
　太鼓の音が海岸に響き、初日の出を見ると、新年を迎え

たと実感します。太陽の光で輝いている、生き生きとした

演奏者、力強い音に感動しました。
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全員　あけましておめでとうございます。

市長　今日は皆さんとキャッチコピーについて話
し合いたいと思います。
　最初にキャッチコピーを作成しようと思ったきっ
かけをお話ししますと、鈴鹿にはいろんな地域資
源があり、シティセールス、いわゆる観光・物産など
の売り込みをしていく中で、鈴鹿市全体のキャッチ
フレーズがあるといいよね、というところから始まっ
たと思います。それも、行政だけで決めるものでは
なく、皆さんと一緒になって作りたいと思いました。

鈴
鹿
市
都
市

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

鈴
鹿
市
都
市

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

〜
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
を
推
進
し
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
〜

〜
シ
テ
ィ
セ
ー
ル
ス
を
推
進
し
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
〜

今
年
の
新
春
特
集
は
、鈴
鹿
市
都
市
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
検
討
委
員
会
を

代
表
し
て
3
人
の
方
を
お
招
き
し
、座
談
会
を
開
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
本
文
中
敬
称
略
）

今
年
の
新
春
特
集
は
、鈴
鹿
市
都
市
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
検
討
委
員
会
を

代
表
し
て
3
人
の
方
を
お
招
き
し
、座
談
会
を
開
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
本
文
中
敬
称
略
）

鈴鹿市都市イメージキャッチコピー
検討委員会
委員　中村好江さん
（鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使）

鈴鹿市都市イメージキャッチコピー
検討委員会
委員　中村好江さん
（鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使）

鈴鹿市都市イメージキャッチコピー
検討委員会
委員長　横山陽二さん
（名古屋外国語大学准教授）

鈴鹿市都市イメージキャッチコピー
検討委員会
委員長　横山陽二さん
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横山　民間企業のキャッチコピーは、顧客や潜
在顧客やあるいは社会に対して自社はどういう会
社なのか、という企業のイメージを発信し、そこか
ら夢を生み出すような製品を社会に送り出してい
るんですね。自治体でいうと、これからシティセール
スをしていくターゲット、それが全国の方、マスコミ
の方、というようにターゲットを決めて、その人たち
に届くような言葉を考えていく必要があります。

市長　鈴鹿に愛着を持っていただくために、みん
なが口ずさみやすい、分かりやすいキャッチコピー
がいいですね。「ああ、鈴鹿ってこういうまちだった
んだよね」って思っていただける、そういうところま
でつながっていくのが、都市イメージキャッチコピ
ーなのかなと思っています。

中村　私は音楽活動で全国各地に行かせてい
ただいてますが、そういう時に大使でもあるので鈴
鹿のPRを必ずしています。でも、必ず「Ｆ１」の話
をするけれど、その次に深い興味を持ってもらうた
めに、たくさんの言葉をしゃべらないといけなくて。
鈴鹿は音楽が盛んで、小中学校も高校もブラスバ
ンドの全国大会出場の常連校があるという話をす
ると「おお、そうなんだね」って。伊勢型紙も伊勢に
ある型紙と思われていることが多く、そういうことは
外に行くと気づくんです。だから、限られた時間の
中で鈴鹿を紹介できるようなキャッチコピーが私自
身も欲しいと思っていました。

市長　キャッチコピーの作成は、鈴鹿抹茶のブラン
ド化に取り組む研究会の中で議論が始まりました。
しかし、市全体をイメージするキャッチコピーを作成
するためには、より多くの方々の参加が必要ではな
いかと感じ、市民や、実際にシティセールスをしてい
る人、商品開発をしている人、専門的な有識者にも
関わってもらいたいということで、検討委員会を立ち
上げたわけです。
　今回の委員会は、行政としてもいろんな手法を勉

強させてもらう機会になり、皆さんに感謝しています。

横山　３月まで東京でシティセールスに関わる仕
事をしていましたが、委員長を引き受けるときに、
鈴鹿市とネットワークがない僕で本当にいいのか
なと。でも、委員長を引き受けたことで、祖父が白
子出身ということを知るきっかけになり、実はすごく
鈴鹿と縁があったんだなと。
　第１回検討委員会では、委員長として、とにかく
皆さんにいろんな意見を出してもらおうと思ってい
ました。そしたら、ものすごく活発な議論が出て、本
当に鈴鹿の方って鈴鹿が好きなんだなと思いまし
たよ。これを踏まえて、第２回の会議で、原案を募
集する要項を決めさせていただきました。

市長　委員には２人の市民公募の方がいらっし
ゃいます。応募された心境を伺いたいです。

白岡　実は、２月５日号の広報で「７０周年記念
市民事業」の募集を見たときに、やってみたいなと
思ったものの、実行するのは難しいと感じて、あき
らめてしまったんです。
　今回、７月５日号の広報で都市イメージキャッチ
コピーのことを知り、実際の自分の生活でできそう
だし、やってみたいなと思いましてね。２０万市民の
心と体に「新生鈴鹿の鈴を鳴らす」その活動の
一助をしてみたいということです。自分のふるさと
を告げる宝、それがキャッチコピーじゃないかなと
いう思いがありました。　

市長　全国46都道府県から1,300もの作品が寄
せられ、私自身びっくりしましたし、うれしかったです。
小学1年生から87歳までと非常に幅広い年齢層
の方からご応募いただきました。公募に関する月
刊雑誌への掲載や授業の一環として取り上げら
れたことなどの影響があったと思います。

横山　今回、公募にしたことや、教育の現場で活
用されたことで、鈴鹿の理解者が増えたんじゃな
いでしょうか。そして、「理解」から「共感」まで広が

シティセールス・・・まちの魅力や個性を売り込むことなどで、持続的なまちづくりに必要な資源である人材、財源、情報などを外部から獲得すること

キャッチコピーの意義

検討委員会をつくったきっかけ
キャッチコピーの原案募集
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っていったという感じがします。単なる言葉づくりで
はなくて、それをきっかけに教育に広がったり、愛
郷心に広がったり、絆を作ったり、あるいは全国の
人に鈴鹿の宝を発見してもらったり、ということにつ
ながっていったと思っています。

中村　これまでは行政関係者で決まったものを
「ああ、そうなんだ」って市民は受け入れるだけの
ものが多かったんですけど、今回のように市民型
っていうか、自分たちが作っていくんだというのが
熱になったと思います。ライブハウスやフェイスブッ
クでキャッチコピーのＰＲをしましたが、熱が伝わっ
ていく実感がありました。

市長　フェイスブックでも出ていたんですか？

中村　そうなんです。すごく広がりました。全然違
うジャンルの人たちが「いいね」って押してシェアを
していくと、さらに全然知らなかった人がまた見始
めるので、「僕、鈴鹿出身なんだけど、前から思っ
てたんだよね」というような具合に。これもムーブメ
ントのひとつだなって感じました。

