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行政と市民　市民と市民をつなぐ情報流通紙

　秋番茶の刈り取りが終わりほっとした矢先、台風26号が

接近しました。台風が過ぎ去った日の朝はよく晴れて、美

しい二重虹が家々と茶畑を包んでいました。

美しい二重虹



　全国的に、小中学校における長期欠席児童生徒数は多く、深刻な状況が続いています。
本市も例外ではないことから、「教育委員会」と「子ども家庭支援室」が連携して、さまざまな
取り組みを行っています。

　全国的に、小中学校における長期欠席児童生徒数は多く、深刻な状況が続いています。
本市も例外ではないことから、「教育委員会」と「子ども家庭支援室」が連携して、さまざまな
取り組みを行っています。

不登校児童生徒の現状

不登校児童生徒　　　家族　　 支援とその への

　平成24年度、全国の小中学校において年間
30日以上欠席した長期欠席児童生徒数は、小学
校では53,916人、中学校では121,345人となって
います。一方、本市における長期欠席児童生徒
数は、小学校では149人、中学校では281人で、こ

のうち保護者や学校が、欠席の理由を「不登校」
と判断した児童生徒数は、小学校で66人、中学
校では226人となっています。これは割合にする
と、全国や三重県の水準よりも高くなっています。

※文部科学省は、年間30日以上学校を欠席した児童生徒を長期欠席児童生徒としています。また、長期欠席の理由
は、 A病気、B経済的理由、C不登校（怠学・遊び・非行等）、D不登校（C以外）、Eその他（行方不明等）の5つに分類
し、CとDにあたる児童生徒を不登校児童生徒としています。

12,117人

長期欠席
児童数149人

5,763人

長期欠席
生徒数281人

中学校小学校本市の状況
（平成24年度）

長期欠席
児童生徒の割合

長期欠席
児童生徒の
欠席理由

A 病気
　54人

E その他
（行方不明等）29人

B 経済的
　理由0人

D 不登校
（C以外）38人

C 不登校（怠学・遊び・非行等）28人

E その他
（行方不明等）23人

B 経済的
　理由0人

A 病気
　32人

C 不登校
（怠学・遊び・非
行等）93人D 不登校

（C以外）133人

人権～子どもの学ぶ権利の保障～人権～子どもの学ぶ権利の保障～
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不登校対策の取り組み

教育委員会では、主に次の取り組みをしています

　児童生徒の心の悩みを
聴き、ストレスを和らげるた
め、小中学校に臨床心理士
などの専門家を「スクールカ
ウンセラー」として派遣してい
ます。

　児童生徒の心の悩みを
早期対応

　不登校の起きない学校づ
くりを進めています。すべての
子どもが「わかる授業づくり」
や、すべての子どもに居場所
がある「集団づくり」に取り組
んでいます。

　不登校の起きない学校づ
未然に防止

　適応指導教室を市内2カ所に設
けています。ここでは、学校への復
帰や社会的自立に向けて、学習活
動、カウンセリング、創作活動、スポー
ツ活動、園芸活動、調理活動などを
通して、個別支援を行っています。

　適応指導教室を市内2カ所に設
自立支援

子ども家庭支援室では、主に次の取り組みをしています

　児童生徒や保護者の相談に応じたり、カウ
ンセリングを行うため、相談窓口を開設し、臨床
心理士などが対応しています。
（市役所西館2階　 382-9140　 382-9142）

　児童生徒や保護者の相談に応じたり、カウ
相談窓口

　不登校児童生徒の自宅を訪問し、保護者
の相談に応じています。また、状況に応じて、
「心のサポーター」や学生相談員「ドリームフレ
ンド」も一緒に伺います。
「ドリームフレンド」は、何気
ない会話をしたり、遊んだ
り、ときには一緒に登校す
るなど、児童生徒や保護
者の不安を和らげる取り組
みをしています。

　不登校児童生徒の自宅を訪問し、保護者
出張相談

教育委員会と子ども家庭支援室が連携して支援をしています

　教育委員会と子ども家庭支援室は、毎月2回、不登校対策連絡会議を開いて、
情報の共有を図るとともに、支援のあり方について検討しています。
　子どもは、憲法や子どもの権利条約によって、一人の人間として尊重され、人
格や能力などを高めるために学ぶ権利が保障さ
れています。不登校を解決するにあたっては、こ
の権利を守るとともに、不登校を進路の問題と
してとらえ、児童生徒の将来的な社会的自立
に向けて支援していきます。本人や家庭だけ
で抱え込まず、まずはご相談ください。

広報すずか特集「人権」についてのご意見・ご感想は、教育委員会人権教育課へ
〒513-8701 人権教育課　　382-9030　　383-7878　　jinkenkyoiku@city.suzuka.lg.jp　

教育委員会人権教育課長

篠原　政也
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市内小中学生を対象に募集した「人権に関する作文」からその代表作品を紹介します。市内小中学生を対象に募集した「人権に関する作文」からその代表作品を紹介します。

こだまさんこだまさん

笑われて…笑われて…

深伊沢小学校　４年生

永井　心海さん
深伊沢小学校　４年生

永井　心海さん
こ こ みこ こ み

一ノ宮小学校　５年生
伊藤　あゆりさん
一ノ宮小学校　５年生
伊藤　あゆりさん

　「ありがとう。」
　わたしは、友達に言われてあたたかい気持ちに
なりました。
　お母さんが、
「こだまさんだよ。ありがとうと言うと、いい気持ちに
なってかえってくるよ。だけどバカとか、自分が相手
に言われていやな言葉を言うと、いやな気持ちが
かえってくるんだよ。」
と言っていて、わたしはこれからもいしきしていこう
と思いました。すると、お母さんが、
「ぼう力やそういうのもいっしょなんだよ。山でヤッホ
ーと言うとかえってくるのと同じだよ。」
と言って、わたしはそうなんだと思い、さっそくお母
さんに、

「ありがとう。」
と言ったら、お母さんがうれしそうでした。
　言葉には、目に見えない力があるんだと思います。
「この力のことを、ことだまと言うんだよ。」
とお母さんが教えてくれました。ことだまのこだまさ
んは、きれいな言葉には人をやさしい気持ちにして
くれる力をくれて、きたない言葉には、人をいやな気
持ちにする力をかえすのだとわかりました。
　これによってわたしは、みんなにきたなくないきれ
いな言葉を言うことにしました。これからは、いい言
葉を多くつかって、きたない言葉
を使ってしまったら、いい言葉を
たくさん使って、プラスな一日にい
つもしていきたいと思いました。

　私は運動が得意というわけではなく、休み時間
は教室で過ごすことが多いです。でも、２年生のと
きに、体育でなわとびをがんばって練習していた
ら、できなかった技ができるようになったことがありま
した。そのときはとてもうれしくて、もっとなわとびがし
たいと思うようになりました。
　私の学校には、自分の得意なことを発表する
「名人集会」という集会があります。私はなわとび
の技で出ようと決めました。
　いっぱい練習をして、いよいよ本番の日。練習し
た技をひろうしました。そして、体育のときにがんば
って練習してできるようになった技も見せました。
　すると、みんなが座っている方から、クスクス笑っ
ている声が、たくさん聞こえてきました。そして、
「なにあれ？変なとび方。」
「だっさー。あの技。」
など、とても小さな声ですが、いろいろ言っているの
が聞こえてきました。
　私は、最初は気にしませんでした。しかし、なわ
とびが終わって、もどろうとすると、
「何なん、あの技。私でもできるで！」

という声が聞こえてきました。
　見ると、上級生の子が言っていて、とても悲しく
なりました。だれでもできる技だと知っていたけど、
自分の中ではとてもがんばって、やっとできるように
なった技だったからです。でも、その言葉を聞い
て、初めてできたうれしさが消えてしまいました。
　このできごとを通して、私は、人のがんばりを笑う
なんて、本当にひどいことだと思いました。人はそ
れぞれ、できることや得意なことがちがいます。すぐ
にできるようになることもあれば、がんばっても少し
しかのびないこともあります。でも、たとえ少しでも、
その人なりの成長です。そしてそれは、他の人とく
らべて喜ぶものではないし、ましてや馬鹿にしたり、
はずかしいと思ったりするものでもないと思います。
　私は今５年生になり、小さい子の発表で、私にも
できることを見ることが増えました。でも、その子の
がんばりを見て、はく手を送るようにしています。同
じ学年の友だちに対しても同じです。小さなことで
すが、そうすることで、それぞれのがんばりを認め
合える学校づくりを進めていきたいです。

