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　安全でおいしい水を供給す
るために水道管内の洗管作業
とそれに伴う断水を実施します。
　なお、洗管作業中や作業後
に管内の水流の変化などで濁
り水が発生して、ご迷惑をお掛
けする場合もあります。あらかじ
め飲料水をくみ置き、また、洗濯
などの際にはご注意ください。
　また、作業区域外でも、作業
の影響に伴い濁り水が発生
し、ご迷惑をお掛けする場合
があります。炊事、洗濯などの
際にはご注意いただきますよう

お願いします。
と　き　2月24日㈪23時～翌
25日㈫6時まで

作業区域

○白子地区　東旭が丘一･二
丁目の全て、東旭が丘三丁目
の一部、中旭が丘一･二･三
丁目の一部、白子町の一部

○玉垣地区　南玉垣町の一部

　｢平成26年度版ごみ収集カ
レンダー｣、｢家庭ごみの分け
方･出し方｣、｢プラスチックご
みの分け方･出し方｣、有害ご
み専用収集袋を、広報すずか
3月5日号と共に配布します。
　これらを紛失された場合は、
3月5日以降に、廃棄物対策課
か地区市民センターでお渡し

できます。
※有害ごみ専用収集袋は翌年度も
使用できます。袋が多く余った場
合は、廃棄物対策課か地区市民
センターへお持ちください。

※有害ごみ専用収集袋が不足する
場合には、廃棄物対策課か地区
市民センターでお渡しします。

※一部地域では、有害ごみ専用収
集袋は3月20日号と共に配布し
ます。

　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。来年度の口座振替を希
望される方は、お早めに手続を
お願いします。申込手続は金融
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）

市税の口座振替手続は
お早めに

納税課 　382-7831 　382-7660

平成26年度版
ごみ収集カレンダーなど

を3月5日号と
共に配布します

廃棄物対策課 　382-7609 　382-2214

白子地区と玉垣地区の
一部で夜間断水･洗管
作業を行います

工務課 　368-1676 　368-1688
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市民の声
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健康館
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地域づくりの団体紹介

稲生地区地域づくり協議会
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　オートバイや軽自動車など
に課税される軽自動車税は、
毎年4月1日現在の所有者に
課税されます。
　車両を処分したときは廃車
の手続き、譲渡したときは名義
変更の手続きが必要です。手
続きをしないと、いつまでも課税
されます。普通車とは異なり月
割制度がないため、4月2日以
降に手続きをしても、全額課税
となりますのでご注意ください。
　また、トラクターやフォークリ
フトなどの小型特殊自動車を
所有している場合、標識の交
付を受け、車体に取り付ける
必要がありますので、手続きを
してください。
　3月末になると、窓口が大変
混み合います。まだ手続きをし
ていない方は、早めに済ませ
てください。
　なお、車両によって手続きに
必要なものや手続き先が異な
りますので、次の担当機関へ
詳細を電話で確認の上、手続
きをしてください。
①125cc以下の原付自転車･
小型特殊自動車（農耕車を
含む）
⇒市民税課（　382－9006）
②125ccを超え250cc以下の
軽二輪車
⇒三重県軽自動車協会
　（津市雲出長常町1190 -1
　059-234-8611）
③軽四輪車
⇒軽自動車検査協会三重事

務所（津市雲出長常町
1190-10　　059-234-8431）
④250ccを超える小型二輪車
⇒中部運輸局三重運輸支局
（津市雲出長常町1190-9
　 050-5540-2055）
※②③④については、鈴鹿市自家
用自動車協会（矢橋一丁目21－
23　　382-1075）で手続きを
代行しています。

　市では、社会情勢の変化や
市民ニーズに対応するため｢鈴
鹿市立図書館サービス方針｣
（案）を取りまとめました。このサ
ービス方針（案）について、皆さ
んの意見をお寄せください。
意見提出できる方

・市内に住所を有する方
・市内の事業所、学校などに
在勤･在学されている方
・本方針案に利害関係を有
する方

募集期間　2月21日㈮～3月
24日㈪

閲覧場所　図書館、市政情
報課、地区市民センター、
市ホームページ

提出方法　件名「鈴鹿市立
図書館サービス方針（案）に
関する意見」、住所、氏名、
ご意見を記入の上、郵便（〒
513-0802　飯野寺家町812
鈴鹿市立図書館宛、当日消
印有効）、ファクス、電子メー
ルまたは直接窓口（図書館、
市政情報課、地区市民セン
ター）へ。様式は問いません。
※方針案に寄せられたご意見は、
個人が特定できないように類
型化してまとめ、回答とともに

市ホームページで公表します。
個別には回答しません。

※方針に直接関係のない意見は、
一般的な市への意見として、取
り扱わせていただきます。

　協会の賛助会員などが国際
交流･国際親善･多文化共生
など目的とする活動に、1団体
10万円を上限に支援します。
※賛助会員にはいつでも加入で
きます。（賛助会費：1万円（団
体・企業）、2,000円（個人））

対　象　団体･企業賛助会
員、個人の賛助会員5人以
上で構成する団体、協会に
ボランティア登録している方
5人以上で構成する団体

募集団体数　7団体以内
対象事業要件　平成26年度
に実施予定の国際交流･
国際親善･多文化共生など
を目的とする事業で、参加
の機会が市民に開かれて
いること

※詳細は、事業支援補助金交付
要綱に基づきます。

申込み　3月20日㈭までに事
業計画書と収支予算書を、
直接、鈴鹿国際交流協会へ

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。

オートバイや
軽自動車などの廃車･
名義変更をお忘れなく

市民税課 　382-9006 　382-7604

図書館サービス方針(案)
への意見を募集します

図書館 　382-0347 　382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

国際交流などを実施する
団体の活動を支援します

（公財）鈴鹿国際交流協会

　383-0724　 383-0639

納税の夜間窓口を
開設します

納税課 　382-9008 　382-7660

くらしの情報くらしの情報
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第22回鈴鹿市文芸賞受賞者が決まりました

