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特集

　　水面で羽を休めていたたくさんのカモが、日陰

から暖かな日なたへ移動しようとしていました。や

がて、このカモの活動が活発になると、周囲の草

木も芽吹き始め、待ち遠しかった春が訪れます。
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　グローバル社会と言われる現在、世界中を人、情報、モノ、資金が自由に行き交うことができる世

の中となっています。こうした状況の下、激しくなる地域間競争の中で、人やモノの流れをいかに

自分の地域に引き付けるかが求められています。そのため、各地で独自の「地域ブランド」を創出し、

地域の魅力を積極的に発信する動きが広がっています。

　今回の特集では、市内で活発となっている「鈴鹿市の地域ブランド」創出の取り組みの現状やこ

れからの方向性について考えます。

　「ブランド」とは、もともと自分の家畜を他者の

家畜と区別するために付けた「焼印」に語源がある

と言われており、現在では、「ブランド」は「他との

違いを明確にするためのもの」という意味で用い

られます。また、「ブランド」は、消費者にとっては

有形や無形を問わず、その製品やイメージに対す

る関心や魅力を高める重要な要素となっています。

　こうしたことから、「地域ブランド」とは、「消費

者が手にとった商品から想起される、その地域固

有の財・サービス」と定義することができます。

作ろう！育てよう！！

わがまち鈴鹿の「地域ブランド」

作ろう！育てよう！！

地域ブランドって何？

自信を持って
答えられます

か？　「鈴鹿市
って一体どん

な所？」

自信を持って
答えられます

か？　「鈴鹿市
って一体どん

な所？」

わがまち鈴鹿の「地域ブランド」わがまち鈴鹿の「地域ブランド」

　　近年、食に関する関心が高まる中、全国各地

でいわゆる「Ｂ級グルメ」によるまちおこしが盛

んとなっています。このＢ級グルメも地域ブラ

ンドの一例といえますが、それだけではなく、

地域に眠るさまざまな素材を生かした「地域ブ

ランド化」の取り組みが各地で広がっています。

地域名 商品名地域名 商品名
地域
ブランド
地域
ブランド

地域ブランド地域ブランド
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「鈴鹿の地域ブランド」 そのイメージは？「鈴鹿の地域ブランド」 そのイメージは？
　　12月20日（月）から1週間、市政メールモニター（メルモニ）の皆さんを対象に、鈴鹿の地域ブランドに関するアンケ

ートを行いました。その結果、255人から回答があり、41人の方から意見や考えなどをいただきましたので紹介します。

　　12月20日（月）から1週間、市政メールモニター（メルモニ）の皆さんを対象に、鈴鹿の地域ブランドに関するアンケ

ートを行いました。その結果、255人から回答があり、41人の方から意見や考えなどをいただきましたので紹介します。

Q1

アンケート実施期間／2010年12月20日㈪～26日㈰

※メルモニでは、アンケート結果や寄せられた意見や考えをホームページ上に掲載  

　　していますので、ぜひご覧ください。

あなたは、鈴鹿の「地域ブランド」と聞いて、何を思
い浮かべますか（２つまで）。
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Q2 あなたは、普段購入または土産に買うものは次の
うちどれですか（２つまで）。

0％
11.4
18.0

36.1
12.9

2.4
4.7
9.0

1.6
13.7
10.2

0.8
14.9

21.2
1.2

11.4％
18.0％

36.1％
12.9％

2.4％
4.7％
9.0％

1.6％
13.7％
10.2％

0.8％
14.9％

21.2％
1.2％

20％ 40％ 60％ 80％ 100％
アナゴ

鈴鹿のお茶
おはらぎ
コウナゴ

椿こんにゃく
椿とりめし

ノリ
大黒屋光太夫関連商品
鈴鹿サーキット関連商品

日本酒（鈴鹿川）
花木（サツキ）

伊勢型紙
鈴鹿墨
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メルモニさんの声メルモニさんの声　設問の結果から、鈴鹿の「地域ブラ

ンド」と聞いて、多い順に伊勢型紙、

鈴鹿サーキット関連商品、鈴鹿のお

茶、鈴鹿墨など、回答が比較的集中す

る地域資源があることが分かりまし

た。その一方で、普段購入したり土産

に買うものとしては、回答にばらつ

きが見られることから、鈴鹿を象徴

するような土産に乏しいという現状

が浮かび上がりました。こうした現

状は、メルモニさんから寄せられた

意見の中に、「鈴鹿の土産に魅力を感

じることができない」といった内容

が目立つことからもうかがえます。

　　地域資源とは、特定の地域に存在する特徴的な自然や施設、祭りやイベントだけではなく、歴史上の人物やおもてなしの

心など、地域が誇れる有形、無形の素材全般を含みます。こうした地域資源は、地域ブランド化の有効な素材にもなります。

　　例えば、本市は、サツキやツツジを含む植木の生産額は全国第2位、緑茶の栽培面積は三重県下第1位です。また、伊

勢型紙と鈴鹿墨は、経済産業大臣が指定する貴重な伝統的工芸品でもあります。

鈴鹿市にも、例えばこんな地域資源があります

●鈴鹿の「地域ブランド」と聞くと、ア

ナゴや伊勢型紙、鈴鹿サーキットなど

いろいろ思い浮かびますが、いざ購入

となるとなかなか魅力を感じること

ができない気がします。「鈴鹿」の名前

は国内だけではなく、世界的にも非常

に有名ですし、これは鈴鹿が持つ強み

でもあると思いますので、今以上に、

戦略的に鈴鹿の「地域ブランド」の確

立に向けて、行政、企業、市民が一丸

となって取り組んでほしいと思います。 

●鈴鹿のこれが一番と思うものがな

い。どれもこれも中途半端な感じに

思える。ちょっと寂しいかな。

●ちょっと県外に土産に持って行く品

物が無い、土産話にする話題はあるけど。

●「鈴鹿といえば・・・」というものっ

て、他県や他市の人が思い浮かぶも

のって、あるのか疑問です。鈴鹿とい

えば、サーキットぐらいかも？ 全国

的に知名度がある特産品、ぜひ、こ

れから力を入れていって欲しいと思

います。 本当の地域ブランド！　

http://www.merumoni.city.suzuka.lg.jp/
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「鈴鹿発！」地域ブランド化に向けた取り組み「鈴鹿発！」地域ブランド化に向けた取り組み
　　鈴鹿には意外と知られていない「隠れた地域資源」が数多くあります。こうした地域資源を全国に向けて発信し、

