
　冷たい風の日が続き、早朝に川をのぞくと氷が張ってい

ました。氷が張るのは珍しく、水面に写る雄大な長太の大

楠の姿を写真におさめました。

寒い朝

撮影場所

撮影日

撮影者

南長太町

平成23年1月31日

山岸宏さん
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長者屋敷遺跡
（史跡伊勢国府跡）

国府町の
国府跡推定地伊

賀
国 伊

勢
国

志摩国

県道辺法寺加佐登停
車場線

広瀬運動場

史跡指定範囲

■初めての調査～昭和30年代
　初めての学術的な調査は、昭和32年に、歴史地理学者の藤岡謙
二郎さんによって行われました。
　藤岡さんが当初、注目したのは「国府」と名のつく国府町でした。け
れども国府町を調査に訪れた際、奈良時代の瓦がたくさん出土する
長者屋敷遺跡の存在を知り、両方の現地調査を行いました。
　調査の結果、藤岡さんは、国府町は伊勢国府跡であり、長者屋敷
遺跡は鈴鹿関の警護のために置かれた軍団跡であると仮説を立て
ました。さらに、長者屋敷遺跡は初期の国府であり、国府町は平安時
代になってから移転した国府であるという可能性も考えました。

研究の歩みをたどると・・・

史跡 伊勢国府跡
～貴重な文化遺産を後世に伝えるために～

古代の伊勢国（推定範囲）

　広瀬町にある長者屋敷遺跡は、南北800m・東西600mに及ぶ広大な遺跡です。そのうち約7万㎡が平
成14年に「伊勢国府跡」として国の史跡に指定されました。
　「国府」は古代の国ごとに置かれた役所のことです。奈良や京都に都があった頃、三重県の大部分は
伊勢国と呼ばれていました。その中心にあたる国府は現在の鈴鹿市にあったのです。
　今回の特集では、本格的な発掘調査が始まってから20年が経過した伊勢国府跡の調査研究の歩みを
紹介し、さまざまな謎に迫ります。

ちょうじゃやしきいせき

い せ こ く ふ あ と

こ く ふ

いせのくに
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平成5年度調査で確認された建物の痕跡

国庁復元模型

瓦の発見状況

◀重圏文軒丸瓦

◀唐草文軒平瓦

重廓文軒平瓦▶

建物基礎部分の断面

■平成5年度の発掘調査で伊勢国府であると認定
　その後、平成4年度から、遺跡の保存を目的とし
て本格的な発掘調査が始まりました。
　2年目（平成5年度）の調査では、遺跡南端に残
る高まりが古代の建物の痕跡であり、その配置や大
きさが近江国庁とよく似ていることから、伊勢国府で

あると認定されました。
　この時に発見された建物の基礎部分（基壇とい
います）は、黄色い土と黒い土を交互に叩き締めた
「版築工法」によって、非常に堅く造られています。
全国的にも貴重な発見であり、考古学的な話題を
呼びました。

おうみこくちょう

はんちく

■伊勢国庁が造営された時代は？
　国府の中心である国庁は、奈良や京都に残る古
い寺院と同じように、周囲よりも1ｍほど高い基壇の
上に礎石を据え、柱を立てて、瓦葺きとした建物で
した。当時の建物といえば、竪穴住居や掘立柱建
物が一般的だったので、ひときわ目を惹く威厳のあ
る建物であったと考えられます。

　伊勢国府跡から発掘される軒瓦は、重圏文や重
廓文と呼ばれる文様がほとんどを占めますが、1種
類だけ唐草文の軒平瓦が発見されています。
　この唐草文様は、奈良の都の平城宮で使われ
ていた瓦とまったく同じ型から作られていることが分
かり、これを根拠として、伊勢国庁は8世紀中頃に造
営されたと考えられます。

じゅうけんもん

かくもん

からくさもん

じゅう

へいじょうきゅう
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南
北
道
路
の
跡

◀金薮

　北方官衙の北に「金藪」と呼ばれる場所がありま
す。高さ2ｍほどの高まりがあり、大きな石が露出して
います。広瀬町には遺跡名の由来になった長者伝
説が伝えられていて、その舞台となっています。
　長者伝説の内容は「広瀬が疲弊する時があった
ら、この下を掘れ」というもので、『鈴鹿市史第1巻』
（鈴鹿市教育委員会、昭和55年刊行）は「古墳埋
蔵品にちなむ伝承ではなかろうか」と記しています。
　金藪は国庁の真北に位置することから、伊勢国
府と何らかの関係があると考えられます。国府が設
けられた時代よりずっと前の古墳であったとしても、
国庁を造る際に基準として用いられた可能性があり
ます。

北方に広がる都市計画と、地元に伝えられる長者伝説の地「金藪」

瓦に見られる文字のスタンプ

倒壊した瓦の様子

■北方官衙の存在～古代の都市計画
　発掘調査を重ねるうち、国庁の北に、瓦葺きの建
物群があったことが分かりました。
　これらの建物群は方格地割と呼ばれる碁盤の目
のような区画に基づいて建てられていて、区画と区
画の間には道路がありました。特に中央に走る南
北道路は、幅24ｍに及ぶ大規模なものでした。平
城京や平安京の規模を小さくしたような都市計画
が国庁の北側に存在したのです。
　このように整然と配置された施設跡は、伊勢国
府跡だけに見られるもので、他の国府では例を見ま
せん。国府の関連施設と考えられますが、どのような
役割・機能を持っていたのかは不明です。
　これらの方格地割を伴う施設は古代の役所に
関連するものであり、北方官衙と呼んでいます。

■古代の建築を伝える倒壊した瓦の様子
　北方官衙で発見された遺構の中で、特に注目さ
れるのは大量の瓦が出土した溝です。これらの瓦
は、屋根に葺かれていた状態を留めており、建物が
台風や地震などで倒れた様子のまま、地下に保存
されたものです。建物の木の部分は残っていません
が、古代の建物の一部がこれほどまで良好に見つ
かった例は全国的にも少なく、古代建築の具体的
な姿を示すものとして貴重です。
　また、北方官衙などで見つかる建物跡の瓦には
しばしば文字のスタンプが見られるものがあります。
約60種類が確認されており、人名の一部と考えら
れますが、何のために押印されたのかは分かって
いません。

ほうかくち わり

かねやぶ

北方官衙

金薮

（国庁の北方に位置する性格不明の建物群。
 官衙とは役所の建物のこと）

方格地割
（碁盤の目のような
 古代の土地区画） 国府政庁

（略して国庁。国府の中心的な建物で、
 儀式や饗宴などが行われた）

■金藪のなぞ
かねやぶ

ほっぽうかんが

伊勢国府跡発掘調査20周年
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　長者屋敷遺跡の発掘調査に、平成5年から毎
年参加しています。元々、歴史には関心がありまし
た。国鉄を退職後、発掘調査作業員募集のチラ
シを見たのが参加したきっかけです。「学術調査」
とチラシにあったので、最初の内はネクタイを着用
していました（笑）。2年目からは外しましたけど。
　専門的な知識は何もないままに参加しました。そ
の後、本を読んで勉強しながら要領が分かってき
ましたが、最初は私を含めた皆が素人集団です