（公財）鈴鹿市文化振興事業団 　384-7000 　384-7755

◆第22回鈴鹿市文芸賞贈呈式

と　き　3月8日㈯　10時から      ところ　文化会館 さつきプラザ
◆第22回鈴鹿市文芸賞作品集

　受賞作品の一部と選評を、文芸誌「市民文化」に掲載します。3月8日㈯から1部100円で販売します
ので、ご希望の方は、直接、（公財）鈴鹿市文化振興事業団事務局（文化会館内）へお越しください。

　応募作品の中から下記の方が受賞しましたのでご紹介します。

※奨励賞は、受賞者氏名のみ掲載しました。
※奨励賞の作品名・作品は、（公財）鈴鹿市
文化振興事業団ホームページに掲載しま
す（3月中旬ごろ予定）。

作文･童話／熊谷虹輝
詩／田中未麗
短歌／大塚涼太、黄前芽依、小森佑馬、栗山千賀子、
　齊藤美咲、桒原楓、岸本大和、末松みなみ、服部圭悟、
　久保田希、井上純哉、今岡倖乃、村中舞、小林彩華、
　辻絵里菜
俳句・川柳／中野芙美、中野仁美、加田一帆、鍬本有沙、
　神保美優、栗田陽基、松岡央悦、辻莉子、伊藤詞童、
　須藤環、中村朋香

申込み　2月20日㈭から3月6日㈭（土･日曜日を除く8時30分～17時15分）に、人権教育課へ

◆一般の部（敬称略、同賞内順不同）

（敬称略、同賞内順不同）

小説 伊藤久昭

最
優
秀
賞

リボンの金魚
ジャンル 氏　名 作品名・作品

エッセイ 内田縁 炬燵

詩 小川はつこ 夫とキュウリ
短歌 嶋久子 四季彩
俳句 豊田忠兆 白菊
川柳 柴田比呂志 もう一度

結婚する前は全員が胸をふくらませ、
結婚したあとは胸をなでおろすか
胸をかきむしるかの二通りに分れる

アフォリズム 杉本由美子

短歌 堀喬 知覧を訪う
俳句 秋山好弘 さみだるる
川柳 小出順子 かお

ジャンル 氏　名 作品名・作品

◆ジュニアの部

作文･童話 山添正宏最
優
秀
賞

「ありがとう」のリレー

短歌 佐藤優 カラカラと道路をころがる葉の音は
風にふかれる落ち葉の合唱

俳句・川柳 小林暖和 なつのよるだいさんかくをみつけたよ
作文･童話 定金利衡 「かえるのがまとの」

俳句・川柳 道明咲恵 はがぬけたとうもろこしがたべにくい

詩 田中哲平 なぜだろう優
秀
賞

詩 大本明日香 「せみが教えてくれたこと」

短歌 辻美空 目をとじて耳をすませばすず虫の
きれいな音色でさあ夢の中へ

平成26年度鈴鹿市嘱託職員･臨時職員を募集します

人権教育課 　382-9030 　383-7878

嘱
託
職
員

臨
時
職
員

※すべての職種において、地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないことが条件です。外国籍の方は、永住者か特別永住者の在留資格が必要です。

職種・募集人員

市内の公立小中学校

勤務場所

3月11日㈫
9時～11時
翻訳筆記試験
面接試験

3月11日㈫
13時～14時
面接試験

試験日対象（すべてに該当する方） 

外国人教育指導助手
1人

市人権教育センター用務員
1人

・日本語からポルトガル語に翻訳のできる方
・日本語・ポルトガル語で通訳のできる方
・運転免許証のある方

・施設の清掃や用具などの整頓などを行い、
　子どもの活動環境を整えられる方
・子どもが好きで、笑顔で温かく接してくれる方
・土曜日の勤務が可能な方

       

年
4
月
2
日

　
以
降
の
生
ま
れ
の
方

1
9
5
4

賞

優
秀
賞

小説 小津順吉 過ぎてしまえばみんな夢
エッセイ 小川はつこ 「石岡繁雄」を思う

詩 平英男 お子様ランチ

アフォリズム 北田のりこ

「都合により」という欠席の理由
を詮索しても、不愉快になるだ
けである。都合によりは、言いた
くない理由なのだから。

賞 奨励賞

戯曲／大橋隆
小説／奈良光男
エッセイ／石田尚志
アフォリズム／金五満

詩／梅山憲三
短歌／小林徳子、加藤道子
俳句／山岡ひろし、山本成光
川柳／松長一歩、竹口みか子

奨励賞
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管財営繕課 　382-9675 　382-8188

　7月に実施される「経済セン
サス－基礎調査及び商業統
計調査」など、各種統計調査
に従事していただくための登
録統計調査員を募集します。
対　象　次のいずれにも該当
する方
○市内在住の20歳以上の方
○責任をもって調査事務を遂
行できる方
○選挙関係者および税務･警
察に直接関係のない方

仕事の内容（従事期間は、各
調査おおむね2カ月間）
1.調査員説明会への出席
2.調査対象の確認

3.調査票の配布と記入の依頼
4.調査票の回収･点検･整理
待遇など

○従事期間中は、非常勤の
公務員となります。
○調査活動に従事した対価と
して国の規定に基づき報酬
が支払われます。
○調査活動中の事故に対し
て補償があります。

申込み　3月7日㈮までに、電
話で企画課へ

　銀メダリストとしての競技人
生後も、スポーツ･教育などさ
まざまな分野で活躍される中、

モチベーションの保ち方や、お
互いに仕事を持つ夫婦のバ
ランスの取り方や子育てにつ
いて、幅広くお話ししていただ
きます。　※手話通訳あり。
と　き　3月15日㈯　13時30
分～15時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

講　師　武田美保さん（スポ
ーツ/教育コメンテーター･
三重大学特任教授）

定　員　200人（先着順）
入場料　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
は直接男女共同参画課へ