新たな地域ブランド化を図ろうとする「挑戦者」にお話を伺いました。

　　鈴鹿には意外と知られていない「隠れた地域資源」が数多くあります。こうした地域資源を全国に向けて発信し、

新たな地域ブランド化を図ろうとする「挑戦者」にお話を伺いました。

カラフル野菜

書道パフォーマンス 鈴鹿高等学校書道部

カラフル野菜

近藤けいこさん

（Natural Vegetable代表・伊船町）

　平成16年から、自宅前の畑を中心に、約250種類の野菜を栽培してい

ます。中には、日本ではここだけでしか栽培していない野菜もあります。

　わたしは、完全無農薬にこだわり、農薬、化学肥料、除草剤に頼らない

野菜づくりを行っています。水は天然の井戸水を利用し、鈴鹿山脈から吹

き下ろすからっ風は害虫を寄せ付けません。水、土、風、太陽など、鈴鹿市

の自然環境はどれも野菜づくりには最適な環境です。こうした環境の下

で育った彩り鮮やかな野菜を、わたしは「カラフル野菜」と呼んでいます。

　このカラフル野菜を多くの消費者に味わっていただくためには販

路の拡大が欠かせません。そのため、わたしは都市部の消費者に主な

販売層を絞って販路を開拓しました。東京や名古屋といった都市部での販売、百貨店での販売、イ

ンターネット販売などはその一例です。「Natural Vegetable」の名前には、ちょっとおしゃれで都

会的な意味を込めています。

　現在、「Natural Vegetable」は8人の女性だけのメンバーで運営しています。今

後は、高齢者や障がい者の方にも加わっていただき、雇用の拡大にもつなげなが

ら、野菜づくりを楽しんでいきたいです。これからも全国の皆さんに一層愛され

る「鈴鹿市産の野菜」を仲間と一緒に栽培していきたいです。

都市部に絞って販路を拡大都市部に絞って販路を拡大

書道パフォーマンス書道パフォーマンス

鈴鹿高等学校書道部

書道を通じて「鈴鹿」を全国へ発信書道を通じて「鈴鹿」を全国へ発信

　現在50人ほどの部員が所属しています。音楽の軽快なリズムに合

わせて、太い筆を使って大きな本画仙紙に一気に筆を走らせる「書道

パフォーマンス」は、一昨年の校内文化祭で初めて行ったところ、大

変好評だったため、それ以来活動の一つとして取り組んでいます。

　書道パフォーマンスの魅力は、何といっても部員みんなの思いを乗せて

自由に字を書けることですが、わたしたちが特にこだわっているのが、鈴

鹿市の伝統的工芸品である「鈴鹿墨」を使って字を書くことです。書道パ

フォーマンスを始めるまで、鈴鹿墨の存在は知っていたものの、実際に

使ったことはありませんでした。しかし、実際に使ってみると、滑らかで書きやすく、思ったところに筆

が進んでいく感触がありました。この鈴鹿墨との「良い出会い」を大切にしていきたいと考えています。

　地元の誇りでもある「鈴鹿墨」を使用して書道パフォーマンスを行うことで、自分たちの活動が

全国に向けての鈴鹿市のPRになり、地域の活性化につながればと考えています。これからも、書道

パフォーマンスを通じて「鈴鹿の元気」を全国に発信していきたいと考えています。

　数々の全国書道展で受賞を続けており、主な受賞歴として、平成19年度

「書の甲子園 第16回国際高校生選抜書展」東海地区団体準優勝、平成21・22

年度「第25回・第26回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会」全国優秀団体

賞2年連続ベスト5など。現在は、3月8日㈫から15日㈫まで市役所本館1階市

民ギャラリーで開催予定の、「第4回鈴鹿高校書道部展」に向けて制作に励む。

○鈴鹿高等学校書道部

昨年10月に行われた「鈴鹿日本グランプリ
おもてなしキックオフデー」での書道パフォーマンス

彩り鮮やかなカラフル野菜

地域ブランド地域ブランド
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これからめざす
「地域ブランド化」の方向性は？
　　なぜ地域ブランドが求められるのか。市内では地域ブランド化の動きが

進む一方で、多くの課題もあります。今後の鈴鹿の地域ブランド化のめざ

す方向性について、鈴鹿市産業政策課長に話を聞きました。

●求められる地域の活性化

　今、自分たちが住む地域の魅力を積極的に

発信するため、「地域ブランド」を創出する動

きが各地で活発となっています。地域ブランド

は、一般的には地名と商品名を組み合わせる

ことで、その地域の認知度が向上し、地域に活

力を与えることにもつながります。地域ブラン

ド化とは、「地域の活性化」が主な目的である

といえます。また、そこで暮らす方にとっても、

新たな雇用の創出、地域への愛着をはぐくむ

といった効果をもたらすことにもつながります。

　この地域ブランドを「鈴鹿市」に当てはめ

てみると、メルモニさんのご意見にもありま

したが、「土産に持っていく品物がない」とい

う声が多く寄せられます。「鈴鹿サーキット」

の知名度は高いものの、それ以外にイメージ

がわくものがないという現実があります。市

民の皆さんが鈴鹿市の良さや強みを自信を

持って伝えることができ、また、鈴鹿市が元

気になることで、市外から多くの人やモノが

集まるようになる取り組みを進めていく必

要があります。

●市内で進む「地域ブランド化」の取り組み

　市内での地域ブランド化の取り組みとし

て、先にも挙げた

「カラフル野菜」

や「鈴鹿高等学校

書道部」の取り組

みが挙げられま

す。いずれも、こ

れからの展開に

大きな可能性を秘めた地域資源であると思

います。また、鈴鹿市が誇る歴史上の偉人

「大黒屋光太夫」にちなんだ「光太夫ばー

がー」、市の特産である「アナゴ」を利用した

「あなごのパイ」や「あなごクッキー」、地元産

の米から作った「おこげめん」など、新たな商

品の開発、販売も進んでいます。

●消費者視点でのものづくり

　市内で進む地域ブランド化の取り組みに対

して、市は、大黒屋光太夫を核としたネット

ワーク作りの支援、鈴鹿農協、鈴鹿漁協、鈴鹿

商工会議所、市で構成される「産業団体実務者

連絡会」の発足、「鈴鹿発！地域ブランドへの

道！！」といった市民の皆さんが参加できる催

し物の開催など、事業者や市民の皆さんと情

報を共有し、「鈴鹿市の地域ブランド」を一緒

に育てていくという考えの下、さまざまな支

援を行っています。事業者や市民の皆さんと

地域ブランドに関する情報を共有し、その目

的や方向性といった認識を統一する必要があ

るのではないでしょうか。

　今後の地域ブランドの創出は、「消費者視

点でのものづくり」がテーマになると考えて

います。消費者の商品に対する見方が厳しく

なる中、「作れば売れる」の考え方を改め、「受

け入れられなかったのはなぜか」などの「気

付き」の概念を持つことが大切です。こうし

た「気付き」の概念を、事業者、市民、行政が共

有し、横断的な取り組みを継続する中で、「鈴

鹿市の地域ブランド」を育てていきたいと考

えています。

広報すずか特集「地域ブランド」についてのご意見・ご感想は、産業振興部産業政策課へ
〒513-8701　産業政策課　  382-9045　  382-0304　  sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿市産業振興部産業政策課長
伊藤敏之 

鈴鹿市産業振興部産業政策課長
伊藤敏之 

アナゴを利用した「あなごのパイ」
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12/19（日）12/19（日）

　鈴鹿の冬の風物詩「第13回鈴鹿

シティマラソン」が、鈴鹿サーキッ

ト国際レーシングコースで行われ

ました。全国各地から約5,600人の

ランナーが参加し、車いすや親子

ペア、10㎞など、それぞれの種目に

出場しました。

　スタートダッシュで個人記録

を狙う方、手をとりあってゆっ

くり走る家族連れなど、ラン

ナーは思い思いのペースでF1

コースを駆け抜け、心地良い汗

を流しました。

ゲストランナーとして参加した、鈴鹿と・き・め・きスポーツ大使の井村久美子さん

F1コースを駆け抜ける
笑顔があれる鈴鹿シティマラソン
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　新春の恒例行事「消防出初式」が鈴鹿サーキットで

