
表紙写真

　スマートフォンで動画を見るおじいさん

とお孫さん。笑顔でインターネットを活用

できるようにみんなで正しい使い方を考

えましょう。

特 集
みんなで考えよう
「インターネットと人権」
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ンターネットは、情報の収集や発信、

コミュニケーションの手段として、

私たちの生活を便利にしてくれます。

しかし、インターネット掲示板への個人情報

の書き込みによるプライバシーの侵害、特

定の個人を対象とした誹謗中傷や差別、い

じめなど、人権に関わるさまざまな問題も

発生しています。

　インターネット上では、匿名で書き込みが

できるため、内容が悪質になったり、根拠の

ない情報が流れやすくなったりする恐れがあ

ります。さらに、その情報は一瞬にして多くの

人に伝わるだけでなく、一度公開された情報

を完全に消すことは容易ではありません。

　現在、新型コロナウイルス感染症を理由と

したデマや誹謗中傷がインターネット上に書

き込まれ、重大な人権侵害が起こっています。

　インターネットを利用するときは、一人一人

がルールやモラルを守り、相手の人権を尊重

することが大切です。たとえ、顔が見えなく

ても、つながった先には心を持った人がいる

ことを忘れないでください。

イ

　現代社会では切り離せない存在となったイ

ンターネット。SNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）など、人と人とがすぐにつ

ながることができ、便利になった一方で、何気

ない書き込みによって相手を傷つけたり、自分

が思わぬトラブルに巻き込まれたりすること

が起こっています。今回の特集ではインターネ

ットと人権について考えます。

インターネット上の被害って
どれくらい起こっているの？

インターネット上の人権侵害って
なに？

　令和元年（平成 31年）中に起こった人権侵犯事

件件数は1万 5,420 件。そのうち、法務局・地方

法務局において新たに救済手続きを開始したイン

ターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事

件の件数は、1,985 件（前年より3.9％増加）。平成

29 年に次いで、過去2番目に多い件数でした。　

　人権侵犯事件の内訳の上位はプライバシー侵害

事案が1,045 件、名誉毀損事案が517件となって

おり、この両事案で78.7％を占めています。

インターネット上の人権侵害情報に関する

人権侵犯事件件数推移　

出典：平成31年及び令和元年における「人権侵犯事件」の状況について（法務省）
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このようなものが