人権～子どもたちの作文～
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外国人差別外国人差別
神戸中学校　２年生
藤原　ありささん
神戸中学校　２年生
藤原　ありささん

　私は外国人差別はいけないことだと思います。
私が許せないことの一つです。それに、私も経験
したことがあります。
　小学校一年生の時に、みんなと手をつないで
何かをしないといけませんでした。その時に、
「外人と手つなぎたくない。」
と言われてすごく傷つきました。そのあともいろいろ
言われたけど忘れました。でも、この言葉だけは覚
えています。
　中学一年生の時も、友達に国語の点数で勝っ
た時に、
「外人に負けるなんて恥ずかしいわー。」
と言われて、すごく腹が立ちました。外国人でもそ
うじゃなくても同じ人間だからです。
　私のお父さんやお母さん、兄も友達も差別をう
けたことがあるそうです。なんで外国人だからって
差別をするのだろう。ずっと考えたけどわかりませ
ん。ほかのみんなと違うから？でも、違ってなにがい
けないんでしょうか。よくわかりません。
　スーパーマーケットでも、警備員はずっと外国人
に目をつけているのがわかります。私もそうされたこ
とがあります。外国人だけが悪い人とは限りませ
ん。そういうの本当にイヤです。私から逃げていく
人もいれば、すれ違った時にずっとみてくる人もい
ます。こういうことが起きるとすぐイライラします。最
近はなくなってきているけど、前は、たくさんありまし
た。私のまわりにも外国人差別をうけた人はたくさ
んいます。日本人も、ブラジルやアメリカに行けば外
国人になります。だから、みんな同じだと思います。
こんな差別は絶対にいけません。
「うわ、外人や。」
などの言葉も、ジロジロ見てくる目も、されている本
人はけっこう傷つきます。
　でも、どうやってこの差別がうまれるんでしょうか。
　私が小さいころ、病院でお菓子を日本人の女の
子にあげようとしました。でも、その子のお母さんが
「受けとったらダメ。」
と言いました。私はその時小さかったので、あまり

意味が理解できませんでした。でも、お母さんはシ
ョックだったそうです。
　親が外国人嫌いとか、外国人は危ないと思って
いるとします。親が外国人嫌いなら子どもと外国人
を遊ばせないようにしますよね。ということは、外国人
を避けろと言っているのと同じです。子どもは大きく
なっても、外国人を避け続けるだろうと思います。
　このように、差別の始まりは親の教育の問題だ
と思います。親がちゃんと差別をしないように教育
していれば、もしかしたら差別は減っていたのでは
ないでしょうか。
　それとも差別は一人ひとりの心からくるものでし
ょうか。
　じゃあ、私も差別をする人と同じように、日本人を
嫌って差別してやると思いました。でも、やりません
でした。なぜなら、一人が差別をしたからって、日本
人全員が同じとは限らないからです。それを教え
てくれたのは、初めての友達のＭちゃんと、その時
の担任の先生でした。
　すべての国の人には良い人も悪い人もいるの
に、一つの国の人が悪いことをしたからって、その
国の人みんなが悪いわけではありません。この二
人は私を差別しませんでした。
　その時、本当にうれしかったです。今、差別をう
けている外国人の人達にも、この気持ちを味わっ
てほしいです。
　しかし、どのように
して差別はなくなる
でしょうか。そして、
差別には終わりが
あるのでしょうか。

（注：文中で使われている「外人」という言葉は、作者が
周りの人から言われてとても傷ついた言葉ですが、作
者本人の希望もあり、原文のまま掲載しました。）
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11月9日㈯
　鈴鹿ハンターと弁天山公園で「安全・安心
フェスタすずか」を開催しました。見て楽しみ、
体験して楽しめる内容で、エコドライブシュミレ
ータ体験や、地震体験、女性消防団による紙
芝居、交通安全コンサートなど、さまざまなイベ
ントが行われました。

　たくさんの家族連れ
が訪れ、皆さん楽しみな
がら、自分たちの安全・
安心について考えてみ
えました。 

M a c h i k a d o  S h o t

11月9日㈯・10日㈰
　多くの方に伊勢型紙に親しんでいただくため、伊
勢型紙産地協議会により開催されました。参加者
は、白子・寺家地区に点在する職人の仕事場をス
タンプラリー形式で巡り、間近で匠の技を見学した
り、会話を楽しみました。
　その他にも、あかりコン
サートやフォトコンテストなど
さまざまなイベントが行われ、
着物で来場された方には
記念品が贈呈されました。

11月10日㈰
　今年度、第４回目になる「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、日本武尊ゆかりの白鳥塚の
森で、親子イベントを行いながら里山保全活動を行っている
「みささぎの郷里山つくりの会」と、
ＮＰＯ法人こどもサポ―ト鈴鹿の
皆さんにご参加いただいて意
見交換を行いました。里山の保
全活動や、子どもの自然体験学
習などについて話し合われました。
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きつけ
平成25年度鈴鹿スポレク兼

チャリティテニス大会
平成26年度一般入学試験

受験生募集
歌うこと好きな子あつまれ～！！

団員募集中

EM勉強会 ガールスカウト
クリスマス会

ベビーマッサージ教室 花の和リピート団員募集

鈴鹿市民歩こう会
亀山高校

定時制閉課程式
鈴鹿不登校を考える親の会

認知症の人と
家族の会のつどい

お片付けなんでも相談会
第25回飯野高等学校

卒業制作展
クリスマス

ミニバレエコンサート
放送大学4月入学

学生募集中!

キッズ絵画教室で
楽しく描こう!!

親子ふれあい体操
ママといっしょに遊ぶ

えいご
成功する海外留学セミナー

とき／1月14日㈫から毎週火曜日10時～
12時（3カ月12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付、冠婚葬祭
などの着付、常識をマスター　定員／
10人　受講料／12回で8,400円

とき／1月12日㈰ 9時集合(予備日19日
㈰)　ところ／市営テニスコート　内
容／ミックスダブルス・男子ダブルス・
女子ダブルス　参加料／1組2,000円　
申込み／1月7日㈫までにペアで

対象／高校卒業見込者以上　試験日／
1月16日㈭　応募期間／12月10日㈫～1月8
日㈬17時必着　受験料／2万円　願書
取寄せなど／電話・ファクス・電子メール
で申込み。資料請求料金無料

対象／年長から　とき／毎週土曜日
10時～12時　ところ／神戸コミュニテ
ィセンターほか　内容／歌って楽しい、
聴いて楽しい合唱団です。親切・丁寧
に指導します。※見学者大歓迎

とき／12月20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。

対象／年長～小学6年生　とき／12月15日
㈰14時～16時　ところ／庄野公民館　
内容／クリスマス会　ハンドベル演奏
や楽しいゲームやソングで遊びましょう。
※参加無料で当日参加も大丈夫です。

対象／生後2カ月以上の親子　とき／
平日10時30分～12時　ところ／南玉垣
町　内容／ベビマってどんなもの？ス
キンシップで健康に　持ち物／バスタ
オル、飲み物　参加料／2,500円

とき／毎週火曜日10時30分～14時30分　
ところ／ふれあいホールほか　内容／い
ろんなジャンルの歌　※歌ったり踊ったり
することの大好きな方、私達と一緒に施設
の訪問などを楽しみませんか。

(1)とき／12月15日㈰　集合／JR関駅9時
20分　内容／東海道を歩く⑦　参加料
／200円　(2)とき／1月3日㈮　集合／
平田町駅8時　内容／初詣（椿大神社）
参加料／200円　※初参加者大歓迎

対象／定時制卒業生、旧職員　とき
／3月1日㈯17時から　ところ／亀山高
校　内容／卒業式に引き続き、閉課
程式を行います。詳しくはお問い合わ
せください。

とき／12月10日㈫19時～21時　ところ／
白子公民館　参加料／100円　※不登
校のお子さんを持つ親を中心とした集
まりです。気軽な気持ちで一度ご参加く
ださい。詳しくはご連絡ください。

とき／12月11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　参加
料／本人無料、会員家族100円、一般
200円　※お気軽にお越しください。

対象／片付けにお悩みの方　とき／
12月10日㈫・11日㈬13時～15時　ところ／
南旭が丘　内容／整理収納アドバイ
ザーによるお悩み解決のお手伝い　
定員／各5人　参加料／500円

とき／12月11日㈬～15日㈰9時30分～
17時（最終日は15時まで）　ところ／
三重県立美術館県民ギャラリー　
内容／応用デザイン科3年生の美術
作品を展示します。　入場料／無料