から、尋ねる相手が
いなくて苦労しました。
　印象に残っている
のは、版築工法の発
掘です。黄色い土と
黒い土（黒ボク）を交
互に固く積み重ねた
建物の基礎部分の

様子を、詳しく調べるた
めに、2ｍ近い深さの溝
を掘って、断面をきれ
いに仕上げました。
私は小柄で器用
なほうなので、溝
の中の作業も
苦にならず、重
宝がられました。その他には、鬼瓦が出土した時
の作業も鮮明に覚えています。
　「金藪」については子どものころから知っていま
した。金銀が埋めてあって、広瀬が飢饉のときには
掘り出して使うようにといった伝説でしたね。今の
若い人たちは知らないのではないでしょうか。こうし
た伝説も含め、長者屋敷遺跡という地元の財産
が長く未来に伝わっていけばいいですね。

■伊勢国府の全貌解明に向けて
　平成14年に約7万㎡が、国の史跡に指定された後も、毎年の発掘調査において着実に成果を挙げてい
ます。今後は、方格地割の範囲や北方官衙の役割などを明らかにする必要があります。
　史跡を所管する文化庁では、史跡の指定範囲をさらに広げたいとの考えがあります。幸い長者屋敷遺
跡には農地が広がり、史跡として良好な景観が保たれていますので、保存には適しています。
　今後も地域の貴重な文化遺産として後世に伝えていくために、地権者をはじめとする地域の皆さんのご
理解とお力添えをよろしくお願いします。

広報すずか特集「伊勢国府跡発掘調査20周年」についてのご意見、ご感想は鈴鹿市考古博物館へ。
　374-1994　　374-0986　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp 

▲
「在」の墨書

「四」の墨書▶

伊勢国府跡の歴史の解明に向けて

「版築工法と鬼瓦の発掘作業を鮮明に覚えています」

■伊勢国府は移転した？
　国府町の三宅神社遺跡では、奈良時代から鎌倉時代まで
の遺物や建物跡などが数多く発見されています。
　中でも注目されるのは、高級品である緑釉陶器や古代の役
所に関わりの深い墨書土器、硯などが出土していることです。
格式が高いとされる井戸や規模の大きな掘立柱建物なども見
つかっています。
　これらの調査成果によって、広瀬町から国府町へ国府が移
転したと考えられる一方、一貫して国府町に国府の機能がおか
れ、一時的に広瀬町に国庁だけが設けられたとも考えられます。

りょくゆうとうき

ぼくしょ すずり

鬼瓦

発掘現場からの声

■長者屋敷の調査に毎年参加されている小河清角さんにお話を伺いました。

国府町の三宅神

社遺跡から出土し

ている墨書土器

（奈良時代のもの）
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12月16日㈰

1月5日㈯

鈴鹿の冬の風物詩　シティマラソンで健脚競う
　青空の下「第15回鈴鹿シティマラソン」が、鈴鹿サー
キット一帯で行われました。今回は市制施行70周年を
記念して、ハーフマラソン種目が復活し、全26部門に、
全国各地から過去最多の8,735人が参加しました。

　ゲストランナーの小椋久美子さん（元バトミントン
選手）も出場して、参加者と交流しました。皆さんの
熱い走りで70周年記念イベントのフィナーレにふさ
わしい盛り上がりとなりました。

　新春恒例の『消防出初式』が、鈴鹿サーキットで行わ
れ、消防本部と消防団23分団の計500人が日頃の訓練
の成果を披露しました。
　式典のほか、ふれあい行進や鈴峰中学校吹奏楽部によ
る演奏、救急救助訓練、消防隊が現場で着用するさまざま
な装備服の紹介などイベント
も盛りだくさんでした。フィ
ナーレは恒例の一斉放水で、
会場の1,600人からは大きな
歓声があがっていました。

オールSUZUKAの消防力を広くアピール　消防出初式
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過去最多の8,735人が参加しました。 わしい盛り上が
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ゲストランナー小椋久美子さん

1月5日㈯防出 式



1月13日㈰新たな門出を祝う　成人式

1月20日㈰

1月20日㈰

　今年度第5回目の「市長と話そう！鈴鹿づくりミー
ティング」を開催しました。今回は、成人式を1週間
前に終えたばかりの「平成 25 年鈴鹿市成人式実
行委員会」の皆さんと、「二十歳の夢と志」をテーマ
に意見交換を行いました。
　実行委員を務めた感想、大人の仲間入りをした今後
の抱負、鈴鹿の良いと思うところなどについて熱心に話
し合い、有意義な時間となりました。

　4 回目の今年は、日本体育大学理事長の松浪健
四郎さんをお招きして「イスラム世界の人々 」と題し
た講演を行いました。まず偏見を捨てて、日本と異
なる苛酷な風土から生まれた背景を知ることが大事
であると話しました。
　このセミナーは、旧制神
戸中学校（現神戸高校）
出身で文化勲章受章者の
彫刻家中村晋也さんが、卒
業 70 年をきっかけに同級生
と共に実施しているもので、
講演の後の対談では、エッ
セイストの福島礼子さんを

聞き手に、お二人が近況を話し合って旧交を温め
ました。

　市民会館で成人式が行われ、新成人の門出を
祝いました。今年は、市内で1,985人が新たに大
人への仲間入りを果たしました。
　会場では、懐かしい友人との再会を喜びあったり、互い
の変ぼうぶりにおどろく姿が見られ、楽しい雰囲気でした。

　式典では、新成人を代表し、成人式実行委員長の
長谷川清香さんが「ふるさと鈴鹿で育った誇りを胸に、
新成人として自覚と感謝の気持ちを忘れず、これから
の人生を力強く歩んでいきます」と誓いの言葉を述べ
ました。

市長と話そう！鈴鹿づくりミーティングを開催しました

異なった風土の世界を正しく理解するために
スズカ市民文化セミナー「心の文化を鈴鹿から！」

72013・2・5
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市長と話そう！鈴鹿づくりミーティン

異な た風土の世界を正しく理解する

▲長谷川清香さん

▲松浪健四郎さん ▲中村晋也さん
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●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申込み／2月18日㈪～22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。