託　児　先着10人程度（0歳
～未就学児、無料）

※3月7日㈮までにお子さんの名
前と年齢（月齢も）･住所を男女
共同参画課へご連絡ください。

　新型車両でスーパーフォー
ミュラシリーズを戦う全チーム
･全マシンが揃ってのイベント
の他、国内の主要レースを体
感･体験できます。ご家族連
れでお楽しみいただける内容
です。
と　き　3月1日㈯･2日㈰　9
時～17時（予定）

ところ　鈴鹿サーキット
入場料　ページ下部に掲載の
入場券を持参すれば無料
（別途駐車料金が必要）

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

　協議会の取り組みの紹介、
本市と三重県･周辺市町（桑
名市･四日市市･亀山市･津
市･菰野町）の観光･物産の
PRなど
問合せ　商業観光課
※詳しい内容は鈴鹿F1協議会ホー
ムページ(http://suzuka21.

　com/)をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

　マシン搭乗、国際レーシング
コースマイカーラン、子どもモ
ータースポーツ教室など
問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会（鈴鹿商工会議
所内）（　382-3222）

※詳しい内容は鈴鹿モータース
ポーツ友の会ホームページ
（http://www.suzuka-msa.
jp/）をご覧ください。

と　き　3月1日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　田村陽一さん（三重
県埋蔵文化財センター活
用支援課長）

聴講料　無料

　考古学の専門の学会を一
般公開します。
と　き　3月8日㈯　10時～
16時30分

ところ　考古博物館　講堂
内　容　およそ1万年前の縄
文時代早期をテーマとした
学会です。第一線で活躍し
ている研究者が、土器や石
器、年代測定などの分野に
ついて発表します。

定　員　100人（先着順）
聴講料　無料（資料集は有料）
主　催　東海縄文研究会

　伊勢型紙技術保存会製作
の復刻作品や試験染め、人
間国宝の型紙作品や小本、
古代型紙、彫刻用具のほか
江戸小紋染色着物、反物、染
色用具などを展示します。ま
た、伊勢型紙彫刻実演と江戸

小紋染めの実演も行います。
と　き　3月5日㈬～9日㈰　
10時～17時

※彫刻実演は期間中の13時～
16時、染色実演は8日㈯･9日㈰
の随時

※最終日は、15時まで
ところ　四日市市文化会館
第1展示室（安島二丁目5-3）

入場料　無料
主　催　国認定重要無形文
化財保持団体 伊勢型紙
技術保存会 

問合せ　伊勢型紙資料館（　
　368-0240）

　地域社会の中で、老若男
女が支えあい、高齢者問題、
環境問題、食の問題、消費者
問題、子育て支援など、地域
に貢献できることを目指して、
子どもたちと一緒に考え学習
できるイベントです。
と　き　2月22日㈯10時30分
～16時、23日㈰10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター
内　容　災害時の必需品と避
難の方法、介護服･介護食
の作り方、健康茶･手作りお
やつの試食と試飲、手作り
和菓子の作り方、エコ診断
への取り組み、被災地復興
支援『ひまわりアクリルたわ
し』販売＆チャリティバザー
○その他　鈴鹿亀山消費生
活センターによる消費生活
アドバイス、廃油石鹸とぼか
し・ＥＭ拡大液の無料配布、
血圧測定、健康相談、体温
計・はかりの無料点検、手
芸・工作の体験コーナー

主　催　鈴鹿市生活学校
問合せ　北川（　383-0135）

催 し 物
武田美保さん講演会
｢夢を追いかけて｣

男女共同参画課

　381-3113 　381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

あなたも統計調査員に
登録しませんか

企画課　 382-7676 　382-9040

　住宅用地や駐車場用地･看板用地などに
最適な物件です。手続き方法などお気軽にお
問い合わせください。
◆入札

と　き　3月17日㈪　物件（1）9時、物件（2）
10時、物件（3）11時、物件（4）13時30分、
物件（5）14時30分、物件（6）15時30分、物
件（7）16時30分

ところ　市役所本館　10階1004入札室
申込み　2月21日㈮から3月13日㈭（土･日曜日

を除く）までの8時30分から17時15分までに、
直接、管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社
事務局）へ

※郵送による申込みはできません。
◆現地説明会

と　き　2月27日㈭　物件（1）9時から、物件
（2）10時から、物件（3）10時30分から、物件
（4）11時から、物件（5）11時30分から、物件
（6）13時30分から、物件（7）14時30分から
ところ　売却物件所在地

土地開発公社所有地と市有地を一般競争入札により売却します

物件 地　目 地　積 用　途　地　域 予定価格
(売却最低価格)所　在　地

（4） 宅　地 422.13㎡ 第一種住居地域 1,204万4,000円
（5） 540.01㎡ 第一種住居地域 937万4,000円宅　地

（1） 雑種地 804.51㎡ 第一種住居地域 1,544万5,000円
（2） 雑種地

宅　地
99.85㎡ 第一種住居地域 260万円

（3） 131.41㎡ 第一種住居地域 385万4,000円
寺家四丁目2962番2
寺家五丁目1675番1

（6） （未定） 1,032㎡
※仮換地地積 準工業地域 5,227万7,000円

（7） 85㎡ 第一種住居地域 314万円雑種地

江島町白江土地区画整理事業4街区2
矢橋一丁目823番

末広北二丁目5563番1
寺家四丁目2957番2
寺家四丁目2961番1
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3. 調査票の配布と記入の依頼
4.調査票の回収･点検･整理
待遇など

○従事期間中は、非常勤の
公務員となります。
○調査活動に従事した対価と
して国の規定に基づき報酬
が支払われます。
○調査活動中の事故に対し
て補償があります。

申込み　3月7日㈮までに、電
話で企画課へ

　銀メダリストとしての競技人
生後も、スポーツ･教育などさ
まざまな分野で活躍される中、

モチベーションの保ち方や、お
互いに仕事を持つ夫婦のバ
ランスの取り方や子育てにつ
いて、幅広くお話ししていただ
きます。　※手話通訳あり。
と　き　3月15日㈯　13時30
分～15時

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

講　師　武田美保さん（スポ
ーツ/教育コメンテーター･
三重大学特任教授）

定　員　200人（先着順）
入場料　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
は直接男女共同参画課へ

