
新しい門出に 20年の
感謝を込めて

「さらに向こうへ
～これまでとこれから～」

　今回は新春座談会として、平成 30 
年鈴鹿市成人式実行委員 6 人の皆さ
んにお越しいただきました。（本文中
敬称略）

市　長　明けましておめでとうご
ざいます。本年もどうぞよろし
くお願いいたします。
　　いよいよ成人式まであと数日
となりました。準備も整ってき
ているかと思いますが、いかが
でしょうか。
　林　　新成人の目に留まるよ
う、完成したポスターを市内の
店舗などに貼っていただいてい
ます。企画やパンフレットなど
の準備も整いました。あとは、
事前のリハーサルで全体の流れ
を確認して、完成度を高めてい
きたいと思っています。
市　長　ポスターの掲示はどんな
ところにお願いしたのですか。
　林　　カフェや娯楽施設など若
者が行きそうな場所のほかスー
パーなどです。
　＜ポスターを見ながら＞
　　「さらに向こう」へ行くため
に前傾姿勢で羽ばたく羽がつい
ています。「これまで」と「こ
れから」という２つの感覚を真
ん中で区切っています。これか
らは、鈴鹿市から市内だけでな
く、県内外へという意味です。
市　長　今年のテーマは「さらに
向こうへ～これまでとこれから
～」なのですね。
伊　藤　はい。過去に感謝し、未
来に飛び立つという意味が込め
られています。
市　長　どなたに感謝を。
　林　　家族、友人、恩師、地域
の人々などです。言葉や形だけ
でなく、行動でも伝えていきた
いです。
市　長　今までの感謝の気持ちと
どんな目標に向かって生きてい
くかという想いが詰まった成人
式になるといいですね。実行委
員のメンバーだけで作り上げる
のではなく、会場の同じ成人を
迎える方との絆が深まるような
成人式になることを期待してい
ます。
村　井　今までにないプログラム
やサプライズ企画もあります。
どうすれば参加していただいた
人みんなに楽しんでもらえるか
を真剣に考えました。
市　長　さて、成人したら何が一
番したいですか。
島　田　これから英語を勉強し
て、積極的に海外へ行き、いろ
いろなことを学びながらステッ
プアップしたいと思います。
横　山　私も大学で英語を学んで
いるので、海外に行きたいです。
また、中学校の先生のおかげで
英語を好きになったこともあ
り、人に影響を与えられる大人
になりたいです。
三　村　栄養士になる勉強をして
いるので、いずれは自分で献立
を考えられるようになりたいで
す。
村　井　今年から働くので、収入
を得たら趣味にも充てつつ、親
孝行もできればいいなと思って
います。
伊　藤　同じ目線で接してくれた
小学５年生の担任の先生が印象
強く、自分もそんな先生になり
たいと思っています。
市　長　鈴鹿市で育った皆さん
は、これから社会とどういう繋
がりを持っていきたいと思って
いますか。
島　田　4月から県外で就職し、
鈴鹿市と離れてしまうのです
が、いつも鈴鹿を注目していた
いと思っています。
横　山　国際貢献について学んで
いることもあり、世界で困って
いる人の力になれたらと思って
います。
市　長　鈴鹿には、今 58カ国約
８千人の外国人の方がお住まい
です。皆さん日本語が分かる方
ばかりではないので、英語だけ
ではなく違う言語も習得して協
力いただける人材になってくだ
さい。
村　井　小学１年生から鈴鹿で
サッカーに携わってきた中で、
たくさんの人と関わり、教えて
もらいました。大人になった今、
自分がもらったものを全て子ど
もたちに伝えていくことが今の
自分にできる貢献と考えていま
す。
市　長　皆さんは、実行委員に立
候補したことでもう鈴鹿市に貢
献していただいたと思っていま
す。
　　大人としてスタートした最初
に鈴鹿市と関わっていただいた
ということが本当に素晴らし
く、うれしく思いますし、感謝
しています。
　林　　伊勢型紙や鈴鹿墨、自動
車産業など地域にある資源を次
の世代に伝えていくことを大切
に考えています。同時に国内だ
けでなく海外にも伝えていきた
いと思っています。
市　長　皆さんには、鈴鹿のシ
ティセールスマンとして、例え
ば県外に就職したときに故郷の
良さを少しでも発信していただ
けたら、まさにそれが皆さんと
鈴鹿市との関わりであり、社会
貢献であると思います。そんな
に重く考えず、鈴鹿をいつまで
も大事に思っていただけたらと
思います。同時に皆さんに、ま
た鈴鹿に戻ってきたいなと思っ
ていただける行政でありたいと
思います。
市　長　さて、皆さんが生まれて
20年、この後さらに 20年経っ
たとき、鈴鹿が、社会がどんな
風に変わってほしいと思ってい
ますか。
村　井　スポーツが盛んで、鈴鹿
市から有名選手が出てほしいで
す。
市　長　先生志望の方はどうです
か。20年後成人式で恩師とし
て参加しているかもしれないで
すね。
伊　藤　僕がしてもらったことを
返しながら、同じ目線で一緒に
成長したいと思っています。
三　村　食育の面からみると、お
母さんが痩せていると生まれて
くる子どもが将来肥満になる可
能性が高いと言われています。
肥満になると普通に生活するた
めに医療費がかかります。直接
関われるかは分かりませんが、
就職先で食事の面から支えてい
きたいと思っています。
　林　　英語教育に携わっていた
いと思っています。グローバル
化に対応した子どもたちの育成
に尽力していたいです。
市　長　出身校が同じ方もいらっ
しゃいますが、小学校、中学校
の友達をいつまでも大切にして
ほしいと思います。これからの
人生まだまだ長いので、目標を
持って、社会とどんどん関わっ
てください。皆さんは鈴鹿市の
宝です。大いに羽ばたいて頑
張っていただきたいと思いま
す。
　　本日はありがとうございまし
た。成人式でお会いしましょう。



