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　本市では協働のまちづくりの実現に向けて、地区ごとに「地域づくり協議会」を立ち上げ、住民自らによる地
域づくりを進めています。いつまでも笑顔で過ごせる住みよいまちをつくるために行っている取り組みなどに
ついてお知らせします。

子高齢化や核家族化による介護、子育
ての課題、自然災害への対策など、安
全安心な暮らしのために求められる

ことは多様化しています。昔なら近所同士の助け
合いで支えられていたことも、生活スタイルの変
化や地域の一員であるという意識が薄れること
で地域内の絆が弱くなり、孤立という課題も出て

きています。福祉、防犯防災や子育てなどの地域
課題は、市内どこでも共通です。　
 　子どもから高齢者まで住みよい地域であるため
には行政はもちろん、地域でも自らの知恵と工夫を
持って取り組むことが必要不可欠です。地域ごとの
特色を生かしながら、自らの地域づくりを進めてい
くための仕組みが「地域づくり協議会」です。

少
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地域をみんなでつくっていくために
～わたしたちのまちはわたしたちの手で～～わたしたちのまちはわたしたちの手で～



　市と地域づくり協議会は、地域づくりにおけ
る協働のパートナーです。地域の特色を生かし
ながら、住みよい地域づくりに向けて本当に必要
なことに取り組むことができるよう、人的・財政
的支援および活動拠点の整備を進めるとともに、
地域づくり協議会と話し合いながら、各地域の活
性化に向けて取り組みます。
　協働のまちづくりの実現に向けた取り組みの
一環として、８月31日には市内２９の地域づくり
組織の代表者が初めて集まり、『第1回鈴鹿２９
のまちづくりミーティング』が開催され、今後の

鈴鹿市のまちづくりを進める地域の繋がりを確
認しました。

地域づくり協議会ってなに？

どんな団体で構成されているの？ 私たちは何をすればいいの？

　ボランティアなど地域住民や自治会、ＰＴＡ団体など
で構成される団体です。幅広い立場の人が集まること
で、さまざまな観点から自分達のまちを住みよくするた
めに取り組むべきことなどを話し合っています。地域の
限られた人材や資源をもとにできることは何か、地域
の皆さんで考えることにより、地域独特の取り組みを
生み出すことができます。

　地域づくり協議会は、
自治会、ＮＰＯボランティア団体、商店会、民生児
童委員協議会、ＰＴＡ、消防分団、町民会議、体育
振興会、農業委員会、子ども会、自主防災隊、老
人会などの地域で活動する構成団体と、企業、交
番派出所、公民館、地区市民センター、小中学校
などの協力団体で構成されています。

　地域づくりは他人ごとではなく自分のこと
です。「お互いさま」の気持ちを持って、支え合
いながら住みよいまちをつくっていくことが大
切です。積極的に行事ごとや話し合いに参加
し、自身の考えなどをしっかり伝えましょう。
そして皆さん自身で理想とする「地域」をつ
くっていきましょう。

　地域ごとにみえてくる目指すべき「まち」の
姿を見据え、地域が主体となって課題に取り
組んでいける体制を確立させていきます。行
政のサポートを受けながら、地域として取り組
みたいことを率先して行動に移せる体制が、
地域づくり協議会の目指す姿です。

本市と地域はパートナーです。

これからどうなっていくの？
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地域ごとの現状や課題を共有し、取り組む課題を明確にするために、各地域づくり協議会の
代表者の皆さんと話し合いを行いました。

標にはそれぞれ地域の特色があ
り、活動の期間などの違いにより、
3つの傾向が見受けられました。

①協議会としての組織改革や後継者の育成、
高齢者の支援、防災活動、広報活動、文化

の継承、多文化の取組、美化
活動など具体的な地域課
題の解決を目指す団体
②住民アンケート調査等
から意識調査や課題
の洗い出しを行い
方向性を検討し
ている団体
③会合を重ね地
域づくりの方針を
検討している団体

目

題は後継者の確保や人材育成、地域内
での地域づくりに関する啓発や周知、
団体同士の連携などが挙げられ、団体

の傾向に関わらず、どの地域も共通していました。

課

1.各地域の現状報告

2.課題の認識・共有

2018・12・54

課題の共有。そして解決へ
～意見交換会～



　市内全域に地域づくりの輪が広がってきた
今、地域づくり協議会を協働のパートナーとして
位置づけ、地域と行政が協働して地域づくりを
推進していくための「（仮称）鈴鹿市地域づくり
協議会条例」の制定を目指しています。また、
各協議会とともに、それぞれの地域づくりの方針
となる「地域計画」の策定にも取り組んでいます。

　住みよい鈴鹿市は住みよい地域が集まるこ
とでつくられ、そして住みよい地域は、地域の
ことを一番知っている住民の皆さんの活躍で
つくられます。お住まいの地域の自治会活動
や地域づくり活動に、ぜひ参加してください。
20年後、30年後も住みよい地域づくりとは何
かを共に考え、取り組んでいきましょう。

鈴鹿市のまちづくりの基本は

3.解決に向けた役割検証
域づくりの役割としては、高齢者や子どもなどの
支援や防災活動などの地域課題を「他人事、よそ
事ではなく我が事」として捉え、地域の特色を活