とき／12月15日㈰16時開演　ところ／
四日市市文化会館第２ホール　内容
／ダンスとジャズバンドのコラボ、パ・
キータ、ロシア民謡メドレー、サタネラ
よりパドドゥほか　入場料／無料

放送大学はテレビやインターネット
を利用して学べる通信制の大学で
す。心理学・福祉・経済など幅広い
分野を学べます。詳しい資料を無料
進呈します。申込み／2月28日㈮まで

対象／幼児、小中学生　とき／第1・3水曜日
16時～19時（フリータイム）　ところ／市立体
育館小会議室　内容／水彩画・デッサンデ
ザイン画など　参加料／500円(体験)　※世
界児童画展・各絵画展多数受賞しています。

対象／2・3歳児とママ　とき／第1・3水曜
日14時～15時　ところ／市立体育館小会
議室　内容／親子で遊びを通しての体
づくり。　絵本の読み聞かせやお絵描き
も楽しめます。　参加料／500円(体験)

対象／0歳～4歳の親子　とき／12
月19日㈭11時から　ところ／鈴鹿ハ
ンター2階文化教室　内容／えいご
ふれあい遊び　参加料／1,000円
(兄弟プラス500円)　申込み／必要

対象／学生から社会人、シニアまで　とき／
12月28日㈯14時～16時30分　ところ／三重県
総合文化センター小会議室　内容／留学基
礎知識やプログラム紹介など分かりやすくお
話します。　参加料／無料　申込み／必要

子育てサークルMaMa塾
参加者募集

楽楽クッキング
参加者募集

第17回
てくてくマラソン大会

シアリ公演2013
～華(ハナ／ひとつ)～

対象／子育て中の方　とき／12月19日
㈭10時～12時　ところ／ジェフリーす
ずか　内容／ストレスためない子育て
伝授　参加料／500円　※子どもを連
れての参加OK。気軽にお電話ください。

とき／12月10日㈫・14日㈯10時から、13時30
分から　ところ／ジェフリーすずか食の
工房　内容／楽しく楽しておいしい料理
作り　参加料／1,000円(材料費込み)　
※お気軽にお問い合わせください。

とき／12月7日㈯10時～15時　ところ／文
化会館　内容「新たなる一歩～歩・歌・笑」
をテーマに、午前てくてくマラソン、昼食後
は交流会　ゲスト／Baby Boo(ベイビーブ
ー)　参加料／無料　駐車場／有り

とき／12月22日㈰17時30分から　ところ／四日
市市文化会館第２ホール　内容／舞踊、歌、
民族楽器演奏などが楽しめるKOREAN芸術公
演　申込み／自由席前売り2,000円、中学生以
下無料　※収益金はすべて寄付されます。

民族衣裳着付同好会
386-3827　387-2032

中西利雄
　090-5609-1661

三重中央医療センター附属三重中央看護学校
　059-259-1177　059-259-1170

鈴鹿少年少女合唱団
佐藤　090-3640-7223

鈴鹿EM交流会
382-6039

馬神
378-1726

めぐHUG　387-0248　
080-4214-9574

志富田
386-5465

鈴木利昭
383-0712

亀山高校定時制
0595-83-4568

保井
090-4185-1514

清水途子
384-6302

お片付けレスキューhanaco
宮﨑　080-5100-3887

応用デザイン科　安藤　
383-3684

エンジェリーナバレエ
355-5057

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

キッズ絵画(プラチナキッズクラブ)　
藤野　080-4840-3453

親子ふれあい体操(プラチナキッズクラブ)
　藤野　080-4840-3453

Kiddi koop
090-4112-5510

企業組合みえ留学センター
059-245-3556

Lily Garden　386-3732
（火～土曜日10時～17時）

Lily Garden　386-3732
（火～土曜日10時～17時）

社会福祉法人　伊勢きれい会
　378-8881

シアリ公演実行委員会　申
090-6581-3254

ハグ

72013・12・5

キ デ ィ ク ー プ

ハ ナ コ

ま　がみ し ぶ た 　

しん

情報局情報局
こちらこちら すずかすずか

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申 込 み／12月16日㈪～20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２月５日号掲載分です



（公財）鈴鹿市文化振興事業団　　384 - 7 0 0 0　　38 4 - 7 7 5 5
h t t p : / / www . s - b u n k a . n e t /

市美術展情報館❶

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

議長賞

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

教育長賞

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

鈴鹿商工会議所会頭賞

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

岡田文化財団賞

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

鈴鹿市芸術文化協会賞

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

鈴鹿市文化振興事業団理事長賞

鈴鹿市制７０周年記念賞 鈴鹿市内企業賞

美術工芸

写 真

鈴鹿商工会議所伝統工芸賞

ケーブルネット鈴鹿賞

日本画
洋　画

彫　刻 美術工芸

写　真

書　道

【 市 長 賞 】

第46回 鈴鹿市美術展第46回 鈴鹿市美術展
　第46回鈴鹿市美術展において6部門の作品の中から、上位8賞（美術工芸、

写真は9賞）に選ばれた作品を紹介します（敬称略）。
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山下　武一倉谷　豊山鹿　翔子
森田　康文

『御祝儀
 “うれしい！”』

『曲流』『Ｚａｗａｍｅｋｉ』『しわしわ』
『大仏殿』

万代　昌克

『西行のうた』

前田　鶴翠
さいぎょう

きょくりゅう

前田　政雄
木下　輝子
木林　観奈
市川　繁男
佐藤　孝子
渡邉　翠風

森　早智子
渡部　明美
渡部　文子
若菜　哲子
保古よしみ
池田　一右

出岡　昌子
若林　忠義
谷口　秀文
森安　八恵
山中　晃
鈴木　瞳

『ようござった』
『 蘇 る 布 』
『 女 生 徒 』
『油滴天目釉大鉢』
『 祭 り の 娘 』
『赤田臥牛詩』

山崎　麗子
山本　里枝
栗林　楓弥
鈴木　薫
市川　功子
坂　　直澄

『 城 壁 』
『 蓮 池 の 詩 』
『風を感じて』
『 織 部 角 鉢 』
『 行 進 』
『 東 坡 詩 』

日本画

洋 画

彫 刻

美術工芸

写 真

書 道

伊野　勘弥
渡部　一三
和田　萌花
鈴木　則子
小坂　芳央
保田　翠渓

『 母 』
『茜に染まる』
『 三 角 少 女 』
『管のプレリュード』
『 朝 光 』
『 春 の 歌 』

国枝　節子
伊藤　吉実
小林　紀代子
曽我　はるか
倉田　佳代子
樋口　鼎乎

『モロッコのカスバ』
『 漁 の 記 憶 』
『ちょっとだけ幸せ』
『 ひ つ じ 』
『 休 息 』
『 中 庸 一 節 』

藤本　治市『 夕 陽 』

渡辺　篤子『 凛 として 』

森　　博幸
宮口　一美
黒川　翔平
後藤　光郎
吉野　聖夫
岸本　一水

『 海 遊 』
『 光 の 刻 』
『 面 影 』
『鍛金水指「折り鶴」』
『 世 話 役 』
『 劉 義 慶 詩 』

『 独 壇 場 』
『 刻 の 風 格 』
『 遭 遇 』
『 共 生 』
『 猛 稽 古 』
『勝海舟の詩』

『 旅 愁 』
『シルエット』
『Ｌｅａｎｎｅ』
『花のうつろい』
『 寒 げ い こ 』
『 千 字 文 』

あか　　 だ　　　が　　ぎゅう　　し

こ

ゆ　てき　てん　もく　ゆう　おお　はち

よみがえ ぬの

し

とき　　　　　　　ふう　　　かく

せん　　　　じ　　　　もん

り あ ー ん

とう　　　　ば　　　　うた

おり　　　べ　　　 かく　　　はち

うた

ちゅう　　よう　　　いっ　　せつ

ゆ う    ひ

りょう　

りゅう　　　ぎ　　　けい　　　し

たん　きん　みず　さし

ひかり　　　　　　　　　とき

かい　　　　　　ゆう

ちょう                こう

かん

さん　　 かく       しょう      じょ

鈴鹿市物産協会賞

ＡＧＦ鈴鹿株式会社賞

ホンダカーズ三重北賞

旭化成ケミカルズ鈴鹿事業場賞

鈴鹿サーキット賞

鈴鹿墨賞



市役所
本館
市役所
本館

会場
(市民会館)

新成人
駐車場
(立体)

