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　暖かな日差しの中、ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場では、いろいろな学
校の陸上競技部員たちが、短距離走、ハードル、走幅跳、走高跳な
どの練習を繰り返していました。100メートル走では、一人ずつゴー
ル目掛けて全力でスタートを切っていました。

ゴールに向かって全力スタート

子どもたちと共に考えよう
ひろげよう人権尊重の輪
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市長　明けましておめでとうございます。
　　昨年はオリンピックイヤーということもあり、
そして何といっても衛藤選手をはじめ鈴鹿市
ゆかりの選手が３人もリオオリンピックに出
場されたことで、市民の皆さんのスポーツに
対する関心もかなり高かったかと思います。
　　それでは衛藤さん、早速ですが日本の代表
としてオリンピックに出場が決まったときのお
気持ちをお聞かせください。

衛藤　オリンピックを決めたのは、昨年６月末
の日本選手権です。ラストチャンスで何とか
決めることができました。それから本番まで
１カ月程しかなかったので、喜びに浸る間も
ありませんでした。周囲の期待が膨らむ中で、
オリンピック本番も迫ってきて、何とか乗り遅
れないようにというのが決まってからの気持
ちでした。

市長　小さい頃からオリンピック選手を目指し
て練習していたのですか。

衛藤　いえ。身長が伸びるのが遅く、小・中学校
ではあまり良い成績を残せず、自分とはどこか
違う世界だなと思っていました。高専入学後に
身長が伸びたことが幸いし、年齢を重ねるごと
に少しずつ記録を伸ばすことができました。そ
の後オリンピックに手の届きそうな届かなさそ
うな状態が続き、実際に行けそうと思ったのは
２、３年前のことでした。

市長　やはりオリンピックは全然違う舞台なの
でしょうか。 

衛藤　前年に世界選手権に出ているので、競技
中はそこまで大きな違いは感じませんでしたが、
やはりそこに至るまでの周りの期待や盛り上がり
は、世界選手権と比べものになりませんでした。

市長　ご経験されている井村さんはどうでしょうか。 

井村　ちょうど８年前になりますが、私も同じよ
うに選考会の後の試合で基準記録を突破し
て、結構慌ただしくオリンピックを迎えたの
で、準備する間もなくという感じでした。
　　私はこの後選手活動を終えて指導者として活
動する中でいろんな人から「やっぱりオリンピッ
クは違いましたか」という質問をいただきます。
　　今になって、自分で違うものにしていたのかなと
思います。周りの期待が大きく「オリンピック選手」
という言葉に自分でも上の空になってしまい、いつ
もより背伸びした自分を見せようとしていたので、
そのときにしっかり足を地につけてくれる、プレイ
ングコーチがいてくれたらなと感じています。

加藤　逆だと思っていました。どちらかというと
世界の一流選手と一緒になって、萎縮してし
まうのかなと思っていました。

市長　帰ってきてから、後輩とか地域の方とか
と触れ合うことが多かったと思うのですが、
帰ってきてどんな感じでしたか。

衛藤　ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場でいつも練習して
いる中学生は「帰ってきたんや」という感じでし
た。オフシーズンになり、スポーツフェスタや小
学校の出前授業、会社の運動会で、地域の方々
や走り高跳びを生で見たことがない人たちの
前で跳ぶと「おぉ～」という声が上がります。そ
れは大人も子どももリアクションが一緒でおも
しろいなと思いました。

加藤　本当にスポーツって、芸術ですよね。その
ときそのときで消えていくけれども、印象に残
るし、とても感動しますものね。本当に文化だ
なと思います。

市長　選手の人たちを支える側のスポーツ医学
とは、どのようなものなのでしょうか。 

加藤　スポーツ医学で一番大事なことは予防だと
思います。けがをしないため大人はやり過ぎに注
意してください。そして子どもに大人のやり方を当
てはめてしまうとミスマッチを起こします。成長に
合わせなければなりません。例えば小学校低学
年までの子どもだと平衡感覚が身に付く時期な
ので自転車に乗ったりするのが良いのです。オリ
ンピック選手と同じように筋トレをしたとしても筋
肉はつきません。逆に故障を起こしてしまいます。
　　成長に合わせて、高校生以降になったらウ
エイトトレーニングを取り入れるなどすれば
良いので、子どもの指導に関しては注意を
払っていただきたいと思っています。 
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衛藤昂さん

井村久美子さん 末松則子市長

加藤公さん

新春座談会



衛藤　いえ。身長が伸びるのが遅く、小・中学校
ではあまり良い成績を残せず、自分とはどこか
違う世界だなと思っていました。高専入学後に
身長が伸びたことが幸いし、年齢を重ねるごと
に少しずつ記録を伸ばすことができました。そ
の後オリンピックに手の届きそうな届かなさそ
うな状態が続き、実際に行けそうと思ったのは
２、３年前のことでした。

市長　やはりオリンピックは全然違う舞台なの
でしょうか。 

衛藤　前年に世界選手権に出ているので、競技
中はそこまで大きな違いは感じませんでしたが、
やはりそこに至るまでの周りの期待や盛り上がり
は、世界選手権と比べものになりませんでした。

市長　ご経験されている井村さんはどうでしょうか。 

井村　ちょうど８年前になりますが、私も同じよ
うに選考会の後の試合で基準記録を突破し
て、結構慌ただしくオリンピックを迎えたの
で、準備する間もなくという感じでした。
　　私はこの後選手活動を終えて指導者として活
動する中でいろんな人から「やっぱりオリンピッ
クは違いましたか」という質問をいただきます。

　　今になって、自分で違うものにしていたのかなと
思います。周りの期待が大きく「オリンピック選手」
という言葉に自分でも上の空になってしまい、いつ
もより背伸びした自分を見せようとしていたので、
そのときにしっかり足を地につけてくれる、プレイ
ングコーチがいてくれたらなと感じています。

加藤　逆だと思っていました。どちらかというと
世界の一流選手と一緒になって、萎縮してし
まうのかなと思っていました。

市長　帰ってきてから、後輩とか地域の方とか
と触れ合うことが多かったと思うのですが、
帰ってきてどんな感じでしたか。

衛藤　ＡＧＦ鈴鹿陸上競技場でいつも練習して
いる中学生は「帰ってきたんや」という感じでし
た。オフシーズンになり、スポーツフェスタや小
学校の出前授業、会社の運動会で、地域の方々
や走り高跳びを生で見たことがない人たちの
前で跳ぶと「おぉ～」という声が上がります。そ
れは大人も子どももリアクションが一緒でおも
しろいなと思いました。

加藤　本当にスポーツって、芸術ですよね。その
ときそのときで消えていくけれども、印象に残
るし、とても感動しますものね。本当に文化だ
なと思います。

市長　選手の人たちを支える側のスポーツ医学
とは、どのようなものなのでしょうか。 

加藤　スポーツ医学で一番大事なことは予防だと
思います。けがをしないため大人はやり過ぎに注
意してください。そして子どもに大人のやり方を当
てはめてしまうとミスマッチを起こします。成長に
合わせなければなりません。例えば小学校低学
年までの子どもだと平衡感覚が身に付く時期な
ので自転車に乗ったりするのが良いのです。オリ
ンピック選手と同じように筋トレをしたとしても筋
肉はつきません。逆に故障を起こしてしまいます。

　　成長に合わせて、高校生以降になったらウ
エイトトレーニングを取り入れるなどすれば
良いので、子どもの指導に関しては注意を
払っていただきたいと思っています。 
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市長　井村さんは、指導するにあたって専門知
識も勉強されたのですか。

井村　そうですね。教えるには勉強もしないと
いけないので。
　　記録や功績のある人に教えてもらうのがい
い、と考えるのは一番危険だと思っています。
何を学べるか考えた方がいいと思います。な
ぜなら、自分の経験してきた方法が指導基準
となって指導してしまい、個性を無視しがち
になる押し付け指導になってしまうからです。
個々によって受け取り方は全く異なりますし、
その個性にあった指導をするために、指導方
法はもちろんカウンセリングやメンタルトレー
ニングも学びました。