かしながら住民が協力して解決していくこと、人と人、団体と
団体をつなげて活動の担い手をつくることが挙げられました。

地域一丸となりましょう
　鈴鹿市地域づくりアドバイザーを
委任している岩崎恭典さん（四日市
大学学長）からは「地域の絆を結
びなおすのが地域づくり協議会の役
割。持続可能な地域づくりに向けて
財政基盤を整えるためにも、地域が
一丸となりましょう。行政からの使
いやすい財政支援や人的支援も必要
です。」と助言をいただきました。

市　長　皆さんの取り組みの成果が
少しずつ出てきていると感じていま
す。小学校区や地域間の違いの中
で、これからの地域の姿を真摯に
考え、前向きに課題解決へ取り組
まれていることに敬意を表します。
　　福祉や防災、子育てや文化など
の地域の課題解決や活性化の取り
組みには、地域の絆が大切です。

　　今後も協議会間の情報共有を図り
ながら、本市の協働の地域づくりを
どのように進めていくか、一緒に考え
ていきましょう。

一緒に考えていきましょう

「協働」と「住民自治の実現」です

今回の特集に関するご意見・ご感想は地域協働課
pj.gｌ.akuzus.ytic@odoykikiihc　　4122-283　　5968-283　

地
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　「すべての人間が生まれながらに基本的人権を持っている」という『世界人権宣言』が採択されてから70年
が経ちます。日本国憲法においても基本的人権は保障されている一方、人権に関わる課題は今も存在します。
本市でも鈴鹿市人権尊重都市宣言を行ってから25年が経つ今、改めて「人権」について考えましょう。

　りんご、バナナ・・・。好きな果物は人それぞれであり、食べる人も食べ方も十人十色。それと同じように多様なあり方を
認め合い、受け入れることから人権尊重への一歩が始まります。

市民一人ひとりが力を合わせ、市民一人ひとりが力を合わせ、

人権が尊重される住みよいまちへ

種、信条、性別、社会的身分、門地など
を理由とした差別は、解消されていな
いのが現状です。平成28年度には「障

害者差別解消法」「ヘイトスピーチ（外国人を排斥
する不当な差別的言動）解消法」「部落差別解消
推進法」の３つの法律が施行され、人権問題の解
決と人権擁護に向けた取組が進められています。

その一方で、LGBTをはじめとした性的少数者に対す
る問題や、インターネットを利用することによる問題の
潜在化など、人権問題は多様化、複雑化しています。
　人権問題は、社会全体の問題です。私たち一人一人
が考え、行動することでそれらの解決につながります。
　お互いの気持ちや考え方を認め合い、共に人権
が尊重されるまちをつくっていきましょう。

人
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個性を認め合うことが人権尊重の第一歩

子どもたちの人権意識を育む児童センター
一ノ宮団地児童センター （一ノ宮町500-48 （ ・ 382-6328））

玉垣児童センター （東玉垣町527-1 （ ・ 382-5883））

利用時間 9時～17時（4月～9月は18時まで）

休 館 日 日・月曜日、祝日、年末年始

　今回の特集に関するご意見・ご感想は人権政策課
　382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.jg.jp

るく住みよい社会の実現を目指して「じ
んけんフェスタ in すずか」を毎年開催
しています。小・中学生による人権作

文の朗読や人権ポスターの展示、各種人権団体の
活動紹介などを通じて、人権について考えるきっか
けづくりを行っています。講演会では、講師にオス
マン・サンコンさん（Ｈ29年度。ギニア大使館顧問）
や渡部陽一さん（Ｈ28年度。戦場カメラマン）、サヘ
ル・ローズさん（Ｈ27年度。タレント・女優）などを招き、
さまざまな角度から人権に関わるお話しをしていた
だき、訪れた皆さんに人権のあり方について見つ
め直すきっかけにしていただいています。

　また、将来を担う子どもたちには、児童セン
ターで行うイベントを通じて、お互いの違いを認
め合うことの大切さを伝えています。
　一ノ宮団地児童センターの「キラキラ☆こども
村」は、年6回、市内の小学生を対象に開催して
います。外国籍や障がいのある子どもたちの参
加も多く、目的を持って一緒に遊ぶ中で、お互い
の個性を尊重し、認め合いながら楽しい時間を
過ごします。
　玉垣児童センターの「親子あそび」は、大型
絵本の読み聞かせやパネルシアター、親子で楽
しむ運動会などを行っています。

明

　本市の児童センターは、18歳未満の子どもたちを対象に遊びや子育
ての支援を行っています。
　子どもたちがさまざまな遊びを通して、人との関わり方を学び、一人一人
の個性や違いを尊重する心が芽生えてほしいと思っています。また、親と離
れて子どもたち同士で一日過ごし、食事を共にするイベントなどに参加する
ことで親子の絆を再確認し、心と体の成長につながればと考えています。セ
ンターには遊戯室や広場などがあり、親子での利用も増えてきています。
　子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所になるよう取り組んでい
ますので、皆さん児童センターへ遊びに来てください。

一ノ宮団地児童センター

館　長  日間賀一人

※月曜日が祝日の場合は翌火曜日も休館

ひ　　ま　　　が　　かず　　と
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元気な
すずか

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

11月3日（土・祝）

11月10日㈯・11日㈰

11月7日㈬～13日㈫

2018・12・58

トップを務める女性3人が集結　女性活躍推進サミット

伝統産業を身近に　匠の里・伊勢型紙フェスタ

東京都庁で鈴鹿の魅力を発信

　市長、教育長、そして商工会議所会頭。3人の女性
が男女共同参画センターで一堂に会し、これから目
指す本市の未来についてトークセッションを行いま
した。3人がこれまで歩んできた道のりや苦難につい

