
　満開のコスモスがゆらゆら風に揺れています。ほのかな花の

香りに秋の気配を感じました。遠くから見ると、とても美し

いまるでピンクのじゅうたんです。

満開の秋桜
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　地方分権が進み、それぞれの地方において、自
分たちのまちづくりは、自分たちの責任で決定し、進
めていくことが求められています。その流れの中で、
わたしたちは、鈴鹿市の個性や特色を生かし、魅力
あるまちをつくっていかなければなりません。

　活力のある住みよいまちをつくっていくためには、市民、市議会、市が、それぞれの役割をお互いに理解し、
協力し合ってまちづくりに取り組むことが重要です。
　そのため、この条例では、まちづくりにおけるそれぞれの役割を明確化し、これからのまちづくりのキーワ
ードとなる市民参加や協働、情報共有などを規定することで、まちづくりの方向性や考え方を明らかにして
います。

地方の時代

●みんなでつくろう 住みよいまち 鈴鹿

◆どうして制定したの？

鈴鹿市まちづくり基本条例鈴鹿市まちづくり基本条例鈴鹿市まちづくり基本条例鈴鹿市まちづくり基本条例
が制定されましたが制定されましたが制定されましたが制定されました

　少子高齢化が進行し、ライフスタイルが変化して
いる中、市民のニーズや価値観が多様化し、さまざ
まな地域の課題が発生しています。このような課題
を解決するため、そこに住む人たちならではの解決
策が求められています。

社会の変化

鈴鹿市まちづくり基本条例
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　この条例では、「本市のまちづくりの基
本原則等を定めることによって、市民、市
議会及び市が協力し合い、住みよいまち
をつくっていくこと」と定めています。

　まちづくりは、市民の皆さんの参加によって進められ、市民の皆さんは、さまざ
まなまちづくりに参加でき、まちづくりを行う団体を組織することができるものとし
ています。また、まちづくりを進めるために、市や市議会が保有する市政に関す
る情報を知る権利があるものとしています。
　市民の皆さんは、まちづくりの主体として、その責任を自覚し、まちづくりへ積
極的に参加し、また取り組むことに努めるものとしています。

　市議会は、本市の意思を決定する役割や、
市長などの執行機関を監視・評価するなど、い
ろいろな役割を担っています。この条例では、ま
ちづくりは市民参加によって進められるという考
えから、市議会は、市民の意見がまちづくりに反
映されるよう努めるとともに、その過程を市民に
明らかにするよう努めるものとしています。

　市は、将来を見据えた長期的な視点からまち
づくりに取り組み、市民の皆さんによるまちづくりが
円滑に進むよう適切な支援に努め、市の職員は、
一市民として積極的にまちづくりへの参加に努
めるものとしています。
　また、市民参加によ
るまちづくりを進めるた
め、市民の意見をまち
づくりに反映するよう努
め、まちづくりに必要な
情報の公開、提供にも
努めるものとしていま
す。

　この条例では、「市民一人ひとりが夢及び生きがいを持
って安心して暮らせるなど、住みよいまちをつくるために行
われる公共的な活動」と定めています。

◆条例の目的は？◆◆◆◆◆◆◆◆条条条条条条条例例例例例例例ののののののの目目目目目目目的的的的的的的ははははははは？？？？？？？◆条例の目的は？
この条例での「まちづくり」は？

　「鈴鹿市まちづくり基本条例」は、前文と6章に分かれた25の条文からなっています。ここでは、「市
民」・「市議会」・「市」がどのようにまちづくりに関わっていくのか、その一部を紹介します。
　「鈴鹿市まちづくり基本条例」は、前文と6章に分かれた25の条文からなっています。ここでは、「市
民」・「市議会」・「市」がどのようにまちづくりに関わっていくのか、その一部を紹介します。

まちづくりの合言葉

「わたしたちのまちは わたしたちの手で！」

協 働
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　まちづくりは、市民一人ひとりが、ま
ちづくりの担い手であるという意識を

持つことが重要です。住みよいまちをつくるた
めには、そのまちで暮らし、そのまちのことを
一番よく知っている市民が参加し取り組むこ
とが、最も効率的で効果的であると考えます。
ただし、その参加や取り組みに当たっては、
お互いを尊重した上で、発言と行動に責任
を持つことが求められます。

　市民の皆さんからさまざまなご質問をいただきましたので、その一部を紹介します。　市民の皆さんからさまざまなご質問をいただきましたので、その一部を紹介します。

鈴鹿市まちづくり基本条例Q&A
なぜ市民がまちづくりの
主体なの？Q

市民活動ってどんな活動？Q
まちづくりへは必ず参加するの？Q

まちづくりで気をつけることは？Q

A

　参加は強制されるものではなく、不
参加の場合に不当な扱いを受けるこ

とはありません。ただ、市民はまちづくりの主
体ですので、地域などで行われるまちづくり
にまず関心を持ち、可能な範囲で関わること
が大切であると考えています。

A
　市民の皆さんが自発的・自主的に
取り組む非営利で公益的な活動で、

まちづくりを進めていく上で非常に重要な活
動です。
　具体的には、地域の住民の皆さんによる
海岸、河川の清掃や防犯パトロール、NPO
やボランティア団体による子育て支援や福
祉に関する活動など、さまざまな取り組みが
あります。

A

　協働の形はいろいろありますが、
この条例では、市民、市議会、市が、

お互いに理解を深め合い、信頼関係を築き、
それぞれの立場を尊重しながら、役割と責
任を分担し、協力し合ってまちづくりを進める
こととしています。

「協働」って何？Q
A

　市民、市議会、市が、人権を尊重
し、次の4つの視点を考慮し、協力し

てまちづくりを進めていくことが重要と考えて
います。この視点は身近で大切と考えられ
ることを取り上げています。

A

＜まちづくりの視点＞
◇健康に暮らすことのできるまち
◇安全・安心を実感できるまち
◇地域コミュニティが充実し、豊かな人間関
係が育まれるまち

◇互いの文化的違いを認め合う多文化共
生のまち

鈴鹿市まちづくり基本条例
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　みんなで協働してまちづくりを行うためのルールを定めたこの条例。住みよいまちをつくっていくの
は市民の皆さんです。たくさんの市民の皆さんの関わりでつくられた過程を紹介します。
　みんなで協働してまちづくりを行うためのルールを定めたこの条例。住みよいまちをつくっていくの
は市民の皆さんです。たくさんの市民の皆さんの関わりでつくられた過程を紹介します。

