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　雄大な鈴鹿山脈の裾野に広がる一面の茶畑。その始まりは古
く、千年以上もの昔、平安時代と言われています。
　三重県は、お茶の栽培面積・生産量のいずれをとっても、静岡
県、鹿児島県に次いで全国第3位です。緑茶の種類の一つであ
る「かぶせ茶」の生産量に関しては、全国シェア第1位を誇ります。
　その県内にあって鈴鹿は、県内第1位の栽培面積・生産量を誇
り、全国的に見てもお茶の大産地といえます。

※参考資料：平成24年三重県茶業の現状

全国の栽培面積（平成23年）

全国の荒茶生産量（平成22年産）

　わたしたちにとって、欠かすことのできない身
近な飲み物「お茶」。それは日本人の心を育てた
文化でもあります。

　今回の特集では、鈴鹿を取り巻くお茶
の現状と鈴鹿のお茶の新たな可能

性を模索する人々をご紹介し
ます。

に
しませんか？

ここらで一服。
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■緑茶の種類 ・せん茶　　一般的に普段飲まれているお茶。うまみと渋みとが調和し、さわやかな味
・かぶせ茶　収穫前に日光を遮る覆いをかぶせて栽培する。玉露に近いまろやかな味の高級茶2 2012・7・5
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※2煎目もおいしく飲めます。2煎目は急須にお湯を注いだら、すぐ湯飲みに注いでください。　※番茶、ほうじ茶、玄米茶は熱湯で入れた方がおいしく飲めます。

●3つの特徴
　名前が示すように、かぶせ茶は収穫前
の2週間程度、お茶の木に日光を遮る覆い
をかぶせて栽培します。かなりの労力が必
要ですが、直射日光を遮ることで、渋み成
分の生成が抑えられ、葉緑素がたくさん茶
葉に集まります。それによって、渋みが少な
く、うまみがギュッと詰まった、鮮やかな緑色
のお茶ができます。天気・気温・葉の生育な
どさまざまな条件を考慮して行う、この「か
ぶせる」作業がお茶の良しあしを決める重
要なポイントです。

●鈴鹿のかぶせ茶をご賞味ください
　せっかく、「お茶どころ 鈴鹿」に住んでい
る鈴鹿市民の皆さんには、地元で生産さ
れた質の高いかぶせ茶を、ぜひ味わって
いただきたいです。
　かぶせ茶は、お菓子などにもよく合いま
す。家族で団らん、ち
ょっと一服、そんな場
面で飲んでもらいた
いですね。
　お茶作りにゴール
はありません。さらに
腕を磨いて、全国的
に誇れる質の高い
鈴鹿のかぶせ茶を
作り続けていきたい
と思います。

　市内では、主に「せん茶」「かぶせ茶」が製造され、全国へ出荷されています。市の特
産品でもある「かぶせ茶」の生産農家にお話を伺いました。

※90ccの湯飲みで3人分の場合

茶生産農家　上田 康博さん（山本町）

か
ぶ
せ
茶
の
特
徴
は
？

か
ぶ
せ
茶
の
特
徴
は
？

～すずか茶ん直伝！～

かぶせ茶のおいしい入れ方
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■緑茶の種類 ・深蒸し茶　一般的なお茶の製法より長く蒸したもので濃厚な味わい
・玉露　　　よしずなどで茶樹を覆い、日光を避けて渋みを抑え、うまみを生かした高級茶

○渋みが少ない
○うまみが強い
○色合いが美しい

第39回伊勢茶品評会（かぶせ茶の部）で
農林水産大臣賞・三重県知事賞（1等1席）を受賞

鈴鹿の地域活性促進キャラクター
担当 ： ㈳鈴鹿青年会議所
　382-6288　　382-3550

かぶせ茶本来の
うまみを味わって茶！

1 2

3 4

お湯を冷ます

お湯をつぐ

お茶をつぐ

茶葉を入れる

すずか茶ん

湯飲みにお湯を入れて冷まします。大体70℃が
目安です。ここが一番大切なポイントです。

約9ｇ（ティースプーン3杯）の茶葉を急須に入れ
ます。

湯冷ましした湯飲みのお湯を急須につぎ約1
分待ちます。

3つの湯飲みにお茶の分量や濃さが均等になる
よう、少しずつ回しつぎ、最後の一滴まで絞り切
ります。
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●昭和は右肩上がり
　鈴鹿市では、昭和45年から製茶工場が建設ラッ
シュを迎え、生産額が右肩上がりに増えていきまし
た。高度経済成長の上昇気流に乗って、人々の生
活が豊かになり、嗜好品であるお茶を買い求める機
会が増えたのではないでしょうか。
　また、収穫量の安定したお茶の品種が普及した
ことや、茶畑に立つ防霜ファンの登場など農業技術
の進歩も後押しをしてくれました。あのころは「作れ
ば売れる」そんな時代でした。

●お茶離れ
　しかし、平成10年あたりから、家庭でのリーフ茶
の購入が減り始めました。バブルの崩壊のあおり
や、核家族化や習慣の変化などさまざまな要因で
「お茶を飲む」という文化が薄れ、「茶離れ」が進ん
だことが主な原因だと思います。
　現在では、お茶の需要が低下し、価格も下落し
てきています。また、それに付随するように後継者や
耕作放棄地の問題もあり、今、お茶業界も大きな変
換の時期に差し掛かっています。

●お茶の普及のために
　お茶の消費拡大のために茶業組合では、さまざ
まな取り組みを行っています。
　鈴鹿の将来を担う子どもたちに、お茶の知識や
おいしい入れ方を教える「お茶のおはなし会」。お
茶のクイズ・入れ方・利き茶のレースに親子で参加し
てもらう「すずか茶～キット」。そして、さまざまなイベ

ント会場でのお
茶の振る舞いな
どが挙げれらま
す。
　お茶を通じて
「家族団らん」「親子のコミュニケーション」「他人へ
の思いやり」「おもてなしの心」をはぐくんでもらうこと
が目的です。
　参加者の子どもから、「家に帰って、家族にお茶を
入れてみたら「おいしい」と言ってもらえた」という手
紙をいただくと、家族で急須を囲み、湯飲みを片手に
談笑する姿が浮かびます。急須で入れたお茶で、ほ