ても話があ
り、訪れた
人たちに女
性の活躍に
ついて考え
ていただき
ました。

　伝統産業会館などで匠の里・伊勢型紙フェスタ
が開催され、伊勢型紙御朱印帳などの販売や作品
展示、体験彫りのほか、実演
などを楽しみました。また、着
物を着て各所に用意された謎
を解いて回る「キモノdeおさ
んぽ」も行われ、日本の伝統
文化や本市の伝統産業を身
近に感じていただきました。

　東京都庁にある全国観光ＰＲコーナーで、本市初
となる物産展を行いました。野菜やお茶、お酒など
のおいしい特産品をはじめ、鈴鹿墨展示・販売やつ

まみ細工の墨染め体験、
そしてレースマシンの展
示やモータースポーツ関
連製品の展示・販売と
幅広く本市の魅力を発
信してきました。



●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／12月10日㈪～14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２月5日号掲載分です

とき／1月27日㈰13時30
分から(開場13時)　とこ
ろ／市民会館　内容／映
画音楽、ジャズ、吹奏楽、
オリジナル曲など、どなた
でも楽しめる気軽なコン
サートです。　入場料／無
料

とき／12月9日㈰9時～12
時　ところ／青少年の森
運動場　内容／2本の
ポールを使って体力向上
と健康づくり。郊外ウオー
キングもあります。
※毎週木曜日10時から12
時まで桜の森公園でも行
います。詳しくはホーム
ページまたは電話で

とき／原則毎月第3木曜
日　内容／チャーターし
たバスで県内外の景勝地
へ向かい、楽しいストー
リーを求めて5～7km歩く
のがスタイルです。
※明るく、楽しく、元気が
会のモットーです。ご連絡
お待ちしています。

対象／市民の方　とき／12月
15日㈯13時30分～17時　
ところ／鈴鹿カルチャース
テーション(阿古曽町
14-28)　内容／一部：理想
の終の住みか、施設はどこ
まで家になりうるか（講師：
世古口正臣さん）、二部：暮
らしの保健室　参加料／
500円　申込み／不要

対象／本人、家族、関心の
ある方どなたでも　とき
／12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／会員100円、一
般200円、本人無料

とき／12月11日㈫19時～
21時　ところ／白子公民
館　参加料／100円　内
容／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
参加してください。初めて
の方も歓迎します。

とき／12月16日㈰(雨天
時23日㈰)　集合／近鉄
平田町駅9時　内容／東
海道を歩こう7(15ｋｍ)　
参加料／200円
※初参加者歓迎

対象／一般老若男女　と
き／12月22日㈯14時か
ら　ところ／文化会館さ
つきプラザ　内容／心身
機能を高める音楽会です。
鈴鹿マンドリンクラブが
演奏します。　入場料／
無料　申込み／不要

とき／12月26日㈬13時
30分～16時　ところ／ふ
れあいセンター2階(南玉
垣6600)　内容／昔の優
秀作をスクリーンで観る
会。日本公開80周年「モ
ダンタイムス」。現代のし
んどさと明日への希望。
主演：チャップリン

とき／毎月第1・3・4土曜
日17時～18時　ところ／
大池二丁目(講師自宅)　
講師／三上　定員／5人　
参加料／月1,500円
※初心者大歓迎。詳しく
はフェイスブック（「鈴鹿
deスペイン語」で検索）を
ご覧ください。

対象／子どもの部(4歳～
中学生)、大人の部(年齢性
別不問)　とき／毎週水、
金曜日19時～20時20分　
ところ／市武道館
※体験・見学は無料です
ので、直接稽古日にお越
しください。試合はせず、
体力にあった稽古を行い
ます。

神戸ウインドバンド事務局
　090-7609-9960

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

県体育協会指導員
北野次雄

　090-5605-1438

理想の暮らしを語る会
　389-6603 下野和子　370-4620 つぅの会　保井　

090-4185-1514
鈴木利昭　
080-1611-9264

(一社 )ハッピーアカデミー
　中田悌夫　
090-4083-1648

鈴鹿シネマ倶楽部
　090-3582-9178

三上　090-9660-2932
　2932kamikami@gmail.com

鈴鹿合氣会倉武塾
髙知　090-6767-3827

神戸ウインド
バンドコンサート

ノルディック
ウオーキング体験会

ウオーキング
サークル「楽歩」
補充会員募集

介護は
新しい文化を
創造する

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿不登校を
考える親の会 鈴鹿市民歩こう会

100歳大学
公開講座

どこでも昭和映画
上映会

初めての
スペイン語

争わない武道
合気道を
始めませんか
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○マシン展示・走行 ○マシン展示・走行

中勢バイパス開通記念イベントを開催します中勢バイパス開通記念イベントを開催します
土木総務課　　382-9072　　382-7612
　　dobokusomu＠city.suzuka.lg.jp

