
　10月12日㈯から14日(月･祝)
まで工事のため、立体駐車場
は使用できません。
　なお、市役所本館東側・市
民会館西側の来客用駐車場は
使用できます。また、工事に伴
い、本館15階展望ロビーの一
般開放も休止しますのでご注
意ください。

　6月中旬に下記の対象者へ、
子宮頸がん・乳がん・大腸がん
検診の無料クーポン券を送付
しました。ご利用がまだの方は
この機会に、ぜひ検診を受け
ましょう。

がん検診無料クー
ポン券の対象者の年齢

　平成25
年4月1日現在で20歳・25
歳の女性

　平成25年4月1日現在
で30歳・35歳・4 0歳の女
性

　平成25年4月1日現在で
40歳・45歳・50歳・55歳・
60歳の女性

　平成25年
4月1日現在で40歳・45歳・
50歳・55歳・60歳の男女

平成26年
1月31日㈮まで

　平成26年2月28日㈮まで

　国民健康保険税は、国保に
加入している全ての方の医療
費のための大事な財源です。
納期限内に納め忘れのないよ
うお願いします。
　10月に国民健康保険税の納
め忘れについて、電話でお知
らせする事業を行います。
　なお、この電話でATMなど
に振り込みをお願いすることは
一切ありません。電話は、次の
業務委託先の事業者が掛け
ます。

　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
(NTTマーケティングアクト
　　0120 -968 -703)

　この手続きを行わないと作
品を出品できませんのでご注
意ください。

　10月8日㈫から18
日㈮(土・日曜日を除く9時か
ら17時)に、出品申込み書を
〒513-0802 飯野寺家町810 
(公財)鈴鹿市文化振興事業
団(文化会館内)へ(郵送可)
㈫

　10月19日㈯、20日㈰
9時～16時
　文化会館

　10月2 2日㈫10時
から
　文化会館各会場

　10月30日㈬～11月
3日㈰9時～17時 (最終日
は16時まで)
　文化会館

　平成25年10月分から以下の
とおり改定されます。
○1級　50,050円(9月までは
50,400円)
○2級　33,330円(9月までは
33,570円)



　鈴鹿市行財政改革アクシ
ョンプランの平成25年度の
進捗などについて、有識者
などで構成する鈴鹿市行財
政改革推進委員会から意見
をいただきますので、傍聴
を希望する方はご出席くだ
さい。

　10月18日㈮　14時
30分から

　市役所本館　6階庁
議室

　10人（応募多数の
場合は抽選）

　14時から14時15分
まで、会場で受け付け

　平成2 7年 4月から子ど
も・子育て支援新制度が本
格施行されます。これに向
けて、鈴鹿市子ども・子育
て支援事業計画を策定する
にあたり、関係事務事業の
調査審議などを行う委員の
公募を行います。
　本市の子育て支援につい

て、一緒に考えていただけ
る方の応募をお待ちしてい
ます。

○市内在住で、小学4年生以
下の子どもを持つ、子育
て支援に関心のある保護
者

○年数回程度、平日昼間に
開催の会議(1回あたり2時
間程度)に出席できる方

　平成25年11月から3
年間

　1人(資格審査の上、
応募多数の場合は公開抽
選)
　本市規定による
　10月18日㈮17時（必

着）までに、子育て支援課
窓口で配付する申込書に必
要事項を記入の上、子育て
支援課へ

　平成24年10月1日に障害
者虐待防止法が施行され、1
年が経過しました。虐待は
障がい者の尊厳をおびやか
し、自立や社会参加を妨げ

ます。虐待であると気付か
ないまま起きているおそれ
もあります。

○身体的虐待　障がい者の
体に傷や痛みを負わせる
暴行を加えること
○性的虐待　　障がい者に
わいせつな行為をしたり、
させたりすること
○心理的虐待　障がい者に
対する暴言や拒絶的な態
度で精神的な苦痛を与え
ること
○放棄・放任　著しい減食
や長時間の放置等、必要
な養護を怠ること
○経済的虐待　障がい者の
財産を不当に処分するこ
と、障がい者から不当に
財産上の利益を得ること

　障がい者虐待を発見した
場合は、次のところに連絡を
してください。また、虐待を
受けた障がい者の方は届出
をすることができます。
○平日(8時30分～17時15分)
　障害者総合相談支援センターあい
　(　381-1035　 381-1036)
　障害福祉課(　382-7626
　　382-7607)
○休日(土・日・祝日)・夜間
　障害者総合相談支援センターあい
　(　080-6922-9762)