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。

次回の募集は４月５日号掲載分です

第22回 鈴鹿シニアテニス
大会参加者募集

美しいボールペン字
教室

すずか陶芸教室
新規生募集

実用筆ペン教室

親子で楽しく
ベビースキンケア

EM勉強会 嵯峨御流いけばな展 認知症の人と
家族の会のつどい

赤ちゃん親子☆ママ
ビューティー体操

みみの日記念
手話劇コンクール

鈴鹿不登校を
考える親の会

合気道会員募集
少年部・一般部

NPOきもの着付教室 知りたいことが分かる
パソコン教室

放送大学4月入学
学生募集中

日本野鳥の会三重
石垣池探鳥会

大貫布佐江

387-2715

NDC本部（鈴鹿警察署東1分）

386-2509

すずか陶芸教室

386-2509
木平桂洞

386-0587

ベビー＆ファミリーサロンめぐHUG

　387-0248　080-4214-9574

鈴鹿EM交流会

382-6039
嵯峨御流華道敷寿会司所

394-2777

下野

370-4620

親子フィットネスサークル

oyako.fitness@gmail.com

実行委員会事務局

　374-1595　 fujita-1@mecha.ne.jp

保井

090-4185-1514
鈴鹿合気会倉武塾

高知利壽　090-6767-3827

きもの着付本部

樋口　　386-2509

鈴鹿カルチャーステーション（SCS）

389-6603

放送大学三重学習センター

　059-233-1170

市川美代子

374-1887

対象／60歳以上の男性、50歳以上

の女性　とき／3月5日㈫9時開始

（予備日12日㈫）　ところ／市立体

育館テニスコート　定員／男女各

50人（先着）　参加料／1,000円　

申込み／2月19日㈫まで

とき／3月7日㈭から月3回、Aコース9時

30分～10時20分、Bコース10時30分～11

時20分　ところ／NDCホール　内容／

基礎から丁寧に学びます。　指導／井

上美奈　参加料／月2,500円　申込み

／電話で　※お気軽にどうぞ。

とき／第1・3土曜日、第2・4金曜

日　ところ／NDCホール（鈴鹿

警察署東へ1分）　内容／手び

ねりからろくろ、絵付、釉薬焼成

まで　参加料／月2,500円　

※駐車場あり。

とき／毎月第2・4土曜日9時30分

～11時、または第2・4水曜日9時30

分～11時30分　ところ／寺家会

館（寺家三丁目24-6） 参加料／

月2,000円　※気軽にご参加くだ

さい。

対象／生後1カ月から　とき／平日

10時30分から　ところ／南玉垣町

6730 内容／親子でベビースキンケ

ア。赤ちゃんの肌とスキンケアの方

法を学びます。　参加料／1,500円

とき／2月15日㈮19時～21時　とこ

ろ／ジェフリーすずか　参加料／

500円(EM菌含む)　内容／EM菌の

基礎知識と家庭内での使い方と応

用。気軽にご参加ください。

とき／2月9日㈯・10日㈰　ところ／

白子・體用山青龍寺　内容／司所

創立60周年記念華展。テーマ「ふり

むくと花と香りとFANTASY」　入場料

／無料

とき／2月13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・情報交換など。

お気軽にお越しください。　参加料

／本人無料、会員家族100円、一般

200円

対象／生後2カ月～1歳までの子と

ママ　とき／3月5日㈫13時　ところ

／玉垣会館　内容／親子で触れ

合いながらママの産後のボディケ

ア　参加料／500円　定員／10

組　申込み／メールで

とき／3月3日㈰10時から　ところ／

文化会館けやきホール　内容／

記念講演「夢を追いかけて そして

絆」（五輪メダリスト武田美保さん）

も開催　入場料／一般2,000円、老

人・学生1,500円

とき／2月12日㈫19時～21時　とこ

ろ／白子公民館　参加料／100円

※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。いろいろ

なことを共に相談できると思いま

す。連絡ください。

対象／少年部（4歳～中学生）、一般

部（女性・中高年も在籍）　とき／

毎週水曜日19時から　ところ／市

立武道館　※見学、体験入会無

料。直接、稽古日にお越しください。

とき／3月8日㈮から第2・4金曜日10

時～12時（月2回3カ月）　ところ／玉

垣会館和室　参加料／全6回

3,000円　※道具を使わず手結び

で楽に楽しく楽々着付。着物などの

販売は一切ありません。

とき／火・木・土曜日の14時～18時で

1時間　ところ／SCS内カフェ・サン

スーシー（阿古曽町14-28） 内容／

希望にそった個別のレッスンです。

講師・大嶋みえ　参加料／1,000円

（ドリンク付）

対象／18歳以上　とき／2月28日

㈭まで　※放送大学は、BSデジタ

ル放送、ケーブルTV放送などで学

べる通信制の大学です。入学試験

はなく、興味ある1科目から勉強で

きます。

とき／3月3日㈰10時～12時　内容

／カモなどの水鳥を見ます。　集

合／石垣池駐車場に10時（小雨決

行）　持ち物／あれば図鑑・双眼

鏡をお持ちください。

鈴鹿市民歩こう会 先天性四肢障がい児の
医療相談会

ファミリーバトミントン
体験講習会

梅の花と
短歌俳句の祭典

鈴木利昭

383-0712

松本雅之

383-1502

高本真貴子　・　0595-82-2177

komoto _ h3@nifty.com

亀山うぐいすの森

090-7695-4270

(1)とき／2月24日㈰　ところ／伊良

湖菜の花バスハイク　参加料／

2,500円　先着188人（申込制）、(2)と

き／3月10日㈰　ところ／鈴鹿と菰

野の絆ウォーク　出発式／弁天山

公園9時30分　参加料／200円

とき／2月16日㈯13時～16時　とこ

ろ／県身体障害者総合福祉センタ

ー　内容／医療の相談会・・・堀井

恵美子先生、障がいのある子の育

て方・・・木田盈四郎先生　申込み

／倉井（　0596-24-1296）まで

対象／小学4年生以上　とき／2月

17日㈰9時30分～12時30分　ところ

／亀山市立神辺小学校体育館　

参加料／大人500円、小学生300円

（傷害保険料を含む）　定員／30

人

とき／2月27日㈬～3月15日㈮9時～

17時　ところ／うぐいすの森（亀山

市道野公民館南）　協力金／200

円　吟行会／俳句3月3日㈰、

短歌3月7日㈭
みつ し ろう

そう ぶ じゅく

き　ひら　けい　どう

たいゆうざん

しき　じゅ　かい　し　 しょハグ



教育総務課　　382-9049　 383－7878　
kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

第二学校給食センター情報館❶
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この度、第二学校給食センターの基本設計が完了しましたので、概要を

お知らせします。今後は実施設計を経て、平成 25 年度中に着工する予定

です。

第二学校給食センターの設計概要を
お知らせします
第二学校給食センターの設計概要を
お知らせします
第二学校給食センターの設計概要を
お知らせします

　市立中学校における学校給食を実施するため、教育委員会では、第二学校給食センター施設整備事
業を進めています。
　学校給食は、食生活の安定と健康の増進、さらに、食育の充実による本市の教育振興につながります。
また、子育て支援、地産地消の推進などのさまざまな効果が期待できます。
　平成22年3月の「鈴鹿市における中学校給食に関する答申」の基本的な考え方を受け、新たに学校給
食センターを建設することにより、市内の全中学校における完全給食を実施し、安全で安心な学校給食
の充実を図っていきます。