加藤　いろんなスポーツがあるから、得意なも
のを探して楽しんでほしいですよね。 

市長　行政に求められること、例えばサポート
してほしいことはありますか。 

衛藤　10月から３月は競技場が17時に閉まってし
まうので、照明が欲しいなと思います。メイン
練習プラスαの部分ができたらなと思います。

市長　施設の充実が一番大きいですか。 

衛藤　自身はずっと鈴鹿でやってきて、母校の
鈴鹿高専で練習させてもらうなど練習環境
を周りの方のサポートによって確立できてい
ますが、やはり競技場でのポイント練習が必
要だと思う時もあります。

加藤　良い選手がいても、都会の高校や大学に
行ってしまうケースが多いですね。良い指導者
がたくさんいて、練習設備が整って、そして将
来的にはきちんと就職できる可能性があるな
ど、生活環境が整っているからでしょうね。 

市長　指導者の立場からはどうでしょうか。 

井村　信頼がなくなると何を言っても受け付けなく
なるので、まずは指導技術よりもコミュニケーショ
ンをうまくとれる指導者が必要だと思います。 

加藤　信頼関係が大切ですよね。 

井村　あとは、将来言われたことしかできなくなっ
てしまわないために、私は質問をして、それを自分
で考えて行動させるという指導をしています。自
分で悩んで、考えて答えを見つけてほしいと思って
います。また、勉強も努力しましょうと言っていま
す。勉強もスポーツも上達するためには、工夫して
考える事が必ず必要になってきます。

市長　ハード面とソフト面両方の環境を整えること
が大切ということですね。可能性がある子どもたち
を一人でも多く送り出していくために、施設の環境
整備や指導者の育成、学校との連携、そこにけが
や故障を予防するスポーツ医学。きちっとしたサイ
クルで回るようなシステムづくりが必要ですね。

加藤　 難しいですけどね。 

市長　でも一人でも多くの子ど
もたちに自分の持っている力
を発揮してほしいと思っていま
すので、できる限りのサポート
をしていきたいと思っています。

　　最後に今後の目標とメッ
セージをぜひ市民の皆さん
にお願いします。

衛藤　直近の目標は、今年８月にロンドンで行
われる世界選手権で決勝に進出すること、もう
1つはあと4cmと迫った日本記録2m33cmを
更新することです。
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　　メッセージですが、オフになり陸上競技の普
及活動に参加した中で、いくつか感じることが
ありました。陸上競技場や体育館などの施設
はセキュリティの関係で囲まれていますが、目
に見える囲いだけでない入りにくさがあるのか
なと思いました。イベントに参加していただい
た方には、すぐ近くで魅力を伝えることで囲い
を取ることができたと思います。やはりスポー
ツは生で見るのとテレビで見るのではスピー
ド感や迫力がまったく違うので気軽に競技場
へ見に来ていただけたらと思います。

加藤　スポーツに限らず、体を動かすことは人間
の基本で、人は立って歩いて、自分でできると
いうことが大切で、高齢化社会は良いことです
が、その中でも自分のことができ、楽しい生活
が送れるように、そういう長生きができるよう
にサポートしていきたいと思っています。動いて
こその人生だと思います。

井村　今の時代、体力測定のテストで得意な子
と苦手な子がいて、「自分はどうせ」という気
持ちになりがちなのに、挑戦するっていうこと
を後押しする大人が少なくなっています。まず

は、「あの子は速いから」とか「あの子より遅
い」とか目に見えることを言葉にするのではな
くて、子ども自身にどんなことが楽しいか聞い
て、楽しむところから始めてほしいです。
　　楽しいと人を大事にできるようになる。人を大
事にできると、今度はこの人が困ったときに助け
るという行為につながってくるので、楽しいスポー
ツからコミュニケーションがどんどん発達して、い
いまちになっていけばいいな、と思っています。 

市長　本市は、一人ひとつのスポーツをしま
しょうという「鈴鹿いきいきスポーツ都市宣
言」を行っています。市内でも、たくさんの方
が様々なチームや仲間同士でスポーツをし
ており、スポーツはまちづくりとも密接に関
係していると思います。そのような専門的な
知識や、経験のある方にお越しいただいて、
指導やサポートを受けることができる環境
が広がるように皆さんと連携していきたい
と、今日のお話の中で改めて感じました。ぜ
ひ、今後もいろいろなヒントをいただければ
と思います。
　　本日はありがとうございました。皆さまの
ますますのご活躍を心より期待しております。

普 段 の 様 子 ※写真は本人からの提供です。

衛藤昂さん：リオオリンピック男子走り高跳び日本代表。白子
中学校から鈴鹿工業高等専門学校、筑波大学大学院を経
て、現在ＡＧＦ鈴鹿株式会社の社員として仕事と競技の両
立に努めています。自己べストは2m29cm。

井村久美子さん：女子走り幅跳び日本記録保持者で北京オリン
ピック日本代表。結婚を機に拠点を鈴鹿市に移し、現在はイムラア
スリートアカデミーで「運動を楽しみ、
いかに自分自身をコントロールできる
か」をモットーに指導しています。

加藤公さん：鈴鹿回生病院院長。スポーツ医学に携わり、プロ野球のキャンプ
ドクターをはじめ、本田技研ハンドボールなどのチームドクターを歴任。現在
は三重バイオレットアイリスのチームドクターを務めています。写真の力士・
飛翔富士さんは患者さんだそうです。

広報すずか特集「新春座談会」についてのご意見・ご感想は、情報政策課へ
　382-9036　　382-2219　　 johose isaku@c i ty . suzuka . lg . jp   
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このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは
二次元コードからアクセスしてください。動画
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M a c h i k a d o  S h o t

江戸時代にタイムスリップ！？  伊勢街道ウォーク

「私は大丈夫」を改めよう  安全・安心フェスタ

尊い命を守るために  秋の山岳救助訓練

　江戸時代に伊勢詣の旅人で賑わった白子の参宮街
道で、江戸時代をテーマにした仮装行列「白子街道
ウォーク」が行われ
ました。着物姿で散
策する様子は、まる
で江戸時代にタイム
スリップしたかのよ
うな雰囲気を感じさ
せてくれました。

　交通事故や犯罪、暴力、災害から生活の安全を確
保するために、見て・参加体験ができる「安全・安心

フェスタすずか」が行われました。
　楽しく踊りながら防災について
学ぶ「ぼうさいおゆうぎ会」や、歌
手の木山裕策さんの実体験を基に
したトークショーなど、生活の安全
についてあらためて皆さんとともに
考える機会になりました。

　仙ヶ岳と宮指路岳、椿
岩周辺で登山コースの確
認と点検、救助訓練が行
われました。毎年春と秋
に行っていて、今回は澄ん
だ空気の中、鈴鹿市職員
山岳救助隊17人、鈴鹿警
察署15人、鈴鹿市中央消
防署2人、鈴鹿市山岳協
会20人が参加しました。

10月29日㈯

10月29日㈯

11月2日㈬

動画

動画
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11月12日㈯・13日㈰

11月19日㈯

11月20日㈰

伝統工芸に触れてみよう
匠の里  伊勢型紙フェスタ

ジェフリーふぇすた「ALL SUZUKA(民・学・官)
de パワフルに進める男女共同参画」

音楽でみんなつながろう  鈴鹿の街音楽祭2016

　伝統産業会館や伊勢型紙資料館で、9回目となる
「匠の里　伊勢型紙フェスタ」が行われました。伝統

工芸士の技を間
近で見学したり、
伊勢型紙や名古
屋友禅染めを実
際に体験するなど
して、鈴鹿の伝統
産業を身近に感
じてもらいました。

　「ジェフリーふぇすた2016」が開催され、海
上保安庁で女性初の巡視船船長の経験を
持つ永田潤子さんの講演や、商工会議所会
頭の田中彩子さん、鈴鹿工業高等専門学校
副校長の井瀬潔さん、そして末松市長も参
加したトークなどが行われました。女性が活
躍するためには、男性も変わらなければなら