新成人
駐車場
(立体)

新成人
駐車場
新成人
駐車場

公園公園

公園公園

NTT
鈴鹿
NTT
鈴鹿

送
迎
場
所

送
迎
場
所

近鉄鈴鹿線

近鉄鈴鹿線

伊
勢
鉄
道

伊
勢
鉄
道

新成人駐車場新成人駐車場
送迎車両帰路
（一方通行ではありません）
送迎車両帰路
（一方通行ではありません）

鈴鹿市駅

鈴
鹿
駅

新成人
駐車場
新成人
駐車場

92013・12・5

成人式は大人の仲間入りを祝福、激励する一生に一度の記念すべき日です。

成人式実行委員会ではたくさんのイベントを計画していますので、新成人の皆さん、

ぜひご参加ください。

市民会館で市民会館で
平成26年の成人式を行います

生涯学習課　　382-7619　　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg. jp

平成26年成人式情報館❷

■平成26年鈴鹿市成人式（テーマ「made in 鈴鹿～我らの誇り～」）
対　象　平成5年4月2日から平成6年4月1日生まれで、市内に在住または本籍のある方
と　き　平成26年1月12日㈰　10時～11時（終了予定）　開場9時
ところ　市民会館（神戸一丁目18-18）
※対象者への個々の通知はありませんので、ご自由に参加してください。

■イベント内容
　オープニングイベントとして、鈴鹿太鼓
による演奏があります。また、実行委員で
現在作成している、今まで過ごしてきた
場所や大切な仲間たちとの 20 年間の
思い出をふりかえるスライドショー
「Memories　～僕たちが過ごしてきた
軌跡～」や、今年度のすずかフェスティ
バルで市長賞を受賞した「勝山組」によ
る演舞を予定しています。

実行委員の言葉
平成 26 年鈴鹿市成人式のテーマは「made in 鈴
鹿 ～我らの誇り～」です。　「made in Japan」 が世
界的に高いブランドとして認められているのと同じよ
うに、鈴鹿市出身の人や、鈴鹿に移り住み成人式を
迎える人が、社会で認められるように頑張っていくと
いう決意を込めました。また、私たちが鈴鹿で成人
式を迎えられることを自身の誇りに思えるようにもし
たいと思い成人式のテーマとしました。
成人式は、新成人である私たち一人一人が主役で
す。皆ですばらしい式を作り上げ、立派な成人への
一歩を踏み出しましょう。

■駐車場・送迎場について
○思いやり駐車区画を希望される方
は、12 月 20日㈮までに生涯学習課
へご連絡ください。
○神戸小学校運動場も駐車場として利用
できます。
○渋滞緩和のため、送迎後の車両は
矢印の方向にお進みください。

※周辺道路での駐停車はご遠慮ください。
　駐車場に限りがありますので、できるだ
け公共交通機関をご利用ください。

す

ん、

す。す。すすすすすすすす。す。すすすすすすす。す。す。す。す
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人　事　課　 382-9037　 382-2219　　jinji@city.suzuka.lg.jp
廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214　　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

●電話による医療機関案内(三重県救急医療情報センター)

　　 3 82 -119 9（いい救急）

●インターネットによる医療機関案内(医療ネットみえ)

　　ht t p : //w w w. q q . p r e f . m i e . l g . j p /

●携帯電話による医療機関案内(携帯版医療ネットみえ)

　　　ht t p : //w w w. q q . p r e f . m i e . l g . j p / k /   

●音声・ファクス案内

　　　0800-100-1199（無料）

　子どもの急な病気や事故、薬に関する心配について小児科専門医師が年末年始も電話相談に応じます。
内容について秘密は守られますので、気軽にご相談ください。

　けがや急病などで、救急車を呼ぶほどではないが、どうしてもすぐに治療を受けたいときは「三重県
救急医療情報システム」が、24時間体制で受診可能な医療機関を紹介します。案内を受けたら、必ず
紹介された医療機関へ、電話などで確認してからお出掛けください。

※「救急医療情報センター」から「鈴鹿市応急診療所」（　382-5066）を紹介された場合も、必ず電話などで症状の

連絡をして、受診可能かを確認の上、健康保険証、診療代、お薬手帳、福祉医療費受給者証などを忘れずに持参し

てください。年末年始はたいへん混雑しますので、早めのかかりつけ医への相談、診療を心掛けてください。

●対象者

子どもとその家族
●時間

毎日19時30分～23時30分
●電話番号

　　＃8000番（携帯電話でも利用可能）
※ダイヤル式・ＩＰ電話の場合は、　059-232-9955

　死亡届などの戸籍関係の届けや、斎苑・霊きゅう車の使用申込み（予約受付）は、市の中央管理防災センター
で受け付けます。あらかじめ電話で確認の上、市役所本館北通用口の中央管理防災センター
（　382-1100）へお越しください。
●戸籍関係の届け

　12月27日㈮までにあらかじめ市民課（　382-9013）へご相談ください。書類に不備があると受理できな
かったり、処理が遅れることがあります。
●住民票の交付

　12月27日㈮16時30分までに市民課（ 382-9211）へ予約しておくと、年末・年始でも希望する各
消防署、および各分署で受け取ることができます。ただし、予約請求できるのは本人または同一
世帯の方に限ります。受け取りの際は、運転免許証など本人が確認できる書類の提示をお願いし
ます。
●斎苑・霊きゅう車

 年　末　12月31日㈫15時火葬開始分まで　　年　始　1月2日㈭から

応 急 診 療 所 ・受 付 時 間 診 療 期 間

昼間　 9 時～16時

　19時～22時

診 療 科 目

12月30日㈪～1月3日㈮
※午前と午後の診察の間に休憩時間があります。

内科・小児科・歯科

内科・小児科

年末年始の市役所の業務
ごみのご案内

年末年始の業務案内

急な子どもの病気やけがの相談（みえ子ども医療ダイヤル）

けがや病気のときは・・・

戸籍などの届出は・・・

夜間

市役所は、特定の機関や施設を除いて、12月28日㈯から1月5日㈰
まで休みとなり、また、市の清掃業務の一部も休業します。ここでは、

年末年始の市の業務、ごみの収集などについてお知らせします。

情報館❸
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　水道が故障したときは、水道修理センター
（　382-5284　24時間電話受付）か、近くの市指定
給水装置工事事業者へご連絡ください。指定給水
装置工事事業者は、市ホームページに掲載しています。
　 http://www.city.suzuka . lg.jp/l ife/benri/pdfs/8505.pdf

年　末　12月28日㈯まで　年　始　1月6日㈪から
※くみ取りの申込みは、担当業者または鈴鹿市清掃協

同組合（  382-3331）へお願いします。くみ取りの担

当業者は、市ホームページに掲載しています。

　 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8201.html

年　末　12月27日㈮まで　年　始　1月6日㈪から
受付時間　月～金曜日（祝日を除く）8時30分～17時15分
※年末は大変混雑しますので、お早めにお申し込みください。

※収集が1月になる場合があります。

ごみの搬入

年末年始のごみ収集

粗大ごみの戸別収集

年　末　12月30日㈪16時まで（事業系は12月27日㈮16時まで）　年　始　1月4日㈯ 9時から
受付時間　月～土曜日　9時～12時、13時～16時
　　　（事業系ごみは月・火・木・金曜日（祝日を除く）　9時～12時、13時～16時）
○「プラスチックごみ」、「もやせないごみ」、「不燃物の粗大ごみ」、「有害ごみ」

○土砂、ガレキ、コンクリート片など（40cm角以内のもの、各種一輪車一杯程度）

年　末　12月30日㈪16時まで　年　始　1月4日㈯ 9時から
※清掃センターでは、12月30日（月）に限り、近隣の搬入道路の交通規制を行います。詳しくは15ページの「くらしの情報」をご覧ください。

※事業系ごみは、12月27日（金）16時まで（破砕が必要なものは15時30分まで）（生ごみなどの腐敗性廃棄物は12月30日（月）16時までで、

　30日（月）に限り9時から搬入可能）

受付時間　月～土曜日　9時～12時、13時～16時
（事業系ごみは、月曜日9時30分～12時、13時30分～16時、火～金曜日9時～12時、13時～16時）

●不燃物リサイクルセンター（国分町1700番地　　374-4141　　374-4619）

●清掃センター（御薗町3688番地　　372-1646　　372-1406）

大掃除などで大量に発生したごみや、収
集日を過ぎてからどうしても処理したいごみ
があるときは、直接処理施設へ搬入してくだ
さい。例年、12月24日㈫以降は大変混雑し、
待ち時間が1時間以上になる場合がありま
す。できるだけ、早い時期に搬入してください。