情報館❶中勢バイパス開通記念イベント
　

　鈴鹿と津とを結ぶ中勢バイパス鈴鹿・津工区（7工区）が、平成30年度中に開通を迎えます。
この開通を記念するイベントを開催しますので、ぜひお越しください。

と　き　1月27日㈰11時～14時30分（雨天決行）
ところ　中勢バイパス鈴鹿・津工区（7工区）本線上

駐車場
○鈴鹿大学　　無料　約300台
○郡山小学校　無料　約60台
※イベント会場付近に駐車場はありません。
※駐車台数に限りがありますので、公共交通機
関をご利用いただくか、徒歩、自転車などでお
越しください。また、乗用車の場合は、乗り合
わせにご協力ください。

※鈴鹿大学、中瀬古駅、郡山小学校からイベント
会場付近までシャトルバスを運行します。（10
時30分から15時30分まで）

※天候などにより、変更となる場合があります。
※荒天の場合は中止します。イベントの中止について
は、市ホームページなどで確認できます。

※会場内は全面禁煙です。
※ごみはお持ち帰りください。

○はたらく車展示
○ご当地キャラ記念撮影会
○フリーウォーキング
○グルメコーナー
○吹奏楽演奏など

来場された2,000人（先着順）に、来場記念品
をプレゼントします。

イベント内容

KYB MORIWAKI MOTUL RACING Honda Suzuka Racing Team

○ランニングバイク体験

○レーシングバイク展示・走行

ステージイベント

レーシングバイク
展示・走行

ランニングバイク体験

グルメコーナー

はたらく車展示

フリーウォーキング

内容/時間 11：00 12：00 13：00 14：00

会場アクセス方法

大人気のランニングバイクを体験してみよう！

カレーなどのグルメ販売のほか、コーヒーや抹茶を振る舞います　※なくなり次第終了

地震体験車やはしご車、自衛隊、国土交通省のはたらく車を展示

ご当地キャラとともに！

至　鈴鹿市　御薗

郡山小学校

中瀬古駅

県
道
　
上
野
鈴
鹿
線

鈴鹿大学

シャトルバス乗降場

至　津市　河芸

道の駅津かわげ 県道　三行上野線●

中
勢
バ
イ
パ
ス

鈴
鹿・
津
工
区（
7工
区
）

開
通
区
間
　
約
2.
9ｋ
ｍ

道
鉄
勢
伊

県道　鈴鹿環状線

Ｐ

Ｐ Ｐ

60台

300台

イベント会場
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間
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『図書館碁会所～伊田篤史八段を
迎えて～』を開催します
『図書館碁会所～伊田篤史八段を
迎えて～』を開催します

図書館　　382-0347　　382-4000
　　toshokan@city.suzuka.lg.jp

情報館❷図書館囲碁イベント　
　囲碁のトップ棋士として活躍されている、鈴鹿と・き・め・きカルチャー大使の伊田篤史八段をお招きして、囲碁の

楽しさに触れていただくイベントを開催します。ぜひご参加ください。

イベント内容

小学生以上
1月20日㈰13時30分～15時30分
（受付13時から）
図書館本館2階　視聴覚室
70人（応募者多数の場合は抽選）
無料

対　象

と　き

ところ

定　員

参加料

●伊田大使×市長のと・き・め・き対談●

　末松市長から、伊田八段の囲碁に対する思
いなど、さまざまな話題をお伺いします。

　平成25年に第69期本因坊戦リーグ入り。
　平成27年に行われた第62回NHK杯テレビ
囲碁トーナメント戦では、NHK杯史上最年少
での優勝。また、同年の第53期十段戦では、史
上最年少での十段戦タイトルを獲得し、入段か
らタイトル獲得までの年数最短記録を更新。
　日本囲碁界トップ棋士の一人として活躍中。

●往復はがき

（往信宛名面）〒513-0802　鈴鹿市飯野寺家町812　「図書館碁会所」係
（往信文面）代表者の氏名・住所・電話番号、応募者全員の氏名（フリ
　　　　　ガナ）・年齢
（返信宛名面）代表者の郵便番号・住所・氏名
※「指導碁対局」を希望される方は、往信文面の氏名を○で囲んでください。

※消せるペンでの記入はやめてください。

●電子メール（　toshokan@city.suzuka.lg.jp）
以下の事項を記入の上、図書館へ送信してください。
（件名）「図書館碁会所」係
（本文）代表者の氏名・住所・電話番号、応募者全員の氏名（フリガナ）・年齢
※「指導碁対局」を希望される方は、氏名横に“指導碁参加希望”と必ず記入してください。

本市出身の囲碁棋士
棋士段位八段

日本棋院
中部総本部所属

■受賞歴
平成24年　棋道賞新人賞
平成25年　土川賞
平成26年　土川賞
平成27年　土川賞

●指導碁対局●

　参加者の中から抽選で選ばれた5人の方
と伊田八段との間で、対局を行います。
※囲碁の対局経験がある方に限ります。

※形式・ルールなどは、（公財）日本棋院で実施

しているものに準じます。

●詰碁に挑戦！伊田大使からの挑戦状●

　伊田八段から出題された詰碁の問題に
挑戦していただきます。問題の正解数に応
じて、記念品を進呈します。

伊田篤史八段プロフィール

申込み方法 12月27日㈭まで（必着）に、往復はがき、または電子メールで図書館へ

抽選結果は1月10日㈭ごろに、返信はがきまたは電子メールでお知らせします。連絡がない場合はお問い合わせください。
※電子メールで応募された方は、図書館からの返信メールが受け取れるように、受信設定をお願いします。