ない。これからはイクメ
ンが地域の「イキメン」
になってほしいなどのお
話があり、参加者の皆
さんは熱心に聞き入っ
ていました。

　鈴鹿の街音楽祭2016が開
催されました。合唱や声楽、
吹奏楽、ジャズ、ロックなどさ
まざまなジャンルの演奏が行
われ、訪れた人たちに音楽の
魅力をアピールしました。



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／1月16日㈪～20日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、政治、宗教活動と認められる

ものは、お断りします(企業・自営業者の活動を含む)。

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

次回の募集は３月5日号掲載分です

2017・1・58

とき／2月5日㈰13時30分
(開場13時)　ところ／ふれ
あいセンター　内容／沖縄
三線、琉球舞踊の発表会　
入場料／無料　※皆さまぜ
ひご来場ください。

とき／2月5日㈰13時30分
(開場13時)　ところ／ふれ
あいセンター　内容／沖縄
三線、琉球舞踊の発表会　
入場料／無料　※皆さまぜ
ひご来場ください。

とき／1月15日㈰(雨天時1
月22日㈰)　集合／近鉄伊
勢若松駅9時20分　内容／
鈴鹿の小公園を巡る（5km
コース、8kmコース）　参加
料／200円　※初参加者歓
迎

とき／1月15日㈰(雨天時1
月22日㈰)　集合／近鉄伊
勢若松駅9時20分　内容／
鈴鹿の小公園を巡る（5km
コース、8kmコース）　参加
料／200円　※初参加者歓
迎

とき／1月22日㈰9時　ところ
／青少年の森研修室　参加
料／500円　内容／初めての
方もJNFA公認アドバイスイン
ストラクターが丁寧に指導し
ます。　※詳しくは、電話また
はホームページで　※貸し
ポールあります。

とき／1月22日㈰9時　ところ
／青少年の森研修室　参加
料／500円　内容／初めての
方もJNFA公認アドバイスイン
ストラクターが丁寧に指導し
ます。　※詳しくは、電話また
はホームページで　※貸し
ポールあります。

とき・内容／2月12日㈰三曲
(尺八、箏、三弦)12時～16
時、3月5日㈰歌謡9時30分～
18時、12日㈰詩吟9時30分～
16時、26日㈰民謡・大正琴9
時30分～16時　ところ／文
化会館けやきホール　入場
料／無料　※どなたでもお
気軽に見に来てください。

とき・内容／2月12日㈰三曲
(尺八、箏、三弦)12時～16
時、3月5日㈰歌謡9時30分～
18時、12日㈰詩吟9時30分～
16時、26日㈰民謡・大正琴9
時30分～16時　ところ／文
化会館けやきホール　入場
料／無料　※どなたでもお
気軽に見に来てください。

とき／第2・第4月曜日9時
30分～11時30分　ところ
／NDC本部(鈴鹿警察署東
1分)　内容／棒針・かぎ針・
アフガン編の基礎から応用
まで　参加料／1カ月
2,500円　※資格も取れま
す。

とき／第2・第4月曜日9時
30分～11時30分　ところ
／NDC本部(鈴鹿警察署東
1分)　内容／棒針・かぎ針・
アフガン編の基礎から応用
まで　参加料／1カ月
2,500円　※資格も取れま
す。

とき／1月26日㈭15時から、
18時から　ところ／嵯峨野
珈琲館　内容／カラオケで
はなく、ピアノとギターの生
演奏で昭和歌謡などを一緒
に楽しく歌います。　参加料
／昼1,500円、夜2,000円

とき／1月26日㈭15時から、
18時から　ところ／嵯峨野
珈琲館　内容／カラオケで
はなく、ピアノとギターの生
演奏で昭和歌謡などを一緒
に楽しく歌います。　参加料
／昼1,500円、夜2,000円

対象／発達障がい児者に
関わる方　とき／1月13日
㈮10時～12時　ところ／四
日市文化会館第3ホール　
内容／生きづらさをかかえ
た人たち～身体も使いにく
い～生活・就労への影響　
参加料／1,000円

対象／発達障がい児者に
関わる方　とき／1月13日
㈮10時～12時　ところ／四
日市文化会館第3ホール　
内容／生きづらさをかかえ
た人たち～身体も使いにく
い～生活・就労への影響　
参加料／1,000円

対象／発達障がい軽度程度(グ
レー・ボーダー含む)児の母親　
とき／1月27日㈮11時30分～13
時30分　ところ／市内(申込み後
に連絡)　内容／同じ境遇の母
親とつながれ、心が軽くなるラン
チ会　参加料／約1,000円　申
込み／1月25日㈬までに電子メー
ルで

対象／発達障がい軽度程度(グ
レー・ボーダー含む)児の母親　
とき／1月27日㈮11時30分～13
時30分　ところ／市内(申込み後
に連絡)　内容／同じ境遇の母
親とつながれ、心が軽くなるラン
チ会　参加料／約1,000円　申
込み／1月25日㈬までに電子メー
ルで

対象／本人、家族、関心の
ある方どなたでも　とき／1
月12日㈬13時30分～15時
30分　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、介護家
族との交流　参加料／本人
無料、会員100円、一般200
円

対象／本人、家族、関心の
ある方どなたでも　とき／1
月12日㈬13時30分～15時
30分　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、介護家
族との交流　参加料／本人
無料、会員100円、一般200
円

とき／1月22日㈰13時30分
から　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　内容／野菜
の硝酸態窒素の測定、土壌
診断に伴う個々の土作りに
ついて　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／1月22日㈰13時30分
から　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　内容／野菜
の硝酸態窒素の測定、土壌
診断に伴う個々の土作りに
ついて　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／1月10日㈫19時～21
時　ところ／白子公民館　
参加料／100円　内容／4
月の新学年に向けて親がで
きること、準備しなければ
いけないことを一緒に考え
たいです。話を聞かせてく
ださい。

とき／1月10日㈫19時～21
時　ところ／白子公民館　
参加料／100円　内容／4
月の新学年に向けて親がで
きること、準備しなければ
いけないことを一緒に考え
たいです。話を聞かせてく
ださい。

とき／1月22日㈰13時30分
から　ところ／ジェフリー
すずか　内容／日々の生活
での疑問や気になることの
本質をさぐっていきましょう。　
参加料／500円　申込み／
電話で

とき／1月22日㈰13時30分
から　ところ／ジェフリー
すずか　内容／日々の生活
での疑問や気になることの
本質をさぐっていきましょう。　
参加料／500円　申込み／
電話で

とき／2月18日㈯13時30分
～15時30分　ところ／津少
年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人（先
着順）　参加料／無料　申
込み／1月16日㈪から住
所、氏名、年齢、電話番号を
津少年鑑別所(土・日曜日、
祝日を除く9時～16時)へ

とき／2月18日㈯13時30分
～15時30分　ところ／津少
年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人（先
着順）　参加料／無料　申
込み／1月16日㈪から住
所、氏名、年齢、電話番号を
津少年鑑別所(土・日曜日、
祝日を除く9時～16時)へ

栗山新也 　090-6083-8357

鈴木利昭　 080-1611-9264 すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394 　 http://snwc1130.com/

芸文協音楽部門
小塚　374-0765 NDC本部　　386-2509

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

成人したわが子の生活を考える会
　恒矢　090-5606-8721

自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694　 tyaru0401@yahoo.co.jp 下野　370-4620

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　378-0041

つぅの会
保井　090-4185-1514

哲学カフェ海の風
　090-9900-2237

津少年鑑別所
　059-228-3556

栗山新也三線教室
第１回おさらい会

鈴鹿市民歩こう会 ノルディックウオーキング
体験会 鈴鹿市芸文協音楽祭 NDC本部手編み教室

新規生募集

第7回うたごえ喫茶
歌いましょう

 講演会「発達障がい
児者の身体の使い方」

自閉症の子育て
相談ランチ会

認知症の人と
家族の会のつどい

自然農法セミナー 鈴鹿不登校を考える
親の会

すずか哲学
オープンカフェ

津少年鑑別所
施設見学会
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さむ～い冬も図書館へさむ～い冬も図書館へ
図書館　　382 - 0 3 4 7　　38 2 - 4 0 0 0
　 t o s h o k a n@c i t y . s u z u k a . l g . j p