◆市立中学校における完全給食の実施のために

設計のポイント

①おいしい学校給食の提供

②食育の推進

③安全安心な学校給食の提供のための衛生管理

④快適な職場環境の実現

⑤作業効率の高い施設・動線計画・機械設備な

どメンテナンスへの配慮

⑥イニシャル・ランニングコストの低減

⑦コンパクトな施設・設備の設計と設置の工夫

⑧地球環境負荷低減を図るエコな給食センター

⑨周辺環境への配慮

所在地　　稲生四丁目5350番1地内
建築構造　鉄骨造、地上2階
敷地面積　8,795㎡
建築面積　2,632㎡
延床面積　3,457㎡
調理能力　1日最大7,000食（中学生分量換算）
　・提供する献立・・・統一献立
　・炊飯施設・・・民間施設を活用
　・アレルギー対応・・・100食程度の調理室を設置
概算事業費　約24億4,000万円（各中学校の給食
受け入れ施設整備費を含む）

供用開始の時期　平成27年4月から

完成予想図
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男女共同参画課　　381-3113　　381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

男女共同参画都市宣言情報館❷
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男女共同参画都市宣言を行いました
昨年12月、鈴鹿市における男女共同参画の機運のより一層の醸成を図り、鈴

鹿の活力を維持、進展させていくために、男女共同参画都市宣言を行いました。

○都市宣言に至るまでの経緯
 ・平成 24 年 3 月市議会定例会の市長施政方針演説
において、男女共同参画都市宣言を行うことを表明

 ・市長から鈴鹿市男女共同参画審議会に都市宣言文
案に関して意見を求めるとともに、市民の皆さんからも
意見を募集

 ・審議会から市長へ文案の答申
 ・平成 24 年 12月市議会定例会において可決

○都市宣言とは・・・男女共同参画とは・・・
　都市宣言は、市としての態度と決意を表すものです。男
女共同参画都市宣言は、県内では7番目で、全国では100
以上の自治体が宣言を行っています。
　男女共同参画は、男女が互いによきパートナーとしてあ
らゆる分野で対等に参画し、個性や能力を発揮し、かつ
責任を分かち合い、ともに豊かな人生、豊かな社会を築く
ことです。これからの少子高齢化など社会経済情勢の
急速な変化に対応していく上で、大変重要なキーワードに
なります。

○これからの鈴鹿市　
　鈴鹿市では、これまで基本計画を策定し、教育・労働・
子育てなどさまざまな分野で男女共同参画の取り組みを
進めてきました。この都市宣言をきっかけとして、次期基
本計画の策定など、さらなる取り組みを進めていきたいと
考えています。

と　き　3月2日㈯　13時30分～16時
ところ　ふれあいセンターふれあいホール
内　容　
○オープニング

　　中村好江さん（ジャズトランペッター、
鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使）によ
る演奏

○講演「いいね！男女共同参画社会」

　講　師　奥山和弘さん（静岡県立吉原
高等学校校長）

○紙芝居

　　昔話「ももたろう」を基に奥山和弘さんが
作った物語「モモタロー・ノー・リターン」を、
白子高校声優部が紙芝居にして上演しま
す（プロジェクターを使って映写します）。

○夏休み書道・ポスター入賞者表彰

参加申込み　氏名と電話番号を記入の上、
郵便、ファクス、電子メール、または、電話、
男女共同参画センター窓口でお申し込みく
ださい（先着200人まで）。

男女共同参画都市宣言
（鈴鹿市制施行70周年・鈴鹿市男女共同参画センター開設10周年の年に）

自然の恵みと伝統や文化に育まれたまち、
人々の絆に支えられた、活力に満ちたまち、
このまちを愛し、未来に向けて歩むわたしたちは、 
性別にかかわらず、男女があらゆる分野において
個性と能力を十分に発揮し、
夢を持って暮らせるまち「鈴鹿」の実現をめざし、
ここに「男女共同参画都市」を宣言します。

鈴　鹿　市　

男女共同参画都市宣言記念事業
～いいね！男女共同参画社会～

©手塚プロダクション



防災危機管理課　　382-9968　　382－7603
bosaikikikanri@city.suzuka.lg. jp

「メルモニあんしんメール」の問合せ

秘書広報課　　382-9036　　382-9040

緊急速報メール情報館❸

　鈴鹿市では、NTTドコモ・KDDI(au)・ソフトバンクモバイルの携帯電話をお

持ちの方へ、津波警報、災害・避難情報などを一斉配信する、緊急速報メール

（NTTドコモは「エリアメール」の名称を使用）のサービスを導入しています。

●受信料は無料です。
●受信するための登録は不要です。
●受信すると、専用の着信音が流れ、バイブレーションが起動します。
●受信すると、受信内容が自動的に携帯電話の画面に表示（ポップアップ表示）されます。
●市域内の携帯電話がメールを受信する仕組みのため、観光客などの、本市への来訪者も受信します。

◆緊急速報メールの特徴

◆その他

◆受信できない場合

◆配信される情報
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　各種気象警報（大雨・暴風など）や緊急速報メール配信項目以外の詳し
い避難情報などを配信する、鈴鹿市独自のメール配信サービス「メルモニあ
んしんメール（災害）」もご活用ください。
※設定方法は下記アドレスか、右の二次元コードを携帯電話で読み取り、登録ページに

アクセスし、案内に従って登録してください。

http://www.anshinmail.city.suzuka.lg.jp/

※緊急速報メールの例

 

●確実に受信するために、携帯電話のソフトウェア更新を行って
ください。また、設定方法や緊急速報メールに対応する携帯
電話については、各携帯電話会社にお問い合わせください。

●利用者が通信中（パケット通信中・通話中）の場合
●携帯電話の電源が切られている場合
●携帯電話が圏外、または電波状態が不安定な場合
●緊急速報メール対応外機種の場合

●津波、土砂災害、避難勧告・避難指示などに関する情報（15項目）
※これらの他に、緊急地震速報が自動配信されます。

【避難勧告】

〇〇川が氾らんする恐

れがあるため、〇〇町

の住民の方は〇〇小学

校へ避難してください。

鈴鹿市

「緊急速報メール」をご存じですか「緊急速報メール」をご存じですか「緊急速報メール」をご存じですか
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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。

12 2013・2・5

就学援助制度を
ご存知ですか

学校教育課   382-7618    382-9054

   gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

　お子さんを公立の小・中学
校へ通学させる上で、経済的
にお困りの保護者の方に対し、
学用品費・学校給食費など就
学に必要な経費の一部を援
助します。
　援助を希望される方は、各
学校に備え付けの申請用紙に
必要事項を記入し、所得がわ
かる証明書（源泉徴収票な
ど）を添付の上、学校へ提出し
てください。
　なお、援助を受けていただく
にあたっては、一定額の所得
基準を設けています。