人権侵害に当たります。

　なりすましアカウントに

より、氏名・住所・電話番

号・学校名・顔写真などの

個人情報をSNSへ掲載

　インターネット上

での動画投稿サイト

に、無断で撮影した

動画を掲載

人権侵害により、日常生活が

脅かされる被害も出ています。

　勝手に書き込

まれた個人情報

が原因で、見ず

知らずの人から

電話が頻繁にか

かってきた。

被害例1

　事実とは関係な

い誹謗中傷により、

精神的に深く傷つ

き、体調の不調が

現れ、職場や学校

に行けなくなった。

被害例2

　なりすましで

身勝手な発言や

行為をされ、周囲

の人から信頼を

失った。

被害例3

人権を侵害しない、されないために

相手を傷つけないために

自分自身を守るために

インターネット上に書き込む内容は、

世界中の人から見られているというこ

とを認識する

悪口や差別的な内容は書き込まない

他人の書き込みに便乗しない

うわさ話は書き込まない・拡散しない

他人の個人情報を勝手に書き込まない

自分の個人情報を安易に書き込まない

怪しいサイトには近づかない

IDやパスワードは書き込まない

インターネット上の情報は全てが

正しいとは限らないと心得る



年に入り、新型コロナウイルス感染

症の感染者、その家族や勤務先、

医療従事者、日本在住の外国人な

どに対して、差別や誹謗中傷が全国各地で発

生しています。

　現在のコロナ禍での差別について、「公益財

団法人　反差別・人権研究所みえ」常務理事兼

事務局長の松村さんにお話をお伺いしました。

※1 マイノリティ：「マジョリティ（多数者）」に対する「少数者」

※2 コロナ禍：新型コロナウイルスが招いた災難や危機的状況

コロナ禍で起こる差別が深刻に

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、

罹患者や家族、医療従事者や運送業者など

のエッセンシャルワーカー（※3）への深刻な差

別が各地で起きています。

　罹患者宅への投石や壁への落書き、「罹患

者は間接的に人を殺傷するモンスター」など

のSNSへの投稿、「お前の子どもがコロナに

感染したんだろ。出て行け」という自宅への電

話、罹患者の子どもへのいじめ、罹患者の

パートナーへの出社拒否、医療従事者や家族

へのタクシーの乗車拒否、医療従事者の子

どもであることを理由に引っ越しや託児など

の業者が拒否、他府県ナンバー車両への嫌

がらせや暴言・・・。これらは、実際にあった

事例です。

今こそ、差別解消のチャンスに

　差別が深刻な状況にありますが、今まさに、

差別の解消に近づけるチャンスです。これまで

自分や家族が差別を受けるなど考えもしな

かった人たちの中から、新型コロナウイルスに

罹患すると差別を受けるかもしれないと不安

を抱く人たちが出てきています。差別を自らの

問題として捉え、具体的に取り組むことで差別

の解消に拍車をかけることにつながります。

一人一人が行動しよう

　新型コロナウイルス感染症対策のために求め

られる行動に、差別は位置づけら

れていません。差別が起こること

で被害を恐れ、安心して医者にか

かれず、事態を悪化させることが

危惧されます。自身や家族が罹

患しても安心して戻れる学

校、職場、地域とするため

に、また、何よりもコロ

ナ禍を脱するために、

今こそ私たち一人一

人の差別をなくす

行動が問われて

います。

今

学生のころから自分

のスマートフォンを

持ったり、授業でパソ

コンを使ったり、子どもたちが

インターネットを利用する機会

が増えています。

小

誰もがマイノリティに

なり得るコロナ禍を

誰もがマイノリティに

なり得るコロナ禍を

差別解消の

学校での取り組みを紹介します

-出前講座-

　本市では、子どもたちがイ

ンターネットを通じた人権侵

犯事件などに巻き込まれな

いようにするために、市立

小・中学校を対象に「出前講座」として、イン

ターネット利用時の危険性と正しく安全な使

い方を教えています。