情報館❶図書館冬のイベント
　

　図書館では、寒い冬もさまざまなイベントを開催します。ぜひご参加ください。

赤ちゃんに読み聞かせをしよう講座 図書修理ボランティア基礎講座
と　き　1月23日㈪10時30分～12時
内　容　赤ちゃんへの読み聞かせ方法や、赤
ちゃん向きの本の紹介

定　員　20人（先着順）
申込み　1月11日㈬10時以降に図
書館備え付けの申込書に記入
の上、直接またはファクス・電子メ
ールで図書館へ

※赤ちゃんと一緒に受講するかどうかを
必ずご記入ください。

と　き　2月6日㈪・14日㈫
　　　　10時～12時（両日同じ内容）　
内　容　簡単な図書の修理方法や、図書ボラ
ンティアとして活動する際のポイントなどが学
べる初心者向けの講座 
定　員　各20人（先着順）
申込み  1月16日㈪10時以降に図書館備え付け
の申込書に記入の上、直接またはファクス・電
子メールで図書館へ

はやみねかおるさんトークイベント ストーリーテリング入門講座
対　象　小学生以上（トーク内容は10代から
30代向け）
と　き　1月29日㈰14時～15時30分　
定　員　100人（申込み多数の場合は抽選）
申込み　1月15日㈰まで（必着）に往復はがきで
図書館へ（1枚あたり2人まで）

※小学生未満のお子さんを連れて
の参加はできません。

※参加者で、はやみねさんの著
書をお持ちいただいた方はサ
イン会に参加できます（１人1冊、
本以外は不可、　写真撮影不可）。 

※はやみねさんへの質問コーナーもあります。

と　き　2月22日㈬、3月1日㈬・8日㈬10時～12時
内　容　絵本や紙芝居などを使わず、語り手が
物語を覚えて言葉だけで聞き手に語る「耳か
らの読書」について学べる講座
定　員　20人（先着順、3日とも受講できる方）
申込み　1月23日㈪10時以降に図書館備え付け
の申込書に記入の上、直接またはファクス・電
子メールで図書館へ

「不思議の国のアリス×鈴鹿市立図書館」（体験型謎解きイベント） 
対　象　高校生以上　と　き　2月18日㈯18時30分～20時30分
内　容　「不思議の国のアリス」の世界に徐々に取り込まれていくという
　設定で、図書館内に設置した謎（問題）を90分以内に全て解き明かし、
　ゲームクリアを目指します（平成28年10月28日開催と同じ内容）。 
定　員　30人（申込み多数の場合は抽選）
申込み　2月1日㈬まで（必着）にメールまたは往復はがきで図書館へ
　　電子メールでの申し込みは　件名「不思議の国のアリス × 鈴鹿市立
　　図書館」申込み本文に参加者氏名（フリガナ）、住所、年齢、電話番号、電子メールアドレスを記入
　　※図書館からの電子メールを受信できるように設定し、複数名の参加希望はまとめて申し込んでください。

※各イベント全て託児はありません。
※抽選結果の連絡がない場合はお問合せください。
※詳しくはお問い合わせいただくか図書館ホームペー
ジをご覧ください。

往復はがきの記入内容
＜往信表面＞〒513-0802 鈴鹿市飯野寺家町812「（希望するイベント名を記入してください） 」係 
＜往信裏面＞住所、氏名・年齢、電話番号、質問（トークイベントのみ） ＜返信表面＞郵便番号、住所、氏名
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確定申告情報館❷

問合せ先

確定申告についてお知らせします確定申告についてお知らせします
　間もなく平成28年分の確定申告が始まります。申告書はご自身で作成し、国税
電子申告・納税システム(e-Tax)か、郵送などで提出してください。

■申告と納税の期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税　3月15日㈬　消費税及び地方消費税　3月31日㈮
※所得税、消費税及び地方消費税の納税は、便利な口座振替をご利用ください。
■確定申告会場
と　き　2月16日㈭～3月15日㈬（土・日曜日は除く）　9時～17時（受付は16時まで）
ところ　イオンモール鈴鹿2階「イオンホール」
※給与・年金収入のある方などは、上記会場で2月10日㈮から申告の相談を受け付けます（土・日曜日・祝日は除く）。
※会場の混雑の状況により、受付を早く終了することがあります。
※2月16日㈭から3月15日㈬までは、税務署で申告書の作成指導は行いません。
※9時から10時までの間利用できる入口は、専門店街南入口のみです。

所得税の確定申告が必要な方

贈与税の申告が必要な方

社会保障・税番号（マイナンバー制度）の導入 インターネットにつながった自宅の
パソコンで申告書の作成ができます

給与所得のある方

給与の収入が2,000万円を超える方

平成28年中に事業、農業、不動産収入のある方または土地や建物を売った方で、年間所得金額の合計額が所得
控除（扶養控除、基礎控除等）の合計額を超える方

年末調整済の給与以外の所得合計額が20万円を超える方
給与を2カ所以上からもらっている方
同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、土地などの
賃貸料の支払いを受けている方
公的年金等の収入金額が400万円を超える方
公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える方

公的年金等の収入のある方

　平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与
税などの申告書提出の際には、マイナンバー（個人番号）の
記載が必要になりました。それに伴い提出には申告者本人の
本人確認書類の提示または写しの添付も必要になります。

　　http://www.e-tax.nta.go.jp/ 
・郵送またはe-Taxを利用して税務署に提出でき
　るため、会場に出向く手間を省けます(e-Ｔaxを
　利用するにはマイナンバーカード、ICカードリ
　ーダライタが必要です）。e-Taxを利用すれば、
　本人確認書類の提示や添付は不要です。
・24時間利用でき、自動計算機能により計算誤
　りを防ぐことができます。
・申告書のデータを保存すれば翌年の申告に利
　用できます。

【本人確認（番号確認及び身元確認）書類の例】
・個人番号カード（番号確認と身元確認）
・通知カード（番号確認）＋運転免許証、健康保険の被
　保険者証など（身元確認）
※マイナンバーの記載は申告者ご本人と控除対象配偶者、
　扶養親族および事業専従者など全員分必要です。

■110万円を超える贈与を受けた方　
■次の特例の適用を受ける贈与を受けた方　　
・配偶者控除（控除額2,000万円）・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）
・住宅取得等資金の非課税

鈴鹿税務署　　382-0351（代表）
※自動音声案内で案内していますので、確定申告に関するお問い合わせは「０」を選択してください。

省エネ等住宅の非課税限度額
省エネ等住宅以外の住宅の非課税限度額

平成27年12月31日以前の契約
1,500万円
1,000万円

平成28年1月1日以降の契約
1,200万円
700万円
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税制改正情報館❸

　平成29年度の市民税・県民税に適用される主な改正点をお知らせします。

対　象　健康の維持増進や予防への取り組みとして特定健康診査、予防接種、定期健康診断、　
　　　健康診査（人間ドッグなど）、がん検診を受けている方

　　　　　※現行の医療費控除を適用される方は対象となりません 
控除対象　自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に関する一定のスイッチＯＴＣ
　　　　医薬品で、平成29年1月1日から平成33年12月31日までに購入したもの

控除額　年間購入額で12,000円を越えた分（上限額は8万8,000円）

医療費控除の特例が創設されます
　平成30年度の市民税・県民税申告（平成29年分の確定申告）から適
用される控除として「セルフメディケーション税制」が導入されます。これ
は、セルフメディケーション（自主服用）推進の取り組みの一環として新し
くできた税制で、スイッチＯＴＣ医薬品を購入した場合に適用されます。