鈴鹿市在宅障害者手当を
廃止します

障害福祉課   382-7626    382-7607

   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　国の障害福祉施策の隙間
を埋める、当市独自の施策とし
て、昭和46年度から行ってきた、
鈴鹿市在宅障害者手当（通
称：6Ｓ、月額2,000円）を、平成
25年度から廃止します。
　この手当の目的は、｢在宅障
がい者の福祉の増進を図る｣

ために、｢予算の範囲内で支
給する｣としており、制度開始
当初は、在宅障がい者向けの
通所等サービスが国の施策
上、展開されておらず、独自事
業として、現金給付サービスを
行ってきました。
　その後、平成18年10月の
障害者自立支援法施行に伴
い、不足していた通所系のサ
ービスが仕組み化されました
ので、今後は、手当給付制度
に代わり、国の事業と歩調を
あわせて、障がいのある方が
地域で安心して生活しつづ
けられる施策への転換を図り
ます。
※平成25年3月分までは、今まで通

りの手当が支給されます。

※受給者の方には、案内を通知し

ます。

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課   382-7831    382-7660

   nouzei@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
りますので、お早めに手続きをお
願いします。
　申し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。
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　2月27日㈬・28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。

確定申告書の
｢住民税に関する事項｣に

ご記入を

市民税課   382-9446    382-7604

    shiminzei@city.suzuka.lg.jp

　税務署に提出する確定申
告書の第二表には、所得税の
計算上は影響がなくても、住民
税（市民税・県民税）の計算に
は影響がある内容を記入する
｢住民税に関する事項｣欄が
設けられています。
　16歳未満の扶養親族、配
当割額控除額や株式譲渡所
得割額控除額、寄附金税額
控除の対象となる寄附金額、
別居の扶養親族の住所など
がある場合は、この欄に記入
がないと市民税・県民税の課
税の際に把握することができま
せんので、忘れずにご記入くだ
さい。

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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◆確定申告会場

と　き　2月15日㈮～3月15日㈮（土・日曜日は除
く）　9時～17時

※申告書の作成には時間を要しますので、16時までに

ご来場ください。会場の混雑状況により、受け付け

を早めに終了することがありますので、ご了承くだ

さい。

※上記の期間、税務署では、申告書の作成指導は行い

ません。

ところ　イオンモール鈴鹿2階　イオンホール
※9時から10時までの確定申告会場入口は、専門店街

南入口のみになります。

問合せ　鈴鹿税務署（  382-0351、音声案内が流
れます。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　
① 給与所得者、年金受給者の方
② 上記①以外の方で、平成23年分の所得金額が    
　300万円以下の方（消費税の課税事業者である
　場合には、平成22年分の課税売上高が3,000万
　円を超える方を除く）

とき・ところ　
○2月19日㈫・20日㈬　
　市立体育館（大会議室）
○2月26日㈫・27日㈬　
　亀山市総合保健福祉センター（大会議室）
※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。

※譲渡所得・贈与税の相談は行いません。

問合せ　鈴鹿税務署（  382-0351、音声案内が流
れます。0を選択してください）

◆税理士による給与所得者の無料税務相談所

対　象　給与所得者で、医療費控除、住宅借入
金等特別控除などの適用による還付申告書を
提出される方

と　き　2月13日㈬・14日㈭　9時30分～12時、
13時～16時

ところ　イオンモール鈴鹿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。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、無料で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　給与所得者の方
と　き　2月17日㈰
○住宅借入金等特別控除を受けられる方
　10時10分～11時40分  13時40分～15時10分
○医療費控除を受けられる方
　11時50分～12時50分  15時20分～16時20分
※いずれも10分前に受け付けを始めます。

※会場の混雑状況により、受け付けを早めに終了する

ことがありますので、ご了承ください。

ところ　神戸コミュニティセンター（神戸九丁目
24-52）

問合せ　東海税理士会鈴鹿支部（  382-7715
　（月～金曜日、9時から14時））

◆確定申告に必要な書類の問合せ

○国税庁ホームページ（    http://www.nta.go.jp）
○鈴鹿税務署（  382-0351、音声案内が流れます。
0を選択してください）

確定申告会場などをお知らせします
市民税課   382-9446    382-7604     shiminzei@city.suzuka.lg.jp



清掃センターで
破砕が必要なごみの搬入を

停止します

清掃センター   372-1646    372-1406

   seso@city.suzuka.lg.jp

　破砕機整備工事のため、破
砕が必要なごみ（長さ50㎝以上
の庭木、家具・木材、畳など）の
清掃センターへの持ち込みがで
きなくなります。
と　き　3月2日㈯～9日㈯
※3月4日(月)から8日(金)は、木製

家具や畳など、破砕が必要な可

燃性粗大ごみの戸別収集は行い

ません。

ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展への
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。パネル
展示を通じて、活動の楽しさや
魅力をアピールしてください。

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、まちづくり活動団体など
（団体の人数は問いません）
展示期間　3月22日㈮～27日㈬
展示場所　市役所本館1階　
市民ギャラリー

展示内容　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）、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。

規　格　模造紙（80cm×110cm）
　1枚程度
申込み　3月5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
郵便、ファクス、電子メールの
いずれかで地域課へ。参加
申込書は、市ホームページ
トピックスからもダウンロードで
きます。

不動産公売のお知らせ

納税課   382-9008    382-7660

   nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施します。
公売に参加できる資格に制限
がありますので、詳しくは、徴収
課へお問い合わせください。
と　き　2月27日㈬　10時30
分～11時

ところ　県津庁舎（6階）　大
会議室

問合せ　三重地方税管理回収
機構　徴収課（  059-213-7355
　http://www.zei-kikou.jp/）

インターネット公売を
行います

納税課   382-9008     382-7660

    nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の滞納処分として差押
えた財産をヤフー株式会社の
提供するインターネット上で公売
いたします。
　入札に参加するためには、公
売参加申込期間中に参加申込
手続を行う必要があります。
　｢鈴鹿市インターネット公売ガ
イドライン｣を必ずお読みになり同
意の上、ご参加ください。

近鉄白子駅西口ロータリーの利用について
市街地整備課    382-9047    382-7615    shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

→市日四津←

臨時駐輪場

バス乗り場 　 　 　 タクシー乗り場 バス降り場

一般車乗降場

バ
ス
降
り
場

進
入
口

白子駅

　白子駅前広場整備事業にと
もない、現在の西口ロータリーが
北側に広がります。
　車は、商店街交差点から
ロータリーへ進入してください。
　また、新しいタクシー乗り場、
バス降り場をご利用ください。
バス乗り場は変更ありません。
と　き　2月18日㈪　9時から