横山　コミュニケーションの専門家の立場で言うと、
プロセス自体を公開するということで透明性を高め
て、参加性を高めるということが、実は、共感を生むん
です。

白岡　みんなが主役になれる。標語でもいいし、ま
ず出しちゃおうという部分が乗りやすかった。 

横山　先ほどシティセールスのターゲットを外に向け
てという話をしましたが、実は、今回の募集は鈴鹿市
民に対してという意味も非常に大きかったと思います。
応募作品を見ると鈴鹿市民あるいは次世代を担う
子どもたちが、作品づくりを通して鈴鹿を発見するこ
とにもつながったんじゃないかなと。また、46都道府県
から応募があったということは、外の人たちが鈴鹿の
宝さがしに来てくれたということです。この期間に、鈴
鹿市のホームページを見た人は多いだろうし、実際
に来られた方もいるんじゃないでしょうか。自治体にお
けるキャッチコピーの意味というのは、内と外に対し
て大きな意味を持っていることだと思います。横山陽二さん横山陽二さん
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市長　今回、マスコミ関係者が委員に加わって
いただき、チラシの作成にあたってもアドバイスが
あったのも良かったですね。Ｆ１日本グランプリの
前夜祭でも職員が法被を着てプロモーションをし
たりと、あらゆる機会を捉えてチラシを配布しました。

横山　第２回の委員会で、「私は自分の講義の中
で学生に作品づくりを課題として出すので、皆さんも
ぜひ周知してください」と申し上げましたが、皆さんの
そういう努力が結果として表れたということですね。

横山　地域の資源を特定して、魅力的なものを言
葉にする作業って、専門家のコピーライターでもすご
く難しいんですよ。まず調べなきゃいけないし、そこか
ら心に響くようなワードにしていく作業はすごく難しい。
　これからシティセールスをしていくんだよ、企業で
いえばキャンペーン的にこれからプロジェクトが始ま
るぞというような、静的なものより動的なものがいいと
思いましたね。ワクワク感が伝わったり、鈴鹿らしい
スピード感が伝わったり、そういう言葉に引かれまし
た。

白岡　応募作品を見たときに、応募シートに書か
れたコメントに注目しました。これが非常にすばらし
い。鈴鹿を本当によく見てくれているんだなというこ
とが、コメントの中に表れていたし、これを大切にし
ないといけないと思いました。だけど、作品にする
というのは難しい。

中村　やっぱりＦ１関係の作品が多いですね。本当
に、白岡さんがおっしゃるようにコメントが一番面白い。

横山　1,300作品の中にサンプルとして描かれて
いるので、職員全員が読むと次なるまちづくりの計
画につながったり、市長が考えていらっしゃる戦略
においても、すごく役にたつと思います。これは鈴
鹿市の資産ですよ。また、子どもたちへの教育材
料にもなりますね。

市長　いろんな方の発想が分かっておもしろいし、
本当にワクワクしますよね。パッと浮かんだキャッチコ
ピーもあれば、ひねりにひねったものもあり、そういう意
味では、いろんなところに使える大事なものですね。
1,300作品のデータは、資産として大切にしたいと思
います。キャッチコピーの募集をしてみて、これ自体
がシティセールスにつながったという思いがあります。

白岡和雄さん白岡和雄さん
作品を見ての感想

音楽のまち
暮らしやすいまち
漁業が盛んなまち
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食べ物がおいしいまち，自然の幸に恵まれたまち
自然，文化，産業など様々な面で恵まれたまち

工業都市（ものづくりのまち，自動車産業のまち含む）
海，山も近くて緑の多い自然豊かなまち

モータースポーツのまち
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横山　「広報効果」と「政策効果」の２つの視点
が大事だと思います。今回「キャッチコピーを作り
ます」「これくらいの人を巻き込みました」という広
報効果は十分あったと思います。次に「政策効
果」を出していくことを考えなくてはいけない。
　鈴鹿市のシティセールス戦略である「すずかブ
ランド　と・き・め・き戦略」に産業が潤って、人がた
くさん来て、財政が自立していくという目的が書か
れていますが、そういうのを得ていくことが非常に
重要だと思いますよ。

市長　キャッチコピーが決まったら、皆さんに意識し
てもらえるように、使い方を研究していかなければな
らないですね。観光ポスターやそれぞれの物産はも
ちろんですけど、それ以外に広がっていくような使い
方をこれから研究していきたいと思っています。
 
　

中村　大使になる前から、鈴鹿に帰ってくるとホッ
として、すごく好きなまちで、鈴鹿を活性化していき
たいとずっと思っていました。大使にしていただき、
キャッチコピーに関わらせていただいて、たくさん
のジャンルの方々が集まって話し合いをしたことは、
自分の中でも広がりを感じましたし、いろんなものを
生むエネルギーになったと感じています。私の年
代の感覚、音楽家という立場で関わらせてもらえ
て、うれしくて、ありがたかったです。

白岡　会社員として地元で生活しているもので
すから、メディア関係の方と触れ合う機会ができて
良かったですね。作成の過程で、自分たちがやっ
た、やれるという自信が飛び出していったんじゃな
いかと思っております。また、先々の鈴鹿の宝を自
分としても生かしたいという思いを持ちました。

横山　市民が自分のまちに誇りを持つ、これが今
回のキャッチコピー検討委員会の中で見えました。
皆さんの中に「シビックプライド」を感じたから、僕も
動いたということです。市民の動きと同時に、鈴鹿
にある企業とも連携して、企業側もＣＳＲ（社会的中村好江さん中村好江さん

キャッチコピーの活用

委員会の委員に関わった感想
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責任）という観点で地域を盛り上げてもらえるとい
いですね。行政は市民力を引き出すプロデューサ
ーであるべきだと思います。
　鈴鹿には、「モータースポーツ」というひとつの
大きな資産があって、「鈴鹿」というのは世界に通
じる名前です。この資産を生かしながら、海から山
までいろんな産品があるし、それらの地域資源を
地域経営の中で育てていく。それがやがては税
収につながっていく。「と・き・め・き戦略」に掲げたこ
とを着実に実現していってほしいと思います。

市長　今回、鈴鹿の都市イメージを鈴鹿市民のみ
ならず、全国の方にも考えていただけるきっかけが
できて、非常に良かったと思います。キャッチコピー
原案の中には提案された皆さんの思いが詰まって
いますので、観光戦略などにおけるさまざまな発信
にぜひつなげていきたいと思っています。
　どの作品が選ばれても、それは鈴鹿の皆のものに
なっていきますので、将来につながる１つのスタートと
なるよう、今後積極的に活用していきたいと思います。
　今日は話の弾む座談会になりましたことをうれしく
思います。ありがとうございました。
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優秀作品の5点が決定しました