　市の西部地域(特に庄内・鈴
峰)では、ニホンザルが地域の
農作物に被害をもたらして
います。そんなサル対策の一
つとして、エサになっている
誰も採らなくなったカキや
クリの実を採ったり、不要な
枝を切り払うお手伝いをし
ていただく親子ボランティ
アを募集します。

　10月19日㈯　10時
～11時30分　
　庄内地区
　30人(先着順)
　10月15日㈫までに、

農林水産課へ　

　三重県市町総合事務組合が
共同受付を行う県内24市町と
四日市港管理組合の｢物件関
係(物品および工事関連以外の
業務委託)入札参加資格者名
簿｣の有効期限が、今年度(平
成26年3月31日)で終了します。

　今年11月から更新手続き
ができますので、平成26年度
から29年度までの登載を希
望される方は、更新申請手続
きを行ってください。

　11月1日㈮～29日
㈮

　三重県市町総合
事務組合(〒514 - 0 0 03　
津市桜橋2-96　059-221-
3701　http://shichosogo-
mie.jp/buppin.html)

　国土交通省による鈴鹿川
河川敷の護岸工事に伴い、鈴
鹿川サイクリングロードの
一部区間が通行できません。
工事期間中はご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願い
します。

　平成26年3月31日
まで

　鈴鹿川サイクリン
グロード(木田橋から定五
郎橋までの区間)

国土交通省中部地
方整備局　三重河川国道
事務所鈴鹿出張所(　345-
　5593)

　10月30日㈬、31日
㈭
　納税課
　市税の納付、納税

相談、口座振替の手続き
など



　三重県防災航空隊が航空
支援制度研修を行います。当
日は三重県・静岡県・滋賀県
のヘリコプター3機が上空を
飛行し、騒音などが生じます
が、ご理解・ご協力をお願い
します。

　10月7日㈪　13時～
16時30分(予備日11月11日㈪)

　県営鈴鹿スポーツ
ガーデン

　大規模災害等
発生時における、応援部
隊の受入れ体制の確保

　11月7日㈭　13時～
15時

○行政相談委員　国の機関
に対する要望について
○公証人　公正証書の作成
について

　裁判所の調停委員による無
料調停相談会が開催されます。

　11月6日㈬　10時30
分～15時30分

　津センターパレス
地下1階(津市大門7-15)

　金銭、土地・建物
の紛争、交通事故による損害
賠償などの民事上のもめごと、
離婚、扶養、相続などの家庭
内、親族間のもめごとなど

　津調停協会(津地方・
家庭裁判所 気付  　059-
　226-4171)

　本市では、再生可能エネル
ギーの導入拡大と地球温暖
化対策の推進を図るととも
に、公共用地の有効活用を図
るため、新エネルギー設備の
導入に取り組んでいます。
　今回、不燃物リサイクルセ
ンター敷地の一部において、
メガソーラー設備(第2期)の
設置および運営などに関す
る企画提案の募集を行いま
す。
　企画提案の応募を希望され
る事業者を対象に、現地説明
会を実施します。

　10月18日㈮　14時か
ら(13時30分から受付け）

　不燃物リサイクル
センター　管理棟2階（国
分町1700）

　市ホームページトピッ
クスから申請用紙をダウンロ
ードして、10月16日㈬17時ま
でに、ファクス、電子メール、
または直接、環境政策課へ

㈬

　本市周辺で民間賃
貸住宅をお探しの方(主に
三重県あんしん賃貸支援
事業の対象である高齢者、
外国人、障がい者、子育
て、低所得者世帯の方)

　10月12日㈯　10時
～15時 

　鈴鹿ハンター　1階
インフォメーション前催事場

　三重県居住支援連
絡会
　住宅課へ

　特許、実用新案、商標、意匠
などに関して、素朴な疑問か
ら具体的な相談までアドバ
イザーが相談に応じます。

　10月22日㈫　13時
30分～16時30分

　鈴鹿商工会議所　2
階第一応接室

・手続き書類の書き方
・権利取得までの流れ
・事前調査の方法など

　無料
　鈴鹿商工会議所　

中小企業相談所(　382-3222）



　F1日本グランプリ決勝日
の翌日に鈴鹿サーキット周
辺を清掃します。参加者特典
も盛りだくさん、事前申し込
みの必要はありません。

10月14日(月･祝)　8時
～9時30分(7時30分受付開始)