住所　鈴鹿市◯◯町◯-○

電話番号　000-000-0000

氏名（フリガナ）　年齢

鈴鹿　太郎 　　　　１０歳

鈴鹿　鈴子　　　8歳

鈴鹿　花子　　　38歳

鈴鹿　一郎　代表者　70歳

はがき往信文面【見本】

スズカ タロウ

スズコ

ハナコ

イチロウ

スズカ

スズカ

スズカ
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　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式典です。
成人式実行委員会ではいろいろな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。

市民会館で平成31年鈴鹿市
成人式を行います
市民会館で平成31年鈴鹿市
成人式を行います

■平成31年鈴鹿市成人式（テーマ「ありがとう～平成からの旅立ち～」）
対　象　平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれ  
　　　で、市内在住または本市出身者

と　き　1月13日（日）13時～14時15分（終了予定）
　　　　開場12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。
※手話通訳・要約筆記もあります。

■内容
　・オープニング　
　神戸高等学校書道部による書道パフォーマンス
　・式典
　・恩師からのビデオレター
　・エンディング
　勝山組による演舞

　私たち鈴鹿市成人式実行委員会は、公
募で集まった新成人7人(男子1人、女子6
人)で、月1・2回会議を開いています。人数
は少ないですが、チーム一丸となってそれ
ぞれの長所を生かしながら成人式に向け
て一歩ずつ準備を進めています。
　今年の成人式のテーマは「ありがとう～
平成からの旅立ち～」です。テーマを考え
るに当たり、平成最後の成人式を機に今ま
で関わってきた方々に「ありがとう！」と伝
えられたらいいなと皆で話し合いました。
　成人式は人生において大きな節目です。
これまでの出会いに感謝するきっかけにな
るような、新成人の思い出に残る式典にし
たいと思います。

　・改造車や爆音を発する車での来場および市の
　敷地内での飲酒行為は、固くお断りします。
　・成人としての自覚ある行動をお願いします。

実行委員からの言葉

■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14
日㈮までに文化振興課へご連絡ください。
○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。

情報館 ❸成人式
文化振興課　　382 - 7 6 1 9　　38 2 - 9 0 7 1
　bunka s h i n k o@c i t y . s u z u k a . l g . j p

　

実行委員会の様子

平成31年成人式ポスター

平成30年成人式の様子

 



　12月3日から12月9日までは「障害者週間」です。障がいや障がいのある
人の福祉について関心と理解を深め、障がいのある・なしに関わらず、互い
に支えあうことのできる共生社会の実現を目指しましょう。

障がいのある人もない人も互いに
支えあう共生社会を目指して
障がいのある人もない人も互いに
支えあう共生社会を目指して

情報館 ❹障害者週間
障がい福祉課　　382 - 7 6 2 6  　　38 2 - 7 6 0 7
　　shoga i f u k u s h i＠c i t y . s u z u k a . l g . j p
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合理的な配慮とは

知っていますか「障害者差別解消法」

　障がいのある人から、社会で生活する上での障
壁を取り除くために、何らかの対応を必要としてい
るとの意思表示があった場合、無理のない範囲で
配慮を行うことです。次のようなことが、例としてあ
げられます。

　平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」の
禁止と、「合理的配慮」の提供が定められています。

共生する社会の実現のために
　障がいには、身体障がい、知的障がい、精神障がい、そのほか社会的な
障壁によって日常生活や社会生活が困難になるなど、さまざまな種類があり
ます。差別のない共生社会を実現するには、一人一人の心づかいが必要不
可欠です。障がいへの理解を深め、身近なことからできることを行っていき
ましょう。

窓口では、障がい
のある方の特性に
応じたコミュニケー
ション手段（筆談な
ど）で対応する。

車いすの方が乗り
物に乗る際は、手
助けをする。

ヘルプマークを持
っている方に、マー
クに記載された必
要な支援をする。

不当な差別的取扱いとは
　障がいがあるというだけで、正当な理由なく、サ
ービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいの
ない人には付けないような条件を付けたりすること
です。例えば、次のような行為はやめましょう。

車いすを利用して
いることで、入店を
拒否する。

聴覚障がいがある
ことで、受付を拒
否する。

視覚障がいがある
ことで、会議への
出席を拒否する。

ヘルプマーク
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　毎年12月10日は「人権デー」、12月4日から10日までは「人権週間」、12月は「人権

月間」です。今回、市内小・中学生を対象に募集した「人権に関する作文」から代表

作品を紹介します。

人権に関する子どもたちの作文を紹介します人権に関する子どもたちの作文を紹介します

人権～子どもたちの作文情報館 ❺
教育支援課　　382 - 9 0 5 5　　38 2 - 9 0 5 3
　k y o i k u s h i e n＠c i t y . s u z u k a . l g . j p

