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特集

　　鈴鹿の冬の風物詩「鈴鹿シティマラソン」が、12

月19日㈰に開催されます。優勝をめざして全力

疾走するもよし、奇抜な衣装で注目を浴びるのも

よし、コース場は今年も参加者のたくさんの笑顔

であふれます。
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　企業が社会の一員として、社会に果たすべき役割

と責任という意味です。ＣＳＲは、企業の不祥事や法

令違反に対してその責任が問われるというものだけ

でなく、日常の経営活動の中で、個々の企業自身で何

ができるかを問うものです。

　具体的なＣＳＲの取り組みは、企業が行う

環境保護活動、社会貢献活動、情報開示、公平

な雇用などがあります。そして、どの取り組

みにおいても根幹には、普遍的なテーマとし

て「人権尊重」があります。

　今、企業として「人を大切にするという

こと」への積極的な取り組みが求められ

ています。

CSRって何？
Corporate（企業の）
Social（社会的な）
Responsibility（責任）

C
S
R

CSRと人権

　「三方よし」、これは江戸時代の近江商人の「売り手よし、買い手よし、そして世間よし」という考え方です。近

江商人は訪れる先々の地域の人々と信頼関係を築きながら商売をすることで、売り手も買い手も満足しなが

ら世間をよくすることを考えました。

　これは、現在の企業と消費者・顧客の関係に置き換えることができます。企業が社会的な責任を果たすこと

で、企業、消費者・顧客、社会全体にとって互いに相乗効果が生まれます。この仕組みこそがＣＳＲ（企業の社会

的責任）です。今回の特集は、そのＣＳＲを紹介します。

～企業の社会的責任～

ユニバーサルデザインユニバーサルデザイン

社会貢献活動社会貢献活動

環境保護活動環境保護活動

さん　　ぽう

人　権人　権
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　最近は、環境に配慮した「エコ商品」、だれもが使いやす

くデザインされた「ユニバーサルデザイン商品」、代金の

一部が貧困国へ寄付される商品・サービスなど、少し価格

が高くてもこういった商品やサービスが多く出てきま

した。実はこれらもＣＳＲの取り組みのひとつです。

　また、商品・サービスだけではなく、例えば、安全安

心なまちづくりのために、地域の各商店街やコンビニなど

の店舗が「子ども110番の家」などに取り組む。こんな形のＣＳＲの取り組みもあります。

　そのほかにも、障がい者の積極的雇用、社内のバリアフリー化、ハラスメント対策、人権啓

発・研修への取り組みなども挙げられます。

　わたしたちの意識していない身近なところで、実は多くのＣＳＲの取り組みが行われています。

　調査結果から、ＣＳＲの取り組みをしていない企業が過半数を超えていることが分かり

ます。一部の大手企業がＣＳＲの取り組みを始める一方で、多くの企業は、どう取り組むべ

きか、何をすべきかを迷っているのが現状です。

　しかし、ＣＳＲの取り組みを行っている企業は、企業イメージの向上や社内の活性化、地

域との関係強化などの多くのメリットを感じています。

　企業はＣＳＲに取り組むことで、イメージアップや不祥事を未然に防げたり、働

きやすい職場づくりができたりします。また、消費者・顧客は安全で安心な商

品やサービスを受けられたり、人に優しい働きやすい職場を選択できるな

ど、双方に多くのメリットがあります。

　ＣＳＲの取り組みを通して、企業と消費者・顧客がコミュニケー

ションを取りあうことが大切であり、このことがすべての人が住み

やすい社会をつくることへとつながります。

　皆さんは、商品・サービス、職場を選ぶとき、何を基準に選んでい

ますか。おのおの価値観が違って当然です。いろいろな判断基準が

あると思います。その判断基準の選択肢のひとつに、「いかにその企

業がＣＳＲに取り組んでいるか」を加えてみてはいかがでしょうか。

「㈶反差別・人権研究所みえ」…国際的な視野に立った人権の現況とその展望

などに関する調査・研究、広報・啓発、人材の交流と育成を図る活動を行う団体

ＣＳＲについての取り組み状況 ＣＳＲに取り組んだことによるメリット（複数回答）

取り組んでいる

取り組んでいない

無回答

48.5％

25.6％

25.0％
0.9％

48.5％

25.6％

25.0％
0.9％

現在、取り組んでいないが、

取り組みを検討中である

企業イメージの向上につながった

取引先との関係が強化された

地域との関係が強化された

従業員の満足度が向上し、社内

が活性化された

0　   10　   20　  30　  40　  50　  60%

55.1％

26.2％

38.0％

34.3％

55.1％

26.2％

38.0％

34.3％

㈶反差別・人権研究所みえの研究員の本江優子さんに、CSRについてお伺いしました。

意外と身近なＣＳＲ

　三重県「CSRに関する状況調査2006年」より（対象：三重県下の従業員規模30人以上の企業1,765社）

㈶反差別・人権研究所みえ
研究員　本江優子さん

子ども110番の家
エコ商品

「LED電球」

社会が持続的に発展するために



4 2010・12・5

市内小中学生を対象に募集した「人権に関する作文」からその代表作品を紹介します。

旭が丘小学校　６年生
渡辺 菜摘 さん

　四年前、私の家の前に外国の方がひっこし

てきました。私はその時、まだ二年生だった

ので、外国の方ということで、ドキドキして

いました。四年生になった時、初めて一人で

回覧板を届けにいきました。インターホンを

ならすと、そこの家のおばさんが出てきまし

た。全々意味が分からない言葉を伝えてきま

した。私はどうすればいいか分からなくなっ

て、その時は適当に渡して、走って帰ってき

てしまいました。私に変化があったのは、わ

たしが四年生になった時でした。そこの家に

いた幼ち園の男の子が、大分、日本語を話せ

るようになったようで、私と妹が外で遊んで

いると、「一緒に遊んでいい？。」と一生懸命

日本語で話しかけてきました。私はドキドキ

したけれど、外国の友達と遊んでみたいと思

い、一緒に遊ぶことにしました。その子は

サッカーボールを持っていたので、サッカー

をすることにしました。いろいろと言葉が通

じなかったり、お互いに思っていたルールが

違ったりして、全々ゲームが進みませんでし

た。でも、がんばってジェスチャーで伝えて

みました。すると、その男の子は、理解してく

れました。その時は、すっごくうれしかった

です。それから、毎日のように、いろいろな事

で遊びました。時には、その子のボールが川

に落ちて泣いてしまったり、転んでケガをさ

せてしまったりして大変でした。そして、そ

の子の誕生日パーティーなどにも、呼んでも

らえました。そのパーティーに行くと、その

男の子のいとこや家族がたくさん集まって

いて、何をしていいのか、何を話せばいいの

か、すごくとまどいました。でも、そのパー

ティーに来ていた、同い年ぐらいの男の子が、

日本語でしゃべりかけてくれました。二人で

しゃべっていると、いろいろな人たちが集

まってきて、同い年の男の子を通して、学校

のこと、遊びの事など、いろいろな事で関わ

りを持てました。なぜか今日あったばかりな

のに、帰る時にすごく、さみしくなりました。

　そして昨年、家の前の男の子が旭が丘小学

校に入学してきました。はじめは、学校のき

まりなどを説明するのが、難しかったです。

でも、同じ登校班の仲間たちと協力して、伝

える事ができました。でも、まだ朝の集合場

所にくるのが遅れてくることがあるので、毎

朝迎えにいっています。

　私は、この男の子や外国の方を通して、い

ろいろな人と関わったりコミュニケーショ

ンを取ったりすることや、しゃべったり遊ん

だりすることは、とっても楽しいことなんだ

なぁと教えてもらいました。この経験を大切

にして、これからも、いろんな国の人たちと

仲良くなったり、助け合ったりしながら、生

活していきたいと思いました。

人　権人　権

外国の方に教えてもらった事外国の方に教えてもらった事
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白子中学校　３年生
宮城 はるみ さん