　9番駐車場(9Ｐ)(パ
ーキングゲート左折)

　当日の『鈴鹿サーキッ
トF1イベント』への招待入場、
鈴鹿F1協議会オリジナルポス
トカードと鈴鹿のお茶ペットボト
ルをプレゼント(先着200人)

　乳がんの発症リスクが高
くなる40歳以上の女性を対
象に、日本対がん協会による
無料検診を実施します。

　40歳以上の女性で、
最近3年間以上マンモグラ
フィ検診を受診したこと
がない方

　11月16日㈯　9時30
分～11時30分、13時～15時
　保健センター
　80人(先着順)
　10月16日㈬から電

話で、日本対がん協会三
重県支部(公財)三重県健康
管理事業センター(　 059-
228-4502(月～金曜日9時～
17時))へ

　郷土愛に燃える市内23地
区の消防分団が、栄誉と誇り
を懸け、放水技術の向上と士
気の高揚を目的とした、消防
操法大会を行います。
　地域防災のリーダーであ
る消防団の勇姿に、熱きご声
援をお願いします。

　10月20日㈰　8時～
11時30分

　三重県消防学校(石
薬師町452)

　9月10日から15日まで4泊6
日の日程で、末松市長を団長
とする本市公式代表団が、友
好都市であるフランス共和
国ル・マン市からの招待を受
け訪問しました。写真などに
よる報告パネル展を開催し

ます。
　10月24日㈭～11月

3日㈰の開庁時間内(最終
日は12時まで)

　市役所本館　1階市
民ロビー東側

　障がいのある方が、スポー
ツの楽しさを体験し、親睦や
交流を深められるイベント
です。
　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。

　10月27日㈰　10時
～15時
　市立体育館
　10種目程度
　鈴鹿市障害者団体

連合会事務局　坂(　382-
　3441)

　11月1日㈮　10時
30分～14時30分 
　市民会館
　市内中学校による

合唱発表

○11月14日㈭ 9時30分～11
時40分(第1部)、13時30分
～15時40分(第2部)
○11月15日㈮　9時30分～11
時40分(第3部)、13時30分
～15時40分(第4部)
　市民会館
　市内小学校による合

唱、合奏などの音楽発表

さか



　小学生以上(中学生
以下は保護者同伴)

　10月12日㈯　18時
30分～20時30分(18時から
受け付け)

　文化会館　屋上天体
観測場、プラネタリウム 

　秋の星座と金星の
解説

　150人(先着順)　
　無料

　10月19日㈯(雨天決
行)8時30分(第1班)、10時
30分(第2班)

　金生水沼沢植物群落
(地子町字金生水563番地・
西條町字猿楽田675番地)

　自家用車の方は飯
野地区市民センター(西條
町463番地)へ。第1班は8時、
第2班は10時までに。

　40人(受付順に、第1
班20人、第2班20人)(先着順)

　水筒、タオル、帽
子、虫よけスプレーなど

　10月7日㈪8時30分
から、電話で文化課へ

　11月3日㈰　8時30
分から(雨天時は10日㈰)
　鈴鹿ハンター　弁天広場

○健脚コース(50㎞)(ロードレ
ース用自転車に限る)
○チャレンジコース(38㎞)
○ファミリーコース(18㎞)

　いずれのコースも
2,000円(小学生以下1,200円)

　10月29日㈫までに、
申込書に必要事項を記入の
上、参加料を添えて、鈴鹿ハ
ンター1階総合インフォメー
ション、辻岡サイクル(中旭が
丘2-7-40)、モリサイクル(国
府町2271-1)、ベルハンター
白子店(南江島町10-3)へ　

　鈴鹿サイクリング協会
北野(　090-3458-8327)

　「今の自分を楽しむ」をテー

マに、学びや遊びを通じて男
女共同参画への関心や理解を
深めていただくために開催しま
す。入場無料です。

　11月16日㈯　10時
～15時30分

　男女共同参画センター
　◎印は予約優先　

○オープニング　
◎講演｢パパが変われば社会が
変わる～いつ変わるの！？
今でしょ！！～｣ 横井寿史さん
(ファザーリング・ジャパン理事)
○｢高専★祭がやってくる!!｣
鈴鹿工業高等専門学校
◎｢健康のツボケア｣田野かお
りさん(鈴鹿医療科学大学)
◎｢こんにちは！復興庁男女
共同参画班です！！｣薄井
篤子さん（復興庁）
◎｢ハンドメイドスキル活用術｣
旅する雑花屋Ｃｏｒ
◎｢パパが作るおうちごはん｣
岡本靖史さん
○｢名物『男女共同参画おや
き』を作ろう｣Agriロマン
鈴鹿
○バルタンと遊ぼう・読み
聞かせ(お子さんだけでも
楽しめます)
○小中学生の夏休みポスタ
ー・書道作品展示　
○ふぇすた限定らんちBOX
の販売　など