　スイッチＯＴＣ医薬品は、医療用
から転用（スイッチ）された一定の一
般用医療品などで、医師の処方箋
がなくても購入できる医薬品です。 

株式および公社債等に係る所得に対する課税の見直し改正点3
○特定公社債等の課税の取扱い
　平成28年以後は、特定公社債等も「上場株式
等」と同様になり、利子、配当、収益の分配や譲
渡などの所得が申告分離課税の対象になります。

○株式に係る損益通算
　未公開株式の譲渡所得と上場株式の譲渡所得
との損益通算が可能でしたが、平成29年度以降は
繰越してきた損失も含め、通算できなくなります。 

市民税・県民税の制度が改正されます市民税・県民税の制度が改正されます

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例創設改正点２
　相続により生じた空き家などで、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、相続人が家
屋などに必要な耐震改修または除去を行うなど一定の要件を満たした場合、家屋または土地を売却し
た際の譲渡所得について3,000万円の特別控除が受けられます。 
※特別控除を適用される場合は、確定申告が必要です。家屋または土地の所在地の市区町村の担当課が発行する
「被相続人居住用家屋等確認書」を用意してください。詳しくは税務署へお問い合わせください。

給与所得控除の上限見直し改正点１
　給与所得控除の金額範囲と控除額の上限が変わります。

給与収入金額　1,000万円超1,500万円以下
給与所得金額　給与収入金額×95％－170万円

給与収入金額　1,500万円超
給与所得金額　給与収入金額－245万円

給与収入金額　1,000万円超1,200万円以下
給与所得金額　給与収入金額×95％－170万円

給与収入金額　1,200万円超
給与所得金額　給与収入金額－230万円

申告にマイナンバー（個人番号）が必要になります改正点4
　平成29年度の市民税・県民税の申告や平成28年分の所得税の確定申告から、マイナンバー（個人番号）
の記載と、番号確認書類、身元確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

　個人番号カードを持っている方

個人番号カードは持っていないが、
個人番号通知カードを持っている方

　　どちらも持っていない方

　　　個人番号カード（表面）

運転免許証、パスポート、在留カード、
公的医療保険の被保険者証、身体障
害者手帳などのうちいずれか1つ

　　　　　　同　上

個人番号カード　（裏面）

個人番号の記載がある住民票の写し

番号確認書類 身元確認書類

個人番号通知カード
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夜間断水・洗管作業を
行います

水道工務課　368-1676　 368-1688

　安全でおいしい水を供給す
るため、水道管内の洗管作業
とそれに伴う断水を下記のと
おり2回実施します。
※対象区域の方へは、別途お知ら
せ文書を配布します。
◆1回目
と　き　1月29日㈰ 23時～
翌日6時
洗管作業区域
○牧田地区　算所町の一部
○飯野地区　道伯町の一部、
道伯五丁目の全て、道伯四
丁目の一部、三日市南一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
三日市町の一部・地子町の
一部、安塚町の一部・西條
町の一部
○稲生地区　稲生町の一部、
野町の全て、野町東一丁目・
二丁目の全て、野町中一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
野町西一丁目・二丁目・三丁
目の全て、野町南一丁目の
全て

○玉垣地区　末広西の全て、
末広町の全て、末広北一丁
目・二丁目・三丁目の全て、
末広南一丁目・二丁目・三丁
目の全て、石垣一丁目・二丁
目・三丁目の全て、桜島町一
丁目・五丁目・六丁目・七丁
目の全て、南玉垣町の一
部・北玉垣町の一部、西玉
垣町の一部
◆2回目
と　き　2月5日㈰ 23時～翌
日6時
洗管作業区域
○牧田地区　阿古曽町の全

て、算所町の一部、算所一丁
目・二丁目・三丁目・四丁
目・五丁目の全て、平田一丁
目・二丁目の一部、平田本町
一丁目・二丁目の一部、弓削
町の全て、弓削一丁目の一
部、弓削二丁目の全て、平田
東町の全て、岡田町の全て、
岡田一丁目・二丁目・三丁目
の全て、甲斐町の全て

○飯野地区　三日市一丁目・
二丁目・三丁目の一部、三日
市町の一部、道伯二丁目・
四丁目の一部、道伯三丁目
の全て
○河曲地区　竹野一丁目の一
部、竹野二丁目の全て
◆濁り水に注意してください
　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
する場合があります。あらかじ
め飲料水は汲み置きしていた
だき、洗濯などの際には数分
程度水道水を流し、確認して
から使用してください。
　
公共下水道への接続で
快適な生活環境を

給排水課　368-1674　 368-1685

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化など
により、水路から汚れた水が
なくなり、蚊やハエなどの発生
を防いで伝染病を予防し、清
潔で快適な生活環境が確保さ
れます。また、家庭や工場から
流された汚水は処理場できれ
いにされ、海や川がきれいにな
ります。供用が開始している
地域の方は、下水道に接続し
てください。
◆ご注意ください
○下水道に接続するための
「排水設備」は、供用開始後
1年以内に設置しなければ

なりません。くみ取り便所
は、3年以内に水洗便所に
改造し、公共ますに接続し
てください。
○排水設備工事が適正に施
工されるよう工事店の指定
を行っており、｢鈴鹿市排
水設備指定工事店｣でない
と下水道の排水設備工事
はできません。

※契約するときは、後でトラブル
が生じないように、工事の内
容・支払方法などを十分に検
討し納得のいく内容で契約し
ましょう。
○公共下水道への接続切り
替え工事を行う費用に対
する「融資あっせん制度」
がありますので、指定工事
店にお問い合わせくださ
い。

※上下水道局では、下水道への
接続を普及促進するため戸別
訪問をしています。お伺いする
者は「身分証明書」を携帯して
います。不審な点があれば確
認してください。

◆下水道は大切に使ってください
○油を下水道に流すと管など
を傷めたり、環境に負荷が
かかります。油のついた食
器などは、キッチンペーパ
ーなどでふき取ってから洗
い、油を含んだスープ類
は、浮いた油を除いてから
流してください。
○事業所・飲食店の方は「除
害施設」を通してから、下水
道に流してください。除害施
設は、油や残飯でいっぱい
になっていると十分な効果
がありませんので、適時清
掃・点検をしてください。
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民間賃貸住宅相談会
住宅政策課　382-7616　 382-8188

対　象　本市で民間賃貸住宅
をお探しの方（主に住宅の確保
に配慮が必要な高齢者、障が
い者、外国人、子育て世帯など）

と　き　1月14日㈯10時～15
時
ところ　白子サンズ3階催事
場Waraひろば隣（白子駅
前9-20）
内　容　住まい探しに関する困
りごとの相談、民間賃貸住宅
の情報提供（主に市内の物件）
相談料　無料
主　催　三重県居住支援連
絡会
申込み　不要
問合せ　住宅政策課、県住宅
課（　059-224-2720）へ

※ポルトガル語通訳あり
※当日の物件見学や契約などはで
きません。別日になります。

暮らし何でも相談会
産業政策課　382-8698　 382-0304

　賃金不払いや不当解雇、保
険見直しなど、暮らしに関する
さまざまな相談に弁護士、社
会保険労務士などの専門相談
員がお答えします。
と　き　1月28日㈯10時～
16時
ところ　労働福祉会館（神戸
地子町388）
相談料　無料
問合せ　電話で暮らしホット
ステーションすずか（鈴鹿
地区労働者福祉協議会内
　383-3358　火～金曜日
10時30分～
16時）へ

※この制度の適用を受けられなく
なった方が、ふるさと納税に係
る寄附金(税額)控除を受けるた
めには、確定申告や個人住民税
の申告においてふるさと納税に
係る寄附金を申告する必要が
あります。

第3次鈴鹿市子ども
読書活動推進計画(素案)

への意見を募集
文化振興課　382-7619　 382-9071

　　bunkashinko@city.suzuka.lg.jp

　第3次鈴鹿市子ども読書活
動推進計画（素案）へのご意見
をお寄せください。
意見を提出できる方
・市内に在住・在勤・在学の方
・本市に納税義務を有する方
・本案に利害関係を有する方
募集期間　1月10日㈫～2月
10日㈮（当日消印有効）