行われ、消防職員、消防団員、幼少年消防クラブ員など

約700人と消防車両40台が参加しました。

　子ども達によるふれあい行進や式典後、車が衝突したビ

ル内で爆発が起きたとの想定下での救急救助訓練と、消

防団による一斉放水が行われました。スタンドの観客か

らは、消防職員と消防団員の旺盛な士気に対して、大き

な拍手や歓声が送られました。

1/5（水）1/5（水）

1/9（日）1/9（日）

　県営鈴鹿スポーツガーデン水泳場で成人式が行わ

れました。今年は、市内で2,183人（男性1,124人、女性

1,059人）が成人の仲間入りを果たしました。新成人

は、懐かしい友人との再会を喜んでいました。

　オープニングでは、鈴鹿太鼓の演奏が行われました。

式典では、市長が「なごみの心を常にもち続け、一歩ずつ

大切に歩んでください」と語りかけ、

新成人の代表は「感謝の気持ちを忘

れず、新たな一歩を踏み出します」と

誓いの言葉を力強く述べました。

　イベントでは、中学校時代

にお世話になった二人の恩

師を迎え、当時の想い出を楽

しく振り返りました。また、エ

ンディングでは、「風鈴鹿山」

が華やかな演舞で新成人の

門出を祝い、会場は盛り上が

りました。新成人代表　南 絵里加さん

新春の空に誓いの一斉放水！
鈴鹿市の守りと消防力の向上

平成23年鈴鹿市成人式
　　 ～やっぱ地元やん!!～
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世界一のマシンを囲んでにっこり
モリワキエンジニアリングが市政功労表彰

12/10（金）12/10（金）

1/23（日）1/23（日）

1/15（土）～3/6（日）1/15（土）～3/6（日）アンデスの鮮やかな世界が次々と　古代南米土器を展示
　国分町の考古博物館で、国内の博物館が所蔵す

る南米土器などを紹介する企画展「アンデスの彩

り−古代南米土器の世界−」が開かれています。

　今回の企画展では、紀元前から15世紀のインカ

帝国までの各時代の土器を中心に、地上絵で知ら

れるナスカの壺や杯、国内所蔵が希少なインカの

壺のほか、民族衣装など計48点を展示しています。

　海外の土器を中心に紹介するのは初めての

試みとなる考古博物館では、本市で暮らす多

数のペルー出身の方のために、

資料名にスペイン語を併記して

います。

　来館者は、目の前に広がる古

代アンデス文明の彩り鮮やかな

世界に驚きながら、興味深く見

入っていました。

　二輪車のロードレース選手権Ｍoto２クラスで自

社製車体を提供したトニ・エリアス選手が初代世

界チャンピオンを獲得した栄誉と、長年のモーター

スポーツの発展と振興への寄与に対して、二輪車

製造販売会社「株式会社モリワキエンジニアリン

グ」（住吉町）に市政功労表彰が授与されました。

　市役所本館1階市民ロビーで行われた表彰

式では、森脇護代表取締役社長ら社員10人が

訪れ、川岸市長から伊勢型紙で作られた表彰

状が手渡されました。

　森脇さんは、「これまで困ったことはたくさんあっ

たが、苦労したとは思っていない。問題に直面する

たびに必死になってレースのことを考えることが一

番の幸せだった。これからもモータースポーツの発

展に努力したい」と喜びを語っていました。

加彩人形杯
（関西大学博物館蔵・

写真提供）

景観から始めるまちづくり　「景観シンポジウム」を開催
　本市が独自の景観形成施策を行うことがで

きる「景観行政団体」となり、1月1日から「鈴鹿

市景観計画」の運用が始まったことに合わせ

て、「景観シンポジウム」が行われました。

　ふれあいセンターで行われたシンポジウムには

約190人が参加し、鈴鹿市景観計画の紹介が行わ

れた後、近畿大学教授の久隆浩さんによる基調講

演、県内で活動する4つのま

ちづくり団体による活動報告

などが行われました。

　久さんによる「経済活動

の中に景観づくりを上手

にとり込めば、住民の手によって景観は守ら

れ続けていく」といった意見や、まちづくり団

体による景観を守る上での苦労話やコツと

いった事例報告に、参加者はメモをとりながら熱

心に聞き入っていました。

ひさ　たか  ひろ
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ＥＭ勉強会 空手道会員募集 楽しいフラダンス

大貫布佐江　 387-2715 代表 藤本　 090-1235-7455

きもの着付本部　樋口
　 386-2509

劇団みえ団長　江藤洋輔
　090-5395-7483

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口　 386-7822

鈴木利昭　 383-0712

森本
　080-1562-5724

鈴鹿市アーチェリー協会
　388-1351 　suzuakyo@live.jp

対象／60歳以上の男性、50歳以上の
女性　とき／3月1日㈫9時開始（予備日
8日㈫）　ところ／市立体育館テニス
コート　定員／男女各40人（先着）参
加費／1,000円　締切り／2月15日㈫

とき／3月3日から第1・3木曜日午前
（月2回3カ月）　ところ／玉垣会館和室
定員／先着8人　参加費／6回3，000
円　※楽に手早く着れるようになりま
す。着物などの販売は一切ありません。

対象／小学生低学年からシニアの
方までだれでも　ところ／県内で
活動予定　内容／アマチュア劇
団の演劇活動（公演など）。2011
年秋の公演を予定しています。

三重県ディベート協議会
会長　江藤洋輔　 090-5395-7483
とき／2011年秋大会予定　内
容／ディべート大会を開催。学生
の部・社会人の部・国際の部があ
ります。　※運営事務局スタッフ・
審判員さんも同時募集します。

とき／2月18日㈮19時～21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／Ｅ
Ｍ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。

対象／5才以上　とき／毎週
木曜日18時30分～20時30分
ところ／武道館第3道場　内
容／剛柔流の稽古と体力づく
り　※親子での参加者歓迎

とき／2月19日㈯　10時30
分から　ところ／ジェフリー
すずか3階　内容／楽しくフ
ラダンスを1曲覚えましょう。
参加費／500円

とき／2月20日㈰13時30分開
演　ところ／ふれあいホール

（南玉垣町6600）　参加費／無
料　※皆さんと一緒になつかし
い童謡・唱歌をうたいましょう。

とき／3月5日㈯、12日㈯　9時～12
時　ところ／鈴鹿スポーツガーデン
多目的広場　参加費／1回500円
申込み／電話か電子メールで　※随
時会員募集中。練習は毎週土曜日

とき／3月13日㈰（雨天時は20日
㈰）　内容／海岸道を歩く　斎宮
～明野7kmと12km　集合／近
鉄斎宮駅前9時5分　参加費／
200円　※初参加者大歓迎

鈴鹿市民歩こう会

劇団みえ団員募集

NDC本部
　386-2509

とき／3月3日㈭より第1・3木曜日13時
～15時　ところ／NDCホール（鈴鹿警
察署東1分）　参加費／6回3,000円　
※本コース編入可。着物などの販売は
ありません。6回まで丸台無料貸与

放送大学三重学習センター
　 059-233-1170

対象／18歳以上　とき／2月28日㈪
まで　※放送大学は、自宅のケーブ
ルTVなどで学べる通信制の大学で
す。18歳以上の方ならどなたでも、興
味のある1科目から勉強できます。

三重県ディベート大会
参加者募集

青少年の森
ディスクゴルフ大会

日本野鳥の会・三重
石垣池探鳥会

NPOきもの着付教室
（非営利）

第18回鈴鹿シニアテニス大会
参加者募集

すずか童謡の会
100回記念のつどい

市民アーチェリー教室と
会員募集

フリーダイヤル
　0120-744-960（平日・日中）

　国土交通省では、迅速なリコールの実
施やリコール隠しなどの防止のため、車の
不具合情報を収集しています。自動音声

NPOきもの・組紐教室
二次募集

保井
 　090-4185-1514

とき／2月8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　※不登校のお子さん
を持つ親を中心とした集まりです。気軽
な気持ちで参加してみてください。

WRAPみえ実行委員会　大
　wrap.mie@gmail.com　　382-7958

対象／登校しづらい子の親、心の病
気を持っている人や家族、教育・福
祉・医療関係者など　とき／2月27
日㈰13時～16時45分ところ／県鈴
鹿庁舎４６会議室　参加費／無料