㈭ ㈮



　家族で参加でき、楽しくも
のづくりが体験できます。

　小さなお子さんか
ら大人まで

　10月26日㈯、27日㈰
10時～17時 ( 2 7日は16時
終了)

　イオンモール鈴鹿
　技能士の指導のもと

で各種ものづくりの体験　
アレンジメント教室･光る泥
団子･オリジナルプレート･
恐竜鬼瓦･木工教室･ステン
ドグラスづくりなど

　希望者全員(定員を
設ける体験があります)

　無料(材料費の必要
な場合があります)
　不要
　三重県技能士会

事務局(　059-222-3145)

　ミャンマーは軍事政権が
終わり、急速に民主化が進ん
でいます。今話題のミャンマ
ーについて理解を深めませ
んか。

　11月9日㈯　10時～
11時30分(9時30分から受
付)

　牧田コミュニティ
センター　2階ホール

　ススさん(マンダレ
ー市出身、鈴鹿国際大学4
年生)
　30人程度(先着順)
　無料
　10月31日㈭までに、

ファクス、電子メール(氏
名、電話番号を記入)、ま
たは電話で、鈴鹿国際交
流協会へ

　入道ケ岳の紅葉と鈴鹿の
山々の大自然を満喫してみ
ませんか。

　11月9日㈯　8時30
分受付開始、15時ごろ終了

　椿会館集合　入道
ケ岳(登り：井戸谷コース　
下山：二本松尾根コース)
　30人(先着順)
　300円
　昼食、飲み物、雨

具、防寒具、タオル、軍
手等、登山のできる服装
(なるべく目立つ色)と靴

　10月9日㈬から、
電話で鈴鹿山渓観光協会
事務局(　 371-0029)へ

　

　健康な方　
　平成26年3月8日㈯･9日㈰（雨天決行）　 　弁天山公園

　一般(高校生以上)1,000円、中学生以下無料
　10月15日㈫から平成26年1月25日㈯までに、公民館、地区市民センターなどに備え付

けの参加申込書に必要事項を記入の上、郵便振替、または下記問合せ先へ

　いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会事務局(鈴鹿市民歩こう会)
　　　　事務担当　日比(〒510-0219　野町南1-13-18　387-1489　080-6918-9373)



　障がいのあるなしにかか
わらず、全ての人がともに生
活し暮らしやすいまちこそ、
ぬくたい(温かい)まちです。
障がい者差別をなくし、障が
い者の自立と社会参加を実
現し、｢ともに生きる社会｣を
目指して開催します。今年は
10周年です。

　11月16日㈯　10時
～15時30分

　人権教育センター、
一ノ宮団地解放センター

　活動の紹介、作品
の展示、楽しいイベント、
コンサート、飲食や子ど
もの遊びコーナーなど

　障がい者差別をな
くす強調週間実行委員会

　郷土の偉人賢人である大
黒屋光太夫、前川定五郎、佐
佐木信綱を思い、ごみひろい
を行います。郷土の誇りを確
かめ、きれいなまちを目指し
ます。

　鈴鹿をよくする会 中田
　(　382-5671　384-8802)

　10月20日㈰　9時から
　千代崎海水浴場

　(駐車場：市営駐車場)

　11月10日㈰　9時から
　定五郎橋東JA鈴鹿

野菜集荷場(駐車場：集合場所)

　11月24日㈰　9時から
　佐佐木信綱記念館

駐車場(駐車場：集合場所
他)

　福祉・介護の職場
に就職希望、または関心
のある一般・学生(高校生
以上)
　11月9日㈯　
　松阪商工会議所　

大ホール(松阪市若葉町
161-2)

○「三重県福祉人材センター
総合相談会」　10時30分～
12時30分

○「福祉・介護の就職フェア」
　13時～16時

　三重県社会福祉協
議会　三重県福祉人材セン
ター（　059-227-5160）

　スポーツを通して、コミュ
ニケーションや体の使い方
を楽しく学びます。親子での
参加もできます。

　小学1～3年生(保護
者の参加も可能です)