条例はみんなで考えてつくりました！！

　市民参加や住民自治を推進するための「まちづくりのルール」となる条例
を、市民の皆さんと一緒につくっていくことをお知らせしました。

平成20年6月15日 文化会館

明日のまちづくりを考えるシンポジウム

　なぜ条例が必要なのか？どのようにつくっていくのか？条例ができると何が
変わるのか？などをテーマに、6カ所で開催しました。

平成20年7月1日～24日
タウンミーティング（全6回）

　公募の市民委員14人を含む計34人で、20回の全体
会、13回の部会を行い、条例に盛り込むべき内容を検討
し、提言書を作成しました。

　提言書に多くの意見を反映させるため、
平成21年12月25日から平成22年1月25
日の間に、「条例を
考える会」が意見の
募集と説明会を行
いました。

平成20年9月25日
　～平成22年3月25日

みんなでつくる
鈴鹿まちづくり条例を考える会

市民意見の募集と
市民の意見を聴く会

「条例を考える会」がまとめた提言書を市長に提出しました。

平成22年3月25日

提言書手交式

　提言書をもとに市が原案を作成し、意見募集と説明会を実施しました。その後、条例案としてまとめた
ものを市議会に提出し、審査を経て、可決、制定されました。

平成24年6月市議会定例会

平成24年12月1日 「鈴鹿市まちづくり基本条例」 施行！

条例の制定

公民館など
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市長　鈴鹿市まちづくり基本条例が、本年の6月
市議会で可決、制定されました。委員の皆さんの
さまざまなご意見を提言書として取りまとめていた
だきまして、ありがとうございました。

小林　提言書を提出してから、一緒に汗を流した
「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会」の
34人の元委員で、ずっと動向を見守ってきました
ので、条例が制定されて、ほっとしています。
　この「条例を考える会」は、公募市民の皆さん
を始め、各団体の代表者や有識者、市の職員の

市長　鈴鹿市まちづくり基本条例が、本年の6月
市議会で可決、制定されました。委員の皆さんの
さまざまなご意見を提言書として取りまとめていた
だきまして、ありがとうございました。

小林　提言書を提出してから、一緒に汗を流した
「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会」の
34人の元委員で、ずっと動向を見守ってきました
ので、条例が制定されて、ほっとしています。
　この「条例を考える会」は、公募市民の皆さん
を始め、各団体の代表者や有識者、市の職員の

皆さんで構成されており、毎回、非常に熱心に取り
組んでいただきました。議論が白熱して、会議が
深夜にまで及んだことも何度かありましたね。

市長　皆さんの熱意には、本当に頭が下がりま
す。さまざまな立場の皆さんが、一つの目標に向か
って、1年半という長期にわたり、何度も何度も議
論を重ねて、その成果を提言書という形で示して
いただきました。
　この取り組みこそ、市民参加や協働の素晴らし
い事例であると考えています。

小林　私もそのように思います。鈴鹿市民の市民
参加や協働への熱意の大きさを肌で感じました。
　また、「条例を考える会」がきっかけとなって、委
員同士がつながり、新たな取り組みを始めたという
嬉しいお話も聞いています。一つの協働が、また
新たなつながりを生み、協働の輪が広がっていく、
素晴らしいことだと思います。

市長　この条例は、提言書に基づいて策定を進
めてきました。全体の構成や条文の内容など提言
書に示された考え方は、できる限り尊重し反映す
ることができたのではないかと考えています。

皆さんで構成されており、毎回、非常に熱心に取り
組んでいただきました。議論が白熱して、会議が
深夜にまで及んだことも何度かありましたね。

市長　皆さんの熱意には、本当に頭が下がりま
す。さまざまな立場の皆さんが、一つの目標に向か
って、1年半という長期にわたり、何度も何度も議
論を重ねて、その成果を提言書という形で示して
いただきました。
　この取り組みこそ、市民参加や協働の素晴らし
い事例であると考えています。

小林　私もそのように思います。鈴鹿市民の市民
参加や協働への熱意の大きさを肌で感じました。
　また、「条例を考える会」がきっかけとなって、委
員同士がつながり、新たな取り組みを始めたという
嬉しいお話も聞いています。一つの協働が、また
新たなつながりを生み、協働の輪が広がっていく、
素晴らしいことだと思います。

市長　この条例は、提言書に基づいて策定を進
めてきました。全体の構成や条文の内容など提言
書に示された考え方は、できる限り尊重し反映す
ることができたのではないかと考えています。

　「みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考える会」の元委員長で四日市大学准教授の小林慶太郎さん
と市長が、これからの鈴鹿市のまちづくりについて対談を行いました。

住みよい鈴鹿市をめざして住みよい鈴鹿市をめざして住みよい鈴鹿市をめざして住みよい鈴鹿市をめざして

市長　末松則子市長　末松則子 小林慶太郎さん小林慶太郎さん

鈴鹿市まちづくり基本条例
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広報すずか特集「鈴鹿市まちづくり基本条例」についてのご意見、ご感想は生活安全部地域課へ。
　382-8695　　382-2214　　chiiki@city.suzuka.lg.jp

小林　条文を読ませてもらいますと、提言をかなり
取り入れてもらったという印象は持っています。
　ところで、この条例の特徴について、いくつか紹
介してもらえますか。

市長　まず、たくさんの市民の皆さんに参加いた
だいて策定した条例だということです。
　そして、市民参加と協働を「まちづくり」の基本と
して、みんなで、お互いを尊重しながら、力を合わ
せて、より住みよい鈴鹿のまちをつくっていきましょう
ということをこの条例で示しています。

小林　市民の皆さんが、「まちづくり」は行政のや
ることという意識ではなく、できる範囲でいいので、
どんどん「まちづくり」に参加してもらって、自分たち
の手で、誇りと愛着の持てるまちをつくっていけれ
ば素晴らしいですね。

市長　そのような中、「地域づくりの組織」につい
て規定したことも、特徴の一つだと思います。
　現在、名称はさまざまですが、市内各所で地域
づくり協議会といわれる組織が設立され、地域の
実情に応じた独自の活動に取り組んでいただい
ています。市では本条例の制定を契機として、地
域の皆さんによる「まちづくり」をさらに推進してい
きたいと考えています。 

小林　今後、鈴鹿市の地域づくり、そしてさまざま
な分野で取り組まれている市民活動が、どのよう
に発展し活性化されていくのか、注目していきたい
と思っています。

市長　また、この条例では、「子どもの権利」につ
いての条文を設けました。これは、次代を担う大切
な財産である子どもたちにとって健やかに成長で
きる環境をつくっていくことが、優しい住みよいまち
につながっていくという考えによるものです。

小林　このような「まちづくり」に関する条例で、子
どもの権利が規定されることは、全国的にも珍しい
ことであり、子どもを大切にしていくという市の姿勢
がよく表れていると思います。

小林　条文を読ませてもらいますと、提言をかなり
取り入れてもらったという印象は持っています。
　ところで、この条例の特徴について、いくつか紹
介してもらえますか。

市長　まず、たくさんの市民の皆さんに参加いた
だいて策定した条例だということです。
　そして、市民参加と協働を「まちづくり」の基本と
して、みんなで、お互いを尊重しながら、力を合わ
せて、より住みよい鈴鹿のまちをつくっていきましょう
ということをこの条例で示しています。
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の手で、誇りと愛着の持てるまちをつくっていけれ
ば素晴らしいですね。