元気回復行動プラン
WRAP講演会

子育てセミナー＆サロン
子どもと通じ合ってますか

グループホーム・
ケアホーム学習会

就職支援講座　そろそろ
復職してみませんか

JIA三重事務局（設計工房NEXT）
　0598-30-5546

とき／2月14日㈪～20日㈰9時～17時
ところ／市役所本館1階市民ギャラリー
内容／すべての人にとって建築とは？
をパネル作品展示　主催／日本建築
家協会東海支部三重地域会（JIA三重）

西条発展会事務局
　・　 384-2122　 nishijo-b@sky.plala.or.jp

とき／3月20日㈰（予備日21日㈪）
9時～15時　ところ／西条中央公
園　料金／1ブース1,500円　
※10月30日の台風での順延です。
気軽にお問い合わせください。

巡回建築展「建築と人生」 元気フリーマーケット出店者募集鈴鹿不登校を考える親の会

NPOサイエンズスクール鈴鹿
　389-6603

とき／2月16日㈬未就学児の親向
け、17日㈭小学生の親向け　とこ
ろ／鈴鹿カルチャーステーション

（阿古曽町14-28）　参加費／500
円　※託児有（別途500円）

放送大学4月入学学生募集中

聖母の家学園　山下達也
　  321-4502　 seibo-sc@juno.ocn.ne.jp
対象／障がい者家族・支援者など　
とき／3月10日㈭10時～12時30分
ところ／ 聖母の家学園　内容／グ
ループホームの運営　参加費／無料
申込み／3月5日㈯までに、メールで

国立病院機構　鈴鹿病院
山口　 378-1321

対象／看護師免許をお持ちの方　と
き／2月14日㈪9時30分～15時30分
ところ／国立病院機構鈴鹿病院　内
容／看護技術など　参加費／無料　
申込み／前日までに電話で鈴鹿病院へ

福田
　 370-2627

とき／毎週火曜日18時45分～20時30
分　ところ／主に庄野公民館　内容／
中国語検定1級講師による中国語講座
開講　参加料／月2,000円　※初心者
から中級者までお気軽に参加ください。

三重県ディスクゴルフ協会
　辺田寿夫　 370-3248

とき／2月13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
※貸しディスク有り、初心者大歓迎

市川美代子
　 374-1887

とき／3月6日㈰10時～12時
（小雨決行）　内容／カモなど
の水鳥を見ます。　集合／10
時に石垣池東側駐車場　持ち
物／あれば図鑑、双眼鏡

林舞歌
　383-5388

とき／平日10時～15時の時間帯で
活動　内容／アニメソングを通して
子どもたちとの交流。各学校施設を
訪問。ボランティアに興味のある方、
アニソンでシェア・ザ・ワン・ワールド

アニソン・スクランブル中国語を学ぼう自動車不具合情報ホットライン
はやしまい　か

　03-3580-4434（年中無休・24時間）、ホ
ームページ受付　   www.mlit.go.jp/RJ/

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内 ●申込み／2月14日㈪〜18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。

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)2回までです。

次回の募集は4月5日号掲載分です情報局
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多文化共生社会をめざして

外国人市民の現状外国人市民の現状

多文化共生の大切さ多文化共生の大切さ

鈴鹿市多文化共生推進指針の策定鈴鹿市多文化共生推進指針の策定

　本市における外国人登録者は年々増加し、平成20年9月末には1万476人となりましたが、その後

減少し、平成22年9月末には8,514人となっています。

　この減少要因は、本市で働く外国人の多くが間接雇用での就労形態が多く、景気の影響を受け

て帰国または市外へ転出したことが背景にあります。

　減少傾向ではあるものの、本市は外国人登録者数が全国38位（平成22年7月法務省公表）と、非常

に多くの外国人市民が住んでいます。本市の総人口に占める外国人登録者数は4.19％で、市民の

約25人に1人が外国人市民であることが分かります。

　現在の社会情勢は、企業のグローバル化により、

国境や地域といった境界を越えて経済活動が行わ

れ、ヒト、モノ、カネが世界中をものすごい速さで動

いています。

　本市でも50カ国以上の外国人市民が、一緒にこのま

ちで暮らしています。また、外国にルーツをもつ子ど

もたちも鈴鹿で生まれ育ってきています。

　このような状況の中、国籍を問わず、互いに交流

しながら一緒にまちづくりを進めていくことが必

要であり、だれもが暮らしやすい多文化共生の社会

づくりを推進することは大切なことです。

　総務省から平成18年に「地域における多文化共生推進プラン」

が発表され、各自治体でも多文化共生の推進にむけて取り組む

よう方向性が示されました。本市でも、国の方針を踏まえて、現

在「鈴鹿市多文化共生推進指針」を策定中です。

　　（財）鈴鹿国際交流協会は、毎年「わい

わい春まつり」を開催しています。日本人

市民、外国人市民の多くが参加し、互い

の交流の機会となっています。昨年は市

内のショッピングセンターで開催し、2,000

人を超える方が集まりました。

平成元年

平成5年

平成10年

平成15年

平成20年

平成22年

65

1,254

3,004

3,979

5,252

3,801

ブラジル

0

202

566

1,142

1,690

1,496

ペルー

807

812

796

718

699

688

韓国・朝鮮

29

39

121

366

1,091

1,027

中　国

18

54

98

304

541

454

フィリピン

54

186

335

784

1,203

1,048

その他

973

2,547

4,920

7,293

10,476

8,514

合　計

172,159

179,482

186,938

194,490

204,922

203,097

総人口

0.57%

1.42%

2.63%

3.75%

5.11%

4.19%

割合（％）

（単位：人、各年9月末現在）

鈴鹿市多文化共生推進指針検討委員会

情報館　　多文化共生❶

　多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違い
を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として
共に生きていくことです。ここでは、外国人市民の現状などを紹介します。

市民対話課　　3 8 2 - 9 0 5 8 　　3 8 2 - 7 6 6 0
　　s h i m i n t a i w a @ c i t y . s u z u k a . l g . j p
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埋蔵文化財保護にご協力をお願いします埋蔵文化財保護にご協力をお願いします

　提出された発掘届の内容に基づいて、

右表の3種類のいずれかの対応をさせて

いただきます。

　遺跡の保護のために協議を行い、遺

跡の破壊がどうしても避けられない場

合は、開発の原因者に費用負担をお願

いし、記録保存のための本格的な調査

（本発掘調査）を行います（個人住宅建

設の場合は、市が負担します）。この場

合、開発面積に応じて数カ月の時間が

かかりますのでご了承ください。

　また、遺跡範囲外での掘削途中に、遺物・遺構などの埋蔵文化財に気づかれた際は、博物館へ

ご連絡ください。

発掘届について

市ホームページ　 シティガイド 　地理情報（遺跡情報）

　 http://www.city.suzuka.lg.jp/city/chiri/index.html

遺跡の範囲内で、通常耕作以上に地面を掘削する場合

市ホームページ　 行政ガイド　 申請様式　 様式集【文化振興部】考古博物館

　 http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/shinsei/youshiki/index.html

発掘届の提出や範囲の照会など詳しくは、考古博物館（〒513-0013　国分町224番地　 374-1994）へ

※遺物…昔の生活の道具（土器など）

※遺構…昔の土木工事の痕跡（住居の柱穴など）

住宅や店舗などの建築、解体　　  宅地造成、土砂採取

農地の床下げ、天地返し　　　    　　樹木の抜根　　　など

発掘届の提出が必要です（文化財保護法第93条第1項）
国府Ａ遺跡　土器出土状況

遺跡範囲の

確認はこちら

届出様式と

書き方はこちら

慎重工事

工事立会

範囲確認調査

遺物・遺構に注意しながら、工事を

していただけます。

工事中に職員が立会い、遺物・遺

構の確認をさせていただきます。

工事前に遺物・遺構の状況を調査

させていただきます。

通常は、半日から1日で終わります。

主な掘削

　埋蔵文化財は、一度破壊されてしまうと二度と元に戻すことができません。

地域の歴史の証拠である遺跡を守るため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

情報館　　埋蔵文化財の保護❷

　本市には、1，300余りの遺跡があり、そのうち3つは国の史跡に指
定されています。考古博物館では、このような遺跡の保護とともに、
失われてしまう遺跡の記録保存を行っています。