※3 エッセンシャルワーカー：生活維持に欠かせない職業に就いている方

公益財団法人 反差別・人権研究所みえ　公益財団法人 反差別・人権研究所みえ　

常務理事兼事務局長　松村元樹さん常務理事兼事務局長　松村元樹さん

　この出前講座は、子どもたちに、インター

ネット世界にひそむ危険性やインターネッ

トの正しい使い方・知識を学んでもらうこ

とを目的として実施しています。

　最近では、ネット上で他者と戦うゲーム

で、子どもが暴言を吐いたり、親の知らな

いところで課金をしたりすることが問題に

なっていますが、これらのトラブルを防止す

るためにも、インターネット世界との正しい

関わり方を学ぶことが不可欠になっています。

　保護者の皆さんには、子どもたちが携

帯電話などで何をしているかの管理をお

願いします。そのためにも、日頃

から子どもとの関わりを大

切にし、よく話し合っていた

だきたいと思います。

　また、家庭

内での携帯

電話使用の

ルール作りな

どを行って

いただきたいですね。

教育支援課 天野良平
りょうへい

地域振興部長 古市素朗
もと　お

　インターネットの急速な普及は、利便

性をもたらす反面、新型コロナウイルス

感染を理由とした偏見や差別の書き込

みにつながるなど、発信者の匿名性、情

報発信の容易さから、人権に関わるさま

ざまな問題が発生しています。

　本市では、悪質な書き込みに対し、早

期発見および拡散防止を図ることを目的

に、8月からモニタリング（監視）事業を

実施しています。

　市民の皆さんにお願いがありま

す。インターネットを利用するとき

には、誹謗中傷、差別や偏見につ

ながる書き込みは絶対に行

わないでください。また、お

互いを思いやり、人権を尊

重した行動をとってくださ

い。一緒に差別のないま

ちをつくっていきましょう。

授業を受けた子どもたちの声

　昨年と今年に出前講座を受けた児童・

生徒の皆さんの感想を紹介します。

　インターネットの正しい使い方を知

ることができてよかった。勝手に友達

の写真は送ってはダメとわかった。

小学校4年生

　スマホは時間を決めて使うことが

大切。また、SNSに個人情報を載せな

いように気をつけたい。

小学校5年生

　なりすましなどで犯罪に巻き込ま

れないよう自分でできる対策をしてい

きたい。何かあったら、周りの人に相談

したいと思う。

中学校1年生

り かん

※1

※2

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.lg.jp

チャンスに

人権についてご相談があれば・・・

　法務省の人権擁護機関では、新型コロナ

ウイルス感染症に関する不当な偏見、差別、

いじめなどの被害に遭った方からの人権相

談を受け付けています。

●みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）　

　0570-003-110（平日8時30分～17時15分）

●法務省インターネット人権相談受付窓口

　　https://www.jinken.go.jp/
●子どもの人権110番　

　　0120-007-110（平日8時30分～17時15分）

●外国語人権相談ダイヤル　

　　0570-090911（平日9時～17時）

※対応言語：英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・

ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・タイ語

人権イメージキャラクター

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん

不安なことがあればご相談ください！

市でも人権相談を受け付けています。

問合せ　人権政策課　382-9011



今回の作文に関するご意見・ご感想は教育支援課

 　382-9055 　 382-9053
　 kyoikushien@city.suzuka.lg.jp

市内小・中学生を対象に募集した

「人権に関する作文」から3つの