　私が、この題名にした理由は、私自身が、外

国人で、世間では、あまり知られていないか

らです。

　私が、この「外国人差別」に気付かされたの

は、中学校に入ったころです。そのころ日本

では、不景気になっていました。私の家は一

軒家で、家賃は少し高い方でした。私のお母

さんとお父さんは、一生懸命働いて、お金を

払っていました。しかし、日本の景気は悪く

なる一方でした。この不景気に、高い家賃を

払っていたお母さんは、「高すぎて・・・。」と

言っていたことがあります。私は「もっと家

賃が安い所に引っ越しすればいいじゃん。物

件なんて、たくさんあるんだから。」と言いま

した。でも、私はこの時、すべての物件が借り

られるとは知らなかったです。実際に、不動

産屋へ行くとまだ何も聞いていないのに「外

国人には何もありません。」と言われたので

す。私はこの言葉にショックを受けました。

私は、「なんで、まだ何も聞いていないのに、

あんなことを言われたのだろう。」と疑問に

思っていました。私は、思い切ってお母さん

に聞くと、こう言われました。「今、日本が不

景気で、ほとんどの外国人は、仕事を失った

からよ。だから、仕事が無いから、住んでいる

家の家賃が払えず、払わないまま、逃げてい

く人がたくさんいるの。」私は、この話を聞い

て悲しくなりました。私たちは家の家賃など、

すべて払っているのに「外国人の顔」だから、

払わず逃げていった外国人の人々と同じに

されたのです。日本でちゃんと払っている

人々が、私たちと同じ事をされていると思う

と、悲しくなります。また殺人などの事件に

外国人が関わると、まったく関係のない外国

人が、日本人に、ものすごく嫌な顔で見られ

たこともあります。私は、このような状況で

日本に住んでいると、「日本には冷たい人たち

がたくさんいる。」と感じることがあります。

外国では、たとえ、日本人の誰かが、家賃を払

えず、逃げたとしても、日本人への物件が限ら

れてはいません。外国人は、家賃が払えなかっ

た日本人と、住むために来てくれた日本人と

は、まったく同じに見てはいません。また、こ

んなこともありました。

　外国人は、自分の国では、あまり仕事がな

いため、日本に出かせぎにやって来ます。も

ちろん日本に初めて来た外国人は、日本語な

ど、まったく話せません。ここで起きること

は、日本語が話せない外国人は、仕事がもら

えないことです。また不景気になると、最初

にリストラさせられるのは、日本語が少しし

か話せない外国人です。私はこの現実にまた

悲しくなりました。外国人は、家族を養うた

めに、日本に来たのに、「日本語が話せない」

ということだけで、仕事がもらえなかったり、

すぐ辞めさせるということは、とても、あり

えないと思いました。こういうことが、おこ

るため、外国人は、日本で悪いことをしたり、

家賃が払えず、逃げていく人がでてくるのだ

と私は思います。外国では、英語が話せなく

ても、温かく仕事をくれます。

　私は、この作文を書いて、日本のみなさん

にわかってほしいことは、一つ目に「日本に

住んでいる外国人を、すべて同じように見て

ほしくない。」ということです。二つ目に「外

国人を日本語が話せないからといって、仕事

をあげなかったりしないでほしい。」という

ことです。この世の中には、この事で苦しん

でいる外国人は、たくさんいると思います。

私の書いたこの作文で、日本の「外国人差別」

に対して、何か一つでも、変わってくれたな

らと思います。

外国人差別外国人差別
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　鈴鹿ベルシティで「安全・安心フェスタすず

か」が開催され、「防災」、「防犯」、「交通安全」

をテーマにさまざまな催しが行われました。

　会場では、楽しみながら安全について学べる

コーナーが人気を博し、ペーパークラフトコー

ナーやエコドライブシュミレーターには大勢の

親子が参加しました。また、時速5キロメートル

でも大きな衝撃を受けることを体験できる

シートベルト効果体験車では、参加者は改め

てシートベルトの効果を確かめていました。

11/13（土）11/13（土）

　江島台一丁目と近隣5自治会合同の夜間防

災訓練が地元集会所で行われました。

　訓練は、夕暮れ時に巨大地震が発生したと

の想定で行われ、懐中電灯を手にした約200人

の地域住民が次 と々避難所に集合しました。参

加者は停電状態の中、仮設照明やテントの設

営、カレーの炊き出しなど、真剣に訓練に取り

組み、万が一の事態への備えを確認しました。

　平子隆之江島台一丁

目自治会長は「訓練に

対する住民の皆さんの評判もよく、開催し

た意義は大きかったと思います。高齢者の

安否確認、防災に関するアンケート調査、防

災啓発ビデオ上映なども行いましたので、

これらをしっかりと検証し、次回につなげ

たいと思います」と話していました。

10/23（土）10/23（土）

ほのぼの灯りほのぼの灯り

楽しみながら学びました　「防災」「防犯」「交通安全」

災害は夜間でもわたしたちのまちを襲う！
停電の中で避難所開設などの手順を確認
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　11月の「児童虐待防止推進月間」に、県と企業

などで組織される「子ども虐待防止キャラバン

隊」が市役所を訪れ、集まった約200人の市民に

対し、虐待防止に向けた協力を呼びかけました。

　キャラバン隊は、県民に対して、児童虐待に

ついての相談や通報を求める県知事の緊急ア

ピールを代読しました。また、市長は「児童虐

待を許さず、一人ひとりの子どもの笑顔が光

り輝くまちとなるよう

に全力を挙げて取り組

む」と市民へ向けた

メッセージを発表しま

した。

11/2（木）11/2（火）

11/11（木）11/11（木）

11/17（水）11/17（水）

　全国重要無形文化財保持団体協議会秀作展が

文化会館で開催されました。協議会は平成4年に

重要無形文化財の保護・発展をはかる目的で発足

したもので、伊勢型紙彫刻技術が国の重要無形文

化財に指定されていることから、本市と伊勢型紙

に関係する団体が構成員になっています。

　秀作展では全国14の保持団体から出品された

陶芸や漆芸、染織など最新の

作品約70点が展示され、大勢

の見学者がその伝統美と技を

堪能しました。また、国立民族

学博物館教授の吉本忍さんに

よる講演会「手仕事への回帰」も行われ、手仕

事の大切さ、子孫への技の伝承の重要性につ

いて語りました。

　平成6年の松本サリン事件の被害者、河野義行さんによる人

権問題講演会が文化会館で行われました。

　河野さんは、本人や家族がサリンの被害を受け、第1通報

者でありながら、事件直後から犯人として疑われ、警察の厳

しい追及や疑惑を増幅するメディア報道、嫌がらせ電話な

どの多くの人権侵害を受けました。

　苦労の末に疑惑は晴れましたが、河野さんは潔白を証明す

ることがいかに困難であったかを語り、最後に、「2年前に亡く

なった妻や家族、友人たちがいてくれたからこそ、負けずに

戦うことができた。皆さんも自分を信じてくれる人を作れば、

どんなときでも孤立せずに頑張れる」と呼びかけました。 河野義行さん

児童虐待を許さない
子どもの笑顔が輝くまち

日本の伝統美と技の世界
先人たちの知恵と技術に魅せられて

「松本サリン事件の犯人とされた私」
河野義行さんが講演
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●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内 
●申込み／12月13日㈪〜17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。