　有料（1点につき粗大ごみ処理券1枚200
円）で、自宅まで粗大ごみの収集に伺います。
電話で粗大ごみ受付センター（　382-7646
　059-850-1119）へ申し込んでください。

※混合ごみは受付できません。分別して搬入してください。

※少量の家庭ごみは集積所を利用してください。

※各施設へ車でごみを運ぶときは、落下や飛散に注意してください。

※ガソリン・灯油（空のポリ容器は処理できます）、タイヤ、ペンキ、エンジンオイル、

農薬・劇薬、消火器、プロパンガスボンベ（空でも処理できません）、火薬、オイルヒー

タ－などは、市の施設で処理できないごみですので、販売店などに相談してください。

※年末の収集が終わってからは、ごみは集積所に出さないでください。景観を損ねる上、カラスやネコなどが集積所を荒らす原因になります。

水道が故障したら・・・ し尿のくみ取り

年末（業務終了日）地区の収集日

月・木曜日地区

火・金曜日地区

月曜日地区

火曜日地区

木曜日地区

金曜日地区

－

第1、第3水曜日収集地区

第2、第4水曜日収集地区

第1、第3水曜日収集地区

第1、第3木曜日収集地区

第1、第3金曜日収集地区

その他の地区

ごみの種類

もやせるごみ

プラスチックごみ

もやせないごみ

資源ごみＡ

資源ごみＢ

年始（業務開始日）

1月6日㈪
1月7日㈫

1月7日㈫
1月9日㈭
1月10日㈮

1月15日㈬

1月15日㈬

1月16日㈭
1月17日㈮

1月8日㈬

1月6日㈪

通常どおり

12月30日㈪
12月31日㈫

　 12月23日(月・祝)
12月24日㈫
12月26日㈭
12月27日㈮

通常どおり

12月18日㈬
12月25日㈬
12月18日㈬
12月19日㈭
12月20日㈮
通常どおり

○「もやせるごみ」、「可燃性の粗大ごみ」、古紙・衣類の「資源ごみ」

…必ず収集日の8時までに出してください（収集時間が通常と大幅に変更される場合があります）。

○あきかん、あきびん、ペットボトルの「資源ごみ」

1月1日(水・祝)は1月4日㈯に振り替え
その他の地区は通常どおり
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民生委員･児童委員の
一斉改選を行いました

生活支援課   382-9012    382-7607

　民生委員･児童委員は市民の
皆さんの暮らしを応援するため、国
から委嘱されて活動している一番
身近な相談員です。現在の本市
での定数は362人で、区域を担当
する民生委員･児童委員が329人、
児童問題を専門とする主任児童
委員が33人と定められています。
 今回、任期満了に伴う3年に一
度の一斉改選を行い、12月1日
付けで新しい民生委員･児童委
員（継続を含む）が決まりました。
今後3年間、市役所や関係機関
とのパイプ役を果たしていただき
ますので、心配ごとなどの相談
がある場合は、お気軽にお住ま
いの区域を担当する民生委員･
児童委員にご相談ください。
※お住まいの地域を担当する民

生・児童委員については、生活

支援課または地区市民センター

へお問い合せください。

国民健康保険税
収納コールセンター事業

を行います
保険年金課    382-7605      382-9455

　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
期限内に納めていただきますよ
うお願いします。
　12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
委託先の事業者がかけます。
事業者名　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（フリーダイ
ヤル））

臨時職員の登録者を
募集します

人事課    382-9037      382-2219

子育て支援課    382-7606     382-7607

学校教育課    382-1214     382-9054

　臨時職員の登録者を随時募
集しています。登録者の中から必
要の都度、勤務条件･経験などを
考慮して雇用しますので、登録希
望者は臨時職員登録申込書を
それぞれの課へ提出してください。
○一般的な事務補助（人事課へ）
○公立保育所の臨時保育士･
臨時給食調理員･延長補助
員（子育て支援課へ）
○小学校の臨時給食調理員、
公立幼稚園･小･中学校の講

師･介助員（学校教育課へ）
※詳しくは、それぞれの担当課へ

お問い合わせください。

※臨時職員登録申込書は市ホー

ムページから入手できます。

消費税価格転嫁などに
関する事業者向け

相談窓口を開設しました
産業政策課   382-8698     382-0304

　｢消費税の円滑かつ適正な
転嫁の確保のための消費税の
転嫁を阻害する行為の是正等
に関する特別措置法｣が平成
25年10月1日に施行されたこと
に伴い、事業者などからの相談
受付窓口を設置しました。
相談内容

　・消費税の転嫁拒否等の行為
　・消費税の転嫁を阻害する　
表示行為
　・消費税の表示に関するもの
　・消費税の転嫁･表示の方法の
共同行為

市の窓口　産業政策課（土・
日・祝日を除く9時～17時）

　※年末年始を除く。

内閣府窓口　消費税価格
転嫁等総合相談センター     
　0570-200-123（ナビダイヤル）
土・日・祝日を除く9時～17時
（平成26年3月･4月は土曜日も
受け付け）     　　　　　　
　http://www.tenkasoudan.
　go.jp（24時間受付）

お 知 ら せ

くくらしの情報くらしの情報
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録証明書
○相続の場合　名義人変更
届、相続人が分かる書類（戸
籍など）、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など

提出先　資産税課
※申告書と届は、資産税課と地区

市民センターのほか、市ホームペ

ージ(｢未登記建物の名義を変更

するときは｣｢家屋を取り壊した

ときは｣のページ)からも入手でき

ます。

国民年金保険料の
免除期間･納付猶予期間
の追納制度について

保険年金課　 382-9401　  382-9455

　国民年金保険料の免除（全
額免除･一部免除）、若年者納
付猶予、学生納付特例の承認
を受けた期間がある場合、これ
らの期間は年金を受け取るため
に必要な受給資格期間に計算
されますが、保険料を全額納め
たときよりも老齢基礎年金の受
取額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険
料は、将来受け取る老齢基礎
年金額を増額するために、10年
以内であればさかのぼって納め
る（追納する）ことができます（老
齢基礎年金受給中の方は除く）。
　ただし、免除などの承認を受
けた期間の翌年度から起算し
て、3年度目以降に保険料を追

教育委員会活動の
点検･評価報告書を

公表しました
教育総務課　 382-7617　  383-7878

　平成24年度の教育委員会活
動について実施した、点検・評価
に関する報告書を公表しました。
教育委員会ホームページの｢教育
委員会活動の点検・評価｣の
ページ、または市政情報課情報
コーナー、教育総務課でご覧いた
だけます。

建物を壊したり
所有者名義を変更するときは

申告・届を忘れずに
資産税課    382-9007      382-7604

　固定資産税は、1月1日現在、
市内に土地や建物を所有して
いる方に課税されます。建物を
壊したり、建物の所有者を変更
するときは、次の申告書・届を年
内に提出してください。
※法務局に登記(登録)されている

建物は、法務局へ申請してくだ

さい。

◆建物を壊したとき

必要書類　滅失家屋申告書
提出先　資産税課、地区市民
センター

◆建物の所有者名義を変更 

　するとき

必要書類

○売買や贈与の場合　名義人
変更届、旧所有者の印鑑登

納すると、当時の保険料額に一
定の加算額が上乗せされます。
持ち物　年金手帳、印鑑（認
印）
※代理の方が申し込む場合は、委

任状、身分確認できる物(運転

免許証など)をお持ちください。

申込み・問合せ　津年金事務所
（ 059-228-9188）、保険年金
課（  382-9401）

第3回鈴鹿市行財政経営
計画検証委員会を

開催します
企画課　 382-9038　 382-9040

　第5次鈴鹿市総合計画第3
期行財政経営計画に掲げた施
策などの着実な進行を図るため、
第3回委員会を開催します。
と　き　12月17日㈫　13時30
分から

ところ　市役所本館　12階
1202会議室

内　容　ヒアリングによる行政
評価外部評価の実施について

傍聴者の定員　5人（定員を
超えた場合は抽選）

傍聴の申込み　13時から13時
20分まで、会場で受け付け
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新たに生け垣を設置する方に
補助金を交付します