作文を紹介します。

　わたしは、おじいちゃんが大すきです。いつも

「じい」とよんでいます。じいは、わたしがこまって

いるとき、え顔になれるおまじないをかけてくれ

ます。そして、そのおまじないは、わたしや弟をい

つも元気にしてくれます。

　じいは、びょう気で足に力が入らないためこ

けそうになってしまうことがあります。いつも

じいが歩くときや、かいだんを下りるときに、わ

たしと弟が手つだっています。じいの持ってい

るものを持ってあげたり、わたしと弟が前と後

ろに立って、

「気をつけてよ。」

と、声をかけます。そうするといつもじいは、

「わかっとるぞ！。」

と、返事をしてくれます。そう言ってもらえると安

心します。じいの気持ちも、安心するだろうし、よ

り気をつけてくれると思います。じいが安心した

り、よろこんでくれると、「じいの助けができてよ

かった。」と、わたしもうれしくなります。

　じいには、びょう気にまけないでずっと元気で

いてほしいと思います。

そしてこれからも家族

みんなでじいを

助けてあげようと

思います。

　「私は日系ブラジル人です。」

このように言うと、多くの人に驚かれます。

おそらく、私の顔は外国の人のようには見え

ないだろうし、日本語でコミュニケーション

できるからだと思います。だからこそ、

「結局何人なん。」

と、聞かれることがよくあります。しかし、私は

その質問に、はっきり答えることはしません。

　まだ小さかったころ、

「ブラジル人やで。」

と、はっきり答えたら、相手にあからさまに

いやな顔をされ、その後いやなことをされた

からです。それからは、別に悪いことをした

わけではないけれど、なんとなく悪いことの

ようにうやむやにして、あいまいな答え方を

するようになりました。周りの人たちのなに

げない「何人なの。」という問いかけは、私に

とってはとても重たいものでした。

　ある日、ニュースを見ていると、アメリカで

のデモの様子が流れてきました。アメリカで

白人の警察官が、黒人の男性を死なせてし

まったことで起こったデモでした。私はその

ニュースを見ながら、きっと亡くなった人が警

察官と同じ肌の色だったら、この警察官は同

じ行動をとらなかったのではないか、と感じ

ました。そして同時に、同じ人間なのにどうし

て差別をするのだろう、肌の色や言語、国籍

が違うことが、どうしてそのような差別の原

因になるのだろう、とも思いました。

　その後、そのデモについてのニュースやアメ

リカで起こっている人種差別についての情報

は、私がよく使う携帯でも目にするようにな

りました。テレビのニュースだけでなく、携帯

でも見かけるようになったことで、今まであま

り深く考えることをしなかった「人種差別」が

とても身近なものに感じました。そして、「結

局何人なの。」という、あの問いかけがよみ

がえりました。

「ブラジル人やで。」

と答えたときの相手の

反応や行動で、私はずっと

自分が日本人でないことが、なにか悪いこと

のように感じ、自分のルーツをうやむやにし

て隠してきました。でも、このアメリカで起

こった人種差別に対するニュースを知って、

なぜそのように自分のルーツを隠さなけれ

ばならないのか、という強い思いが生まれま

した。周りにいる人と、何かがちがうというだ

けで、なぜ悪いことのように隠してきたのか、

これからも一生隠していくのか。今までうや

むやにしてきたことをたくさん考えました。

　肌の色がちがう。これは別に悪いことで

も、恥ずかしいことでもありません。それと同じ

ように、私は自分が日本人ではないことは、悪い

ことでも恥ずかしいことでもないことだと気づ

きました。もし、私が日本人でないことを知っ

て、いやなことをする人がいたとしても、そ

れは私が悪いことをしているわけではない。

そう思ったら、それまでよりも自分に自信が

持てるようになりました。

　そもそもなぜ、人は差別をしてしまうので

しょう。

　私は、自分と相手がちがうことに対して、

嫌悪感を抱いてしまうからだと思います。

これは、人種差別だけではなく、性に関する