っと一息。そんな時間を大
切にしてほしいと思います。
お茶にはコミュニケーション
を円滑にする力があります。

●知名度の向上を
　鈴鹿のお茶の普及には、知名度の向上も欠か
せません。現在計画中の新名神高速道路（平成30
年度開通予定）から、直接鈴鹿に降りられるスマー
トインターチェンジの予定地周辺には、広大な茶畑
が広がります。鈴鹿を訪れる方が最初に見る茶園
風景は「鈴鹿＝お茶」と印象づける大きなチャンス
です。
　また、鈴鹿抹茶ブランド化研究会による「鈴鹿抹
茶」という取り組みにも参加しています。「抹茶」を切
り口に、「お茶どころ 鈴鹿」をPRする活動です。鈴
鹿抹茶が認知され
ることで、生産地ブ
ランドとしての知名
度が向上し、鈴鹿
の茶葉の需要が
広がることを期待し
ています。

　お茶の大産地ではあるものの、茶葉の価格下落などさまざまな要因により、市内
のお茶農家数は減少傾向にあります。ここでは、お茶の普及に取り組む鈴鹿市茶業
組合の活動について組合長にお話を伺いました。

すずか茶～キットすずか茶～キット

■緑茶の種類 ・ほうじ茶　番茶やせん茶を強火で炒り、香ばしい香りを出したお茶
・抹茶　　 玉露と同様に栽培され、茶葉を揉まずにそのまま乾燥させ、茶臼で粉末にしたもの

鈴鹿のお茶の現状は？鈴鹿のお茶の現状は？

鈴鹿市茶業組合
組合長　市川 浩美さん
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●粒度が細かく、ばらつきが少ない
　平均粒度が9.98マイクロメートル（※）で、他産地の抹茶と比較して粒度が細かい。

被覆栽培した茶葉

 100％鈴鹿産の茶葉を使用し、丹念に作られた「鈴鹿抹茶」。ここでは新たに誕生した鈴鹿抹茶の特長
を紹介します。

　摘んだ茶葉をじっくり蒸し、揉まずに乾燥させた茶葉（てん茶）から、茎や葉脈を取り除いた柔らかい葉
肉だけを茶臼でひいて粉末状に製造したものを「抹茶」といいます。せん茶とは異なり、お湯などに成分を
浸出させて用いるのではなく、抹茶自体を飲食用として利用することから、抹茶独特の風味を引き出すた
め、「蒸した茶葉を揉まない」といった製造過程を経ています。

　鈴鹿山脈の豊富な伏流水に育てられ、市内茶農家で丁寧に被覆栽培
された茶葉「おくみどり」の一番茶を使用する鈴鹿抹茶は、宇治や西尾と
いった他産地の抹茶と比較しても独自の特長があります。

抹茶はどうやって作るの？

誕生！ 鈴鹿抹茶 そのこだわりとは？誕生！ 鈴鹿抹茶 そのこだわりとは？

てん茶 抹　茶

じっくり蒸し
てから、揉ま
ずに乾燥

茎や葉脈を取り除いた柔ら
かい葉肉を、茶臼でひいて
粉末状に加工

ポイント1ポイント1

●うまみ成分が豊富
　うまみを形成するアミノ酸の含有が多く、渋味の主成分であるカテキンの含有が少ない。ポイント2ポイント2

●緑の色が濃い
　お菓子などの加工商品に使用した際には、お茶本来の緑色の深さが際立つ。ポイント3ポイント3

鈴鹿抹茶の特長

　平成23年4月、抹茶を切り口に「お茶どころ 鈴鹿」のＰＲに向けての事業展
開を推進するため、お茶の生産者、お茶の加工業者、鈴鹿市茶業組合、販
売事業者、和菓子や製麺事業者、鈴鹿商工会議所、鈴鹿市観光協会、鈴
鹿農協、鈴鹿市漁協、鈴鹿市など、多様な関係者が参加し、「鈴鹿抹茶ブラ

ンド化研究会」が発足しました。
　研究会では、鈴鹿抹茶を使った新商品開発や販売促進活動を展開しています。

鈴鹿抹茶ブランド化研究会

鈴鹿抹茶鈴鹿抹茶

鈴鹿抹茶ブランド化研究会の様子鈴鹿抹茶ブランド化研究会の様子

※国際単位系の長さの単位で、1マイクロメートルは100万分の1メートル
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　以前から、お茶を使用した
麺の製造については経験
がありましたが、今回、鈴鹿

のお茶から製造
された鈴鹿抹茶

ということで、一層鈴鹿
の素材にこだわった麺

づくりを行いたいという思いから、新商品開発を進
めました。
　製造過程で一番こだわった点は抹茶の配合量
です。その配合割合によって抹茶独特の風味や色
合いが微妙に変化します。鈴鹿抹茶は当初のイメ
ージよりも、風味が豊かでお茶本来の緑色が濃く、

鮮やかな色合いであったため、少量の配合で十分
に抹茶の味わいを感じることができます。この存在
感は、鈴鹿の大地の恵みを存分に吸収した鈴鹿の
お茶からできた鈴鹿抹茶だからこそではないでしょ
うか。
　抹茶を使った料理は以前からたくさんありますが、
鈴鹿抹茶が持つ豊かな風味と鮮やかな色合いは、
ほかの産地の抹茶には
ない特長だと思います。
今後、多くの飲食店で
鈴鹿抹茶を使用したメ
ニューが提供されること
を願っています。

　現在、鈴鹿抹茶を使用した麺やお菓子などの新商品開発が進んでいます。ここで
は、鈴鹿抹茶という新たな素材の活用に携わる事業者にお話を伺いました。

　　　　　抹茶は苦手だったけど、鈴鹿抹茶スイーツは苦くなく、子ども
の私でも食べやすいです。幾つでも食べたいです！

有限会社カネスエ製麺所
代表取締役　水谷 忠文さん

少量でも引き立つ風味と鮮やかな色合い

　お菓子に使用する素材として、抹茶は非常に扱
いが難しいところがあります。抹茶が持つ「苦味」や
「渋味」を苦手に感じる方はたくさんみえます。
　私の店では大福に鈴鹿抹茶を使用しています