皆さんの投票をお待ちしています

鈴鹿市都市イメージキャッチコピー

さぁ、きっともっと鈴鹿。
海あり、山あり、匠の技あり

さぁきっと
　　五感が喜ぶ鈴鹿市へ
スポーツ、文化、食、自然のグランドスラム

さぁ きっと満足
　　　鈴鹿のお宝
祭・食・研・美なおもてなし

サーキットも、コースの外も。
魅力全開のＳＵＺＵＫＡ！
お茶に、サツキに、海の幸！

ハッピーエンジン　すずか
人の輪ひろがる、お茶と匠と
モータースポーツのまち

　昨年10月5日から11月5日まで募集した原
案を「鈴鹿市都市イメージキャッチコピー検
討委員会」で審議し、優秀作品5点を選びま
した。

　上記5点のうち、あなたが最も「鈴鹿市都市イメージキャッチコピー」にふさわしいと思う作品を投票してください。
投票結果に基づき、検討委員会で審議し、３月中に最優秀作品１点、優秀作品４点を決定します。各作品に込めら
れた提案の趣旨は、投票用紙に記載してありますので、併せてご覧ください。

市内に在住、在勤または在学する
小学生以上の方（１人につき１票）

※個人情報は、投票資格の確認および記念品の発送以外には使用いたしません。

１月１０日（木）～２月１２日（火）
（当日消印有効）

　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投票用紙
に必要事項（作品番号、住所、氏名、年齢、市外在住の場合は勤務先・通学
先）を記入のうえ、投票箱に投函していただくか、郵便、ファクス、電子メール
のいずれかの方法で投票してください。
※投票箱は、市役所、各地区市民センター、単独公民館、投票期間中のイベ
　ント会場（成人式会場など）に設置します。
※任意様式でも投票できます。必要事項をもれなくご記入ください。

投票資格 投票方法

　投票された方の中から、抽選で70人に記念品をお送りします。

投票期間

企画財務部企画課へ
〒513-8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号
　382-9038　　382-9040
　kikaku@city.suzuka.lg.jp

問 合 せ
記 念 品
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家事関連時間全体
うち育児の時間

0（時間） 1 2 3 4

日本 1時間33分33分

3時間13分1時間5分1時間5分

2時間46分1時間1時間

3時間59分59分

3時間21分1時間7分1時間7分

米国

英国

ドイツ

スウェーデン

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

日本 1時間33分33分
3時間13分1時間6分1時間6分

2時間46分1時間1時間
2時間30分40分40分

3時間59分59分
3時間21分1時間7分1時間7分
3時間12分1時間13分1時間13分

米国

英国

ドイツ

フランス

スウェーデン

ノルウェー
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M a c h i k a d o  S h o t

11月23日(金・祝)・24日㈯

11月25日㈰

ジェフリー10周年記念ふぇすた
みんなでつくる鈴鹿の男女共同参画～今まで、そしてimaから～
　男女共同参画センターが10周年を迎え、「ジェフ
リー10周年記念ふぇすた」が2日間にわたって盛大
に開催されました。
　初日は、男女共同参画センターを
会場に、オープニングで「鈴鹿の空
は微笑む」を合唱の後、10のテーマ
でワークショップが行われました。
　2日目は、文化会館で村木厚子さ
ん（厚生労働省社会・援護局長）が、
男女共同参画の視点から「少子高
齢化の中で私たちにできること」に
ついて講演されました。続いて、鈴
山雅子さんと末松市長が加わっての
トークでは、鈴鹿の男女共同参画の
歴史とこれからが語られました。

　このイベントは、実行委員会形式で企画・運営さ
れ、多くのボランティアの皆さんと団体の方 の々ご協
力をいただきました。

　市制施行70周年を記念して、市民会館でＮＨ
Ｋのど自慢が開催されました。
　当日は約1,000人の観客が見守る中、前日に行
われた予選会を通過した20組の皆さんが、ご自
慢の歌声とパフォーマンスを披露しました。

　おなじみの「鐘の音」が会場に鳴り響くたび、
結果に関わらず、出場者へ大きな拍手が送られ
ました。出場者の歌に込めら
れたエピソードが明かされる
と涙する観客もいて、笑いあ

り涙ありののど自慢にな
りました。

ＮＨＫのど自慢
♪るらら～～♪キン・コン・カン・コーーーン
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ました。

慢の歌声とパフォ マンスを披露しました。 と涙す
り
り
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11月25日㈰全国最年少浪曲師 真山隼人さんの
第一回 地元公演が開催されました

11月28日㈬

12月1日㈯

　全国最年少浪曲師 真山隼人さんの第一回鈴鹿公演が、
文化会館で開催されました。真山さんは県立白子高校に
通う3年生です。
　演目は、『忠臣蔵』を題材とした「俵星玄蕃」。よく通る声と
多彩な表情で迫真の物語を演じ切り、満員の観客から万
雷の拍手で迎えられました。
　ゲストの三原佐知子さんは「母恋あいや節」、師匠の二代
目 真山一郎さんは
「刃傷松の廊下」を
演じ、真山隼人さん
の地元第一回公演
に花を添えました。

　人権問題講演会2012が文化会館で開催されました。
ロビーでは小・中学生の人権ポスター 2012 年度入選
作品が展示され、講演の前には人権に関する作文朗
読が行われました。
　家田荘子さん（作家・高
野山真言宗僧侶）による講
演「一緒に生きていきましょう
～生きるということ～」では、
自身が子どものころにいじ
めを受けた経験や取材に

基づくエピソードが語られ、特に子どもたちに対して
は、大人の私たちが「違うこと（個性があること）はす
てきなこと」と教えてあげてほしいとメッセージをいた
だきました。

　市制施行70周年を記念し、市民会館で記念式
典が行われ、関係者約900人が集まって市制記念
日を祝いました。
　式典は、和太鼓奏者の凛さんとジャズトランぺッター
の中村好江さんの、鈴鹿市出身コンビによる競演で幕
を開けました。特別感謝状が歴代市長の第4代衣斐
賢讓さん、第5代加藤栄さん、第6代川岸光男さんに贈
られ、続いて、自治・教育文化・社会福祉・産業・治安
防災の各分野で市の発展に寄与いただいた183人
と2団体が市政功労者として表彰されました。
　式典後は、鈴鹿と・き・め・きサイエンス大使で神
戸高校出身の東京大学大学院教授の川戸佳さん
による「大使が話すとっても面白い脳の話」と題し
た記念講演が行われました。

～違うことはすてきなこと～
人権問題講演会　家田さんのメッセージ 

市制70周年記念式典
～ずっと住みたいと思える鈴鹿市に～

たわらぼし げん ば

回 地元公演が開催されました
　全国
文化会
通う3年
　演目
多彩な
雷の拍
　ゲス
目 真山
「刃傷松
演じ、真
の地元
に花を

12月1日㈯

念
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教えてあげてほしいとメッセージをいた
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三原佐知子さん 二代目 真山一郎さん

すぐる



12月1日㈯・2日㈰

12月8日㈯

　椿の農業と地域を考える会の皆さん
により、椿大神社駐車場で2日間にわ
たって開催されました。椿地区をはじめ
とする鈴鹿西部地区の魅力を発信する
記念市民事業の最終イベントです。
　かぶせ茶を使用した「お茶カレー」や
「お茶うどん」の他、地元農産物や苗木・
さつき・植木の販売が行われ、大いにに
ぎわいました。また、『鈴鹿のいいね』発
見モニターツアーの第3回が開催され、
桃林寺散策などを行いました。