差別や障がい者差別などにも成り立つこと

だと思います。見た目など何かが少しでもち

がうと嫌悪感を抱いてしまう。その結果、差

別をしてしまうのだと思います。

　残念ながら日本にも差別はあり、差別が

なくなるのはまだ遠い未来かもしれませんが、

みんながお互い認め合い、個性を尊重する

ことができれば、近い未来に差別がなくなる

かもしれません。

　ぼくには、一年生の弟がいます。でも、この

玉垣小学校にはいません。弟は自閉症という

発達しょうがいの病気だからです。弟は、せ

い母の家学園に通っていて、放課後になるとデ

イサービスに行っています。

　まだ入学して半年ですが、今までオウム返し

だった言葉が、

「ゲームいっしょにする？。」

と聞くと、

「ゲームやる！。」

と言えるようになり、ずい分成長したなと実感

しました。

　弟は、大きな声や物音、赤ちゃんの泣き声など、

きらいな音が多いので、外出する時は防音性の高

いヘッドホンのような物をつけています。弟といっ

しょにいる時に友達が遊びにくると、

「ヘッドホンで音楽きいとんの？。」

とよくかんちがいされるので、自閉症のこと

を説明します。友達はすぐに理解してくれる

ので、心の中で少し安心します。

　そんな弟にも一年生っぽい所があります。そ

れはだだをこねることです。コロナ感せん症

が、はやっている中、

「ドクターイエロー買って。トンデミ行きたい。」

と言って泣きわめいて、おこってくるので困ります。

そういう時は、ゆっくりと真面目な顔で

「トンデミ行きません。」

と言うと、気分が変わってさっきの行動がうそ

のように笑う時があります。でもそんなにうまく

いく時ばかりではなく、うまくいかない時は、パ

パに助けを求めます。

　弟は自閉症ですが病気を持っていない子と百

パーセントちがうわけではありません。人と関わ

ることもできるし、簡単な足し算の計算やひらが

な、漢字を書くこともできます。おしゃべりだって

できます。ありとあらゆる事を人一倍がんばって

います。覚えることが苦手なので同じような勉強

を毎日くり返します。以前ならずっとやりたくてか

わってくれなかったゲームを今はがまんして、少し

だけしたらかわってくれるようになりました。とて

もゆっくりですが、弟は成長しています。

　差別やいじめは、自分とはちがうと勝手に思い

こんだ時に起こります。

いろいろな個性をもつ

仲間を大切にして

いきたいです。

　今、一年生の弟は、ぼくに

とって最高の弟です。

「じい」「じい」
濱野 苺花さん濱野 苺花さん

栄小学校3年生栄小学校3年生

「隠さなく
　てもいい」

「隠さなく
　てもいい」 安慶名 あみさん安慶名 あみさん

神戸中学校2年生神戸中学校2年生

「ぼくの弟」「ぼくの弟」
松浦　友さん松浦　友さん

玉垣小学校5年生玉垣小学校5年生

いち  か

あ 　 げ 　 な

ゆう

※ドクターイエロー：点検を行う黄色い車体の新幹線で、

　ここではそのおもちゃを差します。

※トンデミ：アスレチック施設の名称

子どもたちの

人権作文





https://robocare.jp/


令和3年成人式情報館 ❸
文化振興課　38 2 - 7 6 1 9　　38 2 - 9 0 7 1
　bunkashinko＠city.suzuka.lg.jp

　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さまざまなイベ

ントを企画しています。新成人の皆さん、ぜひご参加ください。

令和3年鈴鹿市成人式を行います令和3年鈴鹿市成人式を行います

※令和2年11月1日現在、鈴鹿市住民基本台帳に登録さ
れている方を対象に、12月上旬にグランドスタンド入場
券付き案内状を送付します。成人式には、必ず入場券
の所定の欄に電話番号を記入の上、お持ちください。
※市外に住民票があるなど、入場券が届かない方は、
12月25日㈮までに文化振興課へ申し込むか、当日受
け付けで記帳　することにより参加できます。
※手話通訳が必要な方、車いすをご利用の方、付き添い
が必要な方は、１２月１６日㈬までに文化振興課へご連
絡ください。