市街地整備課    382-9027　  382-7615

対　象　市内に所有する土地
に新たに生け垣を設置する
個人または、市内に事務所な
どを有する法人

対象生け垣　幅員4ｍ以上の
道路に隣接しており、生け垣
の延長が2ｍ以上で樹木が1
ｍあたり2本以上あるもの

補助金額　樹木1本あたり上限
1,000円。合計5万円を限度

※生け垣を設置する前に申請が必

要です。

ひとり親家庭の父、母の
就職のための資格取得を

支援します
子育て支援課    382-7661     382-7607

　就業の促進を図ることを目的
とし、就職の際に有利な資格を
取得しようとするひとり親家庭の
父、母（児童扶養手当受給者）
を支援する制度があります。
　申請には要件や制限がありま
すので、いずれの申請を検討す
る場合も、早めに子育て支援課
へご相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金

　対象講座を受講するために、
本人が支払った費用の20％
（4,001円以上10万円以下の範
囲で）を支給します。
※すでに講座の受講を開始してい

る場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金

　資格取得養成機関において
2年以上修学し、下記の資格を
取得しようとするひとり親家庭の
父、母に対し、養成訓練の修学
期間のうち2年間について訓練

促進費を支給します。
対象資格　看護師、介護福祉
士、保育士、理学療法士、作
業療法士など

給付金の支給額

○非課税世帯：月額10万円
○課税世帯：月額7万500円
※公的年金の受給などで、児童扶

養手当を受給していなくても制

度を利用できる場合があります。

詳しくは子育て支援課へ

整骨院・接骨院で
柔道整復師(国家資格)の
施術を受けられる方へ

保険年金課　 382-7605     382-9455

 健康保険などの対象となる

負傷は次の通りです

　・医師や柔道整復師の診断ま
たは判断により、急性または
亜急性の外傷性の骨折、脱
臼、打撲および捻挫で、内科
的原因による疾患でないもの

◆健康保険などを使える要件

　・医師や柔道整復師に、骨折、
脱臼、打撲および捻挫など
（いわゆる肉離れを含む）と診
断または判断され、施術を受
けたとき（骨折、脱臼について
は、応急手当後に施術を継
続する場合は、医師の同意
が必要）　
　・骨、筋肉、関節のケガや痛み
で、その負傷原因がはっきりし
ているとき
○主な負傷例　日常生活やス
ポーツ中に転んで膝を打った
り、足首を捻ったりして急に痛
みが出たとき

◆次の場合は、健康保険など 

　の対象外

　・単なる（疲労性・慢性的な要因
からくる）肩こりや筋肉疲労
　・脳疾患後遺症などの慢性病
や症状の改善のみられない

長期の施術
　・保険医療機関（病院、診療
所など）で同じ負傷などの治
療中のもの
　・労災保険が適用となる仕事
中や通勤途上での負傷

◆治療を受けるときの注意

　・健康保険は治療を目的とした
ものであり、上記のように健康
保険などの対象にならない
場合もありますので、負傷の
原因は正しく伝えましょう。
　・療養費は、本来患者が費用
の全額を支払った後、自ら保
険者へ請求を行い支給を受
ける｢償還払い｣が原則です
が、柔道整復については、例
外的な取扱いとして、患者が
自己負担分を柔道整復師に
支払い、柔道整復師が患者
に代わって残りの費用を保険
者に請求する｢受領委任｣と
いう方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨
院の窓口では、病院・診療所
にかかったときと同じように自
己負担分のみを支払うことに
より、施術を受けることができ
ます。

※｢受領委任｣の場合は柔道整復師

が患者の方に代わって保険請

求を行うため、施術を受けた

ときには、柔道整復施術療養

費支給申請書の受取代理人欄

に原則患者の自筆による記入

が必要です。

お 知 ら せ
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15階展望ロビー
年末年始開放のご案内

管財営繕課    382-9009     382-8188

　年末年始の市役所本館15
階展望ロビーの開放を、次のと
おり行います。
◆年末の開放休止

　12月28日㈯から31日㈫は一
般開放を休止します。
◆年始の開放

○1月1日（水･祝）　6時30分～
17時
○2日㈭～4日㈯　10時～17時
○5日㈰　9時～17時
※1月1日は混雑する場合があります。

市営テニスコート
年末年始開放のご案内

市立体育館    387-6006     387-6008

開放日　12月28日㈯～30日㈪、
1月2日㈭～4日㈯

※12月31日(火)、1月1日(水・祝)は

休止

時　間　9時から、11時から、13
時から、15時から(各2時間)

※期間中、ナイターテニスは営業

しません。

使用料　高校生以上：100円、
中学生以下：無料

年末年始に連続休暇を
取りましょう

産業政策課    382-8698     382-0304

　年末年始の休暇に年次有給
休暇を組み合わせて、ゆとりのあ
る連続休暇を取得し、疲労の回
復・家族との触れ合いに努めま
しょう。
　三重労働局では、連続休暇
の取得をはじめとした労働時間
などの見直しにかかる相談や助
言を行うため、専門的な知識と
豊富な経験を有する｢働き方・休
み方改善コンサルタント｣を配置
しています。資料提供、事業場へ

の個別訪問、研修会の講師な
どを無料でさせていただきます
ので、お気軽にご利用ください。
問合せ　三重労働局労働基準
部監督課　働き方・休み方改善
コンサルタント（  059-226-2106）

工事関係(建設工事･測量･
建設コンサルタント等)の
入札参加資格の更新申請
手続きをお忘れなく

契約調達課    382-9039     382-9050

　三重県建設技術センターでは、
平成22年度から県・市町・四日市
港管理組合の｢建設工事・測量・
建設コンサルタント等における入
札参加資格審査｣の受付を共同

で行っていますが、平成26年5月
31日で入札参加資格者名簿の
有効期限が終了します。
　平成26～29年度も引き続き名
簿登録を希望される方は、三重
県建設技術センターから郵送さ
れる書類に基づいて更新手続き
を行ってください。
受付期間　平成26年1月7日㈫
～2月7日㈮

申請方法　郵送のみ
郵送先　〒514-0002　津市島
崎町56　（公財）三重県建
設技術センター　入札参加資
格登録共同受付担当（　059-
　229-5610　 059-229-5619）
※平成25年11月30日現在の登録

業者に対して、更新申請書類が

平成26年1月初旬に三重県建設

技術センターから郵送されます。

届き次第内容をご確認ください。

※本手続きを期間内に行わなけ

れば、平成26年6月1日以降の

入札参加資格者名簿から抹消

されますのでご注意ください。

12月30日(月)に清掃センター周辺を交通規制します
清掃センター    372-1646      372-1406

規制内容　
○規制時間は、8時30分から16時30分まで
○県道三行庄野線からは右折･左折ともに禁止です。
○清掃センター東側からの一方通行になります。
○帰りは県道三行庄野線へ（清掃センター東方面には行けません）

※清掃センターへ

直接搬入する場

合は、11ペー

ジ「年末年始の

業務案内」をご

覧ください。

至鈴鹿サーキット

至天名小学校
至中勢バイパス

県
道
三
行
庄
野
線

渋滞している場合は、最後尾へ
帰りは、県道三行庄野線へ

清掃センターへは
ここからしか
行けません

清掃センター

県
道
三
行
庄
野
線
か
ら
の

右
左
折
禁
止
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平成25年工業統計調査を
実施します

企画課    382-7676     382-9040

　工業の実態を明らかにする
ため、製造業を営む従業者4人
以上の事業所について、12月31
日現在における従業者数、製造
品出荷額などを調査します。12

月中旬から調査
員が対象事業所
に伺い、調査票を
配布しますので
ご記入をお願い
します。来年1月
に調査票を回収
に調査員が伺い
ます。

納税の夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

◆夜間窓口

と　き　12月25日㈬･26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。

アイヌの方々のための
全国一斉相談電話が
開設されています

人権政策課    382-9011     382-2214

　日常生活でお困りのこと、嫌
がらせ、差別、プライバシーの侵
害などの相談を、専用電話でお
受けしています。相談は無料で、
匿名でも構いません。秘密は守
られます。
期　間　1月19日㈰まで　10時～
20時（土・日・祝日は18時まで）

※12月28日(土)～1月5日(日)を

除く。　

相談電話（フリーダイヤル）
　   0120-771-208
問合せ　（公財）人権教育啓発
推進センター（  03-5777-1802）

無償で里山を整備します
農林水産課    382-9017     382-7610

　草刈りや枝打ちなどの手入れ
を行う人がいなくなった里山の
整備を、NPO団体が無償で行
います。お持ちの山林でお困り
の方は、ぜひ一度ご連絡くださ
い。コナラやカシなどの広葉樹が
うっそうと生えている雑木林など
大歓迎です。
　切り出された木材は、徳居町
にある炭焼き窯での炭づくり、市
民や交換留学生を受け入れた
さまざまな体験活動に活用され
ます。
問合せ　NPO法人鈴鹿循環
共生パーティーSJP　未来の
里山プロジェクト代表　高崎広
（ 080-4533-5074　電子メール       
　hiro0118@wh.commufa.jp）