　市内のものづくり産業の魅力をあらためて知ってい
ただくため、市制施行70周年を記念して文化会館で開
催されました。
　さつきプラザでは「企業祭」が行われ、鈴鹿のもの
づくりで頑張る企業が約30社参加し、自社製品やパ
ネルなどを展示して、各 の々魅力をアピールしました。

　2階研修室の「ものづくり体験コーナー」ではダン
ボールクラフト体験や木工教室が、「わくわくサイエン
ス広場」では鈴鹿高専ほかによる科学ワークショッ
プなどが開催され、子どもたちでにぎわいました。
　けやきホールでは、JAXA「はやぶさ」の川口淳一
郎さんによる講演会などが開催され、フィナーレで

は鈴鹿高校書道
部の鈴鹿墨パ
フォーマンス作品
の前で末松市長
を交えての記念撮
影が行われました。
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『うまい鈴鹿・椿』に出会う！食と農のフェスティバル
椿縁結び市が開催されました

はるか宇宙まで届け　鈴鹿のものづくりパワー
ものづくり産業展が開催されました

椿縁結び市が開催されました

　市内のものづくり産業の魅力をあらためて知ってい

ものづくり産業展が開催されました

周年記念市民事業



12月8日㈯

12月9日㈰

12月11日㈫～17日㈪

112013・1・5

わたしたちのまちは　わたしたちの手で！

鼓ヶ浦小学校に津波避難施設が完成しました

絵画作品を通じて「ベルホーム」をアピール
市民ギャラリーで第1回作品展

　12月1日に施行された「鈴鹿市まちづくり基本条例」
の制定を記念して、ふれあいセンターで、記念フォーラ
ムが開催されました。
　第1部ではフリーアナウンサーの江本美華さんを進
行役として、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考え
る会の委員長を務められた小林慶太郎さん（四日市
大学准教授）に、条例制定の背景や条例の内容、ポイ
ントなどを、分かりやすく説明していただきました。
　第2部は「みんなでつくろう！元気なまち すずか」
と題し、辻四十一さん（椿地区まちづくり協議会会

長）、嶋かをりさん（特定非営利活動法人こどもサポー
ト鈴鹿理事）、美馬孝宣さん（㈱ケーブルネット鈴鹿
チーフディレク
ター）、末松市
長の4人に、そ
れぞれの立場
からまちづくり
に対する思い
を語っていた
だきました。

　鼓ヶ浦小学校を津波発生時における一時避難
場所として活用でき
るよう整備を進めて

いた屋外階段が完成し、約300人の住民が避
難訓練を兼ねた緊急時の使用に関する説明会
に参加しました。

　参加者は、津波からの避難
の原則は、「より早く」、「より遠
く」、津波の来ないところまで
避難することであるということ
を確認し、要援護者キットや妊
婦シミュレーターなど、避難に
時間を要する方々の体験も交
えながら、いざという時に備え
ました。

　ベルホームは、常時介助が必要な障がいのある方に対し
て、生活支援、自立支援、楽しみの3本柱を軸にサービスを提
供する、昨年4月に設立された生活介護施設です。江島町に
位置し、（社福）鈴鹿市社会福祉協議会が運営しています。
　地域の方に施設「ベルホーム」を知っていただきたいとの

思いで、今回、「共感」をテーマに、
絵画20点を中心にした展示会が
開催され、大胆な線と配色の作品
が並びました。今後も地域に根ざ
した福祉施設をめざしてさまざま
な活動を進められるそうです。

絵画作品を通じて「ベ
市民ギ リ 第

　鼓ヶ浦小学校を津波発生時に
場
る

、記念

美華さんを進
り条例を考え
郎さん（四日市
例の内容、ポイ
きました。
まち すずか」
くり協議会会

鈴鹿理事）、美馬孝宣 （㈱ケ ネ 鈴鹿
チーフディレク
ター）、末松市
長の4人に、そ
れぞれの立場
からまちづくり
に対する思い
を語っていた
だきました。

市民ギャラリ で第 回作品展
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供
位
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情報局情報局こちらこちら
すずかすずか
※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。

●原稿規格／タイトル15文字

以内・本文80文字以内

●掲載申込み／1月21日㈪～

25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。

次回の募集は
3月5日号掲載分です EM 勉強会

親子で楽しく
スキンシップ コーチングサロン鈴鹿

自然農法セミナー
第9講

求職者訓練ビジネスパソコン基礎科
（厚生労働省認定職業訓練）

鈴鹿不登校を考える
親の会

鈴鹿回生病院
第9回健康セミナー

カルチャーカフェ
フランス映画で知る楽しみ しいのみ絵本クラブ

商工会議所「創業セミナー」
受講者募集

鈴鹿調理師会
調理技術講習会

嵯峨御流いけ花
教室募集 鈴鹿市民歩こう会

健康エアロビック
セミナー2012

文楽四日市公演
中高生観劇者募集

鈴鹿EM交流会

　382-6039

ベビー＆ファミリーサロンめぐHUG

　387-0248　　080-4214-9574

鈴木

090-2260-6973

鈴鹿健康生活ネットワーク

　378-0041

関西ビジネススクール鈴鹿白子校

　368-3355

保井

　090-4185-1514

鈴鹿回生病院担当　深間内

　375-1300(14時以降)

鈴鹿カルチャーステーション（SCS）

　389-6603
早川　386-3829

鈴鹿商工会議所

　382-3222

鈴鹿調理師会　

382-9806

増渕多惠甫　383-1438

　090-9174-2924

鈴木利昭

　383-0712

三重県レクリエーション研究会
　江口　090-1982-9209　
　eguchan@mecha.ne.jp

四日市で文楽を見る会事務局
四日市市安島1-6-13サンマルコ内

　351-2915

とき／1月18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。

対象／生後2カ月から　とき／

平日10時30分から　ところ／南

玉垣町　内容／心身の発達を

促すベビーマッサージ教室　持

物／バスタオル、赤ちゃんの飲み

物　参加料／2,500円（教材費

込み）

とき／1月26日㈯ 13時30分～15

時30分（毎月最終土曜日の午後

開催）　ところ／文化会館第4

研修室　内容／夢や目標の実

現をサポートするコーチングを楽

しく体験します。　参加料／

1,000円

とき／1月27日㈰13時30分から　

ところ／牧田コミュニティセンタ

ー　内容／野菜の硝酸態窒素

の測定。土壌診断に伴う個 の々

土作りについて　講師／板坂康

行　参加料／300円

とき／3月11日㈪～7月10日（水）

16時～20時50分　内容／ワー

ド、エクセル、パワーポイントを基

礎から学べます。　参加料／1

万3,800円（テキスト代のみ）　

申込み／詳しくはお電話くださ

い。

とき／1月8日㈫19時～21時　と

ころ／白子公民館　参加料／

100円　内容／不登校・ひきこも

りのお子さんを持つ親の集まり

です。気軽な気持ちでご参加く

ださい。詳しいことはご連絡くだ

さい。

とき／2月2日㈯13時30分から　

ところ／鈴鹿回生病院研修棟3

階　内容／①アルコールと健康、

②より良い睡眠のために、③運

動実技、体脂肪率測定、健康相

談など　参加料／無料

とき／1月12日（毎月第2土曜日）

14時～16時30分　内容／講師・

大嶋優氏（翻訳家）の熱いトークと

映画鑑賞（今回は『男と女』）　

ところ／SCS(阿古曽町14-28)　

