jp/)

をご覧ください。

教育委員会活動の
点検・評価報告書を
公表しました

教育総務課　  382-7617　  383-7878
　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　平成21年度の教育委員会活動

について実施した、点検・評価に

関する報告書を公表しました。

教育委員会ホームページ｢教育

委員会活動の点検・評価｣(　

http://www.city.suzuka.lg.jp/

kyoiku/commitee/index02.h

tml)または市政情報課(市役

所本館4階)、教育総務課(市

役所本館11階)でご覧いただ

けます。

第2回鈴鹿市多文化共生
推進指針検討委員会が

傍聴できます
市民対話課　  382-9058　  382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月29日㈮　19時～

21時

ところ　市役所本館12階1205

会議室

定　員　10人(応募多数の場

合は抽選)

申込み　当日18時30分から18

時45分まで、会場で受け付

けます。

ブロック塀などの
除却工事に助成を
行っています

建築指導課　  382-9048　  384-3938
　kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック塀

などの倒壊事故を未然に防ぎ、

通行人の安全と災害時の避難

路を確保するため、ブロック

塀の除却に対して助成を行っ

ています。

対　象　セットバックが必要

な道路を除く公道に面し、

高さが1mを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確認

　をした上で、市の積算に基

づいた除却費を算出し、算

出額の2分の1(限度額あり)

を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へお問い

合わせください。

里親になりませんか
子育て支援課　  382-9140  　382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　10月は里親月間です。里親と

は、親の病気などの諸事情によ

り、家庭での養育が困難な子

どもを家族の一員として家庭

へ迎え入れ、養育していただく

方のことです。三重県では、里

親を広く募集しています。里親

制度について関心のある方は、

北勢児童相談所(　 347-2030)

へご相談ください。

神戸中学校の収容避難所が
移転しました

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

　神戸中学校の移転に伴い、

今まで収容避難所に指定され

ていた体育館も、十宮町1335

番地の新築となった神戸中学

校へ移転となりましたので、

ご注意ください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

告

広

料

有

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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清掃センターの施設
定期点検を行います

清掃センター　  372-1646　  372-1406
　seso@city.suzuka.lg.jp

　施設点検に伴い、10月20日

㈬から11月下旬の間、場内の

混雑が予想されますのでご了

承ください。また、10月16日㈯

から11月1日㈪までは、除草、

伐採に伴う草木の搬入をでき

るだけ控えていただくようお

願いします。

※近年、家庭ごみを直接持ち込む

方が増えています。特に、土・月

曜日に場内が混雑しますので、

少量の家庭ごみは集積所をご利

用いただくようお願いします。

｢鈴鹿市民活動情報サイト｣の
登録団体を募集しています
地域課　  382-8695　  382-2214

　chiiki@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市民活動情報サイトで

は、本市を中心に活動してい

る市民活動団体やボランティ

ア団体が、自分たちの活動内

容やイベントを、写真などを

用いて紹介しています。サイ

トを通じて、｢自分たちの活動

を少しでも多くの方に知って

もらいたい｣、｢ボランティア

参加者を募集したい｣と考え

ている団体の登録を随時受け

付けています。

問合せ

※鈴鹿市民活動情報サイトは、市内

における市民活動の総合的な活

性化のため、市がNPO法人市民

ネットワークすずかのぶどうに管

理運営を委託しています。

金生水沼沢植物群落見学会
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

　国指定天然記念物の金生水

沼沢植物群落では、希少な食

虫植物や湿地性の植物が増殖、

復活しつつあります。平成23

年度からの公開に先駆け、事

前の見学会を開催します。

と　き　10月23日㈯(雨天決

行)

集合場所　飯野公民館から車

に分乗して移動します。

※沼沢には駐車場がありませんの

で、必ず飯野公民館に集合してく

ださい。

定　員　40人(先着順)

※受付順に、第1班20人、第2班20

人に割り振ります。

出　発　第1班9時、第2班10時

30分に、それぞれ飯野公民

館を出発

申込み　10月15日㈮8時30分

から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

※必ず長靴と雨天時には雨具をご

持参ください。

大黒屋光太夫記念館
開館5周年記念展

｢海のむこうへのあこがれ
―漂流記と漂流文学―｣
文化課　  382-9031  　382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