閲覧場所　文化振興課、総務
課、地区市民センター、市ホ
ームページ

提出方法　閲覧場所にある意
見記入シートに、住所、氏
名、意見を記入の上、直接ま
たは郵便・ファクス・電子メ
ールで文化振興課（〒513-
8701（住所不要））へ

※寄せられた意見は、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
ジなどで3月下旬ごろに公表し
ます。個別には回答しません。

※本案に直接関係のない意見につ
いては一般的な市への意見とし
て取り扱います。　　  

公的年金等の源泉徴収票が
発行されます

保険年金課　382-9401　 382-9455

　老齢基礎年金や老齢厚生年
金などは、支給の際に所得税
が源泉徴収されますので、1月
下旬に日本年金機構が、受給
者全員に「平成28年分公的年
金等の源泉徴収票」を送付し
ます。2つ以上の年金を受けて
いる方や年金のほかに給与所
得などがある方は、確定申告
の際にこの源泉徴収票の添付
が必要になるので、大切に保管
してください。
※障害年金・遺族年金については、
課税対象となりませんので、源泉
徴収票は送付されません。

※源泉徴収票を紛失された場合の
再交付は、ねんきんダイヤルか津
年金事務所へ。市役所では再交付
できませんのでご注意ください。
問合せ　ねんきんダイヤル（　0570-
　05-1165（IP電話・PHSから
は　03-6700-1165））、津年金
事務所(　059-228-9112)

｢ふるさと納税
ワンストップ特例制度」を

申請された方へ
市民税課　 382-9446　 382-7604

　確定申告や個人住民税の申
告をした場合、ふるさと納税ワン
ストップ特例制度の申請が無効
となり、適用を受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
ふるさと納税ワンストップ特例
制度の対象者　次の両方に該
　当する方
・確定申告や個人住民税の申
告を行う必要がなく、かついず
れの申告も行わない方
・寄附先の自治体数が5以下で
ある方
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市嘱託職員を募集
人事課　382-9037　 382-2219

申込み　1月5日㈭から24日㈫まで（土・日曜日、祝日を除く）の8時30分から17時15分までに、「職員
採用試験申込書」を人事課へ

験試用採員職託嘱「、でき書朱に表の筒封、は合場の便郵。いさだくてし求請へ課事人で送郵はたま接直、は書込申※
申込書希望」と記入の上、返信用封筒(宛先を記入し、82円切手を貼った12cm×23cm程度のもの)を必ず同封して
ください。また、市ホームページ「人事・職員採用コーナー」からも入手できます。

◆第一次試験

と　き　2月5日㈰9時から
ところ　市役所本館12階会議室
内　容　事務適性検査(10分)、事務補助職一般教養試験(90分)
◆第二次試験

　第一次試験合格者に対して面接試験などを行います。試験内容、日時、会場など詳しくは第一次試
験合格者通知の際に指定します。
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農業委員と農地利用最適
化推進委員を募集

農業委員会事務局　382-9018　 382-7610

対　象　農業に関する知識があ
り、農業委員会の職務を適切に
行える、原則市内在住の方

任　期　農業委員は平成29
年7月20日～平成32年7月
19日、農地利用最適化推進
委員は委嘱日～平成32年7
月19日
定　員　農業委員は19人、農
地利用最適化推進委員は
25人
報　酬　条例に基づき支給
申込み　2月1日㈬～28日㈫
まで(必着)に、所定用紙に
必要事項を記入・押印の
上、直接または郵送で、農

315〒（ 局務事会員委業 -
8701（住所不要））へ

※所定用紙は農業委員会事務
局、地区市民センター、市ホー
ムページで入手できます。

※詳しくは、お問い合わせいただ
くか市ホームページをご覧くだ
さい。

地球温暖化防止
活動推進員を募集

環境政策課　382-7954　 382-2214

　県では、地球温暖化に対す
る理解を深めるため、主に市内
の学校や公民館で環境に関す
る講座などを行っていただくボ
ランティアを募集しています。
対　象　市内在住の18歳以

）在現日1月4年92成平（ 上
の方
と　き　1月13日㈮～2月10
日㈮
申込み・問合せ　応募用紙に
記入の上、直接または郵送で
三重県地球温暖化防止活動
推進センター(〒510-0304
津市河芸町上野3258県
環境保全事業団内　059-

　245-7517）へ
※応募用紙は三重県地球温暖化
防止活動推進センターと同ホ
ームページで入手できます

※後日面接を行います。

納税の夜間窓口休日窓口開設
納税課　382-9008　 382-7660

◆休日窓口

と　き　1月29日㈰9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　1月30日㈪・31日㈫
17時15分～20時
ところ　納税課
内　容　市税の納付、納税相
談、口座振替の手続きなど

※北通用口は利用できません。
南玄関からお越しください。

防災航空隊による
航空支援制度研修

中央消防署　382-9165　 382-3905

　県防災航空隊が、大規模災
害等発生時における応援航空
部隊の受入れ体制確保を目的
に、航空支援制度研修を行いま
す。当日は県のヘリコプターが
市内上空を飛行し、騒音などが
生じますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
と　き　1月16日(月)13時～
16時10分

ところ　三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿(御薗町1669))
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※全ての職種において、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、永住者また
は特別永住者の在留資格が必要です。

主な業務内容職種・採用予定人数 受験資格

事務１
（身体障がい者等）

2人程度

事務２
13人程度

事務３
1人程度

水質試験員
1人程度

保健師
4人程度

助産師
1人程度

学芸員
２人程度

手話通訳
1人程度

司書
1人程度

臨床心理士
１人程度

用務員
4人程度

調理員
1人程度

窓口などの
一般事務業務

昭
和
32
年
4
月
2

方
の
れ
ま
生
の
降
以
日

窓口や公民館などでの
一般事務業務

国際交流に関する
一般事務業務

水質試験に関する業務

地域保健に関する
相談･指導業務

子育て世代包括支援に
関する業務

埋蔵文化財の発掘調査･
室内整理及び報告書
作成に関する業務

窓口などでの手話通訳
及び一般事務業務

図書館での司書
及び事務補助業務

子どもの発達障がいに関
する相談、子どもの発達
検査、発達検査後の支援

学校または地区市民セ
ンター等での用務･事務
補助業務

学校または給食センタ
ーでの給食調理業務

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
介護者なしに事務職としての職務の遂行が可能な方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
活字印刷文による出題に対応できる方

学校教育法に基づく大学または大学院で考古学等の埋蔵文化財関連学を
専攻し、卒業または修了し（平成29年3月31日までに卒業・修了見込みの
人を含む。）、埋蔵文化財発掘調査についての知識・経験を有する人（調査
参加経歴書を要提出）
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
次の①～③いずれかを合格の方
①　手話通訳技能認定試験（手話通訳士試験）
②　手話通訳者全国統一試験
③　一般社団法人三重県聴覚障害者協会が実施の手話通訳認定試験
　　（Ｂ級認定試験）

司書資格を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方 

臨床心理士の資格を有し、発達検査（新版K式、WISC等）が可能で、発達
検査の実務経験を1年以上有する方
普通自動車免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

調理師免許もしくは栄養士免許を取得の方または平成29年3月末日までに
取得見込の方、あるいは給食調理現場で1年以上勤務経験を有する方（勤務
経歴書を要提出）

普通自動車免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
ＴＯＥＩＣ540点以上（公式認定書またはスコアレポートを要提出）または
英検2級以上（合格証明書または合格証書を要提出）

パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
化学系大学を卒業または履修し、水質試験に関する実務経験のある方
（勤務経歴書を要提出）

保健師免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

助産師免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方
パソコン操作(入力・検索等)ができる方
普通自動車運転免許を取得の方または平成29年3月末日までに取得見込の方

パソコン操作(入力・検索等)ができる方

募集する職種など
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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。

　