参加料／1,000円（ドリンク付）

対象／0～6歳児と保護者・保育

士　ところ／北江島　内容／し

いのみのような真白い心が絵本

との出会いで豊かに育ちますよ

う祈りを込めて。小さな自宅開放

の家庭図書室です。お電話くだ

さい。

とき／2月9日㈯9時30分～16時

30分　ところ／鈴鹿商工会議所

2階特別会議室　内容／創業に

向けた基礎知識から具体的なノウ

ハウまで一流のプロ講師が指導を

行います。　受講料／2,000円　

申込み／商工会議所ホームページから

とき／2月26日㈫　ところ／ロワ

レ21鈴鹿　内容／料理長による

説明を交えながらフルコースと、

ライブショーを楽しんでいただき

ます。　定員／先着80人　参

加料／4,000円（会場費・食材

費）　申込み／電話で

とき／毎月第1火曜日13時30分

から　ところ／イオン白子店（サ

ンズ）3階すずかのぶどう　内

容／嵯峨御流いけ花教室　参

加料／花代と指導料　申込み

／電話で　※四季折々 のお花を

いけ変化のある楽しい毎日を。

(1)とき／1月20日㈰　内容／市

内の溜め池巡り5kmと12km　

集合／鈴鹿市駅9時10分　参加

費／200円　(2)とき／2月3日㈰　

内容／戸田川緑地公園9km　

集合／戸田駅9時20分　参加

費／200円

とき／1月21日㈪19時～20時50

分　ところ／市立体育館（サブ

体育館）　講師／宮本敦子先

生　定員／50人　参加料／

500円（保険代を含む）　申込

み／ファクス（　368-2408）かメ

ールで

対象／県内の中高生　とき／3

月20日（水・祝）午後　ところ／

四日市市文化会館　募集席数

／30席（無料・抽選）　申込み

／往復はがき（住所・氏名・電話

番号・学校名・学年を明記）、2月

10日㈰必着

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

※自動音声で案内しています。

確定申告についてお知らせします
間もなく平成24年分の確定申告が始まります。申告書はご自身で作成し、国

税電子申告・納税システム(e-Tax)か、郵送などで提出してください。

■申告と納税の期限
◆所得税・贈与税　3月15日㈮　　　　◆消費税及び地方消費税　4月1日㈪
※所得税・消費税及び地方消費税の納税は、便利な口座振替をご利用ください。
■確定申告会場

■申告の際に必要なもの

と　き　2月15日㈮～3月15日㈮　9時～17時（土・日曜日は除く）
ところ　イオンモール鈴鹿2階「イオンホール」
※申告書の作成には時間を要します。16時までにご来場ください。会場の混雑の状況により、受付を早く終了することが
あります。

※上記の期間、税務署では、申告書の作成指導は行いません。
※9時から10時までの店舗入口は、専門店街南入口のみ入場可能です。

○給与所得や公的年金等の源泉徴収票（原本） ○私的年金等を受けている場合には、支払金額が分かるもの
○医療費の領収書等（集計してお持ちください） ○社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
○生命保険料の控除証明書、地震保険料（(旧)長期損害保険料）の控除証明書
○寄附金の受領証 ○配当等の支払通知書や特定口座年間取引報告書
○営業、農業及び不動産等の所得の青色決算書及び収支内訳書など　

所得税の確定申告が必要な方
◆給与所得があり、次のいずれかに該当する方
・給与等の収入金額が 2,000 万円を超える方
・給与等の支払いを1カ所から受けていて、給与所得及び退職
所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を超える方

・給与等の支払いを2カ所以上から受けていて、年末調整を受け
ていない給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の各
種所得の金額との合計額が20万円を超える方

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給
与等のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機
械・器具の使用料などの支払いを受けた方

◆公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額（公的年金等控除額を差し
引いた後の金額）から所得控除額を差し引くと残額がある方
　　なお、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20 万円以下
である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がな
くなりました。

※所得税の還付を受けるための申告書を提出することはできます。

※所得税の申告書を提出しないこととした場合であっても、住

民税の申告が必要な場合があります（生命保険料控除や地

震保険料控除などの所得控除は、住民税の申告がないと適

用されません）。

◆個人で事業を営んでいる方や不動産収入のある方
◆不動産や株式などを譲渡した方

◆給与所得のある方で、雑損控除、医療費控除、
寄附金控除、住宅借入金等特別控除（年末
調整で控除を受けている場合を除く）などを
受けることができる方
◆給与所得のある方で年の中途に退職し、
その後就職をしなかったため年末調整を
受けられなかった方
◆予定納税をしたが、廃業などで確定申告の
必要がなくなった方

所得税の確定申告をすれば
税金の還付が受けられる方
（税金が納め過ぎになっている方）

贈与税の申告が必要な方
◆110 万円を超える贈与を受けた方
◆次の贈与税の特例を受ける方
　・配偶者控除（控除額２,０００万円）
　・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）
　・住宅取得等資金の非課税
　　（省エネ等住宅の非課税限度額1,500万円）
　　（省エネ等住宅以外の住宅の非課税限度額1,000万円）

問合せ先

※各種必要書類をご持参ください。

382-0351（代表）

鈴鹿税務署
個人課税部門または資産課税部門



と き 2 月 18 日（月）～3月 15日（金）受付 8時 30 分～16 時（土・日曜日を除く）

ところ 鈴鹿市役所本館 12 階 大会議室

持ち物 市民税・県民税申告書、印鑑、平成24 年分の所得が分かるもの、各所得控除関係書類

ご注意 上記会場は市民税・県民税の申告会場です。

所所得税の確定申告をされる方は、イオンモール鈴鹿 2 階「イオンホール」が会場とな

ります。

｝

｝

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

税制改正情報館❷

平成25年度の市民税・県民税に適用される主な改正点を紹介します。

市民税・県民税の内容が
改正されます
市民税・県民税の内容が
改正されます
市民税・県民税の内容が
改正されます

　平成25年度から生命保険料控除が、次のとおり見直されます。新制度の対象となるのは、平成24年1月1日以降
に契約した生命保険等、または変更・更新などを行った一部の生命保険等です。
※平成23年12月31日までに契約した生命保険等は、引き続き旧制度（従来の制度）が適用されます。

◇各地区の巡回申告相談の日程については、次号（1月20日号）に掲載予定です。

　平成 25 年 1 月 1日以後に支払われる退職手当等にかかる市民税・県民税の計算方法が変更に
なります。退職所得にかかる市民税・県民税を計算する際に適用されている 10％税額控除措置が廃
止されます。また、勤続年数 5年以下の法人役員等（国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員
を含みます）の退職所得を2分の1にする措置が廃止されます。

●年金所得者の申告について
　対象年中の公的年金等の収入金額が 400 万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所
得金額が 20 万円以下である場合は、所得税の確定申告書の提出が不要になりました（所得税の還付
を受ける場合は、確定申告書を提出してください）。
※確定申告書を提出しない場合、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養