　開館5周年を迎える今回の

特別展では、井上靖｢おろしや

国酔夢譚｣、吉村昭｢大黒屋光

太夫｣など、文学作品から光太

夫に迫ります。

と　き　10月6日㈬～11月28

日㈰　10時～16時

※月・火・第3水曜日は休館ですが、

10月11日(月)と11月23日(火)は

開館します。

ところ　大黒屋光太夫記念館

(若松中一丁目1-8)　

入館料　無料

鈴鹿で極める
書の遊　茶の遊

産業政策課　  382-9045　  382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　地域ブランドである｢鈴鹿

墨｣と｢鈴鹿茶｣について学ぶ

かなしょうずしょうたく

※市ホームページ｢まちづくり・市民

　活動｣(　　http://www.city.suzuka.

　lg.jp/gyosei/plan/machi/index.html)

　からも新規会員登録用紙を入手す

　ることができます。

 

問合せ　大黒屋光太夫記念館

　(　 385-3797　 http://

  www.edu.city.suzuka.mie.

  jp/kodayu/)

※10月6日㈬10時から、11月14日㈰

　15時30分から、展示解説を行い

　ます。

吉村昭「大黒屋光太夫」自筆原稿

        NPO法人市民ネット

　ワークすずかのぶどう(　 

　387-0767　 suzukac-nposite

　@budou.gr.jp）

申込み　鈴鹿市民活動情報サ

　イト(　 http://genki365.

　net/gnks02/pub/index.

　ph p )をご覧いただくか、

　NPO法人市民ネットワーク

　すずかのぶどうまたは地域

　課へお問い合わせいただ

　き、新規会員登録用紙を提

　出してください。
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　体験型プログラムです。

と　き　10月29日㈮、30日㈯

12時30分～16時30分(12時

から受け付け)

ところ　伝統産業会館

内　容　

○｢地域ブランド戦略｣普及セ

ミナー(講演)

○体験教室｢書の遊｣(中塚翠

涛さん(書家、カリグラ

フィーデザイナー))　｢書

-1グランプリ｣として、小学

生、中高生、大人の各部に分

かれ、それぞれ課題字に取

り組み、グランプリを決め

ます(賞品あり)。

※小学生・中高生の部は30日のみ

実施します。

○利き茶コンテスト｢茶の遊｣

鈴鹿の茶葉を含めた利き

茶(テイスティング)を行

います。

定　員　各日60人(先着順)

参加料　500円

申込み　10月25日㈪までに、

申込書に必要事項を記入の

上、直接またはファクスで

産業政策課へ

※申込書は、市ホームページから入

手していただくか、産業政策課、

地区市民センター窓口に備え付

けています。

第20回鈴鹿市消防団
消防操法大会

消防総務課　  382-9162　  383-1447
　shobosomu@city.suzuka.lg.jp

　市内23地区の消防分団が、

｢自分たちのまちは、自分たちで

守る｣という精神に基づき、日ご

ろの訓練の成果を発表し、消火

技術の向上と士気の高揚を図る

ことを目的に開催します。ぜひ

会場にお越しいただき、地元消

防団員にご声援をお願いします。

と　き　10月17日㈰　8時～12

時30分(警報発令時は中止)

ところ　三重県消防学校(石

薬師町452)

映画｢葦牙｣～ストップ
虐待！　つながりあって
育てよう、鈴鹿の子ども～

子育て支援課　  382-9140　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童虐待の当事者となった

子どもたちのドキュメンタ

リー映画です。映画を通じて、

児童虐待と子どもの育つ状況

について理解を深め、子ども

の育ちをみんなで見守る地域

づくりにつなげます。

と　き　11月6日㈯　10時か

ら、13時から、16時から、19

時から

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター

定　員　各90人

入場料　大人前売り1,000円・

当日1,200円、子ども(15歳

以下)500円

問合せ　特定非営利法人こど

も サ ポ ー ト 鈴 鹿 ( 　

383-1322)、特定非営利法人

21世紀の子育てを考える

会.鈴鹿（　 090-1415-3749)