バルーンに乗って空から
サンタがやってくる

商業観光課    382-9020     382-0304

　市内のどこかへ、バルーンに
乗ってサンタがやってきます。鈴
鹿川河川緑地から離陸予定。
当日の風向きによって、どこにや
ってくるかはお楽しみ。子どもた
ちには、空から降りてきたサンタ
からプレゼントがもらえるかも？
と　き　12月14日㈯　7時～9
時ごろ

※天候により予告なく翌15日（日）に

順延、または中止する場合があり

ます。

当日の問合せ　鈴鹿川バルー
ンフェスティバル実行委員会
（　090-6468-2012　6時30
分～9時ごろまで

◆バルーンキャラバン

　熱気球搭乗体験を同時開催
します。
と　き　同日　7時～9時ごろ
まで

ところ　鈴鹿川河川緑地
定　員　100人程度（先着順）
料　金　1人1,000円（中学生
以上）、小学生以下無料（た
だし保護者同乗）

主　催　鈴鹿バルーンフェス
ティバル実行委員会、すずか
熱気球市民クラブ

自然観察会
｢鈴鹿の海で育つ

黒ノリや貝を見よう｣
環境政策課    382-7954     382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上の子ども
と保護者

※子どもだけでの参加はできま

せん。

と　き　12月21日㈯　10時～
12時（少雨決行）

※中止の場合は当日の8時30分ま

でに代表者へ連絡します。

集合場所　白子港緑地
内　容　鼓ヶ浦海岸で貝殻集
めや生き物を観察した後、三
重県水産研究所鈴鹿水産
研究室で黒ノリの不思議な
生態について学習します。

定　員　30人（先着順）
参加料　無料
申込み　12月18日㈬17時15分
までに、住所、氏名、年齢、電
話番号、参加人数を電話、フ
ァクス、電子メールで環境政
策課へ

工業統計キャラクター
コウちゃん

お 知 ら せ

催 し 物
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鈴鹿スポーツガーデン
2014年新年特別イベント

初泳ぎ
鈴鹿スポーツガーデン

372-2250     372-2260 

　2014年にちなんで、2時間14分
間を1人またはチームで泳ぎます。
対　象　連続して100ｍ泳げる方
※小学生の場合は保護者同伴

と　き　1月2日㈭11時から
定　員　40チーム（先着順）
参加料　1人1,000円（完泳証、
記念キャップ込み）

申込み　12月5日㈭から、水泳
場窓口またはホームページで

※11時からぜんざいを振る舞い

ます(無くなり次第終了)。

人権ふれあい劇場｢角～
いじめっこ姫の物語｣

人権政策課    382-9011     382-2214

　この劇を通して、友達の大切
さや思いやりの必要性をあらた
めて感じ、考えてみませんか。
対　象　小学生以上（目安）
と　き　1月13日（月･祝）　14
時開演（13時30分開場）

※上演時間約90分(10分休憩含む)

ところ　文化会館　けやきホ
ール

内　容　
　どこか遠い国に、みんなにい
ばって意地悪ばかりしているお
姫さまがいました。名前はマーガ
レット。お城の使用人ばかりか、お
父さまもお母さまも振り回されっぱ
なし。ところがある日突然、姫の
頭から角が生えてきて、お城は
大騒ぎ。国中の、いや世界中の
名医が集められましたが、治療

方法は見つかりません。さて…。
　お姫さまが、友情や思いやり
にふれ、だれからも親しまれるお
姫さまになるまでの物語です。
出　演　劇団芸優座
定　員　500人（先着順）
入場料　無料
託　児　希望される方は、1月6
日㈪までに人権政策課へ。先
着10人。

鈴鹿サーキット市民走行会
｢クルマで遊ぼう～！｣

商業観光課    382-9020     382-0304

　モータースポーツを通した文
化・社会貢献活動を展開する鈴
鹿モータースポーツ友の会が、
市民を対象とした走行会を行い
ます。
　当日は、ご自身の車でサーキ
ットを思う存分走りながら、上手
な車の操り方などの、ドライビング
テクニックや交通安全などを、プ
ロのレーシングドライバー他から
学ぶことができます。
対　象　市内在住で普通自動
車免許をお持ちの20歳以上
の方、走行用車両とヘルメット
･グローブを用意できる方

と　き　1月18日㈯　10時～
17時

ところ　鈴鹿サーキット　南コ
ース

講　師　レーシングドライバーや
アドバイザー

ゲスト　畑川治さん、福山英
朗さん、脇田一輝さん他、鈴
鹿を拠点に活躍するプロのレ
ーシングドライバー

定　員　30人（先着順）　
車両規定　安全に整備された
車両であれば、軽四でもワン
ボックスでも可

※オープンカーは不可

料　金　3,000円（保険などの

加入はありません。各自の責
任でお願いします）

申込み　1月10日㈮までに、住
所、氏名、電話番号、電子メ
ールアドレス、参加車両を記
入し、ファクスで鈴鹿モーター
スポーツ友の会｢クルマで遊
ぼう～！鈴鹿サーキット南コー
ス走行会係｣（　383-7667）
へ

協　力　鈴鹿サーキット
問合せ　NPO法人｢鈴鹿モー
タースポーツ友の会｣事務局
（鈴鹿商工会議所内）
　（　382-3222　土・日・祝日を
除く9時～17時）

※12月28日（土）～１月５日（日）を

　除く。

ひきこもり啓発講演会
障害福祉課    382-7626     382-7607

　ひきこもりについて広く啓発し、
正しい知識と理解を広めるため
の講演会が開催されます。
対　象　ひきこもりの当事者や
その家族、支援機関・団体の
職員など

と　き　12月26日㈭　13時30
分～16時

ところ　三重県津庁舎　6階
大会議室（津市桜橋3-446-34）

講　師　山本耕平さん（立命
館大学産業社会学部教授）

定　員　100人
参加料　無料
申込み　12月24日㈫17時までに、
三重県こころの健康センター
（  059-223-5243　 059-223-
   5242）へ
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｢養育費と面会交流｣
セミナーと無料相談会

男女共同参画課     381-3113     381-3119

  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　協議離婚届に、平成24年4月
から養育費と面会交流の取り決
めの有無を記載する欄が設けら
れました。子どものため、親として
どのようなことに気をつければよ
いかについて、講義と無料相談
会を行います。
と　き　1月23日㈭　10時～
16時

ところ　男女共同参画センタ
ー　ホール

内　容

○午前の部　養育費や面会交
流についての講義
○午後の部　個別相談（1人
30分・予約制）

講　師　養育費相談支援セン
ター相談員

定　員　午前30人、午後8人
（先着順）
参加料　無料
申込み　氏名と電話番号を電
話、ファクス、電子メールまたは
直接来館で男女共同参画課へ

託　児　先着10人程度　0歳
～未就学児　無料

※1月14日(火)までにお子さんの

氏名、年齢・月齢、住所をご連絡

ください。

鈴鹿国際大学
多文化理解イベント

Hand in Hand!
みえの地球市民 2013
企画課    382-9038     382-9040

　国際交流クラブWAIが中心
になって、討論会と交流パーティ
ーを開催します。中学生や高校

生の皆さんもぜひご参加ください。
と　き　12月20日㈮
ところ　鈴鹿国際大学　
内　容

○国際しゃべり場（第一会議
室）　15時～16時45分　
　共通課題について、留学生と
一般学生、住民の皆さんが
語り合う討論会です。

○CAMPUS FRIENDS PARTY（大
学食堂）　17時～18時45分
　留学生、一般学生、教職員、
地域住民が集まって、音楽や
歌を楽しみながら交流する国
際文化交流会です。

定　員　100人程度
参加料　一般300円、学生無
料

申込み　鈴鹿国際大学　入試
広報課（  372-3999    372-
   3997）へ

鈴鹿短期大学｢地域に
根ざした大学図書館での

心のふれあい体験｣
企画課    382-9038     382-9040

　地域の皆さんを対象としたイ
ベントです。ぜひご参加ください。
と　き　12月21日㈯　10時～
15時

ところ　鈴鹿短期大学　図
書館、文化ホール

内　容

○鈴鹿短大教員と学生によ

る講座とワークショップ

（図書館）
　・10時から　｢音楽療法実践｣、
｢本の読み聞かせ｣
　・11時10分から　｢ダイエット講
座｣、｢紙芝居・指人形｣
　・13時から　｢家庭でできる救
急法｣、｢食育ゲーム｣