控除や社会保険料控除（国民健康保険料、国民年金等）、生命保険料控除、医療費控除等は、市

民税・県民税の税額計算に算入されません。それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税

の申告が必要となります。

■改正点1：生命保険料控除の見直し

■改正点2：平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等に関する改正

～平成24年度から改正されています～

14

控除対象となる保険料 年間の支払保険料等 控 除 額

旧

制

度

一般生命保険料（適用限度 3.5 万円）

個人年金保険料（適用限度 3.5 万円）

15,000 円以下 支払保険料等の全額

15,000 円超 40,000 円以下 支払保険料等×1/2＋7,500 円

40,000 円超 70,000 円以下 支払保険料等×1/4＋17,500 円

合計適用限度額：7 万円 70,000 円超 一律 35,000 円

新

制

度

個人年金保険料（適用限度 2.8 万円）

一般生命保険料（適用限度 2.8 万円） 12,000 円以下 支払保険料等の全額

12,000 円超 32,000 円以下 支払保険料等×1/2＋6,000 円

介護医療保険料（適用限度 2.8 万円） 32,000 円超 56,000 円以下 支払保険料等×1/4＋14,000 円

合計適用限度額：７万円 56,000 円超 一律 28,000 円

平成25年度 市民税・県民税申告相談に関するお知らせ平成25年度 市民税・県民税申告相談に関するお知らせ平成25年度 市民税・県民税申告相談に関するお知らせ

2013・1・5
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電　話 電子メール ホームページファクス

くくらしの情報くらしの情報

障害者控除対象者認定書を
交付します

長寿社会課　 382-7935　　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　市内に住所を有する、介護認
定を受けた65歳以上の方を対
象に、介護保険の要介護認定
の資料をもとに、「身体障害者又
は知的障害者に準ずる」と認め
られる場合、認定書を1月下旬に
郵送します。
　この認定書を所得税や市民
税・県民税の申告時に提示する
と、本人またはその扶養者が、障

害者控除や特別障害者控除を
受けられます。
※障がい者手帳(身体・療育・精神)

をお持ちの方には、障がい者手

帳と認定書の控除の区分が異な

る場合に交付します。

※障がい者手帳の交付や障がい者

としてのサービスが受けられる

わけではありません。

※税の申告方法などの問い合せは、

所得税は鈴鹿税務署 (　382-

　0351)、市民税・県民税は市民税

課(　382-9446)へ

市税の口座振替手続は
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、手続に約1カ月かかり
ますので、お早めに手続をお願
いします。申し込み手続は金融
機関、地区市民センター、納税
課の窓口で行っています。
持ち物　通帳、通帳の届出
印、納税通知書（納付書）

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　1月30日㈬・31日㈭
　17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続など

※北通用口は利用できません。南

玄関からお越しください。

お 知 ら せ

申込資格　次の要件すべてに該当する方
１.市内に在住または勤務している方　　　　
３.現に住宅に困っている方　　　　　　　　
５.公営住宅法に定める基準以下の収入の方　
※高齢者世帯は、前記要件をすべて満たし、60歳以上の方がいる世帯が対象です。身体障がい者世帯は、申込資

格1と3から6をすべて満たし、1級から4級までの身体障がい者がいる世帯が対象です。

申 込 み　1月15日㈫から25日㈮（土・日曜日を除く8時30分から17時15分）に、所定の申込書類に必要
書類を添えて、直接住宅課へ提出してください。　

※案内と申込書類は、1月15日(火)から配布します。　※応募多数の場合は抽選で決定します。

入居時期　4月上旬（予定）
募集住宅

※障がい者世帯、母子・

父子世帯など優先措

置を受けられる世帯

がありますので、申し

込みの際に申し出て

ください。

※募集戸数、内容につい

ては、状況により変更

する場合があります。

※家賃は申込者の世帯

所得を基準に算定し

ます。

◆一般世帯
団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

ハイツ旭が丘 中旭が丘三・四丁目 中層耐火造4・5階 2戸 1万7,200円～3万4,700円

安塚団地 安塚町 中層耐火造4階 4戸 1万1,700円～2万3,400円

一ノ宮団地 一ノ宮町 中層耐火造4階 2戸 1万2,400円～2万7,100円

桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階 3戸 1万4,700円～3万2,100円

※高齢者世帯・身体障がい者世帯は申込みできません。

※潮風の街磯山(1DK)(単身）の入居資格要件については、住宅課へお問い合わせください。

市営住宅の入居者を募集します 住宅課　  382-7616　  382-7615 　 jutaku@city.suzuka.lg.jp

２.同居する親族（婚約者を含む）がいる方
４.市税の滞納がない方
６.暴力団員でない方

◆高齢者・身体障がい者世帯

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

安塚団地 安塚町 中層耐火造4階 2戸 1万1,900円～2万3,700円

一ノ宮団地 一ノ宮町 中層耐火造4階 2戸 1万3,800円～2万7,500円

桜島団地 桜島町五丁目 中層耐火造4階 3戸 1万5,600円～3万2,100円

◆世帯の区分なし

団　　地 所　在　地 構　　造 募集戸数 家　　賃

潮風の街磯山
（3DK）

東磯山二丁目 中層耐火造3･4階 1戸 2万5,100円～4万9,200円

潮風の街磯山
（1DK）（単身）

東磯山二丁目 中層耐火造3･4階 1戸 1万4,600円～2万8,800円
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※｢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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平成25年鈴鹿市成人式は
市民会館で開催します

生涯学習課    382-7619     382-9071

   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　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

と　き　1月13日㈰　10時～
11時　開場9時

ところ　市民会館
内　容　式典とイベント。イベン
トは、白子高校吹奏楽部によ
る演奏、癒詩作家の伊藤一
樹さんによる新成人へのメッ
セージと成人式テーマ「志」
の書き下ろし、勝山組によるよ
さこい演舞などを予定してい
ます。

※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。

※詳しくは、市ホームページ、広報

すずか12月5日号をご覧くださ

い。

住宅リフォームに対する
補助金を交付しています

産業政策課   382-8698     382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　緊急経済対策のための住宅
リフォーム促進事業補助金の申
し込みを引き続き受け付けてい
ます。申し込みは先着順で補助

金予算額に達した時点で終了
します。申し込み方法や制度の
詳細については、広報すずか12
月5日号や地区市民センターに
備え付けのチラシ、市ホームペ
ージをご覧ください。

学習支援ボランティアを
しませんか

（財）鈴鹿国際交流協会

383-0724     383-0639

  sifa@mecha.ne.jp

　学校や地域で教科学習や、
日本語の支援をしていただくボ
ランティアの養成講座を開催し
ます。子どもたちを理解し、活動
をする上での基本的な知識や、
ノウハウを身に付けます。
対　象　地域や学校で学習支
援活動などに参加できる方、でき
る限り全講座に参加できる方