市長　そのような中、「地域づくりの組織」につい
て規定したことも、特徴の一つだと思います。
　現在、名称はさまざまですが、市内各所で地域
づくり協議会といわれる組織が設立され、地域の
実情に応じた独自の活動に取り組んでいただい
ています。市では本条例の制定を契機として、地
域の皆さんによる「まちづくり」をさらに推進してい
きたいと考えています。 

小林　今後、鈴鹿市の地域づくり、そしてさまざま
な分野で取り組まれている市民活動が、どのよう
に発展し活性化されていくのか、注目していきたい
と思っています。

市長　また、この条例では、「子どもの権利」につ
いての条文を設けました。これは、次代を担う大切
な財産である子どもたちにとって健やかに成長で
きる環境をつくっていくことが、優しい住みよいまち
につながっていくという考えによるものです。

小林　このような「まちづくり」に関する条例で、子
どもの権利が規定されることは、全国的にも珍しい
ことであり、子どもを大切にしていくという市の姿勢
がよく表れていると思います。

市長　今後は、この条例の理念に沿って「まちづ
くり」を進めていくことになります。より多くの市民の
皆さんと協働して「まちづくり」が進められるように、
市としても全庁的な取り組みと位置付けて、新し
い仕組みやルールなどを整備するとともに、すでに
取り組んでいることについても、必要に応じて、見
直していかなければならないと考えています。

小林　本当に重要なことは、この条例をどのよう
に活用して、「まちづくり」を進めていくのかというこ
とです。
　「まちづくり」の主役である市民の皆さんが、身
近な「まちづくり」にどんどん参加していく、このこと
が住みよい鈴鹿市の実現につながっていくと考え
ます。これから鈴鹿市が、どのように、より魅力溢れ
る素晴らしいまちへと変わっていくのか、楽しみに
見守っていきたいと思います。

市長　私は、この条例の制定をきっかけとして、
市民の皆さんと一緒に力を合わせて、鈴鹿市に
住んでよかった、これからもずっと住み続けていき
たいと、心から思えるまちにしていきたいと考えて
います。
　本日は本当にありがとうございました。
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見守っていきたいと思います。

市長　私は、この条例の制定をきっかけとして、
市民の皆さんと一緒に力を合わせて、鈴鹿市に
住んでよかった、これからもずっと住み続けていき
たいと、心から思えるまちにしていきたいと考えて
います。
　本日は本当にありがとうございました。

と　き　12月8日（土）　13時から（予定）
ところ　ふれあいセンター
※詳しい内容は、11月5日号に掲載します。

まちづくり基本条例制定記念フォーラムを
開催します
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9月2日㈰
巨大地震に備えて…
県と市が合同で防災訓練を行いました
　南海トラフを震源としたマグニチュード9の地震が起き、県内を震度5弱以
上の地震が襲ったとの想定で、県・鈴鹿市総合防災訓練が県消防学校な
どで行われました。訓練には、市民の皆さんをはじめ、企業、各種団体、医
療機関、救助機関など87機関の約3,200人、ヘリ7機、89台の車両が参加
しました。
　第1部では、天名地区で避難訓練を行い、津波に備えて避難経路を再
確認しました。また、天名小学校の児童や保護者を、自衛隊の輸送用ヘリ
コプターで搬送する訓練も行われました。
　第2部では、土砂で埋まった車や散乱するがれきから、取り残された人を助け
出す訓練、水道や電話などのライフラインの復旧訓練などが行われました。
　参加者は互いに連携を確認しながら、本番さながらに協力して訓練に臨みました。
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9月15日㈯～17日
空を自由に飛びたいな～♪
風に負けずに鈴鹿の空を彩った熱気球

　鈴鹿の秋の風物詩「鈴鹿バルーンフェスティバル2012」が、鈴
鹿川河川緑地と鈴鹿サーキットで開催されました。
　台風接近の影響で天候が悪く、競技飛行は2日目の午前のみ
行われました。早朝から大勢の観客が集まり、色鮮やかな29機
のバルーンが河川緑地会場に近づいてくるのを楽しみました。
　競技のほかにも、ミュージックフェスティバルやフリーマーケット、
企業展示やチャレンジ教室、特産品のPRなどが行われました。
夜のバルーンイリュージョンは「バーナーバージョン」での開催とな
り、バーナーの明滅が音楽のリズムに合わせて鈴鹿サーキットの
国際レーシングコースを照らしました。

9月13日㈭

「スリランカ・フェスティバルin鈴鹿」が
   開催されました

　日本とスリランカの国交樹立60周年を記念して、文化
会館で開催されました。
　ご縁を取り持ったのは、スリランカ出身の鈴鹿国際大学
学長補佐のアーナンダ・クマーラ先生です。先生の母国
で健康食とされるセイロン瓜を、鈴鹿市から新野菜として
発信するプロジェクトが産学官でただいま進行中です。
　さつきプラザでのシンポジウム、セイロン瓜料理の試食、
けやきホールでの民族舞踊団公演ともに大盛況で、スリラ
ンカについて理解が深まった一日となりました。

㈭㈭

が



第37回
秋の山野草展示会

とき／10月20日㈯・21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
即売会。新入会員を募集しております。
初心者も歓迎します。

すずか年金者
いきいきまつり

とき／11月16日㈮・17日㈯10時～15時
ところ／ジェフリーすずか　内容／
16日お話「高齢期を輝いて生きる」、
17日映画「丸岡秀子ひとすじの道」、
作品展、にぎわい広場　参加料／
無料

第44回
市民銘品盆栽展

とき／10月6日㈯10時～17時、7日㈰
9時30分～16時　ところ／文化会館
さつきプラザ　入場料／無料　※
盆栽相談コーナー有り。

第18回 かるがも演奏会
（吹奏楽）

とき／11月18日㈰13時開場、13時30分
開演　ところ／市民会館　内容／
TRUTH、坂の上の雲ほか　ゲスト／
SAX奏者・宮崎隆睦氏　入場料／無
料　※ご家族おそろいでお越しくだ
さい。

正月のおもてなし
料理講習会

とき／11月10日㈯9時30分から　とこ
ろ／文化会館調理室　参加料／1,000
円※定員になり次第締め切ります。

第34回
鈴鹿川崎会民謡発表会

とき／10月14日㈰10時～16時　ところ
／ふれあいホール（南玉垣町）　入
場料／無料　※お気軽に見に来てく
ださい。

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室生徒募集

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　講師／大杉華水　
※伊勢型紙の技法で絵画を作ろう！
初心者大歓迎！

合気道会員募集
少年部・一般部

対象／少年部（4歳～中学生）、一般
部（男女不問、中高年歓迎）　とき／
毎週水曜日19時から　ところ／武道館
※見学、体験入会歓迎。稽古日に直接
お越しください。

EM勉強会

とき／10月19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
加料／500円（EM菌含む）　※気軽に
ご参加ください。