令和3年鈴鹿市成人式

テーマ「夢描想彩」
むびょうそくさい

対　象　平成12年4月2日から

平成13年4月1日生まれの方 

と　き　1月10日㈰14時～15時（予定）

　（受付13時から）

ところ　鈴鹿サーキット国際レーシングコース　

グランドスタンド

内　容　式典、大規模災害対応団員

　（ライドエイド）の活動紹介、

恩師からのビデオレター

　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4人（男子1人、女子3人）が、月に1、

2回会議を開き、パンフレットや恩師からのビデ

オレターなど、イベントの企画から編集までを行

い、成人式に向けて準備しています。少ない人数

での活動ですが、実行委員長を中心に、お互いに

協力し、試行錯誤しながら進めています。

　今年の成人式のテーマは「夢描想彩」です。心

身の健康を第一に考え、病気や災いに負けず、一

人一人が彩り豊かな夢を想い描き、目標に向かっ

て歩んでいけるようにという願いを込めました。

　成人式は人生において大きな節目です。一生

に一度の成人式が、この鈴鹿で迎えられたこと

を良かったと思っていただけるよう、そして、成人

式が自身の夢や目標を想い描く出発点となるよ

う、実行委員一同頑張っています。

鈴鹿市成人式
実行委員からの
メッセージ

　アクセス

　鈴鹿サーキットパーキングゲートからご入

場ください。案内状に同封の「駐車許可証」

を提示すると、駐車料金が無料になります。

　近鉄白子駅西口バス停から鈴鹿サー

キット行バスがあります（12時30分発、13

時発、有料）。

車の方（送迎含む）

公共交通機関利用の方

　・会場のグランドスタンドは屋外ですので、しっ

かりと防寒対策をお願いします。

　・グランドスタンドでの飲食、飲酒はできません。

　・鈴鹿サーキット園内へは、酒類や危険物な

どを持ち込まないでください。

　・成人としての自覚を持ち、会場や会場周辺で

騒いだり他人に迷惑をかける行為は慎みま

しょう。

　・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入

場券や当日記帳された個人情報を保健所な

どの公的機関へ提供する場合があります。

　・体調不良の方、発熱・咳などの症状のある方

は、参加をご遠慮ください。

　・参加者は、必ずマスクの着用をお願いします。

　・鈴鹿サーキット遊園地入口で検温と手指消毒

を必ず行ってください。

　・検温場所で発熱が確認された場合は、園内に

入ることができません。

　・LINEをご利用の方は、当日に会場で「安心みえ

るLINE」の登録をお願いします。

　・スマートフォンをお持ちの方は、厚生労働省の

新型コロナウイルス接触者確認アプリ（CO-

COA）の事前インストールをお願いします。

　参加時の注意事項

　新型コロナウイルス感染防止対策にご協力を

　会場の座席は、お住まいの地区の

中学校区別でゾーン分けをしていま

す。市立中学校以外の学校を卒業さ

れた方は、お住まいの地区の中学校

区を参考に着席ください。

　また、間隔を空けて着席し、自分の

座席番号を記録するとともに、不必

要な座席移動は控えてください。

座席表のご案内

▲実行委員会の様子

厚生労働省COCOA
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

　新型コロナウイルスの感染
状況や天候などにより、実施内
容を変更する場合があります。
　最新情報は市ホームページ
をご覧ください。

む さいびょう そく

https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/81101.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html


　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）
へお申し込みください。

年末年始の業務案内情報館 ❹
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

　市役所（特定の機関や施設を

除く）業務と市の清掃業務の一

部を、12月29日㈫から1月3日㈰

まで休業します。

年末年始の市役所業務・ごみの
収集についてお知らせします
年末年始の市役所業務・ごみの
収集についてお知らせします

　夜間の子ども（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。
※秘密は守られます。

時間　19時30分～翌朝8時
問合せ　♯8000番
※IP電話などの場合は、

　059-232-9955へ

　必ず事前に電話などで症状を連絡し、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お持ちください。年末年
始は大変混雑しますので、体調に変化があったと

きは早めにかかりつけ医で受診してください。

とき　12月30日㈬～1月3日㈰
　昼：9時～16時、夜：19時～22時

※午前と午後の診察の間に休憩時間が入ります。

診療科目　内科・小児科
問 合 せ　　382-5066　 382-7740
※応急診療所では、新型コロナウイルスの検査は実施し

ていません。

　年末年始は下記の歯科医院で
応急診療を行います。電話などで
お問い合わせの上、受診してください。
とき・病院　
　12月31日（木）岡田歯科（加佐登3-11-6）
　1月2日（土）磯山歯科（東磯山2-22-17）
　9時30分～16時30分
※午前と午後の診察の間に休憩時間が入ります。

問合せ　岡田歯科　378-8545
磯山歯科　386-5027

ごみ処理施設の年末年始の受け入れ

し尿のくみ取り

急なけがや病気のときは

鈴鹿市応急診療所を受診するときは

歯科を受診するときは

みえ子ども医療ダイヤル

　救急車を呼ぶほどではないものの、どうしてもすぐ
に診察を受けたいときは「三重県救急医療情報シス
テム（24時間体制）」で、受診可能な医療機関の案
内が受けられます。
※案内された医療機関に必ずお問い合わせの上、受診

してください。

三重県救急医療情報センターコールセンター

　　059-229-1199（24時間受付）
医療ネットみえ（パソコン版）

　パソコン　https://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話　https://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

三重県救急医療情報システム

戸籍などの届け出は

粗大ごみ

　死亡届などの戸籍関
係の届や、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。事前に電話で
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㈪までに事前に戸籍住民課
（　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
遅れたりすることがあります。

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
年始でも各消防署および分署で受け取る
ことができます。
※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、
本人確認書類をお持ちください。

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

　年末年始にごみを搬入する場合は、右の各処
理施設の受付日をご確認ください。
　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。販売
店などにご相談ください。

年末　12月28日㈪まで　
年始　1月4日㈪から
受付時間　平日8時30分～17時15分
※年末は大変混雑しますので、早めにお申し込みく

ださい。

年末　12月29日㈫まで　
年始　1月4日㈪から
申込み　担当業者または鈴鹿市清掃協同組合

　（　382-3331）へ 
※くみ取りの担当業者は、市ホームページ

　（　 https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/

　8201.html）で確認できます。

清掃センター（御薗町3688）

　372-1646　 372-1406

不燃物リサイクルセンター（国分町1700）

　374-4141　 374-4619

年末　12月30日㈬16時まで　年始　1月4日
㈪9時から

※事業系ごみは12月28日㈪16時までです。ただし、
事業系ごみのうち、生ごみなどの腐敗性ごみのみ、
12月30日㈬16時まで受け入れます。

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～

年末　12月30日㈬16時まで　
年始　1月4日㈪9時から
※事業系ごみは12月28日㈪16時までです。

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）のみです。

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、資源ごみ（あき
かん・あきびん・ペットボトル・古紙・衣類）、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） 