と　き　2月7日・14日・21日・28日
すべて木曜日　14時～15時
30分

※2月20日(水)に活動見学を予定

ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室

講　師　教育委員会　日本語
教育コーディネーター

定　員　20人
参加費　一般：500円、賛助会
員・学生：無料

活動場所　市内小・中学校で
の放課後教室や長期休み時
の支援、ボランティア運営の

学習支援室など
申込み　1月28日㈪までに、郵便
番号、住所、氏名、電話番号を
記入の上、はがき、ファクス、電
子メールで、鈴鹿国際交流協
会へ（〒513-0801　神戸1-18-
18　市民会館正面玄関西）

第12回鈴鹿川流域の
環境展

環境政策課    382-7954     382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿川流域の自然環境や歴
史文化を守る各種活動を通じて、
豊かで快適な生活を推進します。 
と　き　1月12日㈯、13日㈰　
10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター
内　容　
○鈴鹿川流域の昆虫標本や写
真展示・鈴鹿川の生き物水槽
展示
○自然素材を使った親子で創
作コーナー
○リサイクル工作・無洗米おにぎ
りの試食
○プラネタリウムと冬の星空のお
話コーナー
○地元保育園によるマーチング
演奏会　他

主　催　第12回鈴鹿川流域
の環境展実行委員会（やす
らぎくんネット）

催 し 物

いや　し

お 知 ら せ

くくらしの情報くらしの情報
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※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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問合せ　すずかのぶどう（　・　
387-0767　 budou@mecha.
　ne.jp）

子ども支援フェスタ
「～みんなで考える　

　子ども支援～」

子育て支援課     382-7661    382-7607

   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

対　象　親子・子どもの支援に
関わっている方

と　き　1月27日㈰　10時～
15時30分

ところ　男女共同参画センター
内　容　
○10時～12時
・手遊び、ふれあい遊び
・発達障がいを体験してみよう
・幸せの土台づくり～子どもが自
信を持てる子育て～

・思っていることを何でも話そう
（小学生対象）
・子どもが作るおいしいいちご大
福（小学生対象20人、先着
順、材料費1人200円、事前に
申し込みが必要　鈴鹿友の
会（　384－5567））

・交流の場　サロンふぁしりて
・パネル展示など

○13時30分～15時30分
・講演「個性を活かした子育て・
支援　～障がい児支援から
見えてきたこと」　講師：中谷
正恵さん

託　児　1歳～未就学児、10人
まで、先着順、要申込み、無料

参加料　無料
主　催　鈴鹿子ども支援ネット
ワーク

問合せ　特定非営利活動法
人こどもサポート鈴鹿（　
383-1322）

特別講演会
「染型紙～石井コレクシ

ョンをめぐって～」

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
員会主催で講演会を開催します。
　講師の伊勢型紙約2万3,000
枚（名古屋市石井染工場旧
蔵）の10余年にわたる調査・研
究を通したさまざまな発見と、保
存・公開に向けての熱い思いを
語っていただきます。
※「匠の里」フォトコンテストの表

彰式も講演前に行います。

と　き　1月26日㈯　13時30
分から

ところ　伝統産業会館
演　題　「江戸末期から昭和
までの染型紙～名古屋造形・
石井コレクションをめぐって

～」
講　師　鵜飼昭平さん（名古
屋造形大学名誉教授）

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）

考古博物館 企画展
「北勢の古代瓦と寺院」

考古博物館    374-1994     374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　縄生廃寺から出土した軒瓦
や舎利容器は、北勢地域に早く
から仏教が伝わったことを示す
貴重な遺物です。企画展では、
寺院跡などから出土した古代瓦
を中心に展示を行い、北勢地域
の特徴を考えます。
と　き　1月12日㈯～3月10日㈰
ところ　考古博物館
◆講演会

と　き　1月19日㈯ 14時から
ところ　考古博物館　講堂
演　題　「瓦から解き明かす
北勢の古代寺院」

講　師　大脇潔さん（近畿大
学文芸学部教授）

聴講料　無料

な    お  はい  じ
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平成24年度
第32回小・中学校書写展

指導課    382-9028      383-7878

   shido@city.suzuka.lg.jp

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月26日㈯、27日㈰10時
～17時、1月28日㈪10時～14時

ところ　イオンモール鈴鹿2階
イオンホール

入場料　無料

はじめてのパソコン講座

市政情報課    382-9003     382-2214

    shisejoho@city.suzuka.lg.jp

◆はじめてのパソコン講座

とき・内容　パソコン初心者を
対象に、オフィス2007を使用し
て、いずれも3時間講習を2日
間行います。
○午前の部：9時30分から
・初心者のための基礎　1月19日
㈯と20日㈰

・エクセル基礎　1月26日㈯と27
日㈰
○午後の部：13時30分から
・ワード基礎　1月19日㈯と20日㈰
・ワード応用　1月26日㈯と27日㈰
ところ　図書館2階　視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の場
合は休講）

参加費　3,000円（教材費別途
必要）

カメラの操作、パソコンへの取り
込み・保存、実践・フリーソフトを使
っての画像加工をします。
※フォトショップエレメンツ9(体験

版)を使用

と　き　2月4日㈪～7日㈭　13
時30分～16時

◆エクセル初級講座

　パソコンで文字入力ができる
方を対象に、ウィンドウズXPのパ
ソコンでエクセル2007を使用して
操作を習得します。
と　き　2月12日㈫～15日㈮　
9時30分～12時

シウダック研究会
第105回例会

企画課    382-9038      382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　日本人の大好きなGDP信仰
からの脱却について問題提起を
行います。 
と　き　1月23日㈬　16時15
分～18時

ところ　鈴鹿国際大学　A棟
2階　第二会議室

内　容　「GDP信仰からの脱
却　～暮らしの質を測る～」

発表者　出雲敏彦さん(鈴鹿国
際大学国際人間科学部国際
学科教授) 

入場料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿国際大学・開発と
文化研究センター（シウダック）
（  3 72-2121     3 72-2827
　   siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

防火管理講習
(甲種新規・乙種)

予防課     382-9157     383-1447

    yobo@city.suzuka.lg.jp

　多くの人が勤務し、または出入

申込み　1月11日㈮（平日10時
～18時）から電話で「すずか
のぶどう（イオン白子店3階）」 
（　・　387-0767　387-0764）へ
◆IT講習

と　き　毎週平日の月～金曜日
　9時30分から、13時30分から

ところ　すずかのぶどう内パソ
コン教室

内　容　インターネット、メール講座
※ノートパソコン持込可、個別対応

参加費　3時間1,500円
申込み　電話ですずかのぶどうへ

高齢者向けパソコン講座

(公社)鈴鹿市シルバー人材センター

382-6092     382-6093

対　象　おおむね60歳以上の方
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター（市役所別館第3）

定　員　各講座15人（先着順）
受講料　3,000円（別途テキスト
代1,000円）

申込み　1月10日㈭から25日㈮
までに、センターへ

※パソコンは準備します。

※各講座５人以下の場合は中止する

場合があります。

◆ワード初級講座

　パソコンで文書入力ができる方を
対象にウィンドウズXPのパソコンでワ
ード2007を使用して操作を習得します。
と　き　2月4日㈪～7日㈭　9
時30分～12時

◆デジタルカメラ・パソコン

　初級講座

　パソコン初級程度の操作技術
を習得した方を対象に、デジタル
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上、予防課へ。申込書は、市ホ
ームページと予防課にあります。