工
事

工　

事
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※都合により公売を中止すること

があります。

※詳しくは、市ホームページの｢行

政ガイド欄・申請様式｣の中の｢イ

ンターネット公売｣をご覧くださ

い。

申込期間　2月13日㈬13時～
26日㈫23時

入札期間　3月5日㈫13時～7日
㈭23時

売却決定日　3月8日㈮10時
納付期限　3月15日㈮14時30
分

◆下見会

と　き　2月15日㈮10時～11
時45分、13時～16時30分の2
回

ところ　市役所本館2階　納
税課

｢気になる年金記録、
再確認キャンペーン｣が

始まります

保険年金課   382-9401    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　持ち主がわからず、未統合と
なっている年金記録問題の解
決に向けて、平成25年1月末か
ら｢気になる年金記録、再確認
キャンペーン｣が開始されていま
す。ご自身の年金記録に｢もれ｣、
もしくは｢誤り｣といった心当たり
がある方は、津年金事務所まで
ご相談ください。
　津年金事務所へ相談の際は、
年金手帳（基礎年金番号がわ
かるもの）、本人確認できるもの
（免許証など）、代理の方が行
かれる場合は委任状、代理の
方の本人確認できるものも持参
してください。
問合せ　津年金事務所　国
民年金課（　059-228-9188
（IP電話・PHSからは　03-6700
　-1165））

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)は、毎月納付（翌月
末振替）・現金納付の保険料よ
り50円割安になります。1年・6カ月
（上半期4月～9月・下半期10月
～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（基礎年金番号がわかるも
の）・預金通帳・通帳登録印を持
参の上、直接希望する金融機
関の窓口でお願いします。1年
前納・上半期6カ月前納の手続
きは、平成25年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
（IP電話・PHSからは　03-6700
    -1165））

自衛官を募集します

市民課   382-9013    382-7608

    shimin@city.suzuka.lg.jp

問合せ　自衛隊三重地方協力
本部四日市地域事務所（　
351-1723）、自衛官募集コール
センター（  0120-063-792、
   12時～20時（年中無休））
◆予備自衛官補(一般・技能)

対　象　一般：18歳以上34歳
未満（平成25年7月1日現
在）、技能：国家免許資格等
を有する18歳以上（資格によ

り53歳未満から54歳未満の
方）（平成25年7月1日現在）

受付期間　4月3日㈬まで
試験日　4月12日㈮から15日㈪
の間の指定する1日

◆一般・技術幹部候補生

対　象　大卒（見込含む）26
歳未満（大学院修士課程修
了者は28歳未満）（平成26年
4月1日現在）

受付期間　4月26日㈮まで
試験日　1次：5月11日㈯・12日
㈰（12日は飛行要員希望者
のみ）

◆歯科・薬剤科幹部候補生

対　象　歯科：20歳以上30歳
未満で専門大卒（見込含む）
（平成26年4月1日現在）、薬
剤科：20歳以上26歳未満で
専門大卒（見込含む）（薬学
修士取得者は28歳未満（平
成26年4月1日現在）

受付期間　4月26日㈮まで
試験日　1次：5月11日㈯

平成22～25年度
鈴鹿市小規模修繕工事等

希望者名簿の
随時受付をします

契約調達課   382-9039    382-9050

   keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　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。鈴鹿市入
札参加資格者名簿に現在
登録がないこと。

と　き　2月12日㈫～22日㈮ 
（水・土・日曜日は除く）　9
時～11時　13時～16時

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

電　話 電子メール ホームページファクス
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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

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドクタ
ーがお応えします。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
策課へ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24日㈰　10時～
15時（受付14時まで）

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。

劇団 花さつき
第6回公演｢さだちゃん｣

地域課    382-8695     382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

　市民劇団の「劇団　花さつき」
が、介護の必要な高齢者と暮ら
す家族をテーマにした心温まる
劇を行います。
と　き　2月17日㈰　13時30
分～14時30分、19時～20時
（2回公演、内容は同じ、開場
13時）

※2回公演の間には、石薬師高校

演劇部の客演と鈴鹿市地域包括

支援センター協力の｢認知症サ

ポーター養成講座｣が開催され

ます。

ところ　ふれあいセンターふれ
あいホール（南玉垣町6600）

料　金　無料
申込み　不要
問合せ　劇団花さつき代表 長
谷川（  080-5106-9978）

※当事業は、鈴鹿市市民活動団体

支援事業として実施します。詳し

くは、鈴鹿市民活動情報サイト

　(　http://genki365.net/gnks02/

　pub/index.php)をご覧ください。

第10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

    supotu@city.suzuka.lg.jp

　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。
対　象　三重県下在住・在勤・
在学者と三重県ゴルフ連盟
加盟クラブ会員

と　き　3月29日㈮
ところ　鈴峰ゴルフ倶楽部
定　員　260人(先着順)
参加費　
○一般　セルフ：9,930円、キャ
ディ付：1万3,220円
○ジュニア（高校生以下）　
 セルフ：5,230円、キャディ付                                                    
：9,220円

※昼食代、パーティ代などを含みま

す。

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会、
三重県ゴルフ連盟

申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部
（  371-0711    371-1518）

※できるだけ4人1組でお申し込み

ください。

レディースバレーボール大会

スポーツ課   382-9029    382-9071

   supotu@city.suzuka.lg.jp

　第42回9人制バレーボール大
会、第16回ソフトバレーボール大
会の参加チームを募集します。
対　象　市内在住、在勤、在
学する高校生以上の女性で
編成するチーム

※ソフトバレーは在学は対象外

と　き　9人制：2月24日㈰、ソ
フト：3月3日㈰

ところ　市立体育館など
参加費　無料
申込み　9人制は2月18日㈪ま
で、ソフトは2月22日㈮までに、
所定の申込用紙に必要事項
を記入の上、スポーツ課へ

◆抽選会

と　き　9人制：2月20日㈬19
時から、ソフト：2月26日㈫19
時から

ところ　市立体育館大会議
室

※代表者は必ず出席(2人以内)

スポーツガーデン
第6回フリーマーケット

in体育館

鈴鹿スポーツガーデン

372-8850     372-3722

    http://www.garden.suzuka.mie.jp/

　ご家庭で不要になった衣類
や雑貨、食器など、手作り品もた
くさん安く販売されます。

催 し 物
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　鈴鹿国際大学で学んでいる留学生などが講師となり、入門編として、
日常の会話を中心とした語学講座を開催します。他では触れる機会が
少ない、いろいろな外国語を学べます。

定　員　各15人（先着順）
※6人に満たない場合は、開催しない場合があります。

受講料　1講座（3回）3,000円　※2講座目から2,500円

申込み　鈴鹿国際大学 総務課（  372-2121　　extension
　＠m.suzuka-iu.ac.jp）へ

語学講座｢留学生が先生｣
珍しい外国語講座・入門編

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

                                    

と　き　2月16日㈯　10時～
15時

ところ　鈴鹿スポーツガーデン
　体育館

イベント　
○縄跳び集団　愛知県ダブル
ダッチ協会による｢ダブルダッ
チ｣のパフォーマンスと体験会 
○ニュースポーツ体験　ドレミマ
ット、どこでも輪投げ、バッゴー
○ＳＳＧ教室発表会　新体操、
フラダンス
○新鮮野菜の販売（有料）
○飲食ブース（有料）
※雨天決行、入館料は無料です。