考 古 博 物 館 　  3 7 4 - 1 9 9 4 　　　3 7 4 - 0 9 8 6
　 kokohakubutsukan@ci ty . suzuka . lg . jp
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住民基本台帳カード
交付時の本人確認方法が

強化されました
市民課　  382-9013  　382-7608

　shimin@city.suzuka.lg.jp

　偽造運転免許証を本人確認

書類として提示するなりすま

しを防止するため、1月1日か

ら、住民基本台帳カード交付

時の本人確認方法や即日交付

できる条件を変更しましたの

で、ご協力をお願いします。

主な変更点　住民基本台帳

カード交付時に提示してい

ただく本人確認書類が2点

必要です。また、即日交付の

条件となる本人確認書類が

変わります。

国民年金保険料の
お支払いは便利な
口座振替のご利用を

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

　国民年金保険料の口座振替

納付での当月末納付(当月末振

替の早割り)は、毎月納付(翌月

末振替)や毎月現金納付の保

険料より50円割安となります。1

年、6カ月(上半期4月から9月、

下半期10月から3月)前納も、口

座振替で納めると現金前納よ

り安くなります。口座振替手続

きは、年金手帳(基礎年金番号

が分かる物)、預金通帳、通帳

登録印を持参の上、金融機関

でお願いします。なお、1年前

納、上半期6カ月前納の手続き

は、2月末までにお願いします。

問合せ　津年金事務所国民年

金課(　 059-228-9188)

納税の夜間窓口を
開設します

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

と　き　2月25日㈮、28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。

市税の口座振替手続きは
お早めに

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

　市税の口座振替を開始する

ためには、手続きに約1カ月か

かります。申込み手続きは金

融機関、地区市民センター、納

税課の窓口で行っていますの

で、口座振替を希望される方

は、お早めに手続きをお願い

します。手続きの際には、通帳、

通帳の届出印、納税通知書が

必要です。

夜間断水・洗管作業を
行います

工務課　  368-1678  　368-1688
　komu@city.suzuka.lg.jp

　安全でおいしい水を供給す

るため、水道管内の洗管作業

とそれに伴う断水を行います。

なお、洗管作業中(2月13日深

夜から14日朝)や洗管作業後

に管内の水流の変化などで濁

り水が発生し、ご迷惑をおか

けする場合もあります。あらか

じめ飲料水のくみ置きをしてい

ただき、洗濯などにも注意して

いただくようお願いします。

　また、洗管作業区域外でも、

作業の影響により濁り水が発

生し、ご迷惑をおかけする場

合がありますので、炊事、洗濯

などで使用する際には、併せ

てご注意ください。

作業区域　河曲地区：竹野一

丁目の一部、二丁目のすべ

て、飯野地区：三日市一～三

丁目・三日市町の一部、牧田

地区：算所一・二丁目・算所

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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　町の一部、算所三～五丁目

のすべて、平田一丁目・平田

本町二丁目の一部、弓削一

丁目の一部、平田東町・弓削

二丁目のすべて、岡田一～

三丁目のすべて、弓削町・甲

斐町・岡田町のすべて

と　き　2月13日㈰　23時～

14日㈪　5時30分

2月は北方領土返還要求
運動全国強調月間です

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

　2月7日は｢北方領土の日｣で

す。また、2月は北方領土問題

に対する国民の理解をさらに

深め、全国的な北方領土返還

要求運動の一層の推進を図る

ことを目的とした全国強調月

間です。

｢鈴鹿市多文化共生推進
指針(案)｣への意見を

募集します
市民対話課　  382-9058  　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　本市のめざす多文化共生の

ための方向性を示した鈴鹿市

多文化共生推進指針(案)を作

成しましたので、皆さんから

の意見を募集します。

期　間　3月4日㈮まで(必着)

閲覧場所　市民対話課、市政

情報課、地区市民センター

※市ホームページでも閲覧できます。

意見の提出　住所、氏名、意見

などを記入の上、直接また

は郵送、ファクス、電子メー

ルで市民対話課へ(様式は

　問いません)

※意見提出の際の使用言語は、日

本語を原則とします。

※提出いただいたご意見は、類型

化してまとめ、市ホームページで

公表します。なお、個別には回答

しません。

鈴 鹿 市 三 重 県

　平成22年中の交通事故発生件数は、死亡事故、人身事故、物損

事故すべて減少していますが、8人が交通事故で亡くなりまし

た。交通死者8人は、昭和31年以降では最少の記録ですが、働き

盛りの青年層が犠牲となった事故やひき逃げ事件が発生し、悪

質、悲惨な交通事故が後を絶たない状況となっています。

◆平成22年中の交通死亡事故の特徴

○歩行者、自転車、ミニバイクによる事故が多発

　死亡事故8件のうち、4件が歩行者や自転車乗車中などの事故

で、そのうち3件が早朝と夜間に発生しました。

○青年層が犠牲となる事故が多発

　青年層の死亡事故は4件で、そのうち2件は自損事故でした。

○早朝と夜間の事故が多発

　死亡事故8件のうち、5件が早朝と夜間に発生しました。

○高齢者の事故は減少

　高齢者の死亡事故は3件で、その割合は減少しました。

◆平成22年中の交通事故発生状況(数字は概数値)

平成22年中の交通事故発生状況をお知らせします
防災安全課　  382-9022　  382-7603　  bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

総　数

人身事故

死　者

負 傷 者

物損事故

6,574

1,254

8

1,690

5,320

平成22年

6,605

1,275

14

1,696

5,330

63,305 

11,275

135

14,872

52,030

60,272

11,372

112

15,126

48,900

3,033

-97

23

-254

3,130

平成21年

-31

-21

-6

-6

-10

増  減 平成22年 平成21年 増  減

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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確定申告会場と無料
税務相談・日曜確定
申告会について
お知らせします

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

◆確定申告会場

と　き　2月14日㈪～3月15日

㈫　9時～17時(土・日曜日

を除く)

※期間中、税務署で申告書の作成

指導は行いません。

※会場の混雑状況により、案内を早

めに終了する場合があります。ま

た、開場時間は17時までのため、

会場で申告書を作成する場合は、

作成時間を見込んでご来場くだ

さい。

ところ　鈴鹿ベルシティ2階

イオンホール

問合せ　鈴鹿税務署(　382-

　0351)

※音声案内が流れますので、｢2｣を

選択してください。

◆税理士による無料税務相談所

対　象　平成21年分の所得金

額が300万円以下の方また

は平成22年分の消費税の基

準期間(平成20年分)の課税

売上高が3,000万円以下で、

前記に該当する方

※譲渡所得、贈与税の相談は行い

ません。

とき・ところ　2月16日㈬、17

日㈭　市立体育館、21日㈪、

22日㈫　亀山市役所、23日

㈬～25日㈮　神戸コミュニ

ティセンター

※相談時間はいずれも9時30分か

ら12時、13時から16時です。

問合せ　鈴鹿税務署(　 382-

0351)

※音声案内が流れますので、｢0｣を

選択してください。

◆サラリーマンのための日曜

確定申告会

　税理士が、医療費控除と住

宅借入金等特別控除の申告書

の作成をお手伝いします。

対　象　給与所得者

と　き　2月20日㈰　9時30分

～11時、13時10分～14時40

分(住宅借入金等特別控除

を受けられる方)、11時10分

～12時10分、14時50分～16

時(医療費控除を受けられ

る方)