が、苦味や渋味を残しながら
も、むしろ「甘み」を感じること
ができます。この苦味、渋味、
甘みのバランスが、まろやかな
「うまみ」につながっていると思
います。かぶせ茶独特のうまみ
が、鈴鹿抹茶にも凝縮されて
いるのではないでしょうか。今ま
で抹茶が苦手だった方からも、

「鈴鹿抹茶のお菓子はお
いしく食べられるよ！」とい
った声をよく聞きま
す。
　現在、市内の幾
つかの菓子店では、
鈴鹿抹茶を使用し
たオリジナル商品の開発、販売が始まっています。
いずれも鈴鹿抹茶の風味を存分に生かしたお菓
子ばかりで、各店の創意工夫を生かした新しいお
菓子の文化の創造に向けて皆さん頑張っていま
す。「市内に抹茶スイーツがあふれる」、そんな日が
早く来てほしいと思います。

有限会社中野製餅店
代表取締役　中野 和彦さん

長谷川 恵子さん、奏楽さん親子（明生小学校6年生）

かぶせ茶独特のうまみが鈴鹿抹茶にも凝縮

鈴鹿抹茶めんの袋詰め鈴鹿抹茶めんの袋詰め

各店の「鈴鹿抹茶」の
のぼりが目印です
各店の「鈴鹿抹茶」の
のぼりが目印です

奏楽さん

　　　　　抹茶の緑色が鮮やかで、見た目にも楽しめます。お茶も口の
中でうまみが広がり、スイーツとの相性も良いですね。
恵子さん

鈴鹿のお茶と鈴鹿抹茶スイーツ　そのお味は？鈴鹿のお茶と鈴鹿抹茶スイーツ　そのお味は？

鈴鹿抹茶を生かした商品づくり鈴鹿抹茶を生かした商品づくり

そ　　ら

子

母
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●有数のお茶の生産地鈴鹿
　鈴鹿といえば、全国的にモータースポーツのまち
としての知名度は非常に高いものの、それ以外に
はなかなか思い浮かぶものが少ない現状がありま
す。中でも、全国3位のお茶の生産量がある三重県
において、鈴鹿市は有数のお茶の生産地でありま
すが、地元の方 も々含めてあまり知られていません。
　そこで、鈴鹿のお茶を使用して新たに「鈴鹿抹
茶」を製造し、この鈴鹿抹茶を活用して多様な新
商品を開発し、鈴鹿のお茶に抹茶という新たな価
値を付加して「お茶どころ 鈴鹿」をＰＲしようと、昨年、
「鈴鹿抹茶ブランド化研究会」が発足しました。

●鈴鹿抹茶使用新商品の開発
　研究会では、さまざまな立場の関係者が議論を
重ね、今までに多彩な取り組みを行ってきました。
　まずは、鈴鹿抹茶の特長を生かした新商品の開
発が取り組みの基本となりますので、市内の事業者
様を中心に鈴鹿抹茶を活用した商品づくりの依頼
を続けてきました。現在、12の和洋菓子店で商品開
発が行われ、すでに販売も行われています。さらに

は、そばやパスタなどの
お店でのメニュー提供
も始まっています。商品
のラインアップも豊富に
なりつつあり、手ごたえ
を感じています。

　また、こうした商品を広く紹介し、認知度アップを
図るため、各種イベントなどへの出店も重ねてきまし
た。今後も出店を続けることで、皆さんへ鈴鹿抹茶
のおいしさをお届けしたいと考えています。

●鈴鹿抹茶スイーツ
　マップ
　和洋菓子を中心に
商品がそろってきたこ
とから、さらなるＰＲに向

けての新たな取り組みも始めてい
ます。その一つが、「鈴鹿抹茶ス
イーツマップ」の作成です。
鈴鹿抹茶を使用したス
イーツを一同に記載し
たマップで、スタンプラ
リー形式としていま
す。7月中には各店
舗を中心に設置
する予定ですの
で、ぜひ多くの方
にご利用いただき、マップを手に各店舗を訪れてい
ただければと思います。
　また、「お茶どころ　鈴鹿」の認知度向上に向
け、お菓子とお茶
のベストマッチを念
頭に、鈴鹿のお茶
と鈴鹿抹茶スイー
ツを組み合わせた
セット商品の販売
も進めていければ
と考えています。

●「お茶どころ　鈴鹿」をＰＲ
　食に対する安全安心への関心が高まる中、純地
元産の鈴鹿抹茶は、その期待に応えることができる
ものだと思います。こうした鈴鹿抹茶に対して市民
の皆さんが愛着を持っていただけるよう、まずは地
元に根差した取り組みを展開していきます。その上
で、地域が一体となって「お茶どころ 鈴鹿」を全国
に向けてＰＲすることで、鈴鹿市の活性化へとつな
げていきたいです。

鈴鹿抹茶ブランド化研究会事務局
和田 篤幸さん

鈴鹿抹茶を使用したお菓子鈴鹿抹茶を使用したお菓子

鈴鹿抹茶スイーツマップ鈴鹿抹茶スイーツマップ

　抹茶を切り口に「お茶どころ 鈴鹿」をＰＲしようと取り組みを進める鈴鹿抹茶ブランド化研究会。その
取り組みや今後の展望などについて、研究会事務局の和田さんにお話を伺いました。

鈴鹿市制施行70周年キックオフイベントで、
鈴鹿のお茶とともにＰＲ
鈴鹿市制施行70周年キックオフイベントで、
鈴鹿のお茶とともにＰＲ

「お茶どころ 鈴鹿」の認知度向上に向けて「お茶どころ 鈴鹿」の認知度向上に向けて

「鈴鹿抹茶」に関する問い合わせ

鈴鹿抹茶ブランド化研究会事務局
（太門通商㈱内）　370-0878 　370-0993
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6月2日㈯

5月26日㈯～
6月10日㈰

　16日間にわたって、庄野町地内で開催さ
れました。
　ホタルの保護育成と自然環境の整備に
取り組まれる「しょうのホタルの会」の皆さん
による開催で、期間中は毎日丁寧に道案内
をしていただきました。
　6月2日には特別イベントが
行われ、ホタル山車が庄
野公園を出発し、旧東海
道を中心に練り歩きました。