託　児　先着10人程度（0歳
～未就学児、無料）

※3月7日㈮までにお子さんの名
前と年齢（月齢も）･住所を男女
共同参画課へご連絡ください。

　新型車両でスーパーフォー
ミュラシリーズを戦う全チーム
･全マシンが揃ってのイベント
の他、国内の主要レースを体
感･体験できます。ご家族連
れでお楽しみいただける内容
です。
と　き　3月1日㈯･2日㈰　9
時～17時（予定）

ところ　鈴鹿サーキット
入場料　ページ下部に掲載の
入場券を持参すれば無料
（別途駐車料金が必要）

◆鈴鹿F1日本グランプリ地

域活性化協議会ブース

　協議会の取り組みの紹介、
本市と三重県･周辺市町（桑
名市･四日市市･亀山市･津
市･菰野町）の観光･物産の
PRなど
問合せ　商業観光課
※詳しい内容は鈴鹿F1協議会ホー
ムページ(http://suzuka21.

　com/)をご覧ください。
◆鈴鹿モータースポーツ友

の会ブース

　マシン搭乗、国際レーシング
コースマイカーラン、子どもモ
ータースポーツ教室など
問合せ　鈴鹿モータースポー
ツ友の会（鈴鹿商工会議
所内）（　382-3222）

※詳しい内容は鈴鹿モータース
ポーツ友の会ホームページ
（http://www.suzuka-msa.
jp/）をご覧ください。

と　き　3月1日㈯　14時から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　田村陽一さん（三重
県埋蔵文化財センター活
用支援課長）

聴講料　無料

　考古学の専門の学会を一
般公開します。
と　き　3月8日㈯　10時～
16時30分

ところ　考古博物館　講堂
内　容　およそ1万年前の縄
文時代早期をテーマとした
学会です。第一線で活躍し
ている研究者が、土器や石
器、年代測定などの分野に
ついて発表します。

定　員　100人（先着順）
聴講料　無料（資料集は有料）
主　催　東海縄文研究会

　伊勢型紙技術保存会製作
の復刻作品や試験染め、人
間国宝の型紙作品や小本、
古代型紙、彫刻用具のほか
江戸小紋染色着物、反物、染
色用具などを展示します。ま
た、伊勢型紙彫刻実演と江戸

小紋染めの実演も行います。
と　き　3月5日㈬～9日㈰　
10時～17時

※彫刻実演は期間中の13時～
16時、染色実演は8日㈯･9日㈰
の随時

※最終日は、15時まで
ところ　四日市市文化会館
第1展示室（安島二丁目5-3）

入場料　無料
主　催　国認定重要無形文
化財保持団体 伊勢型紙
技術保存会 

問合せ　伊勢型紙資料館（　
　368-0240）

　地域社会の中で、老若男
女が支えあい、高齢者問題、
環境問題、食の問題、消費者
問題、子育て支援など、地域
に貢献できることを目指して、
子どもたちと一緒に考え学習
できるイベントです。
と　き　2月22日㈯10時30分
～16時、23日㈰10時～16時

ところ　鈴鹿ハンター
内　容　災害時の必需品と避
難の方法、介護服･介護食
の作り方、健康茶･手作りお
やつの試食と試飲、手作り
和菓子の作り方、エコ診断
への取り組み、被災地復興
支援『ひまわりアクリルたわ
し』販売＆チャリティバザー
○その他　鈴鹿亀山消費生
活センターによる消費生活
アドバイス、廃油石鹸とぼか
し・ＥＭ拡大液の無料配布、
血圧測定、健康相談、体温
計・はかりの無料点検、手
芸・工作の体験コーナー

主　催　鈴鹿市生活学校
問合せ　北川（　383-0135）

第25回すずか消費生活展

産業政策課 　382-8698 　382-0304

企画展関連講演会
｢三重の縄文文化｣

考古博物館 　374-1994　 374-0986

重要無形文化財･
伊勢型紙展

文化課 　382-9031 　382-9071

2014モータースポーツ
ファン感謝デー

商業観光課 　382-9020 　382-0304

東海縄文研究会
第10回研究会(三重)

考古博物館 　374-1994 　374-0986

入
場
券

（鈴）

３月1日㈯ 2014モータースポーツ ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

入
場
券

（鈴）

３月2日㈰ 2014モータースポーツ ファン感謝デー
※当日限り有効　※10人まで　※切り取ってお持ちください
※別途駐車料金1,000円／台必要

電　話 電子メール ホームページファクス
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　笑うことをきっかけに、こころ
と体の両方をリフレッシュしま
せんか。
と　き　3月24日㈪･25日㈫
　10時～11時30分

※どちらか1回の参加に限ります。
ところ　保健センター（すこや
かホール）

内　容　講話（笑いの効用）、
笑いヨガの実技

持ち物　水分補給の飲み物、
運動できる服装

定　員　各30人（先着順）
参加料　無料
申込み　2月24日㈪から、電
話で健康づくり課へ

　ジュニアの皆さんが広くゴ
ルフに親しんでいただくために
開催します。
対　象　市内に在住･在学の
小･中学生

※小学生は原則ゴルフ経験者に
限ります。

と　き　4月から原則毎週土
曜日の午後

ところ　三鈴カントリー倶楽
部、中日カントリークラブ、鈴
峰ゴルフ倶楽部

内　容　打球練習、ラウンド
練習など

会　費　入会金1,000円、月
会費1,000円

定　員　若干名（申込多数
の場合は抽選）

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会
申込み　3月10日㈪までに、鈴
峰ゴルフ倶楽部内　鈴鹿
市ゴルフ協会（　371-0711
　371-1518)へ

申込み　2月27日㈭（平日10時
～18時）から電話で「NPO
法人市民ネットワークすず
かのぶどう（イオン白子店
3階）」 （　･　387-0764）
　へ
◆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　3月
8日㈯と9日㈰
･ワード基礎　3月15日㈯と
16日㈰
○午後の部　13時30分から
･エクセル基礎　3月8日㈯と
9日㈰
･エクセル応用　3月15日㈯
と16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）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