全日本空手道連盟・糸東会
早川正一　 386-4570

ウエルカム・イングリッシュ
馬屋原　 090-1564-0671

対象／小学生以上（男女不
問）　とき／毎週木曜日19時
～21時　ところ／神戸中学
校武道場　内容／糸東流の
技の研究、稽古、体力作り

とき／毎週火曜日（月4回）19時
～20時30分　ところ／主に河
曲公民館　内容／初心者向け日
常英会話とテキスト　定員／3、
4人募集　参加費／月4,000円
程度　講師／ケント・スコット

空手道会員募集 簡単英会話ができたら

横井博子
　 370-3575

民族衣裳着付同好会
　 386-3827

とき／毎月第2・4月曜日13
時30分から　ところ／住吉
公民館　内容／混声合唱(年
齢問わず・女性も大歓迎)　
※開催日にお気 軽にお越し
ください。

とき／1月11日から毎週火曜日
10時～12時（3カ月12回）　とこ
ろ／華賀きもの学院内　内容／
手結び着付、冠婚葬祭などの着
付、常識をマスター　定員／10
人　受講料／12回で8,400円

きつけ

桂　　　374-2647
加藤　　386-8700

山上　 387-2355
伊藤　 383-8921

鈴鹿少年少女合唱団
佐々木　 ・　 374-3397

対象／男性（年齢不問）　と
き・ところ／毎週日曜日19時
～21時・指揮者宅（深溝町）、
毎月第4火曜日19時～21時・
主にふれあいホール　※人間
ハーモニーを満喫しましょう。

対象／小学1年生から　とき／毎
週土曜日10時～12時　ところ／
神戸コミュニティセンターほか
内容／歌って楽しい、聴いて楽し
い合唱団です。体験・見学お気軽
にどうぞ。　※制服無料貸し出し

男声合唱団アンサンブル
GG募集

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集

混声“やさしいコーラス”
男声サークル生募集

NPOドリーム21　事務局
吉澤　 381-0022

とき／毎週金曜日9時30分～
11時30分　ところ／主にふれ
あいホール（南玉垣町）　内容／
女声コーラス、歌うことが大好
きな方ならどなたでも大歓迎で
す。いつでも見学にどうぞ。

とき／12月12日㈰19時～20時
30分　ところ／ふれあいホー
ル　内容／大黒屋光太夫とソ
フィアの出会いと恋愛の解説付
オペラ　料金／前売1,000円、
当日1,500円　※全自由席

オペラ・光太夫

鈴鹿友の会　石﨑伸子
　 386-3811

鈴木利昭
　 383-0712

鈴鹿ＥＭ交流会
　 382-6039

四日市工業高校定時制職員室
　 346-3725　  teiji@yokkaichi-th.ed.jp

とき／12月12日㈰　内容／白
塚～津新町　集合／白塚駅前
9時10分　とき／1月3日㈪　
内容／新春椿大神社　集合／
平田町駅前8時　※ともに参
加費200円、初参加者大歓迎

とき／12月10日㈮10時～19時、
11日㈯10時～16時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／20～
90代の会員53人が取り組んだ

「ちょうどよい生活」をぜひ見に
来てください。　参加費／300円

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿友の会「生活展」 鈴鹿女声コーラス団員
募集

鈴鹿ディスクゴルフクラブ
　辺田寿夫　 370-3248

亀山サンシャインパーク公園管理事務所
　   0595-83-0339

　   kameyamasunshinepark@gaea.ocn.ne.jp

とき／12月12日㈰10時～15
時（荒天中止）　ところ／青少
年の森 常設コース　内容／10
時～14時30分随時受付、15時
表彰　参加費／無料　※貸し
ディスク用意。初心者大歓迎

とき／12月31日㈮まで　とこ
ろ／亀山サンシャインパーク内事
務室　内容／入 選 以 上は図書
カードを進呈、作品はオアシス館
に展示されます。※詳しくは管理
事務所にお問い合わせください。

パッチワークの店キルター
　 387-2700　

とき／12月17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／12月10日㈮・11日㈯10
時～19時、12日㈰10時～16
時　ところ／白子サンズ2階
催事場　内容／パッチワーク
作品の展示　入場料／無料

ＥＭ勉強会 一針の夢は世界へ
青少年の森

ディスクゴルフ大会
第3回亀山サンシャインパーク
写真コンクール　

第1回亀山サンシャインパーク
トリム競技大会

保井
　 090-4185-1514

とき／12月14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
を持ってみえる親を中心とした集
まりです。気軽に参加ください。

とき／1月22日㈯　内容／事前に
申請したタイムをめざす大会。マ
ラソンの部とウォーキングの部が
あり、入賞以上はテーマパークの
ペアチケットなど進呈。先着各30
人。　※詳しくは管理事務所へ

ガールスカウト三重県支部第10団
　馬神　 ・　 378-1726

　四日市工業高校定時制は
社会人の方の入学を歓迎しま
す。機械・自動車・電気・建築
の分野から選択して学べま
す。工業の技術や資格の取得
に挑戦してみませんか。

対象／5歳以上の女の子　とき／
12月12日㈰10時～12時　ところ／
文化会館第1研修室　内容／クリ
スマス会でゲームなどをします。
同時新入団員も募集。　参加費／
無料　※当日参加ＯＫです。

社会人入学案内
四日市工業定時制

クリスマス会と
新入団員募集 鈴鹿不登校を考える親の会

こちら 
すずか

※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。

次回の募集は2月5日号掲載分です

情報局

亀山サンシャインパーク公園管理事務所
　   0595-83-0339

　   kameyamasunshinepark@gaea.ocn.ne.jp
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美術工芸 樋口　千恵子写 真