第6回
講演と映画のつどい

とき／11月25日㈰13時から　ところ／
ふれあいホール（アピタ隣）　講演／
「笑いと健康」松本光正先生　映画／
「季節、めぐり　それぞれの居場所」　
入場料／無料　※ご参加ください。

鈴鹿市民歩こう会

⑴とき／10月14日㈰　内容／三歩協大
会・四日市10km　集合／四日市諏訪公
園9時　参加料／300円　⑵とき／10
月28日㈰　内容／長島やすらぎパーク
8km　集合／近鉄長島駅9時20分　参
加料／200円　※初参加者大歓迎

第8回
南墨会展

とき／10月13日㈯～15日㈪10時～17時　
ところ／イオンモール鈴鹿イオンホー
ル　内容／市内公民館など教室生
による南画・水墨画の合同展

泉句会
会員募集

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

第9回すずか陶芸教室
作品展

とき／10月27日㈯・28日㈰　ところ／
NDCホール1階（鈴鹿警察署東1分）　
内容／陶芸作品展示即売体験有り。
ベルホーム（旧けやき・さつき）の小物
販売、売り上げの一部を寄付。駐車場
ベルホームへ

NPOきもの着付･組紐教室
（非営利）

とき／第1・第3木曜日13時から　ところ
／NDCホール（鈴鹿警察署東1分）　
参加料／全6回3,000円　※本コース
編入可。着物の販売はありません。
6回まで丸台無料貸与。随時募集中。

「たのしい」市民ダンス
スポーツ大会

対象／初心者から高齢者　とき／10
月21日㈰18時～20時30分　ところ／
市立体育館　内容／楽しいダンスス
ポーツ大会　参加料／500円（飲み
物あり）　申込み／電話で　※初心
者大歓迎

新体操体験教室
参加者募集

対象／2歳児～小学生　とき／10月
から開始、第1～3金曜日　ところ／市
立体育館　内容／楽しく曲に合わせ
て踊ります　参加料／無料　申込み
／電話で申し込んでください。

金魚（らんちゅう）
秋季品評大会

とき／10月14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

自然農法セミナー
第7講

とき／10月28日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／土づくりについて、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　参加料／300円

認知症の人と
家族の会の集い

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／10月10日㈬13時30分～
16時　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談･情報交換　
参加料／本人無料、会員家族100円、
一般200円

働いているお母さんの
テニス大会

対象／市内在住主婦（子ども連れOK）
とき／11月23日（金・祝）9時～11時
ところ／サンスポーツランド　参加料
／500円　申込み／11月10日㈯までに
住所・氏名・年齢・連絡先をファクスし
てください。

中国家庭の味
麺料理講座

とき／11月11日㈰10時～14時　ところ
／文化会館調理室　講師／鈴鹿在
住の中国人ママ　参加料／1,000円（
会員500円）　申込み／10月31日㈬ま
で

体感！！
ゴスペルミュージック

対象／中学生～大人　とき／毎月
1回・日曜日17時30分～19時30分　
ところ／Pals（三日市町557）　参加
料／1万500円（3カ月分、入会金込
み）　申込み／10月31日㈬まで　
※初心者大歓迎

三重県ハーモニカ協会
秋の定期演奏会

とき／10月14日㈰13時開演　ところ／
三重県総合文化センター多目的ホー
ル（津市）　内容／ハーモニカコン
サート　入場料／無料　※懐かしい
曲も演奏されますのでお楽しみくださ
い。

英語わらべうた
ベビーマッサージ

対象／生後1カ月より　とき／10月24日
㈬10時30分～12時　ところ／鈴鹿ハ
ンター2階　内容／ベビーマッサージ
と英語エクササイズ　参加料／1,000
円　持ち物／バスタオル

はじめての
アコースティックギター

とき／月2回、次回は10月19日㈮18時　
ところ／牧田コミュニティセンター　
参加料／月500円　※歌とギターに
興味のある方、気軽にお問い合わせ
ください。

桜島小学校
秋祭りふれあいバザー

とき／10月13日㈯10時～14時　ところ
／桜島小学校　内容／バザー、模擬
店、縁日、よさこい演舞、リコーダーク
ラブ演奏など　※大人も子どもも楽
しめるイベントです。駐車場完備。マイ
バッグ持参でお越しください。

高齢期を迎えるための
整理収納講習会

対象／50歳以上　とき／11月8日・22日
・29日・12月6日（全て木曜日）13時30分
～15時30分　ところ／文化会館　内
容／4回シリーズ　参加料／各回600
円　定員／12人　申込み／電話で

「ママ＆キッズ」
フィットネス体験会

対象／1歳～2歳前後の子とママ　と
き／10月31日㈬10時　ところ／玉垣会
館　内容／親子で触れ合いながらマ
マのボディメイクを行います　参加料
／500円　定員／15組になり次第締
め切り。申込み／メールで

MOA美術館
鈴鹿児童作品展

とき／10月20日㈯～28日㈰　ところ／
鈴鹿ハンター　内容／小学生の絵画
と書写　入場料／無料　※子どもた
ちのいきいきとした作品をぜひ皆さま
お誘い合わせの上ご覧ください。

鈴鹿不登校を考える
親の会

とき／10月9日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　※不登校のお子さん
をお持ちの親を中心とした集まりです。
気軽な気持ちで参加してください。詳
しくは連絡ください　参加料／100円

鈴鹿山野草の会
中野忠次　　379-1066

年金者組合鈴鹿支部
辻井良和　　386-0529

鈴鹿盆栽会
田畑　　090-7601-3899

鈴木
346-2779

鈴鹿市生活学校
北川　　383-0135

石薬師教室
小塚　　374-0765

事務局　中城
383-5393

鈴鹿合気会倉武塾
高知利壽　090-6767-3827

鈴鹿EM交流会
　382-6039

NPO法人すずか希望の里
383-0808

鈴木利昭
　383-0712

会長 中村雅雲
（幹事・久保山　386-1941）

幹事　小山
　090-4469-2596

すずか陶芸教室
　386-2509

NPO着付みえ（NDC本部）
386-2509

鈴鹿市公民館スポーツダンス交流会
林 茂　　382-4125

大橋
　090-1983-8689

鈴鹿愛錦会　山根
　090-8730-7369

鈴鹿健康生活ネットワーク
　378-0041

下野
　370-4620

鈴鹿レディーステニス田代千代
　386-3771　090-1627-0863

鈴鹿地区日中友好協会・室門
・　384-6200(　夜間のみ)

マイア・ゴスペル・クワイア
maiagospelchoir@gmail.com

会長　辻英郎
　386-6324

Loving Touch（ラビングタッチ）
090-4112-5510

三重県アマチュア軽音楽協会鈴鹿支部　柳原
090-7686-8205  http://rise-music.net

桜島小学校PTA
　382-5666

NPO幸せな家庭環境をつくる会
　345-7726

小林彩
 aya.fitness.23@gmail.com

実行委員　堀内
　385-3668

保井
　090-4185-1514

情情報局

こちら

●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15日㈪～19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。