※講習会場内での、喫煙・飲食は出

来ません。

セミナー
離婚をめぐる法律の

基礎知識

男女共同参画課

381-3113     381-3119

    danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　離婚する？離婚しない？自分で
決めるための基礎知識を学びます。
対　象　男女問いません。
と　き　1月26日㈯　13時30
分～15時30分

ところ　男女共同参画センタ
ー　ホール

　内閣府は、昨年10月、「人権擁護に関する
世論調査」の結果を発表しました。この調査
は全国の成人男女3,000人を対象に行い、前
回は平成19年に実施しています。
　それによると、日本における人権課題につ
いて関心があるものはどれか尋ねたところ、
「障害者」と答えた人が39.4%、以下、「子ど
も」38.1％、「インターネットによる人権侵害」
36.0％、「高齢者」34.8％、「東日本大震災に
伴う人権問題」28 . 4%の順となっています。
（複数回答）
　中でも、「子ども」「インターネットによる人権
侵害」と答えた人の割合が、関心の高さや社
会情勢の変化に伴い前回より上昇しています。
　性別で見ると、「子ども」「高齢者」につい
ては、女性の方が高い関心を抱いています。
これは、女性が男性より身近にいる場面や接
する機会が多いからだと考えられます。世代
別では「高齢者」以外の人権課題について
は、若年層ほど高い関心を抱いています。

　また、人権課題の解決のために国はどのよ
うなことに力を入れていけばよいと思うか尋ね
たところ、「学校内外の人権教育を充実す
る」と答えた人の割合が55.3％と最も高く、子
どもの教育への期待の高さがうかがえます。
　しかし、「人権が侵害されたと思ったことが
ある」と答えた人の人権侵害内容の上位とな
っている「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ
口」「職場での嫌がらせ」「プライバシーの侵
害」は、学校の中だけで解決できることではあ
りません。社会全体で取り組む必要があります。
　さらに、「人権尊重が叫ばれる一方で、権
利のみを主張して、他人の迷惑を考えない人
が増えてきた」という意見について、どう思うか
尋ねたところ、「そう思う」と答えた人の割合が
77.7％となっています。人権を尊重するという
ことは、自分の権利を守ると同時に、他人の権
利を尊重しなければならない、そのことを一人
一人がしっかりと理解し行動していくことが大
切ではないでしょうか。

人権擁護に関する世論調査から

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の1 月 納税

○国民健康保険税・・・7期

○市民税・県民税・・・4期

【納期限は1月31日(木)です】

※納税は、便利な口座振替へ

りする建物には防火管理者をお
かなければなりません。
と　き　
○甲種新規　2月7日㈭・8日㈮　
10時～16時30分
○乙種　2月7日㈭　10時～16
時30分

ところ　消防本部4階　多目
的室（飯野寺家町217-1）

定　員　甲種・乙種あわせて80
人（先着順）

参加費　4,500円（テキスト代）
申込み　1月15日㈫から25日㈮の
平日8時30分から17時15分まで
に、申込書に必要事項を記入
し、裏面に氏名を記載した上半
身写真（パスポートサイズ・免許
証サイズどちらか1枚）を貼付の

講　師　佐脇敦子さん（弁護士）
参加費　無料
託　児　0歳～小学３年生、先着
10人程度、無料

申込み　氏名と電話番号を記入
の上、電話、ファクス、電子メール
または来館にて男女共同参画
課へ。託児を希望される場合
は、1月18日㈮までにお子さんの
名前と年齢（月齢も）・住所をご
連絡ください。
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

　高専ロボコン全国大会で快進撃

　僕たちは、「高専ロボコン2012

全国大会（両国国技館・昨年11月

25日開催）」に出場し、トーナメン

ト戦で25チーム中ベスト4、ベスト

ペット賞（投票）3位、Honda特別

賞受賞の成績を獲得しました。

　今回のテーマは「ベストペット」

で、人と歩行型ロボが協力し合って、

9 つのボールをゴールに入れるルー

ルにより、タイムとアイデアと可愛

さを競いました。

　僕たちの「Emperor（エンペラー）」は、

画像認識による完全自動の追従

が特徴で、地区大会で優勝した後

も、さらなる改良を重ねました。

その甲斐あって、全国大会では初

めての勝利を含めて 3 勝し、準決

勝で優勝チームに敗れはしました

が、練習通りの実力が発揮できた

ので満足しています。

　

　未来の科学者・技術者への夢を

　僕たちがそうであったように、

子どもたちに、未来の科学者・

技術者への夢を持ってほしいと

思っています。そのための活動

として、県内のさまざまなイベン

トに出張してロボットの実演を

行っています。

　今年の高専ロボコンに向けて、昨

年以上の成績を目標に頑張ります

ので、応援をよろしくお願いします。

鈴鹿高専ロボコンチーム
（リーダー 岡朋暉さん）

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！
鈴鹿市在住のプロライダー、徳留真紀選手が初の「全

日本チャンピオン（軽量級／J-GP3クラス）」に輝きました。

オートバイレースをするために鈴鹿に引っ越して20年。鈴

鹿を拠点に世界選手権も闘った（96年の鈴鹿・日本グラ

ンプリでも優勝）徳留選手ですが、これまで世界選手権、

全日本選手権ともに最高ランキングは2位。そんな苦労

人のベテランが41歳にして初の栄冠を獲得したのです。

徳留選手が出場するレースは今年、エンジンルール

が大幅に変更。初年度は苦戦も予想されましたが、

20年の経験を生かしてチャンピオンに輝きました。

既にレース歴は25年になる徳留選手の活躍は、い

くつになっても夢を諦めて

はいけないことを教えてく

れます。末松則子市長にも

喜びの報告を行い、今後は

チャンピオンとして、ベテラ

ンとしてモータースポーツ

の魅力や若手の見本とな

る幅広い活躍を誓った徳

留選手の今年の連覇も期

待したいですね！

■ 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）

（ （
徳留真紀選手

全日本ロードレース選手権
J-G P3クラス王者

と く ど め  ま さ き

　あけましておめでとうございます。今年も広報すず
かをよろしくお願いいたします。
　市制施行70周年の昨年は、記念行事の取材で多
くの皆さんのお世話になりました。慌ただしい一年
でしたが、たくさんの人とのつながりが生まれました。
この貴重な財産を今年の広報に生かしていきたいと
思います。
　現在進行形のイベント取材に加えて、70年の歴史を

振り返るために、鈴鹿の古い写真をたくさん見る機
会に恵まれました。過去の町並みや風景は多くのこ
とを伝えてくれます。自分が生まれる前の景色であっ
ても、今の風景との共通点を見い出すと、夢中になり
ました。古いけれども新しい、そんな驚きを何度感
じたでしょうか。
　71年目の鈴鹿の今を、広報すずかは今年も元気
に伝えていきますので、ご期待ください。（保）
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