ところ　神戸コミュニティセ

ンター

参加料　無料

主　催　東海税理士会鈴鹿

支部

問合せ　東海税理士会鈴鹿支

部(　 382-7715(平日9時か

ら14時))

新たな生け垣の設置に
補助金を交付します

市街地整備課　  382-9025  　382-7615
　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に所有する土地

　放課後児童クラ

ブは、保護者が仕事

などで昼間家庭に

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、子ど

も好きの指導員と

児童の募集を行っ

ています。
※掲載時点で募集を締め切っている場合がありますので、希望者は直接各施設へお問い合

わせください。

放課後児童クラブの児童と指導員を募集します
子育て支援課　  382-7661  　382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

名　　　　　称 学校区 住　　　所 電話番号 指導員募集 児童募集

金太郎学童保育所1

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・サンキッズ

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ

箕田学童保育所

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる

栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子

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

河曲地区学童クラブ　かわたろう

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル

玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣学童保育所

(仮称)鈴西小学校区放課後児童クラブ(平成23年4月1日開設予定)

石薬師

神戸

白子

牧田

郡山

旭が丘

箕田

明生

栄

神戸

井田川

河曲

一ノ宮

玉垣

鈴西

石薬師町2089-2

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

東旭が丘四丁目9-19

中箕田一丁目10-12

住吉一丁目4-29

秋永町445

神戸二丁目20-8 

和泉町235-1

十宮町719-2

高岡町2665-2

東玉垣町1386-2

深溝町3553

374-1978

383-1519

388-2774

367-3606

372-2084

368-2033

395-1003

367-1711

388-1187

382-3708

370-2353

383-3070

369-2780

382-5522

382-7661

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯
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　に新たに生け垣を設置する

個人または市内に事務所な

どを有する法人

対象生け垣　幅員4m以上の道

路に隣接し、生け垣の延長

が2m以上で、樹木が1mあた

り2本以上ある生け垣

補助金額　樹木1本あたり上

限1,000円で、5万円を限度

※補助金を受けようとする方は、生

け垣を設置する前に申請する必

要があります。

smart move
(スマート・ムーブ)
始めてみませんか

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

　｢smart move(スマート 

ムーブ)｣は、日々の｢移動｣を

｢エコ｣にするという環境省が

提案する新たなライフスタイ

ルです。現在、移動に伴う二酸

化炭素排出量は生活分野全体

の3割を占めると言われてお

り、移動を見直すことは大

きな意味があります。また、

｢smart move｣は二酸化炭素の

削減だけではなく、健康や快

適な生活にも寄与します。

◆地球にやさしい｢移動｣の効用

○環境に良い

　一人が1km移動するときの

二酸化炭素排出量を比較する

と下記のとおりです。

○マイカー：約164ｇ

○バス：約48g

○鉄道：約19g

○自転車・徒歩：0g

　環境への負荷が小さい公共

交通機関の利用や自転車の利

用方法を工夫することは、地

球にとってもやさしい取り組

みです。

○体に良い

　出勤や旅行などに自転車や

徒歩を積極的に利用すること

や地域の取り組みなどに参加

することで、より健康になっ

たり仲間と楽しめたりするな

ど、新たな発見があります。

○快適・便利

　日常生活の中で移動する際

の手段や方法を工夫すること

で、まちの中での移動や長距

離の移動が意外と早くて快適

になります。また、これまで気

付かなかった便利さに気付く

ことができます。

◆高額医療、高額介護合算療養費の自己負担限度額

　平成21年8月から平成22年7月までの間に医療保険と介護保

険の両方の負担があり、自己負担額が所定の金額以上の方に

支給手続きの案内を送付しましたので、平成22年7月末日に加

入していた医療保険者へ手続きをお願いします。

　対象者は、対象期間内の医療保険による一部負担金などの

額と介護保険利用負担額(7月末日に加入していた保険上の世

帯で合計し、高額療養費や高額介護サービス費により支給さ

れた金額を除く)を合算し、下表の自己負担限度額プラス500

円を超える方です。

　なお、1年間の自己負担額を合計しますので、平成21年8月か

ら平成22年7月の間に県外の後期高齢者医療や介護保険に加

入していたことがある方、社会保険から国民健康保険、国民健

康保険から後期高齢者医療保険など、医療保険の変更があっ

た方は、正しく計算できずに案内できない場合があります。該

当する方は、平成22年7月末日時点で加入していた医療保険者

へお問い合わせください。

高額介護合算療養費の支給対象者へお知らせします
保険年金課　  382-7605(国民健康保険)・　  382-7627(後期高齢者医療)　

382-9455　　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

鈴鹿亀山地区広域連合　  369-3203　  369-3202　  skkouiki@mecha.ne.jp

区　　　　分

現役並み所得者(上位所得者)

住民税非課税世帯
低所得者

低所得者

後期高齢者

医療保険＋

介護保険

70歳から74歳の

方がいる世帯

70歳未満の

方がいる世帯

国民健康保険＋介護保険

一　　　　般

6 7万円

5 6万円

3 1万円

1 9万円

6 7万円

5 6万円

3 1万円

1 9万円

1 2 6万円

6 7万円

3 4万円

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※削減効果などは、環境省｢smart

　 move｣特設ページ(　　 http://www.

　　challenge25.go.jp/smartmove/)

　　からの抜粋です。
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平成22年度から25年度
鈴鹿市小規模修繕工事等
希望者名簿を随時
受け付けます

契約調達課　  382-9039　  382-9050
　keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　新たに鈴鹿市小規模修繕工

事等希望者名簿に登録を希望

する方を対象に、随時受付を

行います。

登録資格　市内に本社や本店

を有する法人または市内に

住所を有する個人事業主で、

引き続き2年以上営業を

行っていること

随時受付　2月14日㈪～25日

㈮　9時～11時、13時～16時

(水・土・日曜日を除く)

申込み　所定の申込書類に

必要書類を添えて、契約調

達課へ

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展の
参加団体を募集します

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

　福祉や環境、まちづくりな

どのさまざまな分野で公益的

な活動を行っているボラン

ティアや市民活動団体を募集

します。

対　象　主に市内を活動の拠

点としている公益性のある

非営利のボランティア、市

民活動団体など(団体の人

数は問いません)

展示期間　3月22日㈫～27

日㈰

ところ　市役所本館1階市民

　ギャラリー

内　容　団体の概要、活動内

容、活動写真、入会案内、連

絡先などをレイアウトした

模造紙(入会案内、連絡先は

別紙可)やチラシの展示

※営利目的、宗教、政治活動などの

情報は掲載できません。

申込み　2月28日㈪までに、地

域課、地区市民センターに

備え付けの参加申込書に必

要事項を記入の上、直接ま

たは郵送、ファクス、電子

メールで地域課へ

※参加申込書は、市ホームページト

ピックスからも入手できます。

平成23年度三重県私費
留学生奨学金受給者を

募集します
人権教育課　  382-9030　  383-7878
　jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、海外留学生や

外国人留学生に奨学金を給付

します。

対　象　私費海外留学生、大

学間協定留学生、医療看護

系外国人学生(以上、平成23

年4月1日現在、1年以上三重

県に在住している方)、外国

人留学生(県内市町に外国

人登録をしている方)

申込み　3月1日㈫から4月20

日㈬(必着)に、（財）三重県

　国際交流財団(〒514-0009

津市羽所町700　アスト津

3階　 059-223-5006   059-

223-5007)へ

トイなおす(おもちゃ病院)
廃棄物対策課　  382-7609　  382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　大切なおもちゃの修理な