※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12月５日号掲載分です

すずかずか
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周年記念事業

都市計画課　　382-9024　　384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg. jp

長太の大楠　絵画展と写真展情報館❶

長太の大楠の絵画展と写真展を
開催します
長太の大楠の絵画展と写真展を
開催します

鈴鹿市では、長太の大楠を県下初の「景観重要樹木」に指定しました。

市民の皆さんにより広く知っていただくため、市制施行70周年記念事業と

して、絵画展と写真展を開催します。

112012・10・5

◆南長太町の広大な田園の中にひときわ大きくそびえ立つ巨木
　長太の大楠は、周辺の住民をはじめとして市内外から訪れるファンも多く、地域のシンボル的な
存在になっています。今年7月20日に、鈴鹿市景観計画に基づく景観重要樹木として指定しました。
今後は、市全体の景観のシンボルとして、景観まちづくりを進めるための景観資源として活用が期
待されます。

◆樹　種　クスノキ
◆所在地　南長太町 2343 番
◆所有者　宗教法人須伎神社
◆管理団体　大くす保存会
◆樹　姿　樹高 26ｍ、直径 2.6ｍ
　　　　　枝張り東西 30ｍ・南北 35ｍ
◆経　緯

・昭和38年1月、三重県の天然記念物に指定。
・平成18年9月、「大くす保存会」が発足。除草
作業、わら敷き、散水作業や、樹木の状況
によって土壌改良、枯れ枝の除去を実施。

・平成24年7月、鈴鹿市の景観重要樹木に指定。
※鈴鹿市景観計画、景観重要樹木について、詳しくは、鈴鹿市ホームページ＞行政ガイド＞計画・財政・施策＞景観づくりを
ご覧ください。

◆絵画展 展示期間　10月29日㈪～11月4日㈰
長太小学校・箕田小学校の 4 年生の作品を展示します。

展示期間　11月5日㈪～11日㈰
「なご大くす写友会」の皆さんの作品を展示します。

◆写真展

展示場所　市役所本館1階　市民ギャラリー

展示時間　平日8 時 30 分～17時15分（土・日曜日10 時～17時）

※絵画展、写真展ともに、初日は13時から開始、最終日は14時までの展示です。
※土・日曜日の出入口は、南玄関のみとなります。

※20年前の大楠の姿や、現在では枯れてしまって見られない箇所の写真、大楠の四季と
「昇竜物語」を展示します。
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鈴鹿市の魅力を分かりやすく伝える鈴鹿市の魅力を分かりやすく伝える
キャッチコピー（原案）を募集します
もっと、もっと今よりも多くの人に鈴鹿市の良さを知ってもらいたい。

そんな思いから、鈴鹿市という都市（まち）のキャッチコピーを作成するプロジェ

クト。8月8日と9月5日の2回の検討委員会を経て、いよいよキャッチコピー（原案）

の募集を始めます。ふるってご応募ください。

都市イメージキャッチコピー募集情報館❷

募集期間

◆募集するキャッチコピーの条件
　鈴鹿市の魅力や個性、観光資源、名産品、風
物詩などをうまく結びつけて、あなたの言葉で
表現したキャッチコピーを考えてください。　

※キャッチコピー作成上の都合により、原案の提案
趣旨を最大限尊重しつつ、字句を修正、変更する
場合があります。

　将来都市像や、まちづくりのスローガンのような
抽象的なキャッチコピーは対象外とします。

いきいきと安心して暮らせるまち

健康福祉のまち　鈴鹿ち 鈴鹿

いきいきと安

健康福祉

暮らせるまち
対象外！

○現在ある鈴鹿市の魅力や個性から想像できる表現内容で、市内外に向けて
鈴鹿の良いイメージを発信できること
○多くの人が「鈴鹿」らしいと共感できること
○短い表現でしっかりと「鈴鹿」の魅力や個性を表していること

●若い世代が多い
●豊富な労働力がある
●多文化に触れる機会が多い

●海から山まで豊かな自然がある
●中部（名古屋）圏と近畿（大阪）圏の中間に位置し
交通が便利

●知名度の高い集客施設がある
●高等教育機関が多い
●大企業の工場が多い

●ものづくりの技術が集積
●伝統工芸技術がある
●農業、漁業の生産高が高い
●モータースポーツのメッカ

市ホームページの
トピックスにも
ヒントがあるよ！

「鈴鹿市都市イメージキャッチコピー」

第２回　検討委員会（9月5日）

※郵送の場合は当日消印有効10月5日㈮～11月5日㈪必着
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◆キャッチコピーの活用イメージ

さまざまな場面で活用して
鈴鹿市をＰＲします

◆応募に関すること ◆選考方法、表彰など

■応募資格　

○住所要件、年齢要件はありません。
○どなたでも応募可能です。
○個人でも、グループでも応募可能です。
■応募方法　

○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下記必要事項を記入し、
郵送、ファクス、電子メール、直接持参のいずれか
の方法で提出してください。

必要事項

　①郵便番号・住所、②氏名、③連絡先（電話番号など）、
④キャッチコピー原案、⑤コメント（任意）
○一人で複数のキャッチコピーが応募可能です。ただし、
応募用紙1枚につき1作品としてください。

※個人情報はキャッチコピーの募集および作品の表彰
などの目的以外には使用しません。

■応募の条件など　

○応募作品は、未発表で、かつ自作（オリジナル）の作
品に限ります。
○応募作品は返却いたしません。
○最優秀作品および優秀作品の知的財産権など一
切の権利は、鈴鹿市に帰属します。

■作品の選考　

　　応募作品の中から「鈴鹿市都市
イメージキャッチコピー検討委員
会」の審議を経て、優秀作品 5点
を選びます。その後，優秀作品 5
点に対して、市民等による投票
( 平成 25 年１月ごろ ) を行い、市
が最優秀作品1点を選びます。

■最優秀賞・優秀賞　

最優秀作品　2万円（1点）
優秀作品　1万円（4点）
※受賞者が高校生以下の場合は、相当
額の図書カードを贈呈します。

〔副賞〕最優秀作品の提案者の方には、
鈴鹿市を代表する美食の逸品「鈴鹿
ブランド認定産品 2万円相当」、鈴鹿
抹茶スイーツ1年分を贈呈します。

※最優秀作品、優秀作品の原案となっ
た作品が複数ある場合は、抽選のう
え決定します。

■最優秀作品、優秀作品の表彰　

　平成 25 年 3月（予定）

〒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

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

宛　先
問合せ

●鈴鹿と・き・め・き大使、市長
や職員などの名刺に入れて…　

●イベント時に看板やのぼり旗、横
断幕などに入れて…　

●鈴鹿市の物産などのラベルや箱
に印刷して…　

●イベントチラシやパンフレット、
広報などに入れて…
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健康づくり課　　382 - 2 2 5 2　　38 2 - 4 1 8 7
kenkozukur i@city .suzuka. lg . jp