地方版図柄入り
ナンバープレートの
導入意向調査

総合政策課　382-9038　 382-9040

　国では、自動車ユーザーの
希望に応じて、図柄入りナンバ
ープレートに交換できる制度を
盛り込んだ法律の改正が行わ
れました。これに伴い、｢鈴鹿ナ
ンバー｣への地方版図柄入りナ
ンバープレートの導入を検討し
ており、市民の皆さんに意向調
査を行います。調査票がお手元
に届いた方はご協力ください。
対　象　市内在住の18歳以上
の方から、1,000人を無作為抽
出し、調査票を送付しています。
実施期間　1月10日㈫～20日㈮
回収方法　調査票に記入の上、
同封した返信用封筒で返送し
てください。

東海三県一市
グリーン購入キャンペーン
環境政策課　382-7954　 382-2214

　期間中にエコマークなどが付
旬・元地「」品商ルベラ境環「たい
環のどな」品商えかめつ「」のもの

境への負荷が少ない商品を購入
して応募すると、抽選で総勢255
人に素敵な商品が当たります。
期　間　1月13日㈮～2月12日㈰
申込み　東海三県一市グリーン

購入キャンペーンホームページ、
協力店にある応募はがきで。

問合せ　県地球温暖化対策課
(　059-224-2366)

小・中学校書写展
教育指導課　382-9028　 383-7878

　市立小・中学校児童生徒の書
写作品を展示します。
と　き　1月21日㈯・22日㈰10
時～17時、23日㈪10時～14時

ところ　イオンモール鈴鹿
　2階イオンホール　
入場料　無料

鈴鹿市自治会連合会
地域づくり講演会

「これからの鈴鹿市に
ついて考える」

地域協働課　382-8695　 382-2214

　少子高齢化・人口減少社会が
このまま続くと、私たちのまちは
どうなるのでしょうか。人口構成
が変われば、まちづくりも進化す
る必要があります。どのように取
り組んでいけばよいかを一緒に
考えていきましょう。
と　き　2月14日㈫ 14時～16
時（開場13時30分）　　

ところ　文化会館けやきホール
講　師　川北秀人さん
定　員　500人
入場料　無料

主　催　鈴鹿市自治会連合会
※駐車場に限りがありますので、
できるだけ乗り合わせでお越し
ください。

多文化共生交流の集い
｢外国人とともに考える

地域防災｣
市民対話課　382-9058　 382-7660

　多文化共生のまちづくりの一環
として、地震災害時の避難所に関
する情報やその運営について、地
域の外国人住民と共に考えます。
と　き　1月22日㈰13時～16時
ところ　牧田コミュニティセンタ
ー2階ホール（平田東町5-10）

定　員　50人（先着順） 
主　催　牧田地区地域づくり協
議会

申込み　電話または電子メール
で牧田コミュニティセンター
(　370-0058　makita_

　chiikizukuri@yahoo.co.jp)
へ

鈴鹿市ものづくり
企業交流会

産業政策課　382-7011　 384-0868

　市内中小製造企業が有する優
れた技術や製品を展示してPRす
ることで、企業同士での交流やマ
ッチングの機会を創出するととも
に、身近な高等教育・研究機関と
しての鈴鹿工業高等専門学校を
広く知っていただくイベントです。



（国分町224）
観覧料　一般200円、小中学生
100円、70歳以上の方・障がい
者手帳などをお持ちの方とそ
の付き添い1人は無料

※休館日を確認の上、お越しくだ
さい。
◆関連講演会「煙立つ-かまど
とえんとつの考古学-」
と　き　1月29日㈰14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　坂靖さん(橿原考古学
研究所附属博物館)
聴講料　無料
※参加者は観覧料が無料です。

コーラスコンサート
考古博物館　374-1994　 374-0986

と　き　1月22日㈰14時から
会　場　考古博物館展示ホー
ル（国分町224）
出演者　ピッコロフォレスタ（合
唱グループ）
入場料　無料
※展示ホールではミニコンサート
を開催できます。詳しくは考古
博物館ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

とんぼ玉を作ろう　
考古博物館　374-1994　 374-0986

　　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　ガラスをバーナーで溶かし、
とんぼ玉を2個作ります。うち1
個をストラップかネックレスに仕
上げます。
対　象　中学生以上
と　き　2月4日㈯①9時30分
から、②13時30分から
ところ　考古博物館展示ホー
ル(国分町224)
定　員　各10人(希望者多数の
場合は抽選)

参加料　2,500円程度
申込み　1月27日㈮までに、講
座名「とんぼ玉を作ろう」、希
望時間、住所、氏名、電話番
号を記入の上、往復はがきか
電子メールで考古博物館(〒
513-0013国分町224)へ。

※申込1件につき2人まで。往復は
がきの返信宛名欄には代表者
の住所と氏名を記入

企画展
｢どか～んとえんとつ｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　天王遺跡から出土した不思
議な土製品。その使われ方を示
す各地の類例から、天王遺跡を
中心とした市内の古代文化の
特性について考えます。
と　き　1月21日㈯～3月5日㈰
ところ　考古博物館特別展示室

と　き　1月15日㈰10時～15
時
ところ　鈴鹿工業高等専門学
校第1体育館
内　容
・市内中小製造企業の技術や
製品を紹介するための企業
展示会

・中小製造企業の技術者の発
想力や創造力を生かして、輪
ゴム動力の自社製作車によ
り走行距離を競う「すずか輪
ゴムグランプリ」
・市補助金を活用して事業拡
大を図っている企業による事
例紹介
・鈴鹿市ものづくり産業支援セ
ンターによる現場支援や人材
育成研修、企業自己診断な
どの事業紹介
・水素を燃料にして走る燃料電池
自動車「クラリティ フューエル
セル」の展示　
・鈴鹿高専によるソーラーカー
や小水力発電に関する水車の
展示、運転シミュレーション
体験「ラジコンカーを動かそ
う」（仮）など　

入場料　無料
　

2017・1・5 17

※有料広告に関するお問い合わせは、情報政策課(　382-9036)へ

告
広
料
有

電　話 電子メール ホームページファクス



※申込書は、公民館や地区市民センターなどで入手で
きます。

※当日申込もできますが、参加記念品などが足りない
場合があります。

※2月11日(土・祝)までに申し込まれた方は、大会誌
へ氏名を掲載します。

※3月13日(月)に希望者 (先着80人)で市内の工場見
学を行います。

対　象　健康な方
※小学生以下と介助が必要な方は同伴者が必要
参加料　事前申込みは一般1,000円、高校生
500円、中学生以下無料、当日申込みは一般
1,300円、高校生600円、中学生以下無料

申込み・問合せ　3月1日㈬までに、申込書に必
要事項を記入の上、郵便振替または郵送・電
話などで、いきいき鈴鹿ツーデーウオーク事
務局 (鈴鹿市民歩こう会　日比　〒510-0219
野町南1-13-18　387-1489　080-6918-
9373 　mhibi@mecha.ne.jp)へ

いきいき鈴鹿ツーデーウオーク
スポーツ課　382-9029　 382-9071
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ＭＣＩ(軽度認知障がい)をご存知ですか

健康福祉政策課地域包括ケア推進室
kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp
382-9012　    382-7607

住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けるために
鈴鹿市地域包括ケアシステム

あたまの健康チェックテスト
「じんけんフェスタinすずか」の
中で簡単な認知機能チェックコ
ーナーを設けます。
対　象　20歳以上の方(当日先
着50人)

と　き　1月21日㈯10時～16時
ところ　文化会館　

内　容　10分程度の質問テスト
※地域包括支援センター職員の相談
コーナーもあります。

　老化による正常な物忘れと認知症との間に、ＭＣＩ(軽
度認知障がい)とよばれるグレーゾーンがあります。厚生
労働省によると全国に約400万人は存在するとされてい
ます。認知症とは違い、ＭＣＩは日常生活や社会活動に影
響しないため、見落とされがちですが、ＭＣＩの段階で早
期に発見し、「知的刺激を与える」「運動を行う」「生活習
慣病などを適切に管理する」などの働きかけを行うことで、
認知症の発症を遅らせたり、予防することができるとされ
ています。
　しかし、適切な予防なしに放置した場合、5年間で約半
数の方が認知症になるとの研究報告があります。日常生
活に支障が出ていなくても、物忘れが気になる時は、早め
にかかりつけ医や専門医療機関に相談しましょう。