国際理解セミナー
｢日本の知恵を活かした
女性のエンパワーメント

in ネパール｣
(財)鈴鹿国際交流協会

　  383-0724　  383-0639
 　sifa@mecha.ne.jp

　ネパールの社会情勢や問題

点などを学びながら、ネパー

ルの女性の地位向上に努めて

いるアルチャナさんにお話を

聞きます。

と　き　11月7日㈰　10時～11

時30分(9時30分から受け付け)

ところ　鈴鹿市男女共同参画

センター ホール

講　師　アルチャナ・シュレ

スタ・ジョシさん(ルーザー

トレーニングセンター代表、

鈴鹿国際大学大学院生)

定　員　90人(先着順)

参加料　無料

共　催　男女共同参画課

申込み　10月29日㈮までに、

氏名、年齢、電話番号を記入

の上、電話、ファクス、電子

メールで(財)鈴鹿国際交流

協会へ

ぬくたいフェスタ
人権教育センター

　  384-7411  　384-7412

　障がいのあるなしにかかわ

らず、すべての人がともに生

活し暮らしやすいまちこそ、

ぬくたい(あたたかい)まちで

す。障がい者差別をなくし、障

がい者の自立と社会参加を実

現し、｢ともに生きる社会｣を

めざして開催します。

と　き　11月13日㈯　10時～

15時30分

ところ　人権教育センター、

一ノ宮団地解放センター

内　容　活動の紹介、作品の

展示、楽しいイベント、コン

サート、飲食、こどもの遊び

コーナーなど

主　催　障がい者差別をなく

す強調週間実行委員会

あしかび

電 話 電子メール ホームページ ファクス 



22 2010・10・5

天体観望会
～望遠鏡で星を見よう～

文化会館　  382-8111  　382-8580

対　象　小学生以上の方(中

学生以下は保護者同伴)

と　き　10月16日㈯　18時30

分～20時30分(18時から受

け付け)

ところ　文化会館屋上天体観

測場、プラネタリウム 

内　容　秋の星座と惑星の解説

定　員　150人(先着順)　

参加費　無料

※曇天や雨天などで中止すること

があります。当日16時30分に判

断しますので、文化会館へお問

い合わせください。

第4回子育て応援ナビ
生涯学習課　  382-7619  　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　子育て中の方、今か

ら子育てを始める方、子育

てを支援している方

と　き　11月20日㈯　9時30

分～11時30分

ところ　ふれあいセンターふ

れあいホール

内　容　｢私らしく輝くために

～お母さんに夢と笑顔を～｣

　3人の子育てをしながら大

学に通い、卒業した経験を

交え、忙しいお母さんが自

分の可能性を追求すること

の大切さを伝え、心からお

母さんを応援します。

講　師　藤本裕子さん((株)

トランタンネットワーク

　新聞社代表、お母さん大学

学長代理、元キャビンアテ

ンダント)

定　員　200人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話または電子メー

ルで生涯学習課へ

※詳しくは、チラシまたは市ホーム

ページをご覧ください。

女性マイカー点検教室
防災安全課　  382-9022　  382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月23日㈯　13時30

分～16時30分

ところ　鈴鹿地域職業訓練

センター

内　容　学科講習60分、実技

講習90分

受講料　無料

申込み　10月15日㈮までに、

鈴鹿自動車整備組合(　   

382-1075)へ

※気軽な服装でご来場ください。

※受講者にはエプロン、作業手袋、記

念品をプレゼントします。

ガイドヘルパー養成研修会
障害福祉課　  382-7626  　382-7607
　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

対　象　満18歳以上で、ホー

ムヘルパーの資格などを何

も持っていない方

と　き　12月4日㈯、5日㈰、12

日㈰、18日㈯、19日㈰

ところ　三重県身体障害者総

合福祉センター(津市一身

田大古曽670-2)

内　容　視覚障害者・全身性

障害者課程

参加料　無料(テキスト代、交

通費、食事代は自己負担)

申込み　11月1日㈪から15日

　㈪に、郵送で三重県身体障

害者福祉連合会へ(ファク

スは不可)