インフルエンザは予防が大切ですインフルエンザは予防が大切です
高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれて

います。インフルエンザが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。対象となる方で、希望者は接種してください。

高齢者がインフルエンザにかかると、重症になりやすく死亡例も多いといわれて

います。インフルエンザが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。対象となる方で、希望者は接種してください。

高齢者インフルエンザ予防接種情報館❸

医療機関
◎あかね小児科クリニック
　あきながレディースクリニック
◎朝川クリニック
◎朝日皮膚科
◎旭が丘ファミリークリニック
◎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
◎加藤内科
◎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
◎※国立病院機構鈴鹿病院
◎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
◎坂倉ﾍ ｲ゚ﾝｸﾘﾆｯｸ
◎坂倉ﾍ゚ｲﾝｸﾘﾆｯｸ在宅診療所

電話番号
383-7666
380-6090
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
370-5234
379-3900
383-5515
386-0362
380-0777
371-6990
378-7701
375-2600
378-1321
382-2633
367-0510
395-0007
386-0507
385-5511
386-0007
371-6400

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
◎しまむら外科内科
◎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
◎高木病院
◎竹島医院
◎玉田内科循環器内科
◎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

電話番号
382-0462
368-0003
372-0212
378-1417
382-1504
380-1600
386-6161
375-6111
388-8988
375-1155
371-6800
380-1800
378-7107
381-0880
382-8877
367-0100
375-0225
382-1385
381-1500
381-0011
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

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
◎松岡ハートクリニック
◎まつだクリニック
◎松本クリニック
　三重心身クリニック
◎水口内科クリニック
◎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

電話番号
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
387-0851
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

対　象　市内に住民登録をしている満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　10月15日㈪～平成25年1月31日㈭までに1回

ところ　下記実施医療機関
費　用　自己負担金1500円（生活保護受給者を除く）
持ち物　予診票（下記医療機関・健康づくり課・
地区市民センター・長寿社会課にあります）、
健康保険証、健康手帳（接種の記録をします。
ご希望の方には健康づくり課、保険年金課、
地区市民センターで交付します）

■高齢者インフルエンザ予防接種　市内実施医療機関（50音順） 106医療機関

※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。
※平成24年4月から、高齢者用肺炎球菌予防接種の費用助成(3,000円)を行っています。インフルエンザワクチンとあわせて
接種すると、より効果的に肺炎を予防できます。詳しくは実施医療機関（下記の◎印）でお尋ねください。

※国立病院機構鈴鹿病院は予約が必要



親子で一緒に楽しく遊びましょう親子で一緒に楽しく遊びましょう
市では、保育所の子どもたちと一緒に遊んだり、保育所のことを知っていただく

ために、園庭開放を行っています。今回は、平成24年度後期の保育所のあそぼうデ

ーや園庭開放の日程などを紹介します。ぜひ気軽に遊びにきてください。

子育て支援～園庭開放～情報館❹

152012・10・5

※遊ぼうデーの時間は、各園とも10時～11時です。

※園庭開放・・・保育所の園庭にあるすべり台やブランコなど、好きな遊具を使って自由に遊べます。詳

しくは各保育所にお問い合わせください。

※鈴鹿私立保育連盟の各保育園も園庭開放を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。

　　　ht tp ://www.suzuka -sh iho ren .com/schedu le/ index .htm l

●牧田保育所　　378-2010
10月 ３日㈬　お散歩

10月 ６日㈯　運動会

10月17日㈬　アスレチック広場

11月 ７日㈬　オープン保育

11月21日㈬　焼きイモ大会

12月 ５日㈬　クリスマス飾り作り

12月19日㈬　人形劇『むすび座』

１月16日㈬　オープン保育

２月６日㈬　ごっこ遊び

２月20日㈬　ひな人形作り

３月６日㈬　オープン保育

※発育測定は第3水曜日に開催

※園庭開放は第1・3水曜日

●白子保育所　　386-2010
10月６日㈯　運動会

10月17日㈬　運動会ごっこ

11月14日㈬　お散歩

12月19日㈬　クリスマスを楽しもう

１月22日㈫　4歳児と遊ぼう（勤労青

少年ホーム・はぐはぐ）

２月20日㈬　お店屋さんごっこ

※園庭開放は毎週水曜日

●西条保育所　　382-6511
10月13日㈯　運動会

11月６日㈫　園児と一緒に散歩

12月11日㈫　出前保育（栄町公民館）

１月15日㈫　「冬の病気について（看

護師の話）」、正月遊び

２月12日㈫　人形劇（しょうぼうじどう

しゃじぷた他）

※発育測定は月1回

※園庭開放は毎週火曜日

●玉垣保育所　　382-2737
10月20日㈯　運動会

11月９日㈮　秋の自然物で遊ぼう

12月21日㈮　クリスマス会

１月16日㈬　出前保育日（玉垣児童センター）

２月１日㈮　節分の集い

３月１日㈮　ひなまつりの集い

※発育測定は毎回開催

※園庭開放は第1・3水曜日

　　
●合川保育所　　372-0058
10月13日㈯　運動会　

11月14日㈬　手作りおもちゃで遊ぼう

12月20日㈭　クリスマス会　　

１月17日㈭　絵本の読み聞かせ会

２月13日㈬　人形劇

３月１日㈮　ひなまつりの集い

※発育測定は毎回開催

※園庭開放は毎週水曜日

●河曲保育所　　383-1643
10月20日㈯　運動会

10月24日㈬　園児と一緒に遊ぼう

11月７日㈬　秋の自然物で遊ぼう

11月21日㈬　5歳児とお店屋さんごっこ

12月５日㈬　クリスマス飾り作り

１月９日㈬　人形劇「むすび座」（親子

20組要予約）

１月23日㈬　踊って遊ぼう

２月６日㈬　手作りおもちゃを作ろう

２月20日㈬　歌って遊ぼう

３月１日㈮　ひなまつりの集い 

３月６日㈬　ふれあい遊び

※発育測定は毎月初回に開催

※園庭開放は毎日開催

●算所保育所　　378-4569
10月13日㈯　運動会

10月31日㈬　イモ掘り（要予約親子20組）

11月14日㈬　お楽しみ会

12月５日㈬　クリスマス飾り作り（清和公民館）

１月23日㈬　お楽しみ会

※園庭開放は毎週水曜日

●深伊沢保育所　　374-2797
10月６日㈯　運動会

10月10日㈬　2歳児と手遊びやリズム遊び

11月14日㈬　5歳児とふれあい遊び

12月12日㈬　4歳児とふれあい遊び

12月19日㈬　クリスマス飾り作り

１月 ９日㈬　クッキング

２月13日㈬　2歳児とふれあい遊び

※10月６日、12月19日以外は、深伊沢

公民館での出前保育

※園庭開放は、毎月第2・4水曜日　

●一ノ宮保育所　　383-0407
10月13日㈯　運動会

11月 ６日㈫　たいちお兄さんの読み聞かせ

12月 ６日㈭　あっという間にクリスマス

１月24日㈭　人形劇（親子10組要予約）

１月29日㈫　体をつかって遊ぼう

２月28日㈭　ひな人形作り

※発育測定は毎回開催

※園庭開放は毎日開催

●神戸保育所　　382-0537
10月13日㈯　運動会　

11月８日㈭　お兄さん、お姉さんと遊ぼう

１月15日㈫　人形劇（だるまちゃんとてんぐちゃん他）

※園庭開放は毎日開催

子育て支援課　　382 - 7 6 0 6　　38 2 - 7 6 0 7
kosodateshien@city .suzuka. lg . jp



　公益社団法人 鈴鹿市シルバー人材センター（業務時間　8時15分～17時）
　鈴鹿市神戸一丁目17-5　市役所別館第3内（1階）
　382-6092　　382-6093　　suzuka-sjc@sjc.ne.jp