　私は、小学校五年生の時、ブラジルから来

たＡちゃんと、初めてとなりの席になり、同じ

班になりました。それまでも、Ａちゃんと同じ

クラスになったことはあったけれど、Ａちゃん

とたくさん話をしたり、一緒に活動したりする

のは初めてでした。一緒にいると、今まで気

づかなかったＡちゃんのいろいろなところを

たくさん発見できて、私はＡちゃんのことをど

んどん好きになっていきました。私は、「Ａちゃ

んがこんなに楽しい友達だったなんて知らな

かったな。」と思いました。そして、「どうして今

まで、Ａちゃんとあまり話をしなかったのか

な。」と思いました。今まで、考えたことがなっ

たけれど、「私が、Ａちゃんが外国から来たと

いうことを、特別なことと思っていたからかも

しれない。」と思いました。自分でもどうして

なのか分からないけれど、私は自分から積極

的にＡちゃんと話をしようとはしていなかった

ことに気がつきました。そして、Ａちゃんのこ

とをたくさん知ることで、仲良しになれて、本

当によかったな、と思いました。

　六年生になり、Ａちゃんとはクラスがはな

れてしまいました。新しいクラスになって、私

が五年生まで仲がよかった友達と違うクラス

になってしまいました。最初のころ、私はさみ

しい気持ちでいっぱいになり、新しいクラス

で新しい友達関係をつくろうという気持ちが

持てず、あまり元気がでませんでした。そんな

私を見て、違うクラスになったＡちゃんが、休

み時間のたびに私をさそいにきてくれました。

一緒に運動場にでて、思いっきり遊ぶうちに、

心が元気になってきて、新しいクラスでも自

分から積極的に話しかけていく勇気がわいて

きました。何日かたって、新しいクラスに、とて

も気の合う友達ができて、私は、その子とも

休み時間に遊ぶようになりました。Ａちゃん

は、そんな私を見て、「よかったな！」とにっこ

り笑って、それ以来、休み時間に私のところ

にさそいにこなくなりました。その後、Ａちゃ

んがいろんな友達と遊んでいるところを見て、

初めて「Ａちゃんはクラスに、たくさんの友達

がいるのに、私が一人にならないように、さそ

いにきてくれたんだ。もうさそいにこなくなっ

たのは、おこったわけでもなく、私が新しい友

達と仲良くできるようにしてくれたんだ。」と

知りました。私は、Ａちゃんの大きな優しさに

気付き、心がじーんと温かくなりました。ろう

下で会ったときは、笑顔で話してくれたり、一

緒に帰ってくれたり、Ａちゃんは今でも、私を

支えてくれています。

　私は、このようなことがあって、「支えあい

に、国は関係ない。」ということを学びました。

Ａちゃんは、私より、ずっと強くて、大きな心

をもっています。私は、ちがう国でうまれたと

しても、一人一人個性があるのは当たり前だ

し、それを逆に大事にしていくことが、いじめ

や差別がない世界につながると思います。私

は、これから、Ａちゃんにしてもらったように、

困っている人がいたら支え、Ａちゃんみたいに

なれるようにしていきたいです。いつでも人を

思いあうことを忘れず、この経験を生かして

いきたいです。

　私は今でもＡちゃんが大好きで、大切な友

達です。支えてくれる友達に感謝の気持ちを

忘れず、毎日を過ごしていきたいです。

中学生の部

支えてくれる仲間

鼓ヶ浦中学校一年

伊藤ゆずな
い とう
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　わたしには、大すきな兄姉がいます。その兄姉
は、生まれつき耳が聞こえません。だから、ろう学
校に通っています。
　兄は、少しだけ聞こえます。姉は、ほとんど聞
こえません。でも、わたしは、そんな兄姉と話をす
ることが大好きです。
　わたしは、耳が聞こえるから、友だちと話をす
るときには、口で話をします。でも、生まれたとき
から手話を見て育ったので、手話もできます。兄
姉とは声ではつたわらない時もあるので、手話を
つけて話をします。手話があれば、耳が聞こえな

くても、言葉が話せなくても、いろんなことをつ
たえることができます。
　わたしは、手話ができなければ、兄や姉と話が
できないと思っていました。でも、姉が交流学習
で小学校に来て、同級生の友だちと勉強をする
時、みんなは身ぶり手ぶりを交え、えがおで話し
かけていました。姉もみんなに聞かれて、手話を
教えていたそうです。おたがいがそれぞれのやり
方で、かかわっているんだなあと思いました。
　もちろん、耳が聞こえないことは、ふべんなこ
とだと思います。でも、ふべんだからと言って、
あきらめたらいけないと思います。手話があれ
ば話をすることができるし、手話ができなくて
も、えがおでいっしょにいれば、楽しい気もちや
嬉しい思いは伝わるのです。一人ひとりのちが
いをみとめあって、これからもいろんな話をして
いきたいです。

小学生の部

大すきな兄姉

若松小学校三年

矢田　旭

　三年生の一学期にクラスでお楽しみ会をした。
いくつかのグループに分かれ、それぞれが出し物
をして、みんなで楽しんだ。お楽しみ会が終わり、
かたづけをするとき、私はもう雑に扱ってもいい
だろうと思って、Aちゃんが出し物のために作った

れそ。たっ言と」。てけど、まゃじれこ「、を具道小
を聞いていたAちゃんと同じグループの子がA
ちゃんに伝え、二人で先生に言いに行った。その
後、先生にも加わってもらって、話し合いをした。
私は何も悪いことをしていないから、あやまる必
要はないと思っていた。Aちゃんはそんな私のこ
とが許せなかったみたいだった。Aちゃん側は二
人、それに対して私は一人、私の気持ちはだれに
もわかってもらえないと思い、とてもくやしかっ
た。最終的に私はAちゃんたちにあやまった。で
も、内心は、納得していなかった。Aちゃんも納得
していないように見えた。
　そんなことがあって、Aちゃんとは話すことも一
緒に遊ぶこともなくなっていった。しかし、私の心
の中では、ずっとずっとAちゃんのことが気になっ
ていた。あの時、私はどうすればよかったのかな、A
ちゃんに何と言えばよかったのかなと何度も何度
も考えてみた。考えているうちに、なんとなくわかっ