鈴鹿商工会議所伝統工芸賞 ケーブルネット鈴鹿賞

第43回  鈴鹿市美術展 

【市長賞】 
森　博幸

金丸　竹子 伊藤　幸君

吉野　聖夫

日本画

洋　画 彫　刻

美術工芸

写　真

書　道

日本画

洋　画 彫　刻

美術工芸

写　真

書　道

日本画

洋　画 彫　刻

『畔』

『陽光の杜』

『未来へ』

『遊友』
ゆ う ゆ う

り ょ く 　 え い

や く 　  ど う

こ け い し

き せ と にがうりもんばち

はつ　　 ゆき

が　　 しゅう

たんきんあげはちょうもんみずさし

ちく がい  し

ぐう かん の  しか ん ゆ  の  し

ちょうもうりょう ひ

『中』
あ た る

船戸　豊

美術工芸

写　真

書　道

か ん こ う し  

議　　長　　賞

岡田文化財団賞 鈴鹿市芸術文化協会賞 鈴鹿市文化振興事業団理事長賞

教 育 長 賞 鈴鹿商工会議所会頭賞

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

安田　ふさ子

角谷　孝子

鈴木　幸子

細田　多美子

前田　栄一郎

前 田 　 鶴 翠

蓮　池

唐人踊り（鈴鹿）

スタート

空　へ

老姉妹

新古今和歌集

『

『

『

『

『

『

』

』

』

』

』

』

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

石井　よね子

宮口　一美

真砂　香江

横 山 　 勉

大森　清江

池田　一右

舗道の花

緑　映

17

躍　動

ひまわり

韓　の詩

『

『

『

『

『

『

』

』

』

』

』

』

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

藤 田 　 哲 也

木 下 　 輝 子

坂 下 　 万 智

山 本 　 憲 夫

森 　 長 子

山﨑　静甫

秋深まる

夢に向かって

ててっ

黄瀬戸苦瓜紋鉢

見つめる

偶桓之詩

『

『

『

『

『

『

』

』

』

』

』

』

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

出岡　昌子

井髙　幸子

石中　彩英子

伊川　かつこ

上 川 　 登

山田　精廉

仲良し

下校時

あいつ

陽　炎

斜陽の裏通り

胡奎詩

『

『

『

『

『

『

』

』

』

』

』

』

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

国枝　節子

石垣　佳子

中村　明日香

長谷川　憲男

長太　正雄

大久保　真麗

マルタの洞窟

街の時間

夢

叫　ぶ

犬

張猛龍碑

『

『

『

『

『

『

』

』

』

』

』

』

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

梅 本 　 定

林 　 道 明

木林　観奈

後藤　光郎

伊藤　隆彦

岸本　一水

初　雪

漁村閑日

我　執

鍛金揚羽蝶紋水指

山里の朝

竹外詩

『

『

『

『

『

『

』

』

』

』

』

』

森安　八恵『ＫＡＧＡＲＩＢＩ(篝火)』 『 至福の時間 』

『韓　詩』

渡　　翠風

情報館　　市美術展❶

　第43回鈴鹿市美術展において6部門の作品の中から、上位7賞（美
術工芸、写真は8賞）に選ばれた作品を紹介します（敬称略）。

（財）鈴鹿市文化振興事業団　  384-7000  384-7755
　h t t p : / / w w w . s - b u n k a . n e t /
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　市役所は、特定の機関や施設を除いて、12月29日㈬から平成23年
1月3日㈪まで休みとなり、また、市の清掃作業も休業します。ここで
は、年末年始の市の業務、ごみの収集などについてお知らせします。

●電話による医療機関案内(救急医療情報センター)
  382-1199（いい救急） 

●インターネットによる医療機関案内(医療ネットみえ)
http://www.qq.pref.mie.jp/qq/qq24tpmn_lt.asp

●携帯電話による医療機関案内(携帯版医療ネットみえ)
  http://www.qq.pref.mie.jp/k/   

●音声・ファクス案内
  0800-100-1199（無料） 

 家庭内でできる応急処置や、直ちに医療機関へかかる必要があるかどうか、また、子育ての疑問や

予防接種など、子どもの健康や保健について小児科専門医師が電話相談に応じます。内容について

秘密は守られますので、気軽にご相談ください。 

 けがや急病などで、救急車を呼ぶほどではないが、どうしてもすぐに治療を受けたいときは「救

急医療情報システム」が、24時間体制で受診可能な医療機関を紹介します。案内を受けたら、必

ず紹介された医療機関へ、電話などで確認してからお出掛けください。 

※「救急医療情報センター」から「鈴鹿市応急診療所」（ 382-5066）を紹介された場合も、必ず電話などで

症状を連絡の上、健康保険証、診療代、お薬手帳、福祉医療費受給者証などを忘れずに持参してください。

応急診療所は年末年始にたいへん混雑します。早めのかかりつけ医への相談、診療を心掛けてください。 

●対象者
18歳未満の子どもとその家族 

●時間
毎日19時30分～23時30分 

●電話番号
#8000番（携帯電話でも利用可能）

※ダイヤル式・ＩＰ電話の場合は、 059-232-9955

 死亡届などの戸籍関係の届けや、斎苑・霊きゅう車の使用申込み（予約受付）は、市の中央管理防災

センターで受け付けます。あらかじめ電話で確認の上、市役所本館北通用口の中央管理防災センター

（ 382-1100）へお越しください。 

 なお、埋火葬許可証、および斎苑・霊きゅう車使用許可証の発行は、8時30分から17時15分までです。

●戸籍関係の届け 
 12月28日㈫までにあらかじめ市民課（ 382-9013）へご相談ください。書類に不備があると

受理できなかったり、処理が遅れることがあります。 

●住民票の交付

●斎苑・霊きゅう車

年　末 12月31日㈮15時火葬開始分まで  年　始 平成23年1月2日㈰から開苑 

間期療診間時療診
9時30分～12時、13時～16時30分 

19時30分～22時30分 

診 療 科 目
12月30日㈭ ㈪～平成23年1月3日

受付時間：昼間16時、夜間22時まで
内科・小児科・歯科

内科・小児科 

けがや病気のとき

戸籍などの届出

急な子どもの病気やけがの相談急な子どもの病気やけがの相談

けがや病気のとき

戸籍などの届出

 12月28日㈫16時30分までに市民課(　382-9013)へ予約しておくと、年末・年始でも希望

する中央消防署、南消防署および中央消防分署で受け取ることができます。ただし、予約請

求できるのは本人か同一世帯内の方に限ります。受け取りの際は、運転免許証など本人が

確認できる書類の提示をお願いします。

情報館　　年末年始の業務案内❷
人　事　課
廃棄物対策課

年末年始の市役所の業務 
ごみのご案内 

382-9037  382-2219  jinji@city.suzuka.lg.jp
  382-7609  382-2214 haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp
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 水道が故障したときは、水道修理センター

（ 382-5284 24時間電話受付）か、近く

の市指定給水装置工事事業者へご連絡くだ

http : / /www.city .suzuka. lg . jp/ l ife/benri /pdfs/8505.pdf

年　末 12月29日㈬まで 

年　始 平成23年1月5日㈬から 

※くみ取りの申込みは、担当業者または鈴鹿市清掃協

同組合（ 382-3331）へお願いします。くみ取りの

担当業者は、市ホームページでも検索できます。 

 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8201.html

年　末 12月28日㈫まで 年　始 平成23年1月4日㈫から 

時　間 月〜金曜日（祝日を除く）8時30分〜17時15分 

※年末は大変混雑しますので、お早めに申し込みください。 

※収集が1月になる場合があります。 

ごみの搬入ごみの搬入

年末年始のごみ収集

粗大ごみの戸別収集

年末年始のごみ収集

粗大ごみの戸別収集

年　末 12月30日㈭16時まで（事業系ごみは12月27日㈪まで） 年　始 平成23年1月4日㈫から 

受付時間　月〜土曜日 9時〜12時、13時〜16時（事業系ごみは月・火・木・金曜日 9時〜11時、13時〜15時） 

○汚れのないプラスチック製容器包装

○陶器、ガラス、金属などの「もやせないごみ」 

○電化製品（パソコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、 

 エアコン、テレビを除く）、自転車などの不燃性の「粗大ごみ」 

年　末 12月30日㈭ 16時まで 年　始 平成23年1月4日㈫から 

※事業系ごみは、12月27日㈪16時まで（破砕が必要なものは15時30分まで）、生ごみなどの腐敗性廃棄物は、12月30日㈭16時まで 

受付時間 月〜土曜日 9時〜12時、13時〜16時 

 （事業系は、月曜日は9時30分〜12時、13時30分〜16時、火〜金曜日は9時〜12時、13時〜16時）

○生ごみ、紙くず、草などの「もやせるごみ」 

○木製家具、ふとんなどの可燃性の「粗大ごみ」 

●不燃物リサイクルセンター（国分町1700番地　　374-4141）

●清掃センター（御薗町3688番地　　372-1646）

大掃除などで大量に発生したごみや、

収集日を過ぎてからどうしても処理し

たいごみがあるときは、直接処理施設

へ搬入してください。例年、12月23日

㈭以降は大変混雑し、待ち時間が1時

間以上になる場合があります。できる

だけ、早い時期に搬入してください。 

 有料（1点につき粗大ごみ処理券200

円）で、自宅まで粗大ごみの収集に伺

います。電話で粗大ごみ受付センター 

( 382-7646)へ申し込んでください。 

○乾電池、蛍光管などの「有害ごみ」 

○土砂、ガレキ、コンクリート片（40cm角以内のもの）など 

○あきかん、あきびん、ペットボトルの「資源ごみ」 

○古紙（新聞、段ボールなど）、衣類の「資源ごみ」 

※混合ごみは受付できませんので、分別して搬入してください。 

※少量の家庭ごみは集積所を利用してください。 

※各施設へ車でごみを運ぶときは、落下に注意してください。 

※ガソリン・灯油（空のポリ容器は処理できます）、タイヤ、ペンキ、

エンジンオイル、農薬・劇薬、消火器、プロパンガス（空でも

処理できません）、火薬、オイルヒータ－などは、市の施設で

処理できないごみですので、販売店などに相談してください。 

水道が故障したら水道が故障したら し尿のくみ取り

年末（業務終了日） 

12月30日（木）

12月28日（火）

 12月27日（月）

12月28日（火）
12月23日（木）

 