近隣道路の渋滞緩和のため入場方法を変更しま
すので、案内標示に従ってお越しください。詳しく
は17ページの「お知らせ」をご覧ください。

https://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
https://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/8201.html


冬の国道1号通行止め情報館 ❺
土 木 総 務 課　 3 8 2 - 9 0 7 2　　 3 8 2 - 7 6 1 2  

　dobokusomu＠city.suzuka.lg.jp

　冬季は三重県北中部でも降

雪や気温低下により路面が凍

結します。大雪などでの車の立

ち往生防止のため、国道1号鈴

鹿峠が通行止めになる場合が

ありますので、ご注意ください。

冬の国道1号鈴鹿峠通行止めに
ご注意を
冬の国道1号鈴鹿峠通行止めに
ご注意を

　三重河川国道事務所が管理する

国道１号鈴鹿峠（亀山市関町沓掛

から甲賀市土山町山中までの全長

4.6km）では、車の立ち往生が発生す

るくらいの積雪が予測されるときは、予防的に通行止

めとした上で、集中的に除雪作業を実施します（「予

防的通行規制」）。

　気象情報を常に確認し、「大雪に関する緊急発表」

が出された場合は、不要不急の外出は控えましょう。

　ノーマルタイヤの車両は、わずかな積雪でも立ち

往生し、深刻な交通障害を引き起こします。冬用タイ

ヤなどの冬装備は、早めにご準備ください。

どんなときに通行止めになるの？

　三重河川国道事務所では、冬季の円滑な

道路交通の確保のため、次の取り組みを行

っています。皆さんのご理解・ご協力をお願

いします。

　三重河川国道事務所では、冬季の円滑な

道路交通の確保のため、次の取り組みを行

っています。皆さんのご理解・ご協力をお願

いします。

路面凍結による車の立ち往生の様子

　監視カメラによる監視やパトロールにより、路面

状況を把握しています。また、必要に応じて雪害

対応車両や消雪

パイプ（水を流して

雪を融かす設備）

を使い、除雪を行

っています。

　三重県警察本部、高速道路交通機動隊、三重県

レッカー事業協同組合、日本自動車連盟三重支部、

受注業者と連携

して、積雪により立

ち往生した車両を

移動する訓練を

実施しています。

　チラシ、ポスター、

立看板、横断幕

を利用し広報活

動を行っています。

下記のURLで、冬の道を走行する際のチェック

ポイントなどを解説しています。

機械を使用した除雪

立ち往生車両移動訓練の実施

冬装備装着に向けた広報活動

問合せ
国土交通省 三重河川国道事務所 
道路管理第一課　

059-229-2221

国土交通省

冬の三重 雪みち運転まるわかりNavi
　https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/snownavi/

https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/snownavi/sp/


※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中

止・延期になる場合があります。詳しく

は、主催者にお問い合わせください。

試験日／1月17日㈰　申込み／
12月28日㈪17時(必着)までに願
書を三重中央看護学校へ　※
募集要項や願書は電話、ファク
スまたは電子メールで請求して
ください。詳しくはホームページ

（　https://miechuo.hosp.go.jp/）で

対象／本人、家族、関心のある方ど
なたでも　とき／12月9日㈬13時
～15時　ところ／牧田コミュニティ
センター（平田東町5-10）　内容／
悩み相談、情報交換、介護家族と
の交流　参加料／100円

対象／どなたでも　とき・ところ／火・木
曜日19時～21時　市武道館(江島台
2-6-1)、土曜日19時～21時　神戸高校(神
戸4-1-80)　内容／礼法と受身を身につ
けて、相手を思いやる気持ちと強い体を
作りましょう。　申込み／電話またホーム
ページ(鈴鹿錬成会で検索)で