実行委員一同、
会場でお待ちしています

氏名（出身中学）

伊藤陽介（鈴鹿中）

実行委員応募のきっかけ

何か刺激的なことがしたいと思っ
ていた時に誘われ応募。

将来の夢

小学校の教師

好きなコト・モノ

　野球・ギター

氏名（出身中学）
横山優衣（千代崎中）

将来の夢

英語に関われる仕事。

好きなコト・モノ
旅行・おいしい
ものを食べること

実行委員応募のきっかけ

恩師からの声かけ。何事もチャレ
ンジしてみようと思い、応募。

氏名（出身中学）

林永一郎（白子中）

将来の夢

小学校の教師

好きなコト・モノ

運動全般・宇宙

実行委員応募のきっかけ
大きな節目の式典に多くの人と関
わる経験をしたいと思い、応募。

氏名（出身中学）

島田朋恵（白子中）

将来の夢

何事にも挑戦する

好きなコト・モノ

楽器演奏

実行委員応募のきっかけ

4 月から就職で鈴鹿を離れるため、
一つの区切りと思い応募。

氏名（出身中学）

村井龍馬（平田野中）

将来の夢

好きなコト・モノ

一生笑顔でいること

食べること

実行委員応募のきっかけ
誘われて応募。人前に立つ仕事は
嫌いではなかったため。

氏名（出身中学）

三村彩樺（千代崎中）

将来の夢

栄養士

好きなコト・モノ

パン屋さん巡り

実行委員応募のきっかけ

誘われて応募。一度きりの経験に
挑戦しようと決断し応募。

平成 30年 鈴鹿市成人式
と　き　平成 30年 1月 7日㈰　
14時～ 15時（終了予定）　  
＊ 開　場　13時
場　所　市民会館（神戸一丁目
18-18）

晴れて今年成人を迎えるのは、
男性 1,085 人、女性 1,036

人の計 2,121 人です。（12月 15
日現在）
　皆さんの目の前には無限の未来
が広がっていることでしょう。こ
れからは成人としての人生が始ま
ります。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
成人式に参加して、みんなで一緒
にスタートしましょう。

　親世代にとって、「成人の日」
といえば 1 月 15 日でしたが、国
民の祝日に関する法律の一部改正
により、2000 年からは 1 月第 2 
月曜日になりました。これに伴い
本市では、1月第 2日曜日に成人
式を開催しています。また、例年
午前に開催してきましたが、今年
は、初の試みとして午後開催にな
ります。ゆっくり準備をしていた
だき、時間に余裕を持って会場へ
お越しください。

新成人が生まれた年
〈平成 9年度〉

■消費税率を 5％に引き上げ（4
月）
■長野新幹線高崎駅－長野駅開業
（10月）
■サッカー日本代表がワールドカ
ップに初出場決定（11月）
■郵便番号の 7桁化（2月）
■冬季長野オリンピック・パラリ
ンピックの開幕（2・3月）
ヒット曲
　「CAN YOU CELEBRATE ？」
　（安室奈美恵）
■ヒット邦画「もののけ姫」

鈴鹿市では
　ごみの分別収集が平成 9年 4
月 1日から始まりました。また
市制 55周年記念として、同年
12月 21日に鈴鹿シティマラソ
ン第 1回がスタートしました。

市民会館リニューアル
　昭和 43年に開
館した市民会館は
、今年で開館 50
年になります。今
回の改修では、耐震性向上のための
客席ホールとロビーの天井改修、バ

▲ロビー天井

リアフリー化推進
のためのエレベー
ター設置とトイレ
の改修、全客席の
新調のほか授乳室
を２室設置しまし
た。また、館内に
は市の花である「

さつき」が随所にあしらわれていま
すので、ご注目ください

▲客席ホール

今回の特集に関する

ご意見・ご感想は文化振興課

　382-7619　　382-9071　　

bunkashinko@city.suzuka.lg.jp