（12月31日（金）は休み）

（12月31日（金）は休み）

（12月30日（木）は休み）
12月24日（金） 

通常どおり 
通常どおり 

通常どおり 

通常どおり 

地区の収集日 

月・木曜日地区 

火・金曜日地区 

 
月曜日地区 

火曜日地区 

木曜日地区 

第1・第3月曜日地区

その他の地区

 

金曜日地区 

－ 
－ 

ごみの種類 
 

もやせるごみ 
 

 
 
 

プラスチックごみ 

 
 

 もやせないごみ 
資源ごみＡ 

資源ごみＢ 

年始（業務開始日） 
1月6日（木） 

 

1月4日（火）

（1月3日（月）は休み）

 （1月3日（月）は休み）

 （1月3日（月）は休み）

 

1月10日（月） 

1月4日（火）

1月17日（月）

1月6日（木） 

1月7日（金）

通常どおり 
通常どおり 

通常どおり 

※年末の収集が終わってからは、ごみは出さないでください。景観を損ねる上、カラスやネコなどが集積所を荒らす原因になります。

さい。指定給水装置工事事業者は、市ホーム

ページでも検索できます。 
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鈴鹿スポーツガーデンで 
平成23年の成人式を行います 

対　象 平成2年4月2日から平成3年4月1日生まれで、市内に在住または本籍のある方 

と　き　平成23年1月9日㈰  10時〜11時（開場9時） 

ところ　県営鈴鹿スポーツガーデン（御薗町1669番地） 

※対象者への通知はありませんので、自由に参加してください。 

◆駐車場について
○新成人一般駐車場
 第1・2・3駐車場 

○送迎場
 第5駐車場 

○車いす用駐車場
 利用を希望される

方は、12月24日㈮ま

でに生涯学習課へご

連絡ください。 

実行委員の言葉

◆会場へのバスの運行

県営鈴鹿スポーツガーデン 

近鉄平田町駅 

近鉄鈴鹿市駅 

近鉄白子駅 の順番に運行します。 

8時45分発 近鉄白子駅東口 

9時５分発 近鉄鈴鹿市駅 

9時15分発 近鉄平田町駅 

9時30分着 県営鈴鹿スポーツガーデン 

11時30分発
帰　り行　き

渋滞緩和のため、一般車両は南（合川）側から進入してください 

送迎バス停留所 駐車場 
左折 

駐車場へ 

駐車場へ 

第3駐車場 
体育館 第1駐車場 

新成人一般駐車場 

第2駐車場 

来賓駐
車場 テニスコ

ート 

テニスコ
ート 

会場（水
泳場） 

駐車･停車禁止区間 

駐車･停車禁止区間 

送迎車両は、北（御薗）側から進入してください 

第
５
駐
車
場 

送
迎
場 

送迎 
右折 

成人式は大人の仲間入りを祝福、激励する一生に一度の記念すべき日
です。成人式実行委員会ではたくさんのイベントを計画していますので、
新成人の皆さん、ぜひご参加ください。

平成23年鈴鹿市成人式

アクセス方法

イベント内容

平成23年
鈴鹿市成人式

案内図

　式典のオープニングイベント

として、鈴鹿太鼓保存会による

鈴鹿太鼓の演奏があります。力

強い太鼓の音が、新成人の門出

を祝います。

　また、新成人がお世話になった

中学校時代の恩師を招き、当時の

思い出をインタビュー形式で振

り返るなど、さまざまなイベント

を計画中です。

　今回のスローガンは「 　

〜やっぱ地元やん!!〜」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。

情報館　　平成23年成人式❸
生涯学習課　  3 8 2 - 7 6 1 9   3 8 2 - 9 0 7 1
　  s h o g a i g a k u s h u@ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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鈴鹿市景観計画を施行します

　平成16年に国により「景観法」が施行され、地方公共団体は独自の景観

計画を立てて、法律的効果を持った景観行政を行うことが可能となりました。

　三重県では、平成20年4月から「三重県景観計画」に基づく届出を受け

付けて、建築などの行為を制限しています。

　「鈴鹿市景観計画」では、規模の大きな建築物などを主な対象とした

緩やかな制限と市民との協働による良好な景観の創造を2本の柱とし

て策定しています。

　市内の良好な景観を保全、創造する「鈴鹿市景観計画」を平成23年1月1日
㈯から施行しますのでお知らせします。
　市内の良好な景観を保全、創造する「鈴鹿市景観計画」を平成23年1月1日
㈯から施行しますのでお知らせします。

鈴鹿市景観計画とは

○鈴鹿市景観計画は、市ホームページ（    http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/keikan/index.html#05）からもご覧いただけます。

鈴鹿市景観計画の主な内容

景観づくりとは・・・自然や建築物、道路、公園などの目に見える風景を美しくしていくとと

もに、それらの調和によってかもしだされるやすらぎや文化的香りといった、精神的豊かさ

を感じさせる空間を作ることです。それにより、自分達のまちや環境が美しくなるだけでな

く、そこに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。

　本市には良好な自然環境や多様な文化・歴史遺産がたくさんあります。これらの優れた景観

や文化・歴史を次世代へ継承していくことが、「鈴鹿らしさ」を演出していくことにもつながります。

○市域全体の景観づくり

　市内全域において「高さが10ｍを超える建築」、「建築面積が

1,000㎡を超える建築」、「1,000㎡を超える土地の開墾」などの行

為は届出対象行為として「鈴鹿市景観計画」に基づく届出の必要

があります。届出された対象行為は、周辺の景観を阻害しないよう

景観形成基準に適合している必要があります。

　平成23年1月1日から施行される「鈴鹿市景観計画」は、三重県景

観計画の届出対象行為の範囲や景観形成基準とは違いがあります

のでご注意ください。

○市民が主役の景観づくり

　「鈴鹿市景観計画」では、良好な景観を大切にしたい、景観を良

くしていきたいという市民と市が協力して「地区別景観づくり計

画」を作る予定です。

　地域の特性にあわせて、景観法上のさまざまな制度を活用する

ことにより、市民の主体的な景観づくり活動を支援することを目

的としています。景観という面からまちづくりを進めようとする

ときにはご相談ください。

情報館　　鈴鹿市景観計画❹
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
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納税の休日・夜間窓口を
開設します

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

◆休日窓口

と　き　12月12日㈰　9時～

16時30分

◆夜間窓口

と　き　12月24日㈮、27日㈪

17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市

役所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、

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。

ペットのしつけと飼い主の
マナーを守りましょう

環境政策課　  382-9014　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　犬や猫などのペットによ