　ゴールは当然ゲンジボタルの飛翔地です。少
しずつ夜に目が慣れてくると、優しい緑色の光
が間近に飛ぶのが分かりました。ひとしきり歓声
が起こった後は、皆が思い思いに辺り一帯を散
策して、時が経つのを忘れました。

　「SUZUKA環境フェア2012」が鈴鹿ハン
ターで行われました。

　自転車のペダルを漕いで発電するコーナー、
鈴鹿川で採れた魚類を展示するコーナー、
廃油せっけん・ぼかしの無料配布を行うコー
ナーなど、12の出展団体によるさまざまな参加体
験型ブースの設置やパネル展示を行い、来場さ
れた皆さんに環境問題への理解を深めてい
ただくことができました。

廃
ナ
験
れ
た



6月3日㈰

　新消防庁舎が完成し、
竣工式が行われました。
式典のほかにも、市民の
皆さんに消防を身近に感
じてもらおうと、消防庁舎
の普段は入れないところ
まで一般開放したり、庁
舎前の広場では、消防
車の試乗体験、ちびっこ
放水体験・綱渡りなどた
くさんのイベントが行われ
ました。

　約4,300人が集まり、各イベ
ントには長蛇の列ができる盛
況ぶりでした。初夏の日差し
の中、会場は目をきらきらと輝
かせた子どもたちの笑顔で
溢れていました。

6月4日㈪

　今年度第 1 回目の「市長と話そう！鈴鹿
づくりミーティング」を開催し、石薬師地区の
各団体の代表を含む役員の方で構成され
る「鈴鹿市石薬師明るいまちづくり推進協
議会」の皆さんと、「石薬師地区のまちづく
り」をテーマに意見交換を行いました。
　子どもの安全安心問題や高齢化問題、
宿場町の整備、また、今後の地域づくりに
ついて話し合い、特に、自分たちのまちは自
分たちの手でつくり上げていくための手法
などについて、熱心な意見が出ました。

ま　　ち
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5月19日㈯～

6月15日㈮
　ワトト・チルドレンズ・クワイヤーは、ウガンダ
のワトト・チャイルドケア・ミニストリーによって
救出された、エイズや内戦によって親を失っ
た子どもたちによる歌と踊りのグループです。
　メンバー31人が鈴鹿公演の前に神戸小学校を

訪問し、5年生139人と交流しました。体育館で、
5年生が笛と歌を披露すると、ワトトの皆さんが
ダンスと歌の披露で応えてくれました。ウガンダ
の現状を知るためのDVDを鑑賞した後、教室
に戻って一緒に給食を食べました。

　子どもたちは片言の英
語と身振り手振りでコミュ
ニケーションを楽しんでい
ました。

　「上野自治会ほたるを守る会」の皆さんによる
開催で、5月19日から7月7日までの長期イベ
ントです。
　5 月 26 日のオープニングイベ
ント「ほたるまつり」では西部少年
少女合唱団などのステージが、
6月2日の「里山で遊ぼうデー」で
は、ホタルを育む自然の中で思い
っきり遊んでもらおうと70mの流し
ソーメンや竹トンボ作りなどが行わ
れました。
　これら週末ごとのイベントが回を
重ねるにつれて、ホタルの飛翔も
6月中旬にピークを迎え、訪れる鑑
賞者の数も最高潮に達しました。

　市内外から訪れた家族連れやカップルは、
幻想的なホタルの舞いに魅入られたように歩みを
止め、いつまでも鑑賞を楽しんでいました。

　メンバー31人が鈴鹿公演の前に神戸小学校を に戻って一緒に給食を

語
ニ
ま



㈪ ㈮

※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。



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

◆キャッチコピー作成の目的と背景◆キャッチコピー作成の目的と背景◆キャッチコピー作成の目的と背景

◆検討委員会が検討する内容は次のとおりです◆検討委員会が検討する内容は次のとおりです◆検討委員会が検討する内容は次のとおりです

　鈴鹿市にはさまざまな地域の資源やまちの魅力があり、今後、さらなる
資源獲得のために十分な情報発信を行い、積極的なシティセールス活動
を展開していきたいと考えています。
　このため、産業や観光、自然、伝統工芸、文化、産品など幅広い事業分
野においてシティセールス活動を展開する際に、本市独自の良さをアピー
ルし、良好なイメージを内外に向けて発信することができるよう、都市の
イメージを創造できるレベルのキャッチコピーを作成します（右図参照）。
　検討委員会では、作成方針などに関する検討を行い、キャッチコピー
の選定案や活用方法を市長に提案していただきます。

全体的な都市の
イメージを創造できる
キャッチコピーを
新たに作成

全体的な都市の
イメージを創造できる
キャッチコピーを
新たに作成

「鈴鹿墨」「伊勢型紙」
「8耐」「鈴鹿茶」
「海苔の華」

①作成方針に関すること
②作成および提案募集の方法に関すること
③選定方法に関すること
④活用方法に関すること

　次の条件のすべてに該当する方
　　　　　①市内に在住、在勤または在学している方
　　　　　②平成24年4月1日現在、20歳以上の方

　 2人
　 7月5日㈭～25日㈬必着
　市ホームページ、企画課または地区市民
センターにある所定の応募用紙に必要
事項（氏名、生年月日、性別、住所、電話
番号、勤務先または学校の所在地・名称、
応募の動機、鈴鹿市の都市イメージな
ど）を記入の上、直接持参していただく
か、郵送、ファクス、電子メールのいずれ
かの方法で、ご応募ください。

　次の条件のすべてに該当する方
　　　　　①市内に在住、在勤または在学している方
　　　　　②平成24年4月1日現在、20歳以上の方

　 2人
　 7月5日㈭～25日㈬必着
　市ホームページ、企画課または地区市民
センターにある所定の応募用紙に必要
事項（氏名、生年月日、性別、住所、電話
番号、勤務先または学校の所在地・名称、
応募の動機、鈴鹿市の都市イメージな
ど）を記入の上、直接持参していただく
か、郵送、ファクス、電子メールのいずれ
かの方法で、ご応募ください。