どの相談に、おもちゃドク

ターがおこたえします。ご希

望の方は、当日おもちゃと説

明書を一緒に持ってきてく

ださい。当日都合の悪い方は、

事前に廃棄物対策課へ持っ

てきていただくことも可能

です。修理後は廃棄物対策課

まで取りにきていただきま

す(当日修理が完了したもの

は、当日お渡しすることもで

きます)。

※廃棄物対策課での保管期間は1

年間です。廃棄物対策課から連

絡がありましたら、お早めに引き

取りにきてください。

と　き　2月27日㈰　10時～

15時

ところ　図書館2階視聴覚室

※テレビゲーム、キッズコンピュー

ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼

児用電動バイク、楽器(電子ピア

ノ、笛、ハーモニカなど)などは修

理できません。

※部品として使用しますので、不要

になったおもちゃがあれば持っ

てきてください。

第22回すずか消費生活展
産業政策課　  382-8698  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　｢くらしの無駄をなくそう｣

規　格　模造紙(80cm×110cm)

　1・2枚程度



172011・2・5

をテーマに、地域に貢献でき

る消費者をめざして、環境、食、

子育てなどの問題について考

えます。

と　き　2月12日㈯　10時30

分～16時30分、13日㈰　10

時～16時

ところ　鈴鹿ハンター

内　容　衣の部(リフォーム

作品、手芸作品の展示)、食

の部(健康茶・抹茶・コー

ヒー・手作りおやつの試食、

試飲)、住の部(消費生活ア

ドバイス、消費生活保護

に関する展示、廃油せっ

けんづくり体験、ボカシ・

EM拡大液の無料配布、コ

ント｢おれおれ詐欺にご用

心｣)、その他(折り紙・おひ

なさまづくり体験コー

ナー、子育て支援取り組み

展示、血圧測定、健康相談、

体温計・はかりの無料点検、

活動報告写真展示、不用品

バザー(14時から))

主　催　鈴鹿市生活学校

問合せ　鈴鹿市生活学校

　北川(　 383-0135)

伊勢型紙展
｢地域ブランドセミナー｣

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

◆伊勢型紙展

と　き　3月5日㈯　12時30分

～16時、6日㈰　10時～16時

ところ　伝統産業会館

内　容　伊勢型紙クイズ(景

品進呈)、彫刻実演、彫刻体

験(しおり・ミニ色紙彫り

(無料))

主　催　伊勢型紙産地協議会

(伝統産業会館内　　386-

7511)

◆地域ブランドセミナー

対　象　小学4年生以上

と　き　3月5日㈯　10時～12

時30分

ところ　伝統産業会館

内　容　講演　｢フランスパ

リにてメゾン＆オブジェ

2010　Janへの出展と今後

の伊勢型紙について｣(起

正明さん((株)オコシ型紙

商店))、LED型紙あかり製

作体験

定　員　50人(先着順)

参加料　無料

主　催　伊勢型紙産地協議会

(伝統産業会館内　　386-

7511)

申込み　電話で伝統産業会館

(　 386-7511)へ

北伊勢で遊ぼう！花と食の
回廊　スタンプラリー

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

と　き　平成23年2月～6月

※スタンプ設置期間は、各施設で異

なります。

内　容　北勢地域10市町で

構成する｢北伊勢広域観光

推進協議会｣主催の、花の

名所を巡るスタンプラ

リーです。各地の参加施設

でスタンプを集め、必要事

項を記入し郵送で応募す

ると、抽選で北伊勢地域の

特産品などが当たります。

市内対象施設と設置期間

○盆梅(2月中)　割烹旅館魚

半楼(　 382-2035)

※魚半楼で食事をしていただいた

方が対象です。

○不断桜(3月中)　子安観音

寺(　 386-0046)

○サクラ(植木まつり期間中

　の4月9日㈯～17日㈰)　鈴

鹿フラワーパーク(　 382-

9020(商業観光課))

○大サツキ(5月中旬～6月上

旬)　江西寺(だるま寺)(　  

374-2796)

※スタンプの台紙となるチラシは、

商業観光課、観光協会、各地の

参加施設などで入手できます

（配布数には限りがあります）。

認知症になっても大丈夫
～安心して暮らせる
まちづくり～

長寿社会課　  382-7935  　382-7607
　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　今後、認知症の方が増える

と言われている中、どうした

ら認知症を予防できるのかを

テーマに講演会を行います。

と　き　2月19日㈯　13時30

分～16時

ところ　労働福祉会館

内　容　｢認知症予防は日々

の生活から｣

講　師　金澤江吏子さん(介

護老人保健施設鴻池荘作業

療法士)

参加料　無料

申込み　鈴亀地区介護支援専

　門員協会事務局(介護老人保

　健施設鈴の丘内　 375-2350)

市内地域包括支援センター

(中部　　382-5233)

　(北部　　384-4165)

　(西部　　370-3751)

　(南部　　380-5280)

※｢認知症サポーター養成講座｣を

同時に開催します。また、10時か

ら11時50分まで、認知症介護の

DVD上映、認知症介護や予防に

ついての相談コーナー、パネル展

示を開催します。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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平成22年度鈴鹿市内特別
支援学級連合｢作品展｣

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

と　き　2月11日㈮　9時～15時

ところ　文化会館さつきプ

ラザ

内　容　特別支援学級在籍の

児童・生徒が、毎日の授業で

取り組んだ絵画、書道、工作

などの作品の展示

入場料　無料

第4回すずか教育フォーラム
指導課　  382-9028  　383-7878

　shido@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月19日㈯　13時～

16時

ところ　文化会館

内　容　鈴鹿市教育振興基本

計画について(経過報告、概

要説明)、記念講演｢これか

らの教育について(仮題）｣

（上月正博さん（文部科学省

生涯学習政策局政策課長））、

鈴鹿の教育の紹介

参加料　無料

申込み　整理券が必要ですので、

2月10日㈭までに指導課へ

第6回三重県民ゴルフ
競技会鈴鹿地区大会

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

対　象　県内に在住、在勤、在

学の方、三重県ゴルフ連盟

加盟クラブ会員

と　き　3月25日㈮

ところ　中日カントリークラブ

定　員　240人(先着順)

参加料　一般：9,820円(セル

フ)、1万3,220円(キャディ

付)　ジュニア(高校生以

※料金には、参加料、昼食代、賞品

代を含みます。

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会

共　催　三重県ゴルフ連盟

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体育

協会

申込み　中日カントリークラブ

(　 371-1188　 371-2354)へ

※できるだけ4人1組で申し込んで

ください。

生命のメッセージ展
inみえ2011

人権教育課　  382-9030  　383-7878
　jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月27日㈰　12時～

17時

ところ　市民会館展示室

内　容　犯罪、事故、いじめ、

医療過誤、一気飲ませなど

の結果、理不尽に生命を奪

われた犠牲者が主役のアー

ト展です。犠牲者一人ひと

りの等身大の人型パネル、

その足元に｢生きた証｣であ

る靴、残された家族の言葉

などのメッセージを通じて、

犯罪被害者と遺族の人権を

訴えると共に、｢生命の重

み｣を伝えます。

※犯罪被害者支援チャリティーコン

サートを同時開催します。

入場料　無料

問合せ　実行委員会(鈴鹿国

際大学内　　372-2121)

体験講座
｢考古遺物写真撮影会｣

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

対　象　中学生以上

※カメラをご持参ください。

と　き　3月6日㈰　9時30分

から、13時30分から

ところ　考古博物館写場　

内　容　市内で発掘された考

古博物館所蔵遺物の写真

撮影会

定　員　各10人(応募多数の

場合は抽選)

申込み　2月18日㈮までに、往

復はがきに、講座名、希望時

間、希望者の住所、氏名、年

齢、電話番号、返信の宛名欄

に、代表者の住所、氏名を記

入の上、〒513-0013　国分

町224　考古博物館へ

※はがき1枚につき、2人まで申し込

めます。

※詳しくは、考古博物館ホームペー

ジをご覧ください。

鈴鹿医療科学大学
市民公開講座
｢健康と食の安全・

安心の問題を考えよう｣
健康づくり課　  382-2252  　382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月26日㈯　13時～