◆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
参加料　3時間1,500円

と　き　3月16日㈰　13時～
16時

ところ　鈴鹿医療科学大学
白子キャンパス講堂

内　容

○伊藤正明さん（三重大学医
学部附属病院 院長）による
講演会
○腎臓病養生実践教室など
定　員　800人（先着順）
参加料　無料
申込み･問合せ　事前申込み
が必要。詳しくは三重CKD
委員会（　059-231-5403）
へ

※電話での申込みはできませ
ん。

　鈴鹿医療科学大学の教
員が中心となり外部の講師も
お招きして、日常生活の中で
非常に関心が高い｢食の安
全･安心と健康の問題｣を考
える講座を開講します。一般
の方にも分かりやすい内容
です。
と　き　3月2日㈰13時～16
時20分

ところ　鈴鹿医療科学大学 
JART記念館100年記念
ホール（岸岡町1001-1）

受講料　無料
申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパス庶務課
（　383-8991 　383-9666
　homepage@suzuka-u.
　ac.jp）

講座・教室

健康教室｢笑いヨガ｣

健康づくり課 　382-2252 　382-4187

はじめてのパソコン講座

市政情報課 　382-9003 　382-2214

平成26年度
鈴鹿市ジュニア
ゴルフ教室

スポーツ課 　382-9029 　382-9071

県民公開講座
｢あなたの腎臓を守る｣

健康づくり課 　382-2252　　382-4187

市民公開講座
｢健康と食の安全･安心の
問題を考えよう｣

企画課 　382-9038 　382-9040
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電　話 電子メール ホームページファクス

勤労青少年ホーム 　387-6125 　388-1223

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ

〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

医療費控除の申告について

　医療費控除の申告の際に、特に気
を付ける点を教えてください。

　昨年1年間に、あなたやあなたと同
一生計のご家族の治療のために支払

った医療費について、領収書の添付または
提示が必要です。
　申告相談にご来場の際は、事前に領収書
を病院ごとに分けて整理し、支払った医療費
の合計額が分かるようにしておいてください。

　医療費控除の対象となるのは、治療のため
に支払った医療費です。治療ではないもの
（予防接種、文書料、治療につながらない健
康診断、健康増進のためのサプリメントなど）
に支払った代金は対象になりませんので、ご
注意ください。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声
　このコーナーでは、インターネットや郵送などに

より届けられた皆さんのご意見やご要望、それに対

する市の回答を紹介します。

市民税課 　382-9446　　382-7604　

 shiminzei@city.suzuka.lg.jp

受付日

3月4日

3月5日

茶道（表千家）

パン・お菓子

華道（池坊）

レクリエーション

陶　芸

英会話

料理

着物の着装（女性）

写　真

ゴルフ

火

第1･3火

講座名
18時30分～20時30分

受講時間
14

回　数曜　日
10

募集人数
5,000

18時30分～20時30分 1220 10,000

水

3月6日

随　時

木

18時30分～20時30分 14ー 12,000

19時～20時30分 14ー 2,500

18時30分～20時30分 1415 5,000

19時～20時30分 1415 2,000

18時30分～20時30分 1423 11,000

18時30分～20時30分 148 無料

19時～20時30分 1215 4,000

19時～20時30分 半期 5,000－

茶道 水 18時30分～20時30分 半期(14回) 10,000  －

教材費（円）
前期教養講座・サークル（教材費は全回分）

　勤労青少年ホームでは、働く青少年の皆さんが、仲間と出会い、人間関係を深め、共に教養を高め
る目的で各種教養講座を開いています。
対　象　平成26年4月1日現在、35歳以下の勤労青少年
申込み　3月4日㈫から6日㈭までの、各講座の開講曜日の9時30分から20時までに、勤労青少年ホー
ムへ

※受講申込み前に利用登録の手続きをしてください
（身分証明書の提示とメールアドレスが必要）。
※申込み多数の場合は、受付日当日20時に抽選を行
います。

※定員に満たない講座は、受付日以降随時受け付けま
す。3月末時点で申込者が各講座の開講規定人数
に達しないときは開講をとりやめることがあります。

※教材費は、開講初日に各講座にお支払いください。
釣銭のいらないようご協力をお願いします。

※開講後に退講される場合の教材費の取り扱いに
ついては各講座ごとに異なります。

※4月8日㈫から順次開講します。
※同じ曜日に複数の教養講座を受講される希望者は
ご連絡ください。

勤労青少年ホーム前期教養講座

前
期
教
養
講
座

サ
ー
ク
ル
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肺がん・胃がん検診の申し込みは、電話で健康づくり課へ（　382-2252　月～金曜日　8時30分～
17時15分）。聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。検　診検　診

○市内に住民登録をしている方が対象です。
○年度内に同じ検診を2回以上受けることはできません。
○40歳以上で健康手帳をお持ちの方はご持参ください。
○検診結果は検診日より約1カ月後に郵送します。
○過去に治療（手術など）を受けたことがある方、現在何らかの病気で治療中の方は検診の対象とならない場合が
ありますので、かかりつけ医または健康づくり課にご相談ください。
○小さなお子様連れでも受診できます。
○生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は無料です（肺がん検診のたんの検査は除く）。
※市民税非課税世帯の方は本人確認できるもの（免許証・保険証など）を持って、当日受け付けする前に事務所窓口
へお申し出ください。
※市民税非課税世帯を確認するために必要な同意書は、健康づくり課窓口か市のホームページから入手できます。
※70歳以上で非課税世帯の方は介護保険納入通知書の保険料段階で確認しますので、受診時に持参してくださ
い（第1段階～第4段階の方が市民税非課税世帯に該当します）。

3月3日㈪
9時～11時 保健センター 1,000円

(70歳以上の方は500円)若干名 受付中
（先着順）

と　　き ところ 定　員 費　　　　用検 診／ 対 象 申 込 み

胃がん
（バリウムによる）
40歳以上の方

※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※胃・大腸の手術を受けたことがある方は受診できません。
※問診の結果、受診ができない場合があります。
※前日の21時以降は飲食、喫煙はしないでください（内服が必要な方は、主治医にご確認ください）。