　応募多数の場合は、公開による抽選
で選考します。

　 7月30日㈪10時から
　市役所本館7階　701会議室
　委嘱の日から平成25年3月31日㈰
まで

　○謝礼金を鈴鹿市委員会の委員等
の報酬及び費用弁償に関する条
例に準じお支払いします。

○検討委員会は公募市民委員のほ
か、有識者などで構成します。

○会議は、4 回程度の開催を予定
しています。

　応募多数の場合は、公開による抽選
で選考します。

　 7月30日㈪10時から
　市役所本館7階　701会議室
　委嘱の日から平成25年3月31日㈰
まで

　○謝礼金を鈴鹿市委員会の委員等
の報酬及び費用弁償に関する条
例に準じお支払いします。

○検討委員会は公募市民委員のほ
か、有識者などで構成します。

○会議は、4 回程度の開催を予定
しています。

〒513-8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市企画財務部企画課政策企画グループ
　382-9038　　382-9040　　kikaku@city.suzuka.lg.jp

〒513-8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市企画財務部企画課政策企画グループ
　382-9038　　382-9040　　kikaku@city.suzuka.lg.jp

個々の分野におけるフレーズは
これまでにも存在していますが…

都市
ブランド

「モータースポーツのまち」
「サーキットのまち」

個別分野
ブランド
「自動車産業
のまち」

事業
ブランド

都市イメージキャッチコピーの・・・

ⓒ手塚プロダクション



　「椿の農業と地域を考える
会」では、獣害の増加や荒廃農
地などの問題を地区だけで解
決するのではなく、体験・交流の
機会（ワークショップ）を市民や
企業の方々に提供し、農村の宝
探しや解決のヒント探しのお手
伝いをしていただいています。

8月5日㈰　10時～13
時ごろ

椿地区
イオンモール鈴鹿（32

番バス停）を9時24分発のCバス
に乗車し、神野神社バス停（3番
バス停）に集合

ブルーベリー収穫・ジ
ャムづくり体験、昼間もカブトム
シの群がる植木林探検、冷
茶などのふるまい、軽トラ市

15組程度
Cバスを利用する場合：

1組2,000円、Cバスを利用しな
い場合：1組3,000円

7月20日㈮までに、電話
で、椿の農業と地域を考える会
   矢田（  090-2680-3536）へ

　テレビでおなじみの「脳科学
おばあちゃん」こと久保田カヨ子
さんをお招きして、講演会を開催
します。この機会にぜひ参加し
てください。

乳幼児期（0歳から
3歳）の子どものいる保護者、
育児支援関係者など

8月19日㈰　13時30分
～16時30分（13時開場）

文化会館　けやきホ
ール

子育てに関する講演、
客席との質疑応答

500人（先着順）

無料
20人程度（満1歳から

就学前までの子）、無料、先着順
　7月17日㈫9時から8月

10日㈮までに、講演名「久保田
カヨ子先生講演会」、名前、
郵便番号、住所、電話番号を
ご記入の上、ファクスか電子
メールで生涯学習課へ

8月4日㈯　6時～7時
江島総合スポーツ公園

内芝生広場（雨天時：市立体
育館）

ＮＨＫラジオの生放送
で、ラジオ体操第1・第2を行い、
市の元気を全国に発信します。

7月20日㈮までに、申
込書を青少年課へ。申込書
は、市ホームページでも入手
できます。

久保田カヨ子さん



市内に在住、在勤、在学する高校生以上の方

　10月9日㈫から19日㈮（土・日曜日を除く）までの、9時から17時までに、文化振興事
業団（文化会館内）へ提出（郵送可）。
㈫ ㈪ ㈫

  10月20日㈯、21日㈰いずれも9時から16時までに、出品料（1,000円）を添えて、文化会館へ
作品1点につき1,000円（高校生無料）

10月23日㈫　10時から   文化会館

10月31日㈬～11月4日㈰　9時～17時（最終日は16時まで）  　 文化会館   
入賞・入選作品と会員・審査員から出品された作品を展示します。
無料



　熱中症の発生は7月と8月が
ピークになります。熱中症を正しく
理解し、予防に努めましょう。

○部屋の温度をこまめにチェック
する（普段過ごす部屋には温
度計を置くことをお奨めします） 
○室温が28℃を超えないように、
エアコンや扇風機を上手に
使う（節電を意識しすぎると室
内でも熱中症を起こす危険
が高くなります）
○のどが渇いたと感じたら必ず
水分補給する
○のどが渇かなくてもこまめに水
分補給をする
○外出の際は体をしめつけない
涼しい服装で、日よけ対策を
する
○無理をせず、適度に休憩をとる
○日頃から栄養バランスの良い
食事と体力づくりを心掛ける 

　緊急経済対策として、住宅
リフォームに対する補助金の二次
募集を行います。この補助制度
は、市内施工業者を利用して、
自宅の修繕・補修工事を行う
場合に、経費の一部を補助する
ものです。
　二次募集は先着順としますの
で、受付期間内であっても、補
助金交付見込額が予算額に達
した時点で終了します。
　申し込みは、はがきで受け
付けます。補助金額や対象に
なるリフォームなどの要件は当初
の募集と変更ありません。
　制度の詳細やはがきの記入
方法については、広報すずか
5月5日号、市ホームページ、地区
市民センターに備え付けのチラ
シをご覧ください。

　7月9日㈪～11月30
日㈮(消印有効)

　創業の予定者、新事業展開
を予定している中小企業事業
者や個人、創業・新事業展開
後5年以内の方を対象にビジネ
スプランを公募します。
　申し込みなど詳しくは、(株)三重
銀総研ホームページをご覧くださ
い。

6月27日㈬～7月25
日㈬

(株)三重銀総研 コン
サルティング部 山川、野田
（  351-7417）　

　   　　　　
　http://www.miebank.co.

　jp/mir/professional/business
　plan2012.html



　窓口改修工事のため、市民
課で毎週開設している日曜窓
口をお休みします。ご不便をお
かけしますがご了承ください。 
　7月15日からは通常通り開
設します。

7月8日㈰

　7月9日に住民基本台帳法が
改正され、外国人住民もこの法
の対象になります。
　市外へ住所を異動する場合、
外国人登録法では必要なか
った転出届が必要になります。
転出する14日前から手続きで
きます。