センターフェスタ

鈴鹿青少年センター

378-9811    378-9809

  suzukayc@mecha.ne.jp

　日頃の感謝を込めて、鈴鹿青
少年センターを無料開放します。
お子さんから大人まで、気軽に
参加していただけます。ぜひお
越しください。
と　き　2月16日㈯　9時30分
～15時30分、17日㈰　9時30
～15時

ところ　鈴鹿青少年センター
参加費　無料
※17日のカレーバイキングは有料

内　容　

○16日㈯・17日㈰
・伊勢型紙のしおりづくり
・プラバン

・パン粘土細工（野菜マグネット作り）
・那智黒石の箸置き作り
・バルーンアート
・TRCによる鉄道模型の運転展示
・創作作品展示会
○16日㈯のみ
・レクリエーショナルスポーツ体験
（卓球、ニュースポーツなど）
○17日㈰のみ
・かるがもブラスアンサンブルによ
る合奏

・西部少年少女合唱団による合唱
・よさこいチームによるよさこい披露
・無料炊き出し（数量限定）
・カレーバイキング（有料）
※創作・飲食物は無くなり次第終

了します。

第24回すずか消費生活展

産業政策課    382-8698    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　地域に貢献できる賢い消費者
になるために、「まずは我慢せず
にできる省エネから始めよう」をテ
ーマに、今一度生活を振り返り、
環境問題、食の問題、消費者問
題、子育て支援など、子どもたちと
一緒に考え学習するイベントです。

と　き　2月23日㈯10時30分
～16時30分、24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
ーの試飲、手作りおやつの試食
○住の部（暮らし）　災害時の
必需品の展示、避難の方法な
どを考える、三重県地球温暖
化防止活動推進センターによ
るエコライフチェック、エコ診断
への取り組みについての展
示、鈴鹿亀山消費生活センタ
ーによる消費生活アドバイスと
ＰＲ展示、廃油石鹸づくりとボカ
シ・ＥＭ拡大液の無料配布
○その他　被災地復興支援
『ひまわりアクリルたわし』の販
売、被災地復興支援チャリテ
ィバザー、体験コーナー、血圧
測定、健康相談、体温計・は
かりの無料点検、鈴鹿市生
活学校活動報告写真展示

問合せ　鈴鹿市生活学校　
北川（  383-0135）

言語 と　　　き （10時30分～12時） 申込期日
中国語 2月18日(月)・25日(月)・3月4日(月) 2月14日(木)
韓国語 2月26日(火)・3月5日(火)・12日(火) 2月22日(金)

スペイン語 2月27日(水)・3月6日(水)・13日(水) 2月22日(金)
タイ語 2月28日(木)・3月7日(木)・14日(木) 2月22日(金)

ポルトガル語 3月1日(金)・8日(金)・15日(金) 2月25日(月)

講座・教室

電 　話 電子メール ホームページファクス
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講座・教室

2013・2・5

くくらしの情報くらしの情報
　　

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23日㈯　13時～16
時20分

ところ　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

内　容　
○講演1　｢あなたの骨の健康
を守る基本について｣　加藤
尊さん（鈴鹿医療科学大学）
（13時～14時）
○講演2　｢卵選びと玉子料理｣
米川泰正さん（食理学者）（14
時5分～14時35分）
○講演3　｢食の安全に関する
知識力を伸ばそう｣　長村洋
一さん（鈴鹿医療科学大学）
（14時55分～15時25分）
○講演4　健康食品管理士か
らの一言「何が違うの？病院の
おくすりと健康食品｣　北市清
幸さん（岐阜大学医学部附属
病院薬剤部）（15時45分～16
時20分）

定　員　200人（先着順）
参加費　無料
問合せ　鈴鹿医療科学大学
　（  383-8991    383-9666）

市民公開講座
｢東洋医学で

アンチエイジング｣

健康づくり課   382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　3月9日㈯　10時～12時
ところ　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

い気持ちに寄り添い生きる支
援へ｣

定　員　300人（先着順）
申込み　2月28日㈭までに、電話
かファクスで、三重県こころの
健康センター（  059-223-5243
　   059-223-5242）へ

第3回地域いきいき交流会

健康づくり課   382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　地域で介護予防を目的とした
高齢者の集い（サロンなど）を運営
されている方を対象に、交流会を
開催します。皆さんの日々 の楽しい
活動を応援します。
と　き　3月4日㈪　13時30分
～15時30分

ところ　保健センター
内　容　介護予防に役立つレク
リエーションの紹介・体験、交流

定　員　30人
参加費　無料
申込み　電話で、健康づくり課へ

講演会
身体機能支援福祉用具

｢ロボットスーツHAL｣で、
日常生活を変える!

障害福祉課   382-7626    382-7607

   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　ロボットスーツＨＡＬの開発の
経緯、リハビリなど訓練の状況、
利用者の声などを、映像を交え、
ソフトな語り口で、市内での今後
の取り組みや｢自立に向けた可
能性｣を皆さんにお届けします。
対　象　身体障がい者、高齢
者、福祉施設事業所や製造
業の方、市民の方

と　き　2月22日㈮　16時から
（受付15時30分から）
ところ　社会福祉センター　
2階大広間（神戸地子町383-1）

内　容　
○講演1　｢アンチエイジングと
養生｣　佐々木和郎さん（鈴
鹿医療科学大学）（10時～10
時40分）
○講演2　｢生活の中の東洋医
学｣　水野海騰さん（鈴鹿医
療科学大学）（10時40分～11
時15分）
○講演3　｢東洋医学で素肌美
人｣　張文平さん（鈴鹿医療
科学大学）（11時15分～11時
50分）

定　員　200人（先着順）
参加費　無料
※希望者には、薬膳弁当＆薬膳茶

(800円)を100人分用意します(四日

市都ホテル提供)。希望の方は事前

にお申し込みください(先着順)。

問合せ　鈴鹿医療科学大学
　（  383-8991    383-9666）

三重県自殺対策
シンポジウム

健康づくり課   382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　｢尊い命が自殺で失われない
社会の実現をめざして～ひとりひ
とりができること～｣をテーマに、う
つ病などの理解を深め、正しい
対応を身につけましょう。
と　き　3月10日㈰　13時～16
時30分

ところ　県人権センター　多目
的ホール（津市一身田大古曽
693番地1）

内　容　
○第1部　講演｢うつ病が教え
てくれたもの｣　音無美紀子さ
ん（女優）
○第2部　ミニ講座｢メンタルパ
ートナー養成研修～自殺の現
状と課題～｣
○第3部　シンポジウム｢死にた

ハ　ル
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テーマ　いつ起きるかもしれない
南海トラフ巨大地震に備えて