3月5日㈬
9時～11時 保健センター

肺がん 
レントゲン撮影 500円
たんの検査　     500円

40歳以上の方 ※妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方は受診できません。
※たんの検査は、問診の結果などで必要な方に、検診当日に会場で容器をお渡しします。

100人 受付中
（先着順）

予防接種予防接種
■生まれてくる赤ちゃんのために「風しんワクチン」を受けましょう

　風しん予防接種の費用助成をしています。妊娠初期に風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが「先天性
風しん症候群」という病気にかかることがあります。心疾患・白内障・難聴などの生まれつきの病気にかからない
よう風しんの予防接種を受けることをご検討ください。
対象者　次のいずれかに該当する方
　(1) 近いうちに妊娠を予定または希望している女性
　(2) 妊婦の夫および妊婦と同一世帯の方
※妊婦本人が風しん抗体陽性の場合や、接種希望者が過去に風しんにかかったことがある場合、風しんワクチ
ンを2回接種済の場合は、費用助成の対象外になります。
助成期間　3月31日㈪まで
対象ワクチン　風しんまたはMR（麻しん・風しん混合）ワクチン
助成回数　期間中に1回限り
助成金額　5,000円（助成額を差し引いた残りの費用は、自己負担になります）
※対象者によって申請方法や必要書類が異なります。市ホームページトピックスでご確認いただくか、健康づく
り課までお問い合わせください。
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健康づくり課　382-2252　 382-4187　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp  　受付時間　8時30分～17時15分

月 献 血3 日 程の

　1歳6カ月、3歳6カ月児の
健診を行います。対象の方
に個別に通知します。受診
日の変更希望は、健康づく
り課（保健センター内）へ。

とき・ところ　3月2日㈰、23日㈰、30日㈰10時～
11時30分、13時～17時

　イオンモール鈴鹿　WESTコート
※献血者の健康を守るためにさまざまな基準があります。
※日程は変更になる場合がありますのでご了承ください。

健康診査健康診査

問合せ  三重県赤十字血液センター　 0120-05-5632

保健センター地図

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○鈴鹿郵便局

○市役所

近鉄鈴鹿市駅近鉄三日市駅

○社会福祉センター

○図書館

○文化会館

○

○

○

○

○

●保健センター●保健センター

　生後4カ月までの赤ちゃんのいるご家庭に、「こんにちは赤ちゃん訪
問員」がお伺いします。対象の方には、訪問する前月の下旬ごろに案内
を郵送します。訪問の内容は、市の子育てサービスの紹介、子育て情報
誌の提供などです。費用は無料です。

　　　健診の費用の助成を受けるためには、妊娠届出をして母子保健のしおり（妊婦一般健康診査結果
票）の交付を受けましょう。県外の医療機関で健診を受診された方は、後日公費助成の手続きが必要で、申
請期間は県外で受診した日から1年以内です。

妊婦健康診査妊婦健康診査

4月17日㈭
13時～14時15分
個別相談は14時
15分～14時45分

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

（　　　　　）

相　談

保健
センター ̶ ̶3月14日㈮

9時30分～11時

すくすく広場
（育児相談・栄養相談・
助産師によるおっぱい
相談・身体計測）

母子健康手帳（相談希望者）
※おっぱい相談は希望者多数
の場合、ご希望に沿えないこ
とがあります。

と　　き と こ ろ 定 員 備　　　　　考申　込　み相 　 　 談

申し込みは、電話で健康づくり課（　382-2252　月～金曜日　8時30分～17時15分）へ。
聴覚または言語に障がいのある方は、あらかじめファクス（　382-4187）でご相談ください。

市役所本館
12階

1203会議室

森正博医師(耳鼻咽喉科)
「嚥下障害について～いつま
でも美味しく食べるために～」
（個別相談は1人15分程度）

受付中
（先着順）

70人
（個別相談は

2人）
市民健康講座

（医師による講演会と
質疑応答、個別相談）

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

■すくすくファミリー教室

教　室教　室

無料
3月2日㈰

9時30分～11時45分、
13時30分～15時45分

助産師による講話、
赤ちゃん人形でお世話体験、
パパの妊婦体験など 

プレパパ・ママコース
妊娠5カ月～8カ月の方
とその夫で初参加の方

各15組

無料保健
センター

3月13日㈭
10時～11時30分

離乳食の進め方について
（5～8カ月頃の離乳食）、
試食、栄養相談

虫歯予防の話、ブラッシン
グ指導、個別相談

離乳食コース
平成25年9月～11月生まれの
乳児をもつ方で初参加の方

30組

保健
センター

受付中
（先着順）

2月26日㈬から
（先着順）

無料保健
センター

3月6日㈭
10時～11時30分

むし歯予防コース
1歳半～2歳未満の幼児と

その保護者の方

受付中
（先着順）20組

無料保健
センター

認知症予防のための
頭と体の体操

健康ひろば
（認知症予防編）
65歳以上の方 

30人

教 室 ／ 対 象 内 　 　 容 ところ 定 員 費 用 申込み（電話予約制）と 　 　 き

 3月26日㈬
10時～11時30分

2月24日㈪から
（先着順）

※個別相談の申込みは、2月24日㈪から4月7日㈪までにお願いします。

※動きやすい服装でお越しください。

えん    げ

こんにちは
赤ちゃん訪問
こんにちは
赤ちゃん訪問
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廃棄物対策課 　382-7609　　382-2214　　haik ibutsuta isaku@ci ty .suzuka . lg . jp

マスコットキャラクター「クリン」
鈴鹿市不法投棄対策連絡会議

レジ袋有料化による収益金は
地域の社会貢献事業に還元されています

　本市では、環境への負荷の少ない環境循環型社会を進めるため、平成20年9月1日

からスーパーマーケットなどでレジ袋の有料化を実施しています。有料化で得られた

収益金は、地域社会への貢献に使われています。

告

広

料

有

※「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。
※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課（　382-9036）へ