　7月9日㈪から住民票に記載
する住所にマンション・アパート
名、部屋番号などの方書が記
載されます。方書の表記を変更
したい場合は窓口へお申し出く
ださい。

桑名市・四日市市・菰
野町・鈴鹿市・亀山市・津市
（鈴鹿Ｆ1日本グランプリ地域
活性化協議会参画5市1町）
の未就学幼児から高校生まで

7月28日㈯、29日㈰
“コカ・コーラ　ゼロ”

鈴鹿8時間耐久ロードレース
第35回大会

各日11時までに、鈴鹿
サーキットメインゲートへ

鈴鹿サーキット 事業
推進室 催事企画グループ

   （  378-3238 　378-4568）

　　自転車からほんの少し離れ
ている間に、自転車が盗まれ
てしまうことがあります。面倒で
も必ず鍵をかけましょう。また、
違う種類の鍵を複数かけると
効果的です。

　　安全と思える場所でも盗ま
れることがあります。自宅など
でも、しっかり鍵をかけておく
ことが大切です。

　　防犯登録をすると、視覚的に
盗難防止の効果があります。
また、盗まれた自転車の早期
発見・返還にもつながります。
　　防犯登録をせず、警察への
盗難届も出さないと、盗まれた
自転車が持ち主不明の「放置
自転車」になり、地域にご迷惑
をかけます。
　　自転車販売店などで登録
（有料）しましょう。



　平成25年鈴鹿市成人式の日
程と会場が決まりました。

平成4年4月2日～平
成5年4月1日生まれで鈴鹿市
内在住か本籍のある方

平成25年1月13日㈰
　10時～11時（終了予定）開場9時

市民会館
イベントなどの内容に

ついては、成人式実行委員
会で企画します。

　対象の方に、特定健康診査
受診券を送付しました。同封の
一覧表にある医療機関で、11月
30日㈮まで受診できます。
　この健診は、糖尿病などの生
活習慣病、特にメタボリックシン
ドローム(内臓脂肪症候群)の予
防に着目した健康診査、保健
指導です。ご自身の健康管理の
ために、ぜひ健診を受けましょう。

次のすべてに該当す
る方
○平成24年4月1日現在、鈴鹿
市国民健康保険に加入して
いた方
○平成24年度中に40歳から74
歳（一部75歳）になる方（昭和
12年9月1日～昭和48年3月31
日生まれ）
○特定健康診査受診日に鈴鹿

市国民健康保険に加入して
いる方

特定健康診査受診
券、自己負担金(受診券に記
載)、鈴鹿市国民健康保険被
保険者証か鈴鹿市国民健康
保険被保険者資格証明書

　受給者の住所や氏名、家族
構成などに変更があった場合は、
市民課での手続きとは別に、子
育て支援課での届出が必要で
す。この届出をしていないと、重
要なお知らせや8月の現況届の
案内が届きません。また、手当の
支払いを差止めることがあります。
未届けの場合は、至急手続きを
お願いします。なお、地区市民セ
ンターでは手続きできません。
　児童扶養手当は、法律に基
づき父または母と生計を同じくし
ていない児童などが育成される
家庭の、生活の安定と自立の支
援を目的に支給するものです。
また、この手当は、貴重な税金を
もとに支給されています。趣旨を
十分理解し、適正な受給・手続き
をお願いします。

　認定証の有効期限は7月31日です。入院などで8月以降も
引き続き必要な方は、再度申請が必要です。なお、申請は毎年
必要になりますのでご注意ください。



　本市では、身近な地域での相
談に応じるため、障害者相談員
を設置しています。地域生活や
福祉サービスの利用に関する情
報などの相談に応じます。希望
される方は、希望日の1週間前ま
でに申し込みください。

　・神戸コミュニティセンター7月
18日、8月15日、9月5日・19日 
いずれも水曜日　9時30分～
11時30分　
　・白子コミュニティセンター7月12
日・26日、8月9日・23日、9月13日・
27日 いずれも木曜日　9時30
分～11時30分

　・牧田コミュニティセンター7月13
日・27日、8月10日・24日、9月14
日・28日 いずれも金曜日　9時
30分～11時30分
　・鈴鹿けやき苑（石薬師町
452-68）　7月19日、8月2日・16
日、9月6日・20日 いずれも木曜
日　9時～12時

　・市役所西館　7月27日、8月24
日、9月28日 いずれも金曜日　
10時～12時

　・市役所西館　7月20日、8月17
日、9月21日 いずれも金曜日　
10時～12時

　障害者生活支援センター
鈴鹿けやき苑（　373 -2222
　373-2556　8時30分～17

時15分）

障害福祉課（ 3 8 2 - 7 6 2 6
　382 - 7 6 0 7

　8時30分～17時15分）

一ノ宮町字鍋端333
番35

宅地
245.83㎡
第一種住居地域

（売却最低価格）　
594万9,000円

8月6日（月）　10時から
市 役 所 本館1 0階

1004入札室
7月12日㈭から30日㈪

（土・日曜日・祝日を除く）まで
の、9時から17時までに、直接、
人権政策課へ

7月12日㈭　10時から
売却物件所在地

　平成24年度の国民健康保険
税納税通知書兼特別徴収決定
通知書を、7月11日㈬に発送します。

　国民年金は、20歳以上60歳
未満のすべての方が加入する
制度です。保険料の納付を続
けることで、高齢になったときの
老齢基礎年金や万が一のとき
の障害基礎年金、遺族基礎年
金が受け取れます。経済的な理
由などで保険料を納付すること
が困難な場合は、申請により保
険料の納付が免除となる保険
料免除制度をご利用ください。
申請は原則、毎年手続きが必要
です（平成23年度免除申請に
おいて全額免除や納付猶予が
承認された方で、継続審査の承
認を受けた方は除く）。