●市内に居住し、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方はどなたでも入会できます。
●鈴鹿市の皆さんから依頼いただくお仕事を、経験豊富なシルバー人材センター会員が承ります。
　※入会方法・仕事の依頼方法など、詳しくは下記へお問い合わせください。

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

会員の就業風景

　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
支援を受けて運営している公益社団法人です。
　豊富な知識・経験・技能を持ったシルバー世代が、仕事を通じて社会参加をすることで、自らの健
康や生きがいの充実を図り、地域社会の発展に寄与することを目的としています。
　本市では現在約650人の会員が、一般家庭、民間事業所、公共団体などから高齢者に適した
仕事をいただき、就業しています。

自主・自立・共働・共助

草刈り作業 家事援助

※仕事の受注・契約はセンターが行います。発注者・センターと会員の間に雇用関係はありません。

④就業

①入会
　希望の仕事を登録

②仕事の内容相談
　契約依頼・発注

⑤契約金の支払い

シルバーシルバー人材センター人材センター
（事務局）（事務局）

会　員会　員発注者発注者
（企業・家庭・公共団体など）（企業・家庭・公共団体など）

シルバー人材センター
（事務局）

③仕事の提供
⑥配分金の支払い

会　員発注者
（企業・家庭・公共団体など）

会員の声　竹野　勝子さん
　鈴鹿市シルバー人材センターの会員となりホームヘルパー２級の資格を取得
し、今は家事援助などの仕事をしています。
　また、仕事の合間には、月に一度ボランティアで施設に行き、歌でふれあい、
喜んでいただく活動や、１２月には清掃奉仕活動にも取り組んでいます。

市民の皆さんへ

問合せ

16 2012・10・5

産業政策課　　382 - 8 6 9 8　　38 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

シルバー人材センター情報館❺

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

高齢者の社会参加にとっ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。

就業風景

り作業 援助

剪　定
事務関連
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締切り　10月15日㈪必着
※応募は1人(グループ)1通に限ります。

※応募多数の場合は定員250組を

選出のうえ、予選受付票を返送

します。

※予選会の演奏も生バンドですが、

キーの指定はできません。

◆観覧

　入場無料ですが、本選日（11
月25日）の観覧希望の方は、事
前に申し込みが必要です。以下
を記入の上、往復はがきでお申
し込みください。
・往信表面　〒514-8531　Ｎ
ＨＫ津放送局「のど自慢・観
覧」係

・往信裏面　①郵便番号、②
住所、③名前、④電話番号

・返信表面　①郵便番号、②
住所、③名前

・返信裏面　何も記入しない
でください（抽選結果を印刷
します）

締切り　10月22日㈪必着
※応募多数の場合は抽選の上、1枚

につき2人入場できる整理券を

返送します。

※満1歳以上のお子さまから整理

券が必要です。

※売買を目的としたお申し込みは

固くお断りします。

※応募の際にいただいた個人情報

は、抽選、選出結果連絡のほか、

NHKの受信料のお願いに使用さ

せていただくことがあります。

第15回
鈴鹿シティマラソン

スポーツ課    382-9029     382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　12月16日㈰　7時30
分から順次受け付け（雨天
決行）

ところ　鈴鹿サーキット　国際
レーシングコースと周辺道路

内　容　
○ハーフマラソン
○5.6㎞
○2.0㎞
○競技用車いす5.6㎞
○生活用車いす1.5㎞
○ウオーク12.3㎞・5.8㎞
参加費　
○ハーフ　3,500円
○5.6㎞　高校生以上3,000円・
中学生2,500円
○2.0㎞　高校生以上2,500円・
中学生2,000円・小学生以下
1,500円・親子3,000円
○競技用車いす5.6㎞　3,000円
○生活用車いす1.5㎞　高校
生以上2,000円・中学生1,500
円・小学生以下1,000円・親子
2,500円
○ウオーク　1,500円
申込み　10月31日(水)（消印有
効）までに、スポーツ課、市内
スポーツ施設、公民館、地区
市民センターに備え付けの
所定の参加申込書に必要
事項を記入の上、郵便振替、
または公式ホームページ
（http://www.e-marathon.jp
/suzuka/　）、ランネット（http://
　runnet.jp/）、JTBスポーツステ
ーション（https://jtbsports.jp/）
から

※大会当日の運営スタッフも募集

します。業務内容は、受け付け・

選手誘導・給水などで7時ごろか

ら16時ごろまでの予定です。た

だし、中学生(保護者同伴)以上

に限ります。希望される方は、10

月19日(金)までにスポーツ課へ

「ＮＨＫのど自慢」
出場・観覧希望者募集
企画課　 382-9038　 382-9040

kikaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市とNHK津放送局では、
「ＮＨＫのど自慢」を行います。
と　き　11月25日㈰　11時45
分～13時30分（11時開場）
（予定）
ところ　市民会館
ゲスト　千昌夫さん、
　香西かおりさん
問合せ　NHK津放送局
　（　059-229-3012　平日10時
～18時）
◆出場予選会

対　象　中学生を除く15歳以
上で、原則アマチュアの方

と　き　11月24日㈯　12時～
18時15分（予定）（11時受付）

ところ　市民会館
申込み　以下を記入の上、往
復はがきでお申し込みください。

・往信表面　〒514-8531　ＮＨ
Ｋ津放送局「のど自慢・出場」係

・往信裏面　①郵便番号、②
住所、③名前（フリガナ）、④
年齢、⑤性別、⑥電話番号、
⑦職業（具体的に。高校生は
部活動などを記入）、⑧歌う
曲目とその歌手名、⑨その曲
を選んだ理由（詳しく）

※グループの場合は、③～⑤につい

て全員分と、メンバーの関係(兄

弟、同僚、同級生など)も記入

・返信表面　①郵便番号、②
住所、③名前

・返信裏面　何も記入しない
でください（選出結果を印刷
します）
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第41回三重県植木まつり
農林水産課    382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月20日㈯・21日㈰　
9時～16時