　地域社会貢献事業への還元方法は2通りあります。　レジ
袋有料化の実施事業者が独自に還元する方法と、　鈴鹿市
レジ袋削減（有料化）・マイバッグ推進会議（※1）に委託して
還元する方法です。
　推進会議は、受託している事業者（※2）からの収益金を有効
に還元するため、毎年検討した上で還元を実施しています。

鈴鹿市レジ袋削減(有料化)・マイバッグ推進会議
鈴鹿市自治会連合会、鈴鹿商工会議所などで構成し、レジ袋削減を
推進している団体
還元を推進会議に委託している事業者（五十音順）
イオンリテール㈱、㈱一号舘、㈱オークワ、マックスバリュ中部㈱、㈱ヤ
マナカ、ユニー㈱

収益金還元の流れ

　推進会議が有効な還元方法を検討した結果、今年度は小学校に図書を贈呈
することになりました。低学年から高学年まで環境学習の教材として利用できる図
鑑などです。今回の対象は、白子・清和・明生・栄・鈴西小学校の5校です。
　贈呈式が昨年12月に、5つの小学校を代表して栄小学校で行われ、推進会
議の北川正敏会長から目録が贈られました。各学校には約170冊ずつが贈呈
されました。
　子どもたちからは、「新しい本を「しらべ学習」に利用しています」「いろいろな
種類の本があるので、読むのが楽しいです」などの声が寄せられ、環境の学習
に活用されています。

今年度は環境学習に役立つ図書を小学校へ寄贈していただきました

事業者
（スーパーマーケットなど）

収益金を預託

地　域

レジ袋削減(有料化)・
マイバッグ推進会議

還元方法を検討
して分配

　独自
に還元

※1

※2

1

1

2

2
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●西部体育館 371-1476

ス
ポ
ー
ツ

休館日　10日㈪、24日㈪ 休館日　10日㈪、24日㈪●市立体育館 387-6006 ●市武道館 388-0622

3
March

詳
し
く
は
、
各
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一　般
公開日

バスケットボール

インディアカ・
ソフトバレー

卓　　　球

卓　　　球

バレーボール

バドミントン

13：00～17：00
15：00～21：00
13：00～21：00
18：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
9：00～12：00
18：00～21：00
9：00～12：00
18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
13：00～17：00
13：00～21：00
9：00～12：00

18：00～21：00

4・5・12・20日
7・14日
11・13・18・19日
25日
30日
31日
1日

2・27日

3・11・17日
5・6・8・9・14・15・20・22・25・30日
7日
21・31日
3・17・23日
4・12・13・18日
5日
11・19日
20日

1・2・16・22・23日

18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00

1・2・8・9・15・16・22・30日
3～7・10～14・17～21・24～28・31日
2・4・9・11・16・30日
3・5～7・10・12・13・17～21・24～28・31日
14日

18：00～21：00
9：00～21：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00

1・8・15・22日
5・6・12・13・19・20・26・27日
1・2・4・8・9・11・15・16・22・30日
3・10・17・18・24・25・28・31日
7・14・21日

バレーボール

バドミントンバスケットボール

3月 第 1 道 場

第2・3道場

第 4 道 場

相撲

弓道

第 5 道 場

柔道・合気道・日本拳法・ヨガ・体操など

剣道・少林寺拳法・杖道・居合・なぎなた・空手道・ヨガ・体操など

春分の日

13：00～17：00
18：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00
13：00～21：00

1・15日
2・16・25・27・30日
3・4・11・17・18・22・23・29・31日
6～8・12～14・19～21・28日
9

18：00～21：00
13：00～21：00
9：00～21：00
9：00～17：00

1・8・15・16日
2・22・29・30日
3～5・9・12・17～19・21・23・26・31日
6・7・11・13・14・20・25・27・28日

13：00～17：00
18：00～21：00
9：00～21：00
13：00～21：00
9：00～17：00

1・8・22・29日
2・9・16・30日
3・4・11・14・17・18・24・25・28・31日
5・7・12・19・21・26日
6・13・20・27日

9：00～21：001～9・11～23・25～31日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

3月
●休館日 月曜日、4日㈫、18日㈫　●開館時間 9時～19時　土・日曜日・祝日は9時～17時
●おはなし会（絵本などの読み聞かせ）　1日・9日・15日14時30分～15時、22日10時30分～11時　1階親子コーナー 

382-0347

図
書
館 久間田公民館

河曲公民館
郡山公民館
栄 公 民 館
鼓ヶ浦公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

椿 公 民 館
石薬師公民館
井田川公民館
国府公民館
住吉公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

深伊沢公民館
牧田公民館
若松公民館
愛宕公民館
白子公民館

5日㈬
19日㈬

6日㈭
20日㈭

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

鈴峰公民館
加佐登公民館
合川公民館
天名公民館
稲生公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

12日㈬
　

神戸公民館
清和公民館
飯野公民館
旭が丘公民館
ふれあいセンター
玉垣公民館

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

庄内公民館
庄野公民館
一ノ宮公民館
長太公民館
箕田公民館

10：00～10：30
11：00～11：30
13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

●配本／ふれあいライブラリー

相
　
談

3月

13日㈭

14日㈮

7日㈮
25日㈫

相 　 談 　 名 と 　 　 　 き と 　 こ 　 ろ 問 い 合 わ せ

◎印は、予約制（総合相談については、弁護士、公証人、司法書士、土地家屋調査士が予約制）です。

庭球場 水泳場372-2285 372-2250
●県営鈴鹿スポーツガーデン 休業日　3日㈪

◎印は、都合により巡回日・曜日を変更しています。

◎

6日

◎総合相談 14日 10：00～15：00
長太公民館

一般相談 月～金曜日 8：30～17：15
◎法律相談 7・20・28日 10：00～15：00
◎クレジット・サラ金相談 4日 13：00～16：00
◎交通事故相談 17日 10：00～15：00