る鳴き声やふん害などの苦

情が多く寄せられています。

ペットの飼い主はマナーを

よく守り、近隣住民の迷惑と

ならないよう十分注意して

ください。

○犬の放し飼いは大変危険で

すので、必ずくさりなどで

つなぎましょう。放し飼い

は県の条例で禁止されてい

ます。

○散歩中のふんの後始末を必

ずしましょう。また、鳴き声

や無駄ぼえなどで近隣住民

の迷惑にならないようにし

ましょう。

○猫は、飼い主の知らないと

ころで近隣住民に迷惑を及

ぼしていることがあります。

猫を交通事故や病気、けが

から守るためにも、屋内飼

育に努めましょう。

○愛情を持って最後までペッ

トの面倒を見るのが飼い主

の義務です。やむを得ない

事情で飼えなくなったら、

新しい飼い主を探すか三重

県鈴鹿保健福祉事務所衛生

指導課(　382-8674)へご相

談ください。ペットを捨て

ることは法律で禁止されて

おり、50万円以下の罰金に

処せられる規定があります。

○野犬の捕獲、犬の放し飼い、

ペットの失そう照会、犬や

猫の適正飼養などに関する

相談は、三重県鈴鹿保健福

祉事務所衛生指導課へお問

い合わせください。

○狂犬病予防法により、犬の

飼い主には、犬の登録と毎

年の狂犬病予防注射が義務

付けられています。また、繁

殖を望まない犬や猫の場合

は、避妊(不妊)、去勢手術を

受けましょう。手術費の一

部助成金を受けることもで

きます。詳しくは、環境政策

課へお問い合わせください。

冬季の省エネ対策に
ご協力を

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

　冬季は、暖房の利用などで

エネルギー消費が増大します。

暖房に必要なエネルギー使用

量を削減して、地球温暖化防

止にご協力をお願いします。

◆暖房時の室温は20度設定

　次のような少しの工夫で、

｢室温20度｣の中でも心地よ

く過ごすことができます。

○温度計を置いて室温管理を

する。

○部屋の上部にたまる暖かい

空気は、扇風機を短時間つ

けて循環させる。

○日中はカーテンやブライン

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。
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　ドを開けて太陽の熱を取り

入れ、夜間は閉めて保温効

果を高める。

○暖房のONとOFFのタイミン

グを考える(部屋を退出す

る10分前にOFFにするなど)。

○首や手足のストレッチなど

の血行促進体操は、新陳代

謝を高めて体の冷えを防ぎ

ます。今年の冬は、家からオ

フィスまで、｢暖房に頼りす

ぎる｣ことを改めて｢心地い

い暖かさを自らつくり出す｣生

活スタイルで過ごしましょ

う。皆さん一人ひとりの省

エネ活動の実践をお願いし

ます。

※市役所では、ウォームビズの趣旨

の下、暖房設備の経済運転を

行っています。また、本館1階市民

ロビーで、ウォームビズに関する

展示を行っています(11月下旬か

ら12月下旬)。

社会保険料(国民年金
保険料)控除証明書に
ついてお知らせします

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

　国民年金保険料は、所得税

と市民税の申告時に全額が社

会保険料控除の対象となりま

す(その年の1月1日から12月

31日までに納付した保険料が

対象)。年末調整や確定申告で

国民年金保険料を申告すると

きは、国民年金保険料の額を

証明する書類の添付などが必

要です。社会保険料(国民年金

保険料)控除証明書は、11月上

旬に日本年金機構から送付し

ていますので、申告時まで大

切に保管してください。

　なお、10月1日㈮から12月31

日㈮までの期間に今年初めて

保険料を納付された方につい

ては、平成23年2月上旬に同様

の証明書が送付されます。

問合せ　津年金事務所(　

059-228-9188)

※社会保険料(国民年金保険料)控

除証明書の紛失などによる再発

行の依頼は、控除証明書専用ダ

イヤル(　  0570-070-117、IP電話

などは　  03-6700-1130)または

津年金事務所へお問い合わせく

ださい。再発行まで約1週間かか

りますので、お早めに連絡してく

ださい。

鈴鹿中央総合病院が
最新放射線治療装置
｢トモセラピー｣を
導入しました

健康づくり課　  382-2252  　382-4187
　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿中央総合病院では、が

ん治療の最新の放射線治療装

置｢ハイアートシステム(トモ

セラピー)｣を導入しました。

この装置は次世代のがん治療

装置と言われており、腫瘍の

形状に応じて放射線が照射で

きることから、正常な組織へ

の影響が少ない上、副作用を

増加させることなく効果的な

がん治療ができます。

　また、機器導入に伴い放射

線治療専門医のスタッフも充

実させ、より効果的な放射線

治療を受けることができるよ

うになりました。

問合せ　鈴鹿中央総合病院

(　382-1311)

水道管の凍結にご注意を
営業課　  368-1670　  368-1688

　egyo@city.suzuka.lg.jp

　冷え込みの厳しい朝は、屋

外の水道管が凍結することが

あります。市販の保温材など

を巻いて対策をたててくださ

い。もし凍結した場合は、蛇口

を閉めて、自然に溶けるのを

待ってください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

有

料

広

告

※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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民生委員・児童委員の
一斉改選を行いました

生活支援課　  382-9012  　382-7607
　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　民生委員・児童委員は、市民

の皆さんの暮らしを応援する

ため、国から委嘱されて活動し

ている一番身近な相談員です。

その3年に一度の一斉改選が、

12月1日㈬に行われました。

　現在の本市での定数は352

人で、区域を担当する民生委

員・児童委員が320人、児童問

題を専門とする主任児童委員

が32人となっています。今後3

年間、市役所や関係機関との

パイプ役を果たしていただき

ますので、心配ごとなどの相談

がある場合は、お気軽にお住

まいの区域を担当する民生委

員・児童委員にご相談ください。

建物を取り壊したら
忘れずに申告を

資産税課　  382-9007  　382-7604
　shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　固定資産税は、1月1日現在、

市内に土地や建物を所有して

いる方に課税されます。建物

の取り壊しや所有者名義の変

更があった場合は、次の申告

書や届を年内に提出してくだ

さい。また、法務局に登記(登

録)されている建物は、法務局

へ申請してください。

◆建物を壊したとき

必要書類　滅失家屋申告書

提出先　資産税課、地区市民

センター

◆建物の所有者名義を変更するとき

必要書類　売買や贈与の場合：

　名義人変更届、旧所有者の印

鑑登録証明書、相続の場合：名

義人変更届、相続関係が分か

る書類(戸籍など)、遺産分割

協議書、印鑑登録証明書など

提出先　資産税課

第13回鈴鹿シティマラソン
開催による交通渋滞に
ついてお知らせします

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

　12月19日㈰に、｢第13回鈴鹿

シティマラソン｣が鈴鹿サー

キット内で開催されます。こ

れに伴い、当日の7時ごろから

10時ごろにかけて、鈴鹿サー

キット周辺道路が混雑する恐

れがあります。大変ご迷惑を

おかけしますが、皆さんのご

理解とご協力をお願いします。

2輪全日本選手権で
鈴鹿市のチームが
年間チャンピオンを
獲得しました

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

　10月30日㈯、31日㈰に鈴鹿

サーキットで開催された｢2010 

MFJ 全日本ロードレース選手権

シリーズ最終戦｣で本市のチー

ムが大活躍し、年間シリーズ全

7戦の総得点で競われるチャン

ピオンを5種目中3種目で獲得し

ました。

◆文部科学大臣杯JSB1000ク

　ラスチャンピオン

　秋吉耕佑選手(TSR(住吉町)

所属)

◆ST600クラスチャンピオン

　山口辰也選手(モリワキク

　ラブ(住吉町)所属)

◆GP-MONOクラスチャンピオン

　藤井謙汰選手(TSR所属)