生活に支障がない 生活に支障が出てくる

とき

3月11日(土)

3月12日(日)

距離

27km

16km

6km

32km

14km

8km

4km

コース（受付・スタートはいずれも弁天山公園）

鼓ヶ浦海岸、伊勢街道、神戸寝釈迦祭り、四季の道

庄野・石薬師宿、神戸寝釈迦祭り

鈴鹿青少年の森公園（鈴鹿サーキット）

荒神山観音寺、椿大神社、みどりのだいち

石垣池公園、伊奈冨神社

神戸寝釈迦祭り、四季の道

神戸寝釈迦祭り(近鉄利用)

受付

7時30分

8時30分

7時30分

8時30分

出発式

8時

9時

8時

9時

ゴール

17時

16時

17時

16時



　市内の10中学校区では、12月から1月にかけ
て、中学校区の中学生と小学生の代表が集まっ
て「中学校区人権フォーラム」を行っています。
「いじめや差別をなくすために自分たちができる
こと」などのテーマで、自校の取り組みや具体的
な自分の経験をもとに話し合っています。毎年開
催しているこのフォーラムでは、いじめや差別を
なくしたいという思いや、思っていても行動でき
なかった経験、今後に向けた決意などを、自分の
言葉で語ったり、それに共感したりする子どもた
ちの姿があります。
　本市では、1月21日㈯・22日㈰に文化会館に
おいて「じんけんフェスタinすずか」を開催します。
映画、音楽、講演会、学校などの実践発表、子ど
もたちの作品展示など、人権について考えるきっ

かけとなる多くの催し物があります。
　私たちの社会には、いじめや体罰、児童虐待
といった子どもに関する問題やインターネット上
の誹謗中傷、プライバシー侵害など、多くの人権
問題があります。人権は誰もが生まれながらにし
て持っている権利ですが、それについて深く考え
る機会がなかなかないのが現状です。ぜひ、「じ
んけんフェスタinすずか」に参加し、子どもたちと
ともに人権について考える機会にしてください。

　新しい年が始まりました。他人の人権に配慮
することや相手の気持ちを考えることを心掛け、
一人一人の人権が大切にされる一年にしていき
たいものですね。

子どもたちと共に考えよう
人 権 政 策 課　 382-9011 　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp
教 育 支 援 課　 382-9055 　 382-9053　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

の1 月 納税
○市県民税…4期
○国民健康保険税…7期
【納期限は1月31日(火)です】

杜鈴鹿体育館(御薗町1669)
内　容
・フリーマーケット100ブース
・焼きそば、からあげ、ミニクロ
ワッサンなどの飲食物販売
・スポーツ教室発表会
・ワンコインブース(500円での
骨盤矯正、工作体験)
入場料　無料

スポーツの杜短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　1月6日㈮から先着順
受け付け。水泳場窓口(御薗
町1669)またはホームページ
で
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月～歩く前までの

市民公開講座
｢IoTってなんだろう？

～インターネットがもたらす
未来社会～｣

健康づくり課　382-2252　 382-4187

と　き　1月28日㈯14時～15
時30分　　　

ところ　鈴鹿医療科学大学
千代崎キャンパスB棟3512
教室(岸岡町1001-1)
内　容　最近テレビや新聞で
よく目にするIoTについて分
かりやすく解説します。
参加料　無料
申込み　不要
講師・問合せ　山本晧二さん
(鈴鹿医療科学大学教授 　 
　383-8991)

フリーマーケット
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　372-8850　 372-3722

と　き　1月14日㈯10時～15
時(雨天決行)
ところ　三重交通Gスポーツの
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親子
と　き　1月18日㈬11時10分
～12時30分または13時30
分～15時
定　員　各30組(先着順)
参加料　1,050円
◆カリフォルニアロール寿司
対　象　一般成人(お子さん
を連れて参加できます)
と　き　1月19日㈭10時30
分～12時
参加料　3,200円(材料費込)
定　員　16人(先着順)
◆バレンタインアイシング
対　象　一般成人(お子さん
を連れて参加できます)
と　き　1月26日㈭10時30
分～12時
定　員　10人(先着順)
参加料　1,500円(材料費込)



広 報すずか 　2 0 1 7 年 1 月 5 日 号
あけましておめでとうございます。本年も引き続き
広報すずかをご愛読いただきますよう、よろしくお願い
します。

んさ皆、がすまい言と」りあに旦元は計の年一「、てさ
は何か計画されましたか。今回の特集では、何か一つス
ポーツを観戦するまたは参加することをお薦めしていま
す。私もこの機会に、バレエにヨガとフィットネスを取り入
れた「バレトン」を始めることにしました。一人ではなかな

か続かないので、職場の仲間や友達を誘って、楽しみ
ながらするつもりです。
今年は何度目かの年女ということもあり、充実した

一年にしたいと思っています。イメージは、表紙写真の
ように格好良くスタートを切り、１日１日を大切にしな
がら一年を完走といったところです。
皆さんにとりましても、良いスタートとなりますよう、

）由（。すまいてっ願うよすまりなと年一いしらばす
■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／政策経営部情報政策課　　 059-382-9036　   059-382-2219 johoseisaku＠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

　2016年シーズン、オートバイレースの国内最高峰である
全日本ロードレース選手権のJ-GP3クラスで、鈴鹿市在住
の徳留真紀選手がチャンピオンを獲得しました。夢を叶え
るため、18歳で鹿児島から単身鈴鹿へと出てきた徳留選
手は、1990年にテクニカルスポーツ（現TSR）のトライアウ
トを受け、トップ合格。全日本ロードレース選手権での活
躍を経て、世界選手権へステップアップすると、1996年に
は４勝を挙げ、世界ランキング2位となります。

　その後、再び活動の場を全日本へと戻すと2012年には
念願の全日本チャンピオンに。そして、2016年シーズン、
自身2度目となる全日本チャンピオンを最年長記録と
なる45歳で獲得しました。
　何歳になっても、夢を諦め
ない姿勢、常に前を向き上
に向かって挑戦する姿勢を、
未来を担うこどもたちや若
者たちに感じてほしいと思
います。チームやスポンサー、
ファンなど多くの人たちに
支えられ、徳留真紀選手の
挑戦は、これからも続きます！

鈴鹿市在住　
全日本ロードレース選手権年間王者　徳留真紀 

（鈴鹿モータースポーツ友の会理事）

　歌が大好き
　昔から歌が大好きで、カラオケ
大会の司会をしていました。ある日
友人から「あんたも歌えばいいの
に」と言われたのをきっかけに、60
歳を記念して作曲家の梅田一己さ
んに曲を作っていただきました。自
分でも歌いたいという気持ちが
ずっとありましたので、持ち歌を
作ってもらったときは本当にうれし
かったです。

　元気の源
　持ち歌ができ、披露する前に母
が他界しました。母に聞いてもらう
ことができなかったので、お世話
になった老人ホームで歌ったとこ
ろ、大変喜んでもらえました。それ
以降、母と同じ時代を苦労して生き
てきた人たちに聞いてもらいたい
と、たくさんの老人ホームを回った
り、チャリティーコンサートを開い
ています。
　皆さんの前で歌うと、元気を与え

るどころか逆に元気をもらってい
ます。一緒に歌ってくれたり手拍子
をしてくれたり、楽しく世間話もさ
せてもらえたりするのでいつも感
謝の気持ちでいっぱいです。
　
　つながり
　コンサートなどの準備は正直大
変です。ですが、楽しく歌って、みん
なで会話して、会場全員と一体にな
れるひと時は最高に楽しく忘れられ
ません。元気な内は続けていきたい
と考えています。ご要望があれば歌
いにいきますので、気軽にお電話く
ださい。一人でも多くの人と歌でつ
ながっていたいと思います。
　059-383-1341

高橋いち子さん　
（演歌歌手）
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