てきた。Aちゃんはお楽しみ会で、みんなを楽しま
せてあげようと一生懸命に小道具を作った。そん
な思いで作ったものをじゃま物扱いされたことが
きっといやだったんだ。私は早くかたづけなければ
という思いしかなくて、Aちゃんの気持ちなんか全
然考えられなった。どうしてあの時、気づけなかっ
たのかなあ。なんであんなひどいことを言ってし
まったのかなあ。私は、Aちゃんの気持ちを考えら
れなかったことをすごく後悔した。
　何日か過ぎて、私は心に決めた。自分からAちゃ
んに話しかけて、あの時のことをきちんとあやまろ
う、自分の今の気持ちを伝えよう、そう決心した。
　ある日の下校、私は同じ地区の子たちと帰った。
その中にAちゃんもいた。Aちゃんは私の少し前を
一人で歩いていた。私は、今しかないと思い、Aちゃ

ゃちA「、らがなしキドキドは私。たっ行にばそのん
ん。」と呼んだ。
　「Aちゃん、三年生のお楽しみ会のときは、本当
にごめんなさい。」
　私は心からあやまった。すると、Aちゃんもあや
まってくれた。私は驚いた。まさかAちゃんも私に
対して同じような気持ちでいてくれたなんて思っ
てなかったからだ。私はそのとき、とてもうれし
かった。勇気を出して自分からあやまってよかっ
たと思った。
　そして今、Aちゃんは私の良き相談相手となった。
何かあると助けてくれるかけがえのない友だちに
なった。そんな友だちがいて、私は今、学校生活が
とても楽しい。

勇気を出して
言ってよかった

鈴西小学校六年

樋口　日湖

や だ あさひ

ひ に こぐち



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

●コールセンター
　　 ０５９-２２９-119 9

　夜間、子ども（18歳未満）の急な病気や事故、薬に関する心配ごとについて、医療関係の専門相談員が
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。

※事前に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
資格証などを忘れずにお持ちください。年末年始は大変混雑しますので、早めにかかりつけ医を受診してください。

●時間
　毎日19時30分～翌朝8時

●電話番号
　　＃8000番　※ダイヤル式・ＩＰ電話などの場合は　059-232-9955へ

　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し込み（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28日㈮までにあらかじめ戸籍住民課（　382-9132）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。
●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
●住民票の写しの交付
　12月28日㈮16時30分までに戸籍住民課（ 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のみです。受け取りの際は運転免許証などの本人確認が
できるものをお持ちください。

診 療 日 連 絡 先
平成 3 0年 1 2月3 1日(月 )

開 設 医 院
電　　話　373 -11 8 8
 電　　話　382- 8 0 41

伊 東 歯 科 医 院(石 薬 師 )
玉 垣 歯 科 医 院(南 玉 垣 )

年末年始の市役所の業務
ごみ収集のご案内

年末年始の業務案内

子どもの急な病気やけがの相談（みえ子ども医療ダイヤル）

けがや病気のときは…（三重県救急医療情報システム）

鈴鹿市応急診療所を受診するときは…

戸籍などの届出は…

平成3 1年  １月   2日( 水 )

　市役所は、特定の機関や施設を除いて、12月29日㈯から1月3日㈭
まで、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 ❻

●医療ネットみえ（パソコン版）
パソコン版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
携帯電話版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/ｋ/　
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※診療時間は9時30分～16時30分で午前と午後の診察の間に休憩時間があります。

受 付 時 間 診 療 期 間 連 絡 先
昼 間

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。
電　話　 382-5066
ファクス　382-7740

内科・小児科
内科・小児科夜 間

9時～16時
19 時～2 2時

※応急診療所での歯科診療は平成29年3月末で終了しました。
　年末年始は、下記医院で応急診療を行いますので、電話などでお問い合わせの上、お出掛けください。



年末年始のごみ収集

年　末　12月28日㈮まで　年　始　1月4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、早めに申し込みください。
※年末に申し込みをした場合、収集は1月になる場合があります。

粗大ごみの戸別収集
　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）へ申し込んでください。
ごみ処理施設の年末年始の受け入れについて
年末年始にごみを搬入される場合は、下
記の各施設の受付日を確認してください。
なお、12月中旬以降は大変混雑し、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。

※未分別のごみは受け付けできません。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、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、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（ガソリン・灯油の空のポリタンクは処理できます）。

年末（業務終了日）

第1、第3木曜日地区
第1、第3水曜日地区

全地区
金曜日地区
木曜日地区
火曜日地区
月曜日地区
火・金曜日地区
月・木曜日地区
地　　　区

資源ごみＢ

資源ごみＡ

もやせないごみ

プラスチックごみ

もやせるごみ

ごみの種類 年始（業務開始日）
1月7日㈪
1月4日㈮

1月8日㈫
1月10日㈭
1月4日㈮

1月16日㈬

1月2日㈬は1月5日㈯に振り替え（その他の地区は通常どおり）

1月7日㈪

1月17日㈭

12月31日㈪
12月28日㈮
12月24日（月・休）
12月25日㈫
12月27日㈭
12月28日㈮
通常どおり

通常どおり
通常どおり

第1、第3火曜日地区 1月15日㈫通常どおり

第1、第3水曜日地区 1月16日㈬通常どおり
第2、第4水曜日地区 通常どおり通常どおり

年　末　12月29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29日㈯に限り、近隣の搬入道路の交通規制を行います。詳しくは19ページの「お知らせ」を
ご覧ください。
※事業系ごみは、12月27日㈭16時まで（破砕が必要なものは午前が11時30分まで、午後が15時30分まで）、生ごみ
などの腐敗性ごみは12月29日㈯16時まで