◎外国人のための行政書士相談 13日 10：00～12：00 市民対話課 市民対話課

人権相談 11日 13：00～16：00 白子コミュニティセンター 人権政策課
子ども教育相談

月～金曜日
婦人相談
家庭児童相談
発達相談
児童虐待・ＤＶに関する相談

8：30～17：15

電話育児相談 火～土曜日 8：30～17：15 子育て支援センターりんりん 子育て支援センターりんりん
年金事務所出張相談 12・26日 10：00～15：00 鈴鹿商工会議所 保険年金課

◎建築士による住まいの相談 毎月第3木曜日 9：00～16：00 建築指導課 建築指導課
消費生活相談 月～金曜日 9：00～16：00 鈴鹿農協平田駅前支店2階 鈴鹿亀山消費生活センター

男女共同参画センター
（ジェフリーすずか）

市民対話課

電話相談専用
男女共同参画課

市役所西館2階
（子ども家庭支援室） 子ども家庭支援室

382-9058

382-9011　　382-2214

372-3338　　372-3303
382-9401　　382-9455

382-9048　　384-3938
375-7611　　370-2900

381-3118
381-3113　　381-3119

382-9140　　382-9142

10：00～12：00
13：00～16：00

4・6・7・11・13・
14・20・25・27日女性のための電話相談

※総合相談は、弁護士、行政相談委員、公証人、司
法書士、土地家屋調査士による相談です。

※弁護士への相談（総合相談・法律相談）は、相談後3
カ月間次の予約ができません（司法書士も同様）。

市民対話課　　382-9004　　382-7660

市役所2階会議室
巡回相談 6日 13：00～15：00

13：30～15：30◎こころの健康相談 県鈴鹿庁舎1階 鈴鹿保健所 382-8673　　382-7958
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○ 2月21日㈮～28日㈮…保健情報、くらしの情報
○ 3月 1日㈯～10日㈪…水道の利用と料金
○ 3月11日㈫～20日㈭…清掃情報、くらしの情報

火 災

交 通

人口・世帯数 

救 急

月［1月31日現在］

1
広 報すず か 　2 0 1 4 年 2 月 2 0 日 号

（　）内の数字は前月との比較です。

（　）内の数字は1月からの
累計とその前年との比較です。 

■発行／鈴鹿市　〒513-8701 鈴鹿市神戸一丁目18番18号  　 059-382-1100（代表）　   http：//www.city.suzuka.lg.jp/
■編集／企画財務部秘書広報課　　 059-382-9036　   059-382-9040　   hishokoho＠city.suzuka.lg.jp
■印刷・制作／指定就労継続支援事業所　八野就労支援センター印刷係
　　　　　　　  059-375-4381　　  059-340-8810

古紙配合率100％再生紙を使用しています。この
冊子は資源ごみの「新聞」に分別してください。

鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」

『鈴鹿市からのお知らせ』（5分）
　○月～金曜日　7時3分～、13時30分～
　○土曜日　17時55分～（ポルトガル語版）
 『鈴鹿市役所情報局』（5分）
　○月～金曜日　7時30分～、17時25分～

F M 放 送 　 7 8 . 3 M H z

件　数/5件、うち建物2件（5件、増減なし） 出動数/760件（760件、48件減）

人口/201,333人（90人減） 男性/100,604人（15人減） 女性/100,729人（75人減） 世帯数/81,784世帯（12世帯減）

事故数/552件、うち人身事故64件（552件、42件減） 死者数/1人（1人、1人減） 傷者数/77人（77人、36人減）

月～金曜日…10時30分、13時30分、19時30分、23時30分からの各10分間
土・日曜日…10時30分、19時30分、24時30分からの各10分間

稲生地区地域づくり協議会（事務局　稲生公民館内）
〒510-0207 稲生塩屋三丁目2番34号 問合せ 　387-0479　　386-9607

稲生地区地域づくり協議会（事務局　稲生公民館内）

『ベルディ便り』

※2月22日・23日…10時30分、20時30分、24時30分からの各10分間

地域づくりの

団体紹介

私たち
のまちは

私たちの手で

市では、地域の課題解決に
取り組む地域づくり協議会
の設立を促進しています。
現在活動中の団体を順に
紹介しています。

　平成19年に設立した本協議会は、「文化と水が自慢の稲生の里」をテーマに、稲生に住んでよかった！と思

えるような「ふるさと稲生」を目指して活動しています。稲生には稲作にまつわる行事がいくつかあり、人々

は行事を大切に伝承してきました。共有の娯楽であったばかりでなく、人々の絆を強める役目も果していまし

た。現在は次に紹介するような行事の復活に力を注いでいるところです。

○虫送り　夏に発生する稲の害虫を駆除するための農作業でしたが、いつしか農村の夏の夜祭りの行事に

　姿を変えました。復活した虫送り行事は、子どもや親たちの参加を主軸にして、古代に開発された水田の

　周りでたいまつを燃やし、太鼓やかねを鳴らしながら夏の宵を賑わしています。

○ふるさとめぐり　小学生を対象に、また参加を希望する大人たちも加わって、地区内の稲の遺跡などを訪

　れて郷土の歴史を学んでいます。

○収穫祭　地域内で収穫した餅米を使い、地域の人々の手助けを

　得て餅をつきあげ、その場で賞味している秋の行事です。

○黒米の栽培　稲作発祥の地の伝説にちなんで、古代米の黒米を

　栽培し販売しています。

○清酒「稲生おんど」　地域内で酒米（うこん錦）を栽培し、市内

　の酒蔵で醸造していただいています。

　こうした行事が持っている力を地域づくりの推進に生かしたい

との期待から、行事の復活に取り組んでいます。

○収穫祭　地域内で収穫した餅米を使い、地域の人々の手助けを

○黒米の栽培　稲作発祥の地の伝説にちなんで、古代米の黒米を

○清酒「稲生おんど」　地域内で酒米（うこん錦）を栽培し、市内

　こうした行事が持っている力を地域づくりの推進に生かしたい 虫送り虫送り
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