※詳しくは、(社)三重県身体障害者

福祉連合会(　　　059-232-6803)へ

鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター事業
提供会員養成講座

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

　ファミリー・サポート・セン

ターは、子育てを助けてほし

い方(依頼会員)の要望に応じ

て、子育てのお手伝いができ

る方(提供会員)を紹介し、相

互の信頼と了解の上、一時的

に子どもを預かる会員組織

(有償ボランティア)です。

　今回、一時的に子どもを預

かったり、学校、保育所、幼稚

園などの送り迎えをする提供

会員になっていただくための

養成講座を行います。受講し

ていただいた方は、提供会員

として登録していただきます。

対　象　市内在住の方(資格、

年齢は問いません)

とき・内容　

○11月4日㈭　10時～11時30

分　子どもの病気、12時30

分～14時　提供会員の役割

と心得、14時～15時30分

　子どもの栄養

○11月5日㈮　9時30分～11時

30分　安全と対応、11時40分

～12時20分　子育て支援事

業の必要性、13時15分～15時

15分　子どもの発達と心

○11月10日㈬　10時～12時

　小児看護、13時～15時　親

を支える気持ち

○11月11日㈭　9時45分～11
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　時45分　子どもの心に寄り

添う、12時45分～15時　事業

を円滑にすすめるために

ところ　ジェフリーすずか

定　員　30人(2才以上の託児

あり、要予約)

受講料　無料

申込み　鈴鹿市ファミリー・

サポート・センター(委託

先：特定非営利活動法人こ

どもサポート鈴鹿　・　  

381-1171)へ

市民ウォーキング教室
健康づくり課　  382-2252　  382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

対　象　ウォーキングの実践

者、行事スタッフ

と　き　11月13日㈯　9時～15時

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター研修室

内　容　

○講義　｢ウォーキングと健康

　について｣、｢楽しく美しい

ウォーキング｣ 、｢楽しい

ウォーキング行事｣、｢美しい

日本の歩きたくなるみち

500選とイヤーラウンドコー

ス｣紹 介 、｢鈴 鹿 の 週 末

ウォーキング23コース｣紹介

○ 実 技 　 ｢ 楽 し く 美 し い

ウォーキング｣(鈴鹿青少年

の森公園)

○ウォーキング何でも相談

定　員　20人(応募多数の場

合は抽選)

会　費　800円(昼食付)

主　催　鈴鹿市民歩こう会

協　賛　鈴鹿回生病院、健康

づくり課

申込み　10月31日㈰(必着)ま

でに、氏名、性別、年齢、住所、

電話番号を記入の上、往復

はがきで、〒510-0219　野

町南1-13-18　鈴鹿市民歩こ

う会日比正徳(　 ・　    

387-1489)へ

チャレンジ体操
(マット運動)教室
県立鈴鹿青少年センター

　378-9811  　378-9809
　suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　小学1・2年生

と　き　10月31日、11月7日、14

日、21日、28日、12月5日の各

日曜日(計6回)　10時～11時

30分(9時45分受け付け)

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター総合研修館

定　員　15人(先着順)

参加費　3,500円程度(6回分、

保険料含む)

申込み　10月5日㈫から、氏名、性

別、学年、住所、電話番号、保護

者名を記入の上、はがき、ファク

スで、〒513-0825　住吉町南谷

口　鈴鹿青少年センターへ

　｢こどもの権利条約｣は、世界中の子どもが

健やかに成長できるようにとの願いを込めて、

1989年11月に国際連合の総会で採択され、日

本もこの条約を批准して取り組みを進めてい

ます。世界の国々では、さまざまな事情で親

を失い、家族と一緒に暮らせなかったり、貧

困のため食べ物や着る物がなく、学校に行け

ずに働かなければならなかったり、病気で苦

しんだりしている子どもたちがたくさんいます。

｢こどもの権利条約｣は、このような子どもたち

の姿から、すべての子どもたちの権利を保障

するために決められた国際的な条約です。

　この条約では、子どもの権利として次の4

つの権利を守ることを定めています。

○生きる権利(健康に生まれ、安全な水や十分

な栄養を得て、健やかに成長する権利)

○育つ権利(あらゆる種類の差別や虐待、搾

取から守られる権利)

○守られる権利(教育を受け、休んだり遊ん

だりできる権利)