講　師　川崎浩司さん（名古屋大
学大学院工学研究科准教授）

定　員　150人（手話通訳あり）
参加費　無料
主　催　鈴鹿市・鈴鹿市社会
福祉協議会

講演会
これだけはやっておきたい！

命を守る地震対策

商業観光課   382-9016    382-0304

   shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　商工会議所会員、市
内建設関連事業所

と　き　2月26日㈫　16時～
（開場15時30分）
ところ　鈴鹿サーキットホテル

　鈴鹿市では毎年、11月から翌年の1月の
期間に、子どもが主体的に自らの体験や考
えを発表する｢出会い・発見｣の場として、
子ども人権フォーラムすずかを開催していま
す。今年も市内全10中学校区で小学6年
生と中学生の代表者が集い、｢いじめ・差別
をなくすために今自分ができること｣｢友だち
とつながり合うとはどういうことか｣など、人
権に関するテーマをもとに話し合いました。
　子どもたちがフォーラムに参加しようと思
った理由には、｢5年生の時のいじめられた
経験をみんなに伝えて、いじめや差別をなく
していきたい。(小学生)｣や、｢小学生のとき
にフォーラムに参加して、中学生の人からい
ろんな話をしてもらって、安心して中学校に
入学することができたから、今度は自分の
番だと思った。(中学生)｣という声がありまし

た。「同じ中学校に通うことになる子との出
会いの場」「人権について考える場」として、
子どもたちが人権フォーラムを前向きに捉え
ていることが伝わってきました。
　またフォーラムを終えて、｢他の学校の子
たちの意見を聞いて、同じことを思っている
んだなと安心した。｣｢フォーラムに参加する
前は、いじめはなくならないと思っていたけ
ど、みんなの考えを聞いて、いじめをなくす
ために自分にもできることがあるかもしれな
いと思った。｣という感想が出されました。
　このような子どもたちの姿に、人権につい
ての思いを語り合うことの大切さを感じます。
大人も子どもも、一人一人が自分の思いを
伝え合うことにより、人権を大切にする社会
がつくられていくのではないでしょうか。

「子ども人権フォーラムすずか｣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2 月 納税

○国民健康保険税…８期

○固定資産税・都市計画税…４期

【納期限は2月28日(木)です】

講　師　山海嘉之さん（筑波大
学大学院教授、サイバーダイン
㈱代表取締役CEO）

定　員　約100人
参加費　無料
※申込み・詳細は、市ホームページト

ピックスをご覧ください。

地域福祉講演会(防災)

生活支援課   382-9012    382-7607

   seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　地域住民同士のふれあい・助
け合い・支え合いによって成り立
つ地域福祉について、みんなで
考えてみませんか？ご近所お誘い
あわせの上、ご参加ください。
と　き　2月23日㈯　13時30分
～15時30分

ところ　労働福祉会館

S-PLAZAサクラホール
内　容　
○第1部（16時から）　
・｢防災講演会｣　大木聖子さん
（東京大学地震研究所助教）
・｢パネルディスカッション｣　大木
聖子さん、末松市長、岡田鈴鹿
商工会議所女性部会長
○第2部（17時30分から）
・交流会（有料）
申込み　ファクスで、鈴鹿商工会
議所（   383-7667）へ

問合せ　鈴鹿商工会議所
　（  382-3222）
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

　歌で幸せの種をまきたい

　私たちは、鈴鹿からクワイア（聖

歌隊）を立ち上げたいという志の

もとに、集まった仲間です。平成23

年11月に結成し、現在約40人で活

動しています。高校生から60歳代

まで年齢層は幅広く、親子で参加

しているメンバーもいます。

　Maia は、ローマ神話に登場する

豊穣の女神です。皆さんに幸せの

種をまきたいという思いで名付け

ました。また、5 月 M ay の語源と

も言われていて、市の花「さつき

（五月）」にも縁を持たせています。

　ゴスペルの魅力

　ゴスペルは、皆の気持ちを重ね

て歌を創り上げていくところが魅

力です。音楽の持つパワーによっ

て、歌う自分も聴いてくれる人も

両方が元気になれます。

　歌詞の内容は神様のことを歌

っていますが、生きていることや

大切な人に対してありがとうの気

持ちを込めて歌おうというのが

私たちの姿勢です。

　昨年はすずか元気まつりやバイ

クであいたいパレード、すずフェ

スなどに出演させていただきまし

た。今年もなるべく多くのイベン

トに参加して、幸せの歌を皆さん

に届けたいと思っています。

M a i a  G o s p e l  C h o i r
（代表 くりま ともみさん）

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！
樋口義浩選手は福岡県出身の26歳。市内のレースマシ

ン整備会社イーグルスポーツでメカニックとして働く傍ら、

自らも鈴鹿サーキットで開催されるレースに参戦しています。

そんな樋口選手と鈴鹿市の出会いは2004年。F1日本グ

ランプリを鈴鹿サーキットで観戦した樋口選手はその音の

迫力に感動。大学進学後もレーサーになるための道を模索

しつづけ、現在の会社と出会います。会社でお客さんのマ

シンを業務として整備した後、居残りで自分のマシンを整

備し、自らもレース出場。両立はとても大変なことですが、

努力家の樋口選手は昨年、入門フォーミュラカーレースの

フォーミュラエンジョイで見事に鈴鹿選手権の年間チャ

ンピオンを獲得（優勝4回）。

レーサーとしての勲章を手に

し、「モータースポーツ鈴鹿市

長賞」も獲得しました。

樋口選手のように鈴鹿に

は市外から吸い寄せられるよ

うに若者がやってきます。ま

たこの街はそういうやる気

のある人を受け入れる体制も

できています。

■ 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）

（ （
樋口義浩選手

レーシングドライバー／
鈴鹿フォーミュラエンジョイ王者

見事 鈴鹿選手 の年間 ャ事に 手権のに鈴 間チチャ

）。）回）

手にに手に

鹿市市市

鹿にに鹿に

るよよるよ

ままま

ひ ぐ ち よし ひ ろ

マ イ ア  ゴ ス ペ ル  ク ワ イ ア

マ イ ア

maiagospelchoir＠gmail.com問合せ

　鈴鹿シティマラソン（6ページ「レンズ」）の取材を担
当しました。15回目になるにも関わらず、シティマラソ
ンの会場を訪れたのは初めてで、活気あふれる会場に
私も元気をいただきました。
　親子や友人同士でレジャーとして楽しむ方もいれ
ば、自己タイム更新に挑む方もいて、参加のスタイルは
それぞれです。特にハーフマラソンのトップ集団の気
迫は、圧倒されるものがありました。

　また、書道パフォーマンスや鈴鹿太鼓の演奏、地
産地消のブースなどが設けられ、いっそう会場を盛
り上げていました。
　そして、シティマラソンが多くの人に支えられ、運
営されているかも分かりました。実行委員の方々は、
それぞれ仕事を持ちながら、春から何回か会議を開
き、準備してこられました。本当にお疲れさまでした。
（依）
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