年末年始の休業期間の
テニスコートの開放日を
お知らせします

市立体育館　  387-6006　  387-6008

開放日　12月28日㈫～30日㈭、

1月2日㈰～4日㈫

※12月31日㈮、1月1日㈯は休業です。

使用料　1区分につき、高校生

以上は1人100円、中学生以

下は無料

児童扶養手当の
対象が父子家庭にも
拡大されました

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

　児童扶養手当は、父母の離

婚や親が重度の障害などの

理由で、父親または母親のい

ない児童(18歳になる日以降

の最初の3月31日までの児

童)を、父、母、父母に代わっ

て養育している方に対して、

手当を支給する制度(公的年

金の受給者を除く)です。ひ

とり親家庭の自立を支援す

るため、従来の申請対象であ

る母や養育者(祖父母など)

に加え、8月1日から父子家庭

の父も児童扶養手当の申請

 

※申告書や届は、市ホームページ

　　(　　http://www.city.suzuka.lg.jp

　　/life/benri/index4.html)からも

　　入手できます。

藤井謙汰選手
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対象となりました。

　ただし、所得制限があり、ま

た、所得制限範囲内であっても

実際の生活状況などによって

は対象とならない場合もありま

すので、支給要件に該当するか

どうかについて詳しくは、子育

て支援課へご相談ください。

※所得制限限度額(参考)：(所得税

法上の)扶養親族1人の場合の限

度額は、年間所得230万未満です。

※手当額の算定については、申請

者、扶養義務者(申請者と同居、

同住所の直系親族、兄弟姉妹)の

所得、扶養状況により年度ごと

に異なります。

平成22年｢年末の交通安全
県民運動｣を実施します

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

　12月11日㈯から20日㈪ま

での間、「年末の交通安全県

民運動」を実施します。本市

では、10月末現在、7件7人の

交通死亡事故が発生し、この

内、10月には2件の死亡事件

(1件はひき逃げ事故)が発生

しています。

【運動の重点】

◆高齢者の交通事故防止

　高齢者事故の特徴は、歩行

中については、横断歩道外で

の横断、車両の直前直後の横

断、信号無視などが多く、自転

車や自動車乗車中については、

前方不注視、安全不確認、一時

不停止、漫然運転による事故

が目立ちます。高齢者事故を

なくすため、ドライバーは高

齢者に配慮し、保護意識を

持って思いやりのある運転に

心掛け、また、高齢ドライバー

は、ゆとりを持って安全運転

に努めましょう。

◆全ての座席のシートベルト

とチャイルドシートの正し

い着用の徹底　

　平成20年の道路交通法一部

改正により、後部座席シート

ベルトの着用が義務化されて

います。万が一事故に遭った

ときの被害を軽減させるため、

車に乗るときは全ての座席で

シートベルトを着用し、乳幼

児を乗せるときはチャイルド

シートを着用しましょう。

◆飲酒運転の根絶

  年末は飲酒する機会が多く

なります。飲酒運転をしたド

ライバーはもちろんのこと、

飲酒運転をする恐れのある人

にお酒を飲ませた人や車を貸

した人、運転者がお酒を飲ん

でいることを知りながら運転

を依頼、要求して同乗した人

も処罰されます。また、飲酒運

転はひき逃げなど異常心理を

招きます。

○お酒を飲んだら絶対に車を

運転しない。

○お酒を飲んだ人には車を運

転させない。

○車を運転する恐れのある人

にはお酒をすすめない。

　以上のことを必ず守り、飲

酒運転を根絶しましょう。

年末年始の展望ロビーの
開放について
お知らせします

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

　年末年始の市役所本館15階

展望ロビーの開放については、

次のとおりです。

◆年末一般開放

　12月29日㈬から31日㈮は、

一般開放を休止します。

◆年始特別開放

と　き　1月1日㈯　6時30分

～17時

◆一般開放

と　き　1月2日㈰、3日㈪　10

　時～17時

※1月1日は混雑する場合があります。

｢薬物乱用防止ポスター｣
啓発展示

生活支援課　  382-9012　  382-7607
　seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　覚せい剤、シンナー、大麻、

MDMAなどの薬物乱用は極めて

深刻な社会問題となっていま

す。次代を担う青少年を薬物

から守るため、三重県が募集

した｢薬物乱用防止ポスター｣

の入賞作品と、本市と亀山市

の中学生による全応募ポス

ターを展示し、薬物乱用の恐

ろしさを訴えます。　

と　き　12月13日㈪～27日㈪

ところ　鈴鹿ハンター2階セ

ンターコート周辺、3階セン

ターコート市民ギャラリー

内　容　三重県中学校生徒入

賞作品35点、鈴鹿市・亀山市

中学校生徒作品415点(入賞

作品8点を除く)の展示

問合せ　鈴亀地区薬物乱用防

止指導者協議会(三重県鈴

鹿保健福祉事務所衛生指導

課内　　382-8674　　382-

7958)

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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子育てトーク
教育研究所　  382-9056　  383-7867
　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

対　象　学校へ行きづらい子

どもを持つ保護者

と　き　12月17日㈮  14時～

15時30分

ところ　市役所西館けやき教

室(人数の都合により、変更

の場合もあります)

内　容　日ごろ感じていること

をざっくばらんに話し合って

いただく場で、月1回程度開催

しています。今回は特別に大

阪青山大学教授の米田薫さ

んを講師に迎え、助言をいた

だきます。

講　師　米田薫さん(大阪青

山大学教授、臨床心理士)

定　員　20人程度

参加料　無料

申込み　12月10日㈮までに、

電話で教育研究所へ

すずかのしぜんがっこう
｢～楽しく　遊ぼう
学ぼう　自然のこと～｣

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

　市内の自然に親しんでいた

だくため、野鳥をテーマとし

たイベントを開催します。

と　き　12月11日㈯　11時30

分～16時

ところ　鈴鹿ハンター1階サ

ブコート

内　容　市川雄二さんのお話

と野外での野鳥観察体験(13

時から、15時から)、プラス

チック板を利用した鳥アク

　セサリーの作成、鳥のぬり絵、

鳥のペーパークラフト作成、

野鳥の写真やはく製と本市

の自然パネルの展示

講　師　市川雄二さん(日本

野鳥の会会員、日本自然保

護協会観察指導員)

参加料　無料

プラネタリウム冬番組
文化会館　  382-8111　  382-8580

◆一般・冬番組

と　き　12月18日㈯～3月13

日㈰　10時30分から、13時

30分から、15時から

内　容　

○｢星の国のアリス｣

　アリスが出会う奇妙なキャラ

クターたちであるチェシャ

キャット、三月うさぎ、ジャック

などが、星の国では星座となっ

て登場します。アリスと一緒に

星の国に出掛けましょう。

○冬の星座(おおいぬ座、こいぬ

座、ふたご座、オリオン座ほか)

定　員　各回180人

◆学習番組　

と　き　12月22日㈬～3月11日㈮

内　容　太陽・月・星の動き

定　員　各回180人

※学習番組は、団体申し込みに限

ります。

※12月14日㈫から17日㈮は、番組入

　れ替えのため投映を休止します。

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

　伊勢形紙協同組合では、型

紙産業の振興や市民の文化と

教養の向上のため、毎月第1日

曜日を｢型紙の日｣と定め、型

紙教室を開催します。

と　き　1月9日以降の毎月第

1日曜日　10時～12時

ところ　伝統産業会館

内　容　講師の指導による伊

勢型紙の彫刻

定　員　毎回30人(先着順)

参加費　彫刻する型紙に応じ

て費用を負担していただき

ます。ミニ色紙：400円、色

紙：600円、LED型紙あかり：

1,800円

申込み　電話で伝統産業会館

(　386-7511)へ

｢孫育て｣講座
生涯学習課　  382-7619　  382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　孫がいる方、孫育て