○地域の皆さん、学生、教

職員によるクリスマスコ

ンサート（文化ホール）　13

時～15時
定　員

○講座とワークショップ　50人
（要申込み・先着順）
○コンサート　200人（申込み不要）
参加料　無料　
申込み　12月18日㈬までに、鈴
鹿短期大学図書館（　372-3950
　tosyo@suzuka-jc.ac.jp）へ

鈴鹿スキークラブ主催
親子＆ジュニアスキー教室
スポーツ課    382-9029     382-9071

対　象　小学生以上
※小学5年生から高校生は、親の

承諾書があれば本人だけで参

加できます。

と　き　1月3日㈮　夜発～6
日㈪　

ところ　立山山麓スキー場　
極楽坂エリア（富山市）

定　員　70人
参加料　小学生：3万3,000円、
中学生以上：3万5,000円

※参加料は説明会当日にお支払

いいただきます。

申込み・問合せ　12月16日㈪
（必着）までに、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を記入の
上、はがき、ファクス、電子メールで、
鈴鹿スキークラブ　杉村伸一
（〒510-0243　白子2-25-15
　    090-1095-3031  　387-5707
      suzuka_ski_club@yahoo.
   co.jp）へ
※定員を超えた場合は説明会で

抽選します。

◆説明会

と　き　12月23日（月･祝）　
16時から

ところ　市立体育館　大会
議室

催 し 物

講座・教室
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大人の学校シリーズⅡ
県立鈴鹿青少年センター

  378-9811    378-9809  

対　象　成人
ところ　鈴鹿青少年センター
定　員　20人～30人程度（各
講座による）

申込み　12月20日㈮（消印有
効）までに、希望講座名、氏名、
性別、住所、電話番号、年齢を
記入し、はがきかファクスで鈴鹿
青少年センターへ（〒513-0825 
住吉町南谷口）

◆理科の授業編｢大人のサイエ

ンス講座｣（全2回）

と　き　2月15日㈯･3月1日㈯
　10時～11時30分

参加料　1,500円
◆家庭の授業編｢大人の和菓子

作り講座｣(全2回)

と　き　3月11日㈫･18日㈫　
10時～12時

参加料　2,000円
◆家庭の授業編｢大人のお茶を

楽しむ講座(茶道)｣(全2回)

と　き　3月16日㈰･23日㈰　
10時～11時30分　

参加料　2,000円

鈴鹿スポーツガーデン
冬休み短期教室
鈴鹿スポーツガーデン

 372-2250     372-2260

申込み　12月5日㈭から水泳場
窓口またはホームページで。
定員になり次第締め切ります。

◆こども水泳教室

対　象　年長から小学生まで
と　き　12月24日㈫～27日㈮
　16時～17時

定　員　20人（先着順）
参加料　6,000円
◆ボールでチャレンジin多目的

広場

対　象　小学生
と　き　12月26日㈭　10時～
12時

定　員　30人（先着順）
参加料　500円
◆夜バレーしませんか!?

対　象　一般成人
と　き　12月12日㈭　20時～
22時

ところ　体育館
定　員　15人程度（先着順）
参加料　500円

鈴鹿国際大学
シウダック研究会

第 112 回例会
企画課    382-9038     382-9040

と　き　12月20日㈮　9時～
10時30分

ところ　鈴鹿国際大学　
B301教室（B棟3階）

内　容　『戦後ドイツ　―連邦
共和国の基本法と国防―』

発表者　氷見潔さん（鈴鹿国
際大学国際人間科学部教
授）

討論参加者　中野潤三さん
（同上）
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）
（  372-2121   372-2827
　siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

の12月 納税

○固定資産税・都市計画税・・3期

○国民健康保険税・・・6期

【納期限は12月25日㈬です】

※年末につき日程にご注意ください。

教室名 健康社交ダンス 太極拳 ピラティス＆
ストレッチ

対象 一般男女 一般男女 一般女性

とき
1月～3月の金曜日

10時30分～11時30分
(10回)

1～3月の木曜日
9時30分～11時

(10回)

1月～3月の水曜日
10時45分～11時45分

(10回)

ところ 市立体育館大会議室 武道館研修室 市立体育館

定員 30人 15人 30人

参加料 3,400円 3,000円 4,000円

保険料 800円

申込み　12月5日㈭から25日㈬までに、参加料と保険料を添えて、直接各会場へ

※市内在住者を優

先します。

※平成24年度後

期に、当該教室

に参加してい

ない方を優先

します。

※お子さんを連れ

ての参加はご

遠慮ください。

※保険料は1つで

複数の教室に

対応できます。

平成 25 年度後期スポーツ教室
市立体育館    387-6006　武道館    388-0622



森田康文さん

　定年後、好きな絵画を始めました

　小さい頃から絵が好きでしたが、

学び始めたのは定年後です。63

歳のときに公民館で水彩画を学

び始め、68歳のときには文化会

館で開催されている日本画の教

室に通うようになりました。その

後現在まで8年続けています。

　絵は、ただ描くだけでも楽しい

のですが、やはり何か目標があっ

た方が張り合いがあります。そこ

で私は数年前から毎年作品展に

応募するようになりました。

　市展日本画部門2年連続市長賞

　昨年に続いて、今年も鈴鹿市美

術展日本画部門で市長賞をいた

だきました（8ページに掲載）。

　今回描いたのは、東大寺の大

仏殿です。東大寺には電車で何度

も通いました。5月から下書きを

始め、7月から10月半ばまで幾重

にも色を塗り重ねました。重ねる

ことによって、大仏の重みや迫力

を表現しました。また、細かい部

分は双眼鏡を使ってじっくり観察

し、丁寧に描きました。

　チャレンジ！

　これからも教室の先生のご指

導の下、頑張っていきたいと思い

ます。少し遠いですが、いつか日

光東照宮を題材にしてみたいです。

　皆さんも美術を始めてみません

か。美術は、日本画のほかにもい

ろいろな分野があります。好きな

分野に挑戦して夢中になったら、

これまで以上に楽しい毎日が待っ

ていますよ。
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

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

す ず 　 　 か 　 　 び と

闘え！闘 鈴鹿人のえ！
　自動車レースを戦うレーシングドライバーたち。最初か

ら誰もが上手に速く走れるわけではありません。鈴鹿市在

住の畑川治さんは、若手ドライバーたちの走りを見て助言

をするレーシングアドバイザーとして長年に渡って活躍。

レースドライビング指導という仕事を確立した第一人者です。

　自身も若い頃はレーシングドライバーとして活躍。まだ海外

旅行に行く人がそれほど多くなかった時代に、F１ドライバーを

目指してイギリスに渡り、レースに参戦したこともありました。

その経験を生かした的確な指導により、畑川さんは鈴木亜久

里さんをはじめとする数多くのプロドライバーを育てました。

　若手育成フォーミュラレースのFCJが今年をもって

終了することから、レーシングアドバイザーとしては第

一線から退かれますが、

今後も畑川さんが築き

あげた理論は、日本を代

表するレーシングドライ

バー育成に受け継がれ

ていくことでしょう。こ

れからは趣味の鉄道模

型を走らせる時間が増え

そうですね。

■ 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）

畑川治さん
（レーシングアドバイザー）

　市役所15階は展望ロビーになっていて、四方の景色
が楽しめます。東の窓からは、田んぼの中を通る国道
23号、天気が良ければ対岸の知多半島や渥美半島
が見え、西を見れば、鈴鹿山脈を背に町並みが一望
できます。北を見れば、四日市のコンビナートがひと
きわ目立ち、紅白の煙突からたなびく煙でその日の
風向きが分かります。南側は伊勢湾の曲線がよく分
かり、その先には世界につながる太平洋が見えます。

高いビルの少ない鈴鹿ならではの眺望です。
　これから日没が早くなる12月の17時ごろは、家
の明かりと車のライトが主流のほのぼのとした夜
景も見られます。また、1月1日は6時30分から開放
します（15ページ参照)。
　まだ展望ロビーに来られたことのない方は、開
放日程を確認していただき、ぜひ一度お越しくだ
さい。新たな発見があるかもしれません。（依）

第45回、第46回鈴鹿市美術展
日本画部門市長賞受賞） ）