○平成23年度分（平成23年7月
～平成24年6月分）
　7月31日(火)まで
○平成24年度分（平成24年7月
～平成25年6月分）
　7月から

保険年金課、地区市
民センター



　教育委員会の会議の傍聴が、
教育総務課で傍聴券を受け取
るだけの、簡易な手続きになりま
した。傍聴希望の方は、教育委
員会の会議の当日、開会10分
前までに、教育総務課へお申し
出ください。
　教育委員会の会議日程や
場所、傍聴のルールなど詳しくは、
開 催 日の 約 1 カ月 前 に 、
教育委員会ホームページ
（ http://www.city.suzuka.lg.
jp/kyoiku/index.html)に掲載
しますので、ご確認の上、お越し
ください。

　小学校の給食調理室で代替
調理と補助を行う臨時給食
調理員の登録者を随時募集して
います。
　あらかじめ登録いただき、
必要が生じたときに登録者の
中から条件に合う方へ連絡させ
ていただきます。希望される方は、
学校教育課にある申込書に
写真を添付し、必要事項を記入
の上、持参か郵送してください。
詳しくは、学校教育課へ

　下水道が普及すると、雑排水
の排除や便所の水洗化などに
より、汚れた水や水路がなくなり、
蚊やハエなどの発生を防いで
伝染病を予防し、清潔で快適な
生活環境が確保されます。また、
家庭や工場から流された汚水
は処理場できれいにされるので、
海や川がきれいになります。
○「排水設備」は供用開始後
1年以内に設置していただき
ます。また、くみ取り便所は、
3年以内に水洗便所に改修
し、公共ますに接続していた
だかなければなりません。
○排水設備工事が適正に施工
されるよう、工事店の指定を行
っています。｢鈴鹿市排水設備
指定工事店｣でないと下水道の
排水設備工事はできません。

○公共下水道への接続切り
替え工事を行っていただく
費用に対する｢融資あっせん
制度｣がありますので、指定
工事店におたずねください。

7月29日㈰　9時～16
時30分

7月30日㈪・31日㈫　
17時15分～20時

いずれも納税課
いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続
きなど

　弥生土器について小中学生
向けに分かりやすく紹介します。

7月21日㈯～9月2日㈰
　9時～17時

考古博物館

「弥生土器のミカタ」
豆谷 和之(田原本町

総合政策課)
7月21日㈯　14時から

弥生土器



8月22日㈬
中日カントリークラブ
240人（先着順）

一般：9,820円（セル
フ）、1万3,220円（キャディ付）　
　ジュニア（高校生以下）：5,820円
　（セルフ）、9,220円（キャディ付）

鈴鹿市ゴルフ協会、
三重県ゴルフ連盟

中日カントリークラブ
（ 371-1188 371-2354）

小学1年生以上
8月4日㈯、5日㈰
社会福祉センター、三

重県消防学校
50人（先着順）
学生1,000円、大人

3,000円
7月1 6日㈪までに、

電話で災害ボランティアネット
ワーク鈴鹿　船入（090-7677
　-3961）へ

　三重県内の消防団員のポン
プ運用やホース延長技術の向
上と意識の高揚を図ることを目
的に2年に一度「三重県消防操
法大会」が開催されます。市内
23地区の消防分団の代表とし
て鈴峰分団が「小型ポンプ操
法」の部に出場します。皆さんの
ご声援をよろしくお願いします。

7月21日㈯　9時から
（警報発令時は7月28日㈯）

三重県消防学校

　さまざまな学校から集まった学
年も違う子どもたちが、共同生活
をおくり、登山、水辺の活動、野
外炊飯などの自然体験活動に
チャレンジします。

小学校5年生～中学
校2年生

8月21日㈫～25日㈯
4泊5日

県立鈴鹿青少年セン
ターとその周辺

2万3,000円
36人（応募多数の場

合は抽選）
7月5日㈭から24日㈫

17時までに、所定の用紙で県
立鈴鹿青少年センターへ

　　

○展示：7月27日㈮～29日㈰　
10時～19時（29日は17時ま
で）
○講演会：7月28日㈯　14時～
15時

文化会館　
○展示：さつきプラザ　
○講演会：第1研修室兼視聴
覚室（2階）

○パネル・資料展示
　・原爆と人間展パネル
　・サダコと折り鶴ポスター
　・長崎原爆被災写真パネル
　・世界の地雷の模型、パネル
　ほか

○ビデオ上映　アニメ、記録映
像
○参加コーナー
　・平和の折り鶴を折って広島 
　に送ろう
　・キッズ平和クイズ
　・平和の絵本をよもう　ほか
○講演会　「原爆のはなしをき
こう」（無料）

　広く多くの方がゴルフに親し
み、生涯スポーツとして定着して
いくことを目的として開催します。

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



幼児、小学生
7月26日㈭、27日㈮　

10時～11時30分、13時30分
～15時

図書館2階　視聴覚
室

名作童話や交通安
全などのアニメーション映画

各100人
無料
不要

8月1日㈬、2日㈭　9
時30分～15時

図書館2階　視聴覚
室

テーマ「いろんなかた
ちの絵本」

各50人（保護者の付
き添いを除く）

350円（材料費）

7月19日㈭9時から、
図書館2階視聴覚室で受け
付けます（先着順）。電話での
申し込みや、家族以外での
複数の申し込みはできません。

子ども1人1,500円、大
人1人2,500円（スポーツ保険
料を含む）

7月21日㈰までに、参
加料を添えて、直接、市立体
育館へ

3歳から就学前の子と
保護者

7月23日㈪・27日㈮、8
月1日㈬・7日㈫・10日㈮・21日
㈫・28日㈫・30日㈭全8回　10
時～11時30分

市立体育館
20組

小学1年生から4年生
の児童と保護者

7月23日㈪・27日㈮、8
月1日㈬・7日㈫・10日㈮・21日
㈫・28日㈫・30日㈭全8回　13
時30分～15時

市立体育館
20組

無料
不要
鈴鹿国際大学開発・

文化研究センター（シウダック）
（ 372 - 2121　372 - 2827 
siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

セイロン瓜プロジェクト導入
の背景とその経過を確認し
ながら、さまざまな立場でプロ
ジェクトに参加している人々
からの話を伺います。そして、
当プロジェクトの教訓が今
後、どのように地域で活用で
きるかを参加者の皆さんと考
えます。