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）

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

…必ず収集日の朝8時までに出してください（収集時間が大幅に変更される場合があります）。
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※年末の収集が終わってからは、ごみを集積所に出さないでください。カラスやネコなどが集積所を荒らす原因になります。
その他の地区

年　末　12月29日㈯16時まで（事業系ごみは12月27日㈭16時まで）　年　始　
受付時間　月～土曜日（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
ごみの種類　「プラスチックごみ」、「もやせないごみ」、「不燃性の粗大ごみ」、「有害ごみ」、あきかん・あきびん・
ペットボトル・古紙・衣類の「資源ごみ」、電化製品（洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ
を除く）、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）

●不燃物リサイクルセンター（国分町1700番地　　374-4141　　374-4619）
1月4日㈮9時から

通常どおり通常どおり

年　末　12月28日㈮まで　年　始　1月4日㈮から
※くみ取りの申し込みは、担当業者または鈴鹿市清掃協同組合（ 382-3331）へご連絡ください。くみ取りの地区
別担当業者は、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

し尿のくみ取り



広 報すずか 　2 0 1 8 年 1 2 月 5 日 号
　自分の住む地域をよくしたいと思っても、どうすれ
ばよいのか迷われている方もみえるかと思います。そ
んな悩みを解消する仕組みの一つが、今回の特集テー
マの「地域づくり協議会」です。その活動にご自身の
身近な方が参加しているかもしれませんので、気軽に
声をかけてみてください。
　私はというと、ひょんなことから地区の体育委員を
務めることになり、町民運動会の運営に携わりました。

普段顔を合わす機会が少ない人達と一丸となって
盛り上がり、無事大成功。リレーに参加して約一週
間筋肉痛に苦しんだことも良い思い出に・・・。
　行事の運営に関わる以外にも、そこに参加するこ
とで同じ地区の方と親睦を深めるきっかけになり、
住みよいまちづくりへとつながっていくと思います。
行事には積極的に参加して、今後もまちづくりに関

）誠（。すまいてえ考とうこいてっわ
■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

　バイクで障害物を乗り越える技術を競うトライアル。そ
伯道（INATIMブラクCRH、で戦ズーリシの峰高最内国の

町）所属の小川友幸選手（四日市市出身）が前人未踏の
大記録を打ち立てました。
　全日本トライアル選手権「国際Ａ級スーパークラス」で
戦う小川選手は、昨年まで5連覇（日本記録タイ）、通算7
度のタイトル獲得という実力の持ち主。しかし、今シーズ

ンはライバルに苦戦し、チャンピオン争いは10月に開
催された最終戦スポーツランドSUGO(宮城県)にもつ
れ込みました。チャンピオン獲得は優勝のみという厳し
い条件で迎えた最終戦では、競技の序盤こそシーソー
ゲームでしたが、リードをとるや快進撃。後半はほぼパー
フェクトな内容で王者の貫禄を見せつけて圧勝し、見
事6連覇、さらに8度目のチャンピオン獲得の偉業を達
成しました。
　決して楽なシーズンで
はなかったものの、この
勝利は次なる7連覇、そし
て9度目のタイトルという
未知の領域につながって
いくことでしょう。
■語り手　三谷知明（鈴鹿モータースポーツ友の会  理事）

スマートフォン用
広報すずか

快適空間
憩える
学べる

HRCクラブMITANI所属の小川友幸選手が
6年連続で2輪トライアル全日本王者に！

図書館の魅力

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただける
憩いの場「図書館」。今回は「あの有名な文豪たちが、
もし○○（まるまる）したら・・・？」をご紹介します。

もしもシリーズ本

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

　偉人たちのエピソード
に交えて最新の便利な文
房具を紹介。文豪たちが
愛用した文房具や道具へ
のこだわり、作家たちが
通った文房具店のエピ

が豪文のあしも「、ドーソ
試し書きをしたら」をいう
仮説ストーリーも収録。

　もしも村上春樹がカップ
焼きそばの容器にある「作
り方」を書いたら。ツイッ
ターで拡散された文体遊戯
をパワーアップ。太宰治、コ
ナン・ドイル、小沢健二など、
100人の多彩な文体で「カッ
プ焼きそばの作り方」をつ
づる。

誰もが知っている有名な文豪たちが、もしカップ
焼きそばの作り方を書いたらどんな紹介をするの
だろう。もし現代の文房具を試しに使ってみたら、
どんな行動をするのだろう。思わず笑ってしまうよ
うな愉快なもしもシリーズですので、ぜひ読んでみ
てください。もちろん、文豪たちに興味がわいたら
作品も読んでみてください。

（福島槇子・寺井広樹/著　ごま書房新社）

『もし文豪たちが現代の文房具を
試しに使ってみたら 』

（神田桂一・菊池良/著　宝島社）

『もし文豪たちがカップ焼きそばの
作り方を書いたら 』