16時10分

下)：5,8 2 0円 (セルフ )、

9,220円(キャディ付)
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ところ　鈴鹿医療科学大学

JART記念館100年記念ホー

ル(岸岡町1001-1)

※駐車場があります。

内　容

○講演　｢健康食品で命を落

とさないために知っておき

たいこと｣(長村洋一さん

(鈴鹿医療科学大学))　13

時～13時30分

○講演　｢食の安全・安心の誤

解はなぜ起こる｣(唐木英明

さん(東京大学名誉教授、日

本学術会議副会長))　13時

30分～15時

○講演　｢食卓からどうみえ

る？食の安全安心｣(米川泰

正さん(食理学者))　15時

20分～15時50分

○健康食品管理士による相談

コーナー　講演終了後から

16時10分まで

参加料　無料

主　催　鈴鹿医療科学大学保

健衛生学部医療栄養学科

問合せ　鈴鹿医療科学大学庶

務会計課(　 383-8991)

キッズえいご
県立鈴鹿青少年センター

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

対　象　幼稚園年中から小学

2年生の園児、児童

と　き　 3月6日㈰、13日㈰、20

日㈰　10時～10時50分(幼稚

園年中・年長クラス)、11時10分

～12時(小学1・2年生クラス)

ところ　県立鈴鹿青少年セン

ター 研修室

定　員　15人(幼稚園年中・年

長クラス)、20人(小学1・2年

生クラス)

※ともに先着順です。

参加料　2,000円(3回分)

申込み　2月7日㈪から21日㈪に、

氏名、性別、年齢(学年)、住

所、電話番号、保護者名、英

会話経験の有無を記入の上、

　平成22年12月末現在、本市の外国人登録

者数は8,454人です。近年の経済不況に伴う

帰国などで若干減少しましたが、それでも

本市の人口の約4％にあたり、外国人の集住

都市といえます。

　こうした中、市内の公立学校には600人以

上の外国人児童生徒が在籍し、共に学校生

活をおくっています。最近は日本生まれの子

どもも増えましたが、生活習慣や言葉の違

いから不安を感じたり、日本語で学ぶこと

の難しさを感じたりしている子どもも少なく

ありません。また、日本以外の国籍を持ち、

日本で生活する中で、｢自分はどこの国の人

なんだろう｣と疑問を持つ子どももいます。

　日本の社会の中にある国籍で分けて見て

しまうような意識が、子どもたちのこのよ

うな不安につながっているのかもしれませ

ん。しかし、多くの子どもがいくつかの不安

と向き合いながらも、心に夢と希望を持ち、

自分の可能性を探そうとしています。また、

日本で社会の一員として生きるために学ん

でいきたいと願う子どももいます。

　昨年11月に開催した｢鈴鹿市日本語教育

フォーラム｣では、1,200人を超える方々に参

加していただき、多文化共生社会につながる

日本語教育の推進について交流が行われま

した。｢言葉が通じない｣ことは一つの壁では

ありますが、相手と分かり合い、共に何かを

したいという気持ちは、つながりを生み出し

ます。多様な文化や考え方を持つ人々が共に

暮らすことで、豊かな出会いに恵まれ、つな

がり合うことで、自分の可能性も広がります。

　鈴鹿で共に生きるパートナーとして、だれ

もがあるがままの自分で暮らすことができ、

夢や希望の実現に向けて歩んでいける、そん

な多文化共生社会を本市で実現させるため

に、｢国籍｣の分け隔てなく、まずは笑顔であ

いさつを交わすことから始めてみませんか。

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 

多文化共生社会に向けて

○固定資産税・都市計画税・・4期

○国民健康保険税・・・・8期

【納期限は2月28日㈪です】

※納税は、便利な口座振替で

2 月の納税 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

郵送またはファクスで、〒513-

0825　住吉町南谷口　県立

鈴鹿青少年センターへ



広 報 す ず か 　 2 0 1 1 年 2 月 5 日 号  

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／有限会社 中村特殊印刷工業
　　　　　　　  059-386-0392　　  059-386-0393

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。

表紙写 真  

春を待つ

【監修：鈴鹿モータースポーツ市民の会】

鈴鹿 地場産業としてのモータースポーツ

撮影場所 ザル池（安塚町）

障がい者スポーツ情報誌作成
有竹利恭さん（東江島町）

　　モータースポーツ都市としての鈴鹿市を語るとき

に忘れてならないのが、市内に多数存在するモー

タースポーツ関連の企業などです。

　　昭和37年の鈴鹿サーキット誕生以来、鈴鹿には

数え切れないほどのモータースポーツを愛する

人々が集まり、サーキットを中心とした“モータース

ポーツのまち”が形づくられました。

　　2輪では鈴鹿8耐優勝や全日本チャンピオンを獲得

した「TSR」、世界チャンピオンマシンを製造した「モリ

ワキエンジニアリング」、4輪では創業以来実に1,000

台以上のレーシングマシ

ンを製造した「ウエスト

レーシングカーズ」など、

国内外にその名を知ら

れるチームやマシン製造

会社が活躍しています。

　　鈴鹿サーキットが誕生してほぼ半世紀。今やモー

タースポーツは鈴鹿の地場産業に成長したといっ

ても過言ではありません。

撮影日  平成22年1月13日

撮影者  秘書広報課

　冬のスポーツが真っ盛りです。その代表

的なものの一つに駅伝があります。先月行

われた箱根駅伝では、稲生高校出身で東洋

大学の田中貴章選手が、2年連続で区間賞

を獲得するといううれしいニュースがあり

ました。その他にも、県内出身のランナーが

大学や実業団駅伝で大活躍をしています。

　そんな中、今やすっかり冬の風物詩とし

て定着した「美し国三重市町対抗駅

伝」が、今年も2月20日㈰に行われま

す。小学生から40歳以上のランナー

が、地元市町の誇りと期待を込めたた

すきをつなぎます。鈴鹿市チームは、

昨年は総合3位という結果でした。今

年の結果はいかに？ぜひ、皆さんの熱

い声援をよろしくお願いします。（正）

　  障がい者スポーツ情報誌「rise」

　　平成18年から、障がい者スポ

ーツの情報誌を作成しています。

毎号約250部を作成し、市内を

中心に無料配布しています。

　　サイズは、B5判で20ページ前

後の分量です。内容は、競技日

程・結果、大会レポート、競技の

ルールなどを掲載しています。

　  多くの人に知ってもらうこと

　　初めて障がい者スポーツを

見たときに、障がいをもつこと

をまったく感じさせない躍動感

と臨場感に魅了されました。そ

こから、何とか障がい者スポー

ツの魅力を多くの人に知っても

らう方法はないかと思うよう

になり、実際に手にとってじっ

くりと読んでもらいたい、後世

に残せるものがよいという考

えから、情報誌を作成すること

にしました。

　　現場の迫力を誌面で伝えき

ることは難しいですが、取材を

通じて少しでも、障がい者スポ

ーツの生の魅力を伝えていきた

いです。

　　興味を持つきっかけに

　　障がい者スポーツは、まだま

だ一般的にはマイナーなスポー

ツという認識があると思います。

「rise」を読んで、一人でも多く

の方が障がい者スポーツへ興味

を持つきっかけになればうれし

いです。

　これからは、たくさんの仲間

を集めて、riseを書店でも販売

できるような雑誌にしていきた

いです。

問合せ　有竹利恭

　337-9007　 sp7u2p79@song.ocn.ne.jp

創業直後のウエストレーシングカーズ
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