　11月3日から12月8日
までの毎週日曜日、全6回　
9時30分～11時30分

　鈴鹿青少年センタ
ーとその周辺
　3,000円(全6回分)

　子ども30人程
度(応募者多数の場合は
抽選)

　10月4日㈮から18
日㈮ (消印有効 )までに、
氏名、性別、学年、保護
者名、保護者参加の有無
(参加の場合は年齢も)、
住所、郵便番号、電話番
号、11月3日の昼食注文
数を記入の上、はがき、
ファクスで、鈴鹿青少年
センター(〒513-0825　住
吉町南谷口)へ送付また
は直接持参



　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。

　11月9日㈯･10日㈰
　伝統産業会館、伊

勢型紙資料館、白子・寺
家・江島地内

　伊勢街道に息づく｢
匠の里｣～くらし、まちな
み、ひと、わざ～

　四つ切・A4
サイズ・ワイド四つ切(カラー、
モノクロ)・１人３点まで

　11月30日㈯(消印
有効)

　伝統産業会館内｢匠
の里｣フォトコンテスト係

　グランプリ(1点3万円)ほか

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

　離職者の就労支援と福祉
人材の確保のため実施しま
す。

　三重県内に住民登録
している満65歳未満の方

　11月13日㈬～平成
26年1月24日㈮

　三重県社会福祉会
館(津市桜橋)ほか

　40人(応募者多数の
場合は抽選)

　10月29日㈫（必着）
まで

　無料(テキスト代な
ど一部自己負担あり)

　三重県社会福祉協
議会(　059-227-5160)

　10月19日㈯　13時
～16時

　ふれあいセンター　
ふれあいホール

テーマ｢ロコモティブシンド
ロームと関節の変形｣

(13時～14時)　
　無料　先着100人

(14時～15時10分)
・開会あいさつ　稲田均さ
ん(鈴鹿中央総合病院)
・演題1｢上肢の関節の変形｣
村嶋洋司さん(むらしま整
形外科)、伊東直也さん(鈴
鹿回生病院)
・演題2｢下肢の関節の変形｣

國分直樹さん(三重大学医
学部附属病院)、濱口貴彦
さん(鈴鹿中央総合病院)
・演題3｢脊椎の変形｣瀬戸正
史さん(せと整形外科)、倉
田竜也さん(村瀬病院)　

　(15時10分～15時30分)
(15時40分から)

　当日受付でお申し込みく
ださい。
　無料
　むらしま整形外科

　(　381-1199)

　健康で明るく生活できる
よう“歩く生活習慣づくり”
を支援します。

　ウオーキングの実
践者、行事スタッフ・役
員、教えたい人

　11月16日㈯　9時～
15時(集合8時50分)

　県立鈴鹿青少年セン
ター研修室(住吉町南谷口)

○講義　地図の見方、靴の
選び方・履き方ほか
○実技　市内ウオーキング
実践
○ウオーキング何でも相談

　35人(先着順)
　1,200円(昼食代含む)
　11月6日㈬(必着)ま

でに、氏名・性別・年齢・
住所・電話番号を記入の上、
往復はがきで、〒5 1 0 -
0 219　野町南1-13 -18　
鈴鹿市民歩こう会事務局長
日比正徳 (　・　3 8 7 -
1489)へ
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　ファミリー・サポート・セ
ンターは、子育てを助けてほ
しい人(依頼会員)の要望に応
じて、子育てのお手伝いがで
きる人(提供会員)を紹介し、
相互の信頼と了解の上、一時
的にお子さんを預かる会員
組織(有償ボランティア)です。
　今回、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・幼
稚園などの送り迎えをする
提供会員になっていただく
ための養成講座を行います。

　市内在住の方(資格･
年齢は問いません)

○11月6日㈬10時～12時　
提供会員の役割と心得、
13時～14時　子育て支援事
業の必要性、14時～15時　
登録について　　
○11月7日㈭9時45分～12時
15分　小児看護、13時～
15時30分　子どものここ
ろに寄り添う　
○11月12日㈫9時30分～12時
30分　幼児の安全と対応、
13時～15時30分　気にな
る子どもの支援　
○11月13日㈬9時30分～12時
　子どもの栄養、13時～
16時　子どもの発達とこ
ころ
○11月14日㈭9時30分～12時
30分　子どもの病気、13時