に関心のある方

と　き　1月30日㈰　13時30

分～15時30分

ところ　ふれあいセンター

ふれあいホール

演　題　｢心をつなぐ孫育て｣

～孫は宝、祖父母も宝～

内　容　｢子育て｣ならぬ｢孫

育て｣のコツをお伝えしま

す。孫を中心に、親や祖父

母すべての世代が幸せに

なる神髄を、育孫書のバイ

ブル｢孫育ての時間｣の著

者が語ります。

講　師　山縣威日さん(医療

 

やま  がた  たけ   ひ



192010・12・5

　法人サン・クリニック院長

(岡山県))

定　員　200人(先着順)

参加料　無料

申込み　電話またはファクス

で生涯学習課へ

※事前申し込みが必要です。

※詳しくは、チラシまたは市ホーム

ページをご覧ください。

第36回鈴鹿市親子＆
ジュニアスキー教室

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

対　象　小学生以上

※小学5年生から高校生は、親の承

諾書があれば本人だけでも参加

できます。

と　き　1月7日㈮ 夜発～10日㈪

ところ　立山山麓スキー場極

　楽坂エリア(富山市)

定　員　70人

参加料　小学生：3万2,000円、

中学生以上：3万4,000円

※参加料は説明会当日にお支払い

いただきます。

主　催　鈴鹿スキークラブ

申込み　12月19日㈰(必着)まで

に、住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、ファクス番号を記

入の上、はがき、ファクス、電

子メールで、　〒510-0264　

徳居町2085　鈴鹿スキークラ

ブ　堀之内宏行へ

問合せ　堀之内宏行(　090-

8674 -9005　 372-3031　

◆説明会

と　き　12月23日㈭　14時

から

ところ　市立体育館大2会議室

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢冬休み短期教室｣
県営鈴鹿スポーツガーデン

　  372-2250  　372-2260
　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆短期水泳教室  

対　象　年長から小学6年生

と　き　12月22日㈬～25日㈯

17時～18時

内　容　水なれと水泳の基礎

技術習得

定　員　20人

参加料　6,000円 

◆第2回武田美保シンクロ教室

対　象　背泳、クロール、平泳ぎ

が50m以上泳げる小学生女子

と　き　12月23日㈭～28日㈫

12時～14時

内　容　6日間で1曲振り付け

完成します。

※後日、DVDをプレゼントします。

定　員　16人

参加料　9,000円

◆キンダーアスレチック短

期教室

対　象　年中、年長

と　き　1月5日㈬～7日㈮　

13時30分～14時30分

内　容　音楽に合わせて体を

動かしたり、道具を使うこ

とで五感を刺激し、楽しみ

ながら幼児期に必要な脳の

発育発達を促します。

定　員　20人

参加料　2,850円

申込み　いずれも12月13日㈪まで

に、住所、氏名、年齢、性別、電

話番号、コース名を記入の上、

直接またはファクス、電子メール

で県営鈴鹿スポーツガーデンへ

※ホームページからも申し込みで

きます。

※応募多数の場合は抽選とし、定員

を大幅に下回る場合は中止します。

おもしろ自然科学教室
県立鈴鹿青少年センター

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

対　象　小学5・6年生

と　き　1月15日、29日、2月12

日、26日の隔週土曜日　10

時～15時(全4回)

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター創作室

内　容　体験してみませんか？

自然のふしぎ！科学のふしぎ！

定　員　各回40人程度（4回通

じての参加が望ましく、応

募多数の場合は抽選)

参加費　各回1,500円(材料費、

昼食代、保険代など)

申込み　12月24日㈮までに、

センター所定の用紙に必要

事項を記入の上、直接また

は郵送で、〒513-0825　住

吉町南谷口　県立鈴鹿青少

年センターへ

問合せ　県立鈴鹿青少年セン

ター　加藤

○固定資産税・都市計画税・・3期

○国民健康保険税・・・・6期

【納期限は12月27日㈪です】

※納税は、便利な口座振替で

12月の納税 

　11月20日号7ページ｢くらし

の情報｣の｢平成22年度ハン

ドボール教室｣の記事に誤り

がありましたので、おわびし

て訂正します。

(誤)と き 1月18日、25日、2月8

日、15日、22日、3月1日、8日、15

日の火曜日　16時〜17時30分

(正)と き　1月25日、2月8日、15

日、22日、3月1日、8日、15日、22日

の火曜日　16時〜17時30分

おわびと訂正

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

suzuka_ski_club@yahoo.co.jp

　http://www.geocities.

jp/suzuka_ski_club/)
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古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

　今回の成人式実行委員会が定めたテー

マは「  　～やっぱ地元やん！！～」です。集

まったときに和める友だちの輪を大切にし

ていこうという思いが込められています。

いいテーマですね。

　若いころは分からないと思いますが、

歳をとってから久しぶりに学生時代の友

だちに会うと、たちまち気分はタイムスリ

ップしてとても落ち着ける雰囲気になれ

るものです。これからは就職や結婚

などで友だちとはどんどん離れ離れ

になっていきますが、彼らはいつま

でも特別な存在のままです。新成人

の皆さんには、これからも友だちを

大切にして素晴らしい人生を送って

ください。

　成人式は1月9日㈰10時から、鈴鹿ス

ポーツガーデンで行われます。（眞）

表紙写 真  

撮影日 平成21年12月20日

撮影者  秘書広報課

鈴鹿シティマラソン

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 過熱した8耐人気が貴重なノウハウに

撮影場所 鈴鹿サーキット

神戸高等学校
演劇部

　  個性あふれるメンバー

　　神戸高等学校演劇部は30年以

上の歴史を誇ります。現在、部員

は29人です。全員が高校から演劇

を始めましたが、個性豊かなメン

バーばかりです。このあふれる個

性がクラブの特徴です。

　　練習は、普段は週3日で公演前は

毎日です。いつも和気あいあいと

した雰囲気で笑いが絶えませんが、

時には真剣な議論を交わします。

　　学校の勉強のように決まった

正解が無く、多くの可能性があ

るところが、演劇の面白い点で

もあり、難しい点でもあると思

います。

　  中部日本高校演劇大会出場

　8月に行われた三重県高校演

劇大会で最優秀賞をいただき、12

月下旬に富山で行われる中部日

本高校演劇大会への出場権を獲

得しました。

　　中部日本高校演劇大会では、

四姉妹を中心とするホームコメデ

ィ「桜井家の掟」を演じます。自分

たちの納得のいく劇を演じるこ

とをモットーに、自分たちらしさを

忘れずに伸び伸びと、笑いあり、

涙ありの劇を演じて、家族の大切

さを表現してきたいです。

　　8耐人気は、1980年の第3回大会から世界選手

権に昇格したことによってさらに加速しました。本

場ヨーロッパの耐久チームが大挙参戦したばかり

か、2輪各メーカーは威信をかけて世界GPを戦うト

ップライダーを招へいしました。地元チームのモリ

ワキは当時無名の新人だったワイン・ガードナー

（オーストラリア）を起用し、衝撃のデビューを果た

すなど、文字通り“世界の走り”が真夏の鈴鹿で見

られるようになったのです。

　　折からの2輪ブームもあり、ファンの注目は年々

過熱していきました。80年

代半ばには、決勝日だけ

で15万人を超えるほどの

巨大イベントとなり、パニ

ックに近いような混乱さ

え発生しました。しかし、この時に得られたノウハウ

こそが1987年に鈴鹿で初開催されたF1日本グラ

ンプリなどの国際的ビッグイベントの観客受け入

れに生かされていったのです。

おきて
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