○参加する権利(自由に意見を表したり、集まって

グループを作ったり自由な活動ができる権利)

◆わたしたち大人が行うこと

　まず大人自身が、人それぞれの違いを認め、

お互いを尊重し合い、豊かな人権感覚を身に

付けることです。その上で、子どもたちの権

利を保障しながら、同じ一人の人間として子

どもに接していくことが大切です。また、近

くにいる子どもの権利が守られているかを

しっかり見ていくことも重要です。

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 

子どもの権利条約を知っていますか

○市・県民税・・・・・・3期

○国民健康保険税・・・4期

【納期限は11月1日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で

10月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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　  わが国のフォーミュラカーレースの人気は、

1973年に頂点のF2000クラス（日本独自の規則

にもとづいたものでした）へ全日本選手権がかけ

られたことを皮切りに加速しました。

　　さらに1978年にF2000は国際規定のF2クラス

へと発展。これを機に本場ヨーロッパから一流ドラ

イバーが多数来日し、国内トップドライバーとのし

烈な戦いが鈴鹿サーキットで繰り広げられ、数々

の名勝負が多くの観客を魅了しました。こうして

鈴鹿サーキットは“フォーミュラカーレースの聖地”

としての地位を確立

することとなります。

　　この盛り上がりと

熱狂が、世界最高峰

のF1グランプリの開

催を待望する多くのファンや関係者の機運の高

まりとなったのです。1987年の鈴鹿サーキットで

のF1初開催は、このような時代の大きなうねり

の中から生まれた側面も見逃せません。

　　鈴鹿の山にも秋の気配が漂い、本格的

な秋登山の季節の到来です。入道ヶ岳な

ど鈴鹿の山々は登山客に人気があります。

  最近、若い女性の間で登山がブームに

なっています。カラフルでおしゃれな登

山服に身を包み、通称「山ガール」と呼

ばれています。中には、登山が目的とい

うよりは、おしゃれにアウトドアファッシ

ョンを着こなすことが主目的とい

う方もいるそうです。

　　登山家マロリーが「なぜ、エベレスト

登頂へ挑戦するのか」と問われて、「山

があるから」と答えたという話は有名

です。今の若い女性登山客へ同じ質

問をすれば、「山があるだから」と答え

が返ってくるのでしょうか。（直）

表紙写 真  

撮影日  平成21年10月4日

撮影者  鈴鹿サーキット提供

いよいよF1
日本グランプリ

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 F1へ続く道

　　　頑張っています

　　鈴鹿市成人式実行委員会は、有

志で集まった新成人18人（女子10

人、男子8人）で構成され、月1、2回

会議を開いて計画を立てています。

人生の中でたった一度しかない成

人式なので、「思い出の残る成人

式にするには」を第一に考えて活

動しています。

　　今年度の会場は昨年同様、御薗

町の県営鈴鹿スポーツガーデン水

泳場です。わたしたちがこの場所

を選んだ理由は、天候に左右され

ず、新成人が一堂に着席でき、駐車

場が十分にあるからです。

　   成人式スローガン

　　　「　　   ～やっぱ地元やん!!～」

　　今回のスローガンは「なごみの

わ」です。自分の夢に向かってそれ

ぞれの場所で頑張っている新成人。

うれしいとき、つらいとき、悲しい

とき、そんなときに思い出すのは地

撮影場所 鈴鹿サーキット

元の友だちです。どこまでもつな

がっている輪、集まったときの和め

る場所はやっぱり地元であると考

えてこのスローガンを考えました。

　　実行委員会では、いろいろな企画

を考えていますので、一人でも多くの

方に参加してほしいと思っています。

と　き　平成23年1月9日(日)

　　　　　　　10時～11時（開場9時）

ところ　県営鈴鹿スポーツガーデン

　　　　　　　水泳場（御薗町1669）

※新成人は観覧席に座っていただき、

式典などはプールサイドとステージ

を使用します。対象者への通知は行

いません。ご自由にお越しください。

問合せ  生涯学習課（　 382-7619）

委員長　       南絵里加さん
副委員長　　北島基貴さん
副委員長　　田中舞衣さん

平成23年成人式

1987年 鈴鹿F1日本グランプリスタート

成人式実行委員会
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