15分～15時15分　事業を
円滑に進めるために

　男女共同参画セン
ター　研修室、ホール
　30人(託児なし)
　医師、臨床心理士

ほか
　無料 (但し、テキス

ト代2,000円必要)
　鈴鹿市ファミリー・

サポート・センター(　・　
381-1171)へ

　10月9日㈬　13時30
分～15時30分

　文化会館　さつき
プラザ

　｢河野裕子と相聞～
40年の記録｣｢丸山真男の
日本の思想～日本人の見
方考え方｣

　山中悦子さん、奥
貞二さん
　100人(先着順)
　1,000円(当日支払)
　受講希望日・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
市文化振興事業団 ( 〒
513-0802　飯野寺家町810)
へ

　10月23日㈬　16時
15分～18時
　鈴鹿国際大学 第二

会議室(A棟2階)
　『今日的な価格戦略

低価格に注目して 』
　今光俊介さん(鈴鹿

国際大学国際人間科学部
国際学科准教授)
　無料
　不要
　鈴鹿国際大学・開

発と文化研究センター(シ
ウダック)(〒510-0298　郡
山町663-222　　372-2121
　　372-2827　　 siudac@
　m.suzuka-iu.ac.jp)

　｢学習者のニーズ｣をテー
マにした基調講演を軸に、
日本語学習支援に携わって
いる方の体験談を聞いて、
参加者同士で意見交換を行
います。

　10月19日㈯　10時
～12時

　鈴鹿国際大学　第
一会議室 

　舟橋宏代さん(鈴
鹿国際大学教授)
　1,000円　
　10月16日㈬までに



　鈴鹿短期大学(　372-3900
　　372-3903　 koukai@
　suzuka- jc .ac . jp)へ

　三重県図書館活性化推進
事業・鈴鹿国際大学図書館企
画｢アイルランドの魂にふれる
－ウィリアム・バトラー・イェイ
ツ紹介を中心に｣パネル展示
(10月15日～27日)の関連行事
として、アイルランド文学研究
者の大野光子さん(愛知淑徳
大学名誉教授)による講演を
行います。

　10月19日㈯　10時
30分～11時30分

　鈴鹿国際大学　附
属図書館

　30人(先着順)
　無料

　10月16日㈬までに、
電話で鈴鹿国際大学附属
図書館(　372-3950)へ

　10月8日㈫から水泳
場窓口かホームページで
（先着順）

　2カ月から歩く前ま
でのお子さんと母親

　10月16日㈬　午前の
部　11時～12時30分、午
後の部　13時30分～15時
　各30組(先着順)
　1,000円

　ハロウィンにぴったりの「お

ばけかぼちゃ」を作ります。
　成人
　10月17日㈭　10時

30分～12時
　16人(先着順)
　2,600円(材料費込)

　9月5日号3ページ『地
域医療』の記事で、「みえ
子ども医療ダイヤル」の
相談時間を「毎日19時～
23時30分」と記載しまし
たが、正しくは「毎日19
時30分～23時30分」です。
訂正しておわびします。

　職場の中で、または買い物に出掛けた先で、
外国人の方に出会ったり、外国語を耳にしたりし
た経験をもつ人がたくさんいるのではないでしょ
うか。
　2013年8月末現在、鈴鹿市に住民登録して
いる外国人住民は7,087人、市民の28人に1人
が外国人住民です。また、市内の公立学校には
660人以上の外国人児童生徒が在籍しており、
ともに学校生活をおくっています。日本生まれの
子どもたちが増えていますが、家庭の中では母
語を話し、多様な生活習慣の中で暮らしている
子どもが多いと思います。そのような中、日本の学
校生活に慣れているように見えても、生活習慣
や言葉の違いから不安を感じたり、日本語で学
ぶことの難しさを感じたりしている子どもも少なく
ありません。

　ある小学校で、5年生の国語の授業中に、
「ミミズ」という言葉がわからず困っていた外国
人児童がいました。それを見ていた日本の児
童が、「私たちが当たり前のように分かると思
っていることでも、外国人の友だちには難しい
ことがあるのだ」と気づき、自分から声をかけて
一緒に勉強していきたいと思ったという出来事
がありました。
　学校でも、社会でも、多様な文化や考え方を
持つ人々がともに暮らすことは、豊かな出会いを
生み出します。言葉で通じあえなくても、相手とわ
かり合いたいと願う気持ちが、人と人のつながり
をつくり出すのではないでしょうか。
　国籍や文化背景の異なる人々が、同じ地域
社会の構成員として、共に協力し合い心豊かに
暮らせる多文化共生社会を実現していきましょう。
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