7月20日㈮ 13時～15
時30分

鈴鹿国際大学 国際
文化ホール

セイロン瓜で地域活性
化～グローバル化時代における
途上国との交流から～

　人間の観光行動は、観光資
源や観光施設を有する特定
の観光地域で行われます
が、観光地域の構造を正しく
理解するためには、フィール
ドワークに基づく詳細な研究
が不可欠です。発表者の研
究活動と教育活動の経験を
踏まえて、観光地理学にお
けるフィールドワークの実践
方法について紹介してもらい
ます。

7月25日㈬　16時15
分～18時

鈴鹿国際大学 第二
会議室（A棟2階）

観光地理学における
フィールドワークの実践～私
の研究活動および教育活動
の経験をもとに～　発表者：
鈴木 富之さん（鈴鹿国際大
学 国際人間科学部 観光
学科専任講師）



8月7日㈫・8日㈬ 10時
20分～16時（原則両日参加）

48人

中学生
8月7日㈫、8日㈬ 10時

～15時30分
各日20人

小学4年生から6年生
か中学生を含む親子・家族
（1組3人以下）

8月9日㈭ 13時～16時
30分

10組

7月12日㈭までに、水泳
場窓口かホームページからお
申し込みください（応募多数の
場合は抽選）。

　水慣れから水泳の基礎技術
習得まで

年長～小学6年生
7月23日㈪・24日㈫・25

日㈬・26日㈭　17時～18時
20人
6,000円

　ドッジボールやサッカーなどさ

　鈴鹿工業高等専門学校への
入学をめざしている方、ものづくり
が好きな方、パソコンが好きな方
など、ぜひご参加ください。

鈴鹿工業高等専門学校
無料
7月13日㈮までに、鈴鹿

高専ホームページ
（ http://www.suzuka-ct.ac.
jp/event/openlesson/2012
/monodukuri.htm）からお申
し込みください。

鈴鹿工業高等専門
学校総務課地域連携係
（ 368-1717    387-0338）

小学5・6年生と中学生
7月24日㈫、8月21日㈫

　9時30分～15時30分
各日20人

中学生
8月6日㈪、7日㈫ 9時

30分～15時30分
各日10人

中学生
8月1日㈬、2日㈭ 9時

30分～16時30分
各日15人 

中学生

まざまなボール運動で楽しみな
がら基礎体力を養います。

小学生
8月6日㈪・20日㈪・27日

㈪ 全3回　9時～10時30分
20人
2,500円（プール入場

券付）

泳げる小学3年生以
上とその親

7月21日㈯、28日㈯　
13時～14時30分

各日6組
1組2,000円（入場料

込）

　高飛込みを基礎から習います。
トランポリンやマット運動などの
練習で基礎体力も養います。

小学生4年生以上
7月24日㈫・25日㈬・

26日㈭ 全3回　10時～11時
30分

15人
3,000円

　ボンベを使用した本格的な
ダイビングを水深5ｍのプールで
体験します。

8歳以上
7月22日㈰、29日㈰、

8月4日㈯、19日㈰　19時～20時
30分

各日9人
3,500円

　自由研究にぴったりのペットボ
トルロケットを作成します。完成後
は芝生で発射します。

小学生
8月11日㈯ 10時～12

時
20人
500円



㈪

長村洋一さん（鈴鹿医療科学
大学）

○15時30分～16時20分　「健康
食品管理士からの一言　健
康と栄養」　熊取厚志さん
（鈴鹿医療科学大学）　

200人（先着順）
無料
鈴鹿医療科学大学

（千代崎キャンパス） 庶務課
（  383-8991    383-9666）へ

7月28日㈯　13時～
16時20分

鈴鹿医療科学大学 
千代崎キャンパス ＪＡＲＴ記
念館100年記念ホール

○13時～14時　「あなたの検査
の値で健康を守る」森下芳孝
さん（鈴鹿医療科学大学）　
○14時5分～14時35分　「たまご
かけご飯の話～鶏卵の保存
方法と加熱調理について～」
米川 泰正さん（食理学者）

○14時55分～15時25分　「がんに
ならないための食生活とは」

　「人権を考える市民のつどい」は、命・愛・人権の
大切さを感性に訴えかけるために開催しています。
　今年度は、市制施行70周年を機に、より幅広
い世代の方に参加していただくため、昼と夜にそ
れぞれ子どもと大人を対象とした劇を上演します。
　昼の部は、お互いの生き方を尊重することの
大切さなどを知ってもらうために、子どもたちにも
分かりやすい人形劇を上演します。
　また、夜の部は大人を対象に、アメリカの陪審
員裁判を通して、話し合うことの意義や、先入観
にとらわれず真実を追求していくことの大切さを、
考えることのできる演劇を上演します。

　幼児～小学校低学年
　8月11日(土)2回公演

①11時開演(開場30分前)
②14時開演(開場30分前)

　文化会館　さつきプラザ
　くわえ・ぱぺっとステージ
　120人（午前・午後とも）　
　無料

　中学生以上　
　18時開演（開場30分前）

　文化会館　けやきホール
　東京芸術座
　500人
　無料

よねかわ やすまさ

もりした よしたか

ながむら よういち

くま　とり あつ　し
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーターモーター
スポーツスポーツ 鈴鹿人鈴鹿人の
モーター
スポーツ

す ず 　 　 か 　 　 び と

闘え！闘 鈴鹿人のえ！

紙芝居　佐々木弘綱伝
－歌に生き郷土を愛す－

　昨年8月5日号キーボードで、弓道を始めたことを書
きました。その続きです。
　先月初めの審査で、初段に合格しました。2回目の挑
戦での合格は出来過ぎといってよいでしょう。
　審査では2本の矢を射ますが、大失敗の1本目の後、
気を取り直して臨んだ2本目は、するすると的に向かっ
て飛んでいき、スパァンと小気味よい音を立てました。
　的に当たったときは、何とも言えない良い気分です。

しかしながら弓道の奥深いのは、単純に矢が的に当
たれば良いというわけではなく、形の美しさや品を
重んじるところです。
　「力を入れずに弓を引き分ける」とか「矢は離す
のではなくて自然と離れるのを待つ」などの教え
についても、「言うは易く行うは難し」で、なかなか
思うように動いてくれない自分の体と格闘が続い
ています。（保）