ところ　鈴鹿フラワーパーク
内　容　産地直送の植木大即
売会をはじめ、寄せ植え体験、
トピアリー作り体験、オークショ
ンなど
○寄せ植え体験　20日・21日　
13時から（11時30分から受け
付け）、先着30人、参加費
1,500円
○苗木プレゼント　20日・21日　
①10時から　②14時から　
各回、中学生以上を対象に
先着100人
○トピアリー作り体験　20日　 
10時（9時から受け付け）、先
着16人、参加費500円
○キッズECOハンギングバスケッ
ト作り　20日・21日　11時から
（9時から受け付け）、小学生
までを対象に先着30人、無料
○植木オークション　20日・21日
　14時から
○緑化相談
○鈴鹿の特産物・農産物の販売
問合せ　三重県花植木振興会
（三重県農畜産室内）（ 059-
224-2808    059-224-2558）
　当日の連絡先は、鈴鹿フラワ
ーパーク事務所（  367-3455）

※天候の都合で変更・中止になる場

合があります。

博物館入門講座第1回
「考古資料の年代測定」
考古博物館    374-1994     374-0986

    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　土器などの年代測定について
わかりやすく説明します。
と　き　10月20日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　田部剛士（考古博物
館学芸員）

聴講料　無料

考古博物館講演会
「朝日の歴史について  

-縄生廃寺と萬古焼から-」
考古博物館    374-1994     374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月14日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　竹内弘光さん（朝日町
教育委員会）

聴講料　無料
主　催　鈴鹿市考古博物館サ
ポート会

～伊勢街道に息づく～
第4回「匠の里」
フォトコンテスト

商業観光課    382-9020     382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　白子まちかど博物館運営委
員会主催のフォトコンテストを行
います。
と　き　11月3日㈯・4日㈰　
ところ　伝統産業会館、伊勢
型紙資料館、白子・寺家・江島
地内

テーマ　伊勢街道に息づく「匠
の里」～くらし、まちなみ、ひと、
わざ～

応募サイズ　四つ切・Ａ4サイズ・
ワイド四つ切（カラー、モノクロ）

応募締切　11月30日㈮（消印
有効）

応募先　伝統産業会館内「匠
の里」フォトコンテスト係

※応募票は、伝統産業会館、伊勢型

紙資料館、鈴鹿市観光協会で配

布。応募作品の裏面に必ず応募

票を張りつけてください。

賞　金　グランプリ1点3万円 他
発　表　12月中旬に入賞者に
郵便で通知します。

問合せ　白子まちかど博物館
運営委員会事務局　伊藤久
嗣（  090-1728-8760）

※伊勢型紙産地協議会主催「伊勢

型紙フェスタ匠の里」に共催して

います。

第12回障がい者
ふれあい運動会

障害福祉課    382-7626     382-7607

　障がいのある方が、スポーツの
楽しさを体験すること、体感を通
しての親睦や交流を深めること
から、社会参加と自立の促進を
図れるよう、「ふれあい運動会」を
開催します。
　障がいのない方の参加やボラ
ンティアの参加も歓迎します。
と　き　10月28日㈰　10時～
15時

ところ　市立体育館
種　目　10種目程度
申込み　鈴鹿市障害者団体連合
会事務局　山田（  387-1168）

催 し 物

第
1
回
グ
ラ
ン
プ
リ
作
品
「
匠
の
技
」　

撮
影　

若
林
忠
さ
ん
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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。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

　消防団の活動

　私たちは鈴峰地区の消防団です。

25歳から44歳までの22人が、日頃

はそれぞれの仕事に専念し、災害な

どの際に消防団員として活動を行

います。平常時でも、災害に備えて

の訓練や機材の整備点検などの活

動を行っています。

　鈴鹿市消防団として県大会で初優勝

　今年7月21日に行われた三重県

消防操法大会に、鈴鹿市代表とし

て出場し、12チームが出場した小型

ポンプ操法の部で優勝しました。

競技の内容は、１チーム５人で、3本

のホースをつなぎ防火水槽から

ポンプで水を汲み上げ、60ｍ先の

的に放水するまでの、時間やチー

ムワーク力などの総合得点を競い

ます。鈴鹿市消防団の優勝は、昭

和43年に三重県消防操法大会が

始まって以来初めてで、多くの方

に喜んでいただきました。

　消防の甲子園へ

　三重県代表として、10月7日㈰

に東京都で行われる第23回全国

消防操法大会に出場します。『消

防団員の甲子園』と言われるこ

の全国大会でも、実力を発揮して、

優勝を目標に頑張ってきます。皆

さん、応援よろしくお願いします。

鈴鹿市消防団 鈴峰分団（分団長 冨澤憲一さん）

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！
鈴鹿から世界へ旅立ち、今年のロードレース世界選

手権（通称：世界GP）Moto3クラス（250cc）を戦う高

校生ライダー、藤井謙汰選手が10月12日㈰にツインリ

ンクもてぎ（栃木県）で開催される「日本グランプリ」

に凱旋参戦します。

今年は初参戦の年であり、世界を転戦する中で

その大半が未経験のコース。わずか3日という短期間で

コースを攻略せねばならず、初年度ならではの苦しみを

味わっていますが、夏休み中に一時帰国した時も休

みなく日本でトレーニングと練習、全日本選手権への

スポット参戦を続け、世界とのギャップを少しでも

縮めようと努力しています。

もてぎのコースは全日本時

代に走り込んだコースですから

地元凱旋レースでの上位入賞、

ポイント獲得に期待がかかり

ます。鈴鹿からは少し遠い栃

木県でのレースですが、鈴鹿市

出身・在住者で初めての世界

選手権レギュラーライダーの

健闘をみんなで祈りましょう！

■ 語り手　辻野 ヒロシ

（鈴鹿サーキット実況アナウンサー・鈴鹿モータースポーツ友の会副理事長）

藤井謙汰選手
（世界GP Moto3クラス参戦中）

藤井謙汰選手藤 謙汰選
（世界GP Moto3クラス参戦中）GP Mot（ ラス参（世界GP to3クラス参戦戦中）

ふ じ い け ん た

　印象に残る取材のどれか一つを挙げるなら、今
年6月のホタル撮影でしょうか。
　何せ相手は自然だから、こちらの思惑通りには出
現してくれません。何度か通ううち、帰り道で野生
のシカに遭遇したこともありました。いよいよ見ご
ろの1週間は毎日通って、ようやく撮影が成功した
時は、すべてが報われた気持ちでした。
　映画のように、決まった時間に上映されるよく出

来たストーリーも良いけれど、予測のつかないイ
ベントに、立ち会うことができたときの感慨はひ
としおです。そういった意味で、今年のバルーン
フェスティバルは天候に恵まれませんでしたが、
撮影した写真を見返していると、鈴鹿川河川緑
地へ向かって飛んできた、あの1回の競技飛行を
待ち望んだ観客の皆さんの気持ちまで写ってい
るように思うのでした。（保）
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