内容／仕事関係や人間関係など、
悩みを持つ方の相談を受け付け
ています。企業勤務、大学講師の
経験を生かし、精神的なバック
アップやアドバイスをします。　
相談料／無料　※詳しくは電話
で

とき／1月3日㈰　集合／近鉄平
田町駅西エイブル駐車場8時　
内容／椿大神社の初詣　11kmまた
は16km　参加料／200円　※自
由参加です。初参加者も歓迎し
ます。

とき／12月8日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館（江島本町
1-1）　内容／不登校のお子さん
をお持ちの親を中心とした集ま
りです。心配なことや気になるこ
とを、一緒にお話しましょう。　
参加料／100円

とき／12月11日㈮10時から、13時
30分から　ところ／らららカル
チャー(南江島町9-10)　内容／お
花で正月飾りをアレンジします。　
定員／各回10人　参加料／1,500
円（材料費込）　申込み／電話で　
※マスクの着用をお願いします。

対象／どなたでも　とき・ところ／
第1・3火曜日19時～21時　牧田公民館

（平田東町4-11）、第1・3木曜日13時～
15時　飯野公民館（西條町463）　
内容／初級者のための尺八サークル
です。見学や体験もできます。　参
加料／月2,000円　申込み／電話で

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

　miechuo@ztv.ne.jp

下野和子　 370-4620

鈴鹿錬成会
　 090-7609-2450　 384-3741

重
しげ

田
た

隆康
　 372-1951　　387-7717

鈴木利昭　 080-1611-9264

つぅの会　保井　 090-4185-1514

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

阪田勧山　 090-6760-9272

三重中央看護学校
受験生募集

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿錬成会　柔道教室
生徒募集

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

しめ縄リース

尺八を吹いてみましょう

●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 7日㈪から11日㈮8時
30分までに、郵送、ファクスまたは
電子メール（〒513-8701住所不要、
　382-2219、　  johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）

　で情報政策課へ 。なお、確認のため、
郵送・ファクス・電子メール送信後は、
タイトル・氏名・電話番号を電話で情報
政策課（　382-9036）へご連絡ください。

●注意事項／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) 。

次回の募集は
２月５日号掲載分です

　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、当面の間、窓口で
の受け付けを中止します。



すずかハートフルプラン
改定版(案)

(第6期障害福祉計画案および
第2期障害児福祉計画案)
への意見募集

障がい福祉課　382-7626　 382-7607

　shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　「障がいのあるなしにかかわら
ず、だれもが安心して暮らせるま
ち・鈴鹿」を基本目標として、第6
期鈴鹿市障害福祉計画、第2期
鈴鹿市障害児福祉計画の策定
を進めています。
　このたび、計画の素案がまと
まりましたので、皆さんからのご
意見を募集します。
対　象

・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　12月7日㈪～1月6

日㈬（当日消印有効）
閲覧場所　障がい福祉課、総

務課、地区市民センター、市
ホームページ
提出方法　件名「すずかハート

フルプラン改定版(案)(第6期
障害福祉計画案および第2
期障害児福祉計画案）への
意見」・住所・氏名・意見内容
を記入の上、直接、郵送、ファ
クスまたは電子メールで障が
い福祉課（〒513-8701　住
所不要）または地区市民セン
ターへ

※提出された意見は個人が特定さ

れないように類型化してまとめ、

その類型ごとに市の考え方を市

ホームページなどで公表します。

個別の回答は行いません。

※本案に直接関係ない意見につい

ては、一般的な市への意見とし

て取り扱います。

用務員（育休代替パートタイム
会計年度任用職員）募集

教育総務課　382-7617　 383-7878

対　象　普通自動車免許を取
得の方または令和2年12月
末日までに取得見込みの方
雇用期間　1月～3月
業務内容　稲生小学校での用

務・補助業務
勤務条件　時給900円、交通

費支給（通勤距離の区分に
応じた単価に勤務日数をかけ
た額）、月～金曜日（祝日を除く
7時45分～16時15分）勤務
定　員　1人
申込み　12月7日㈪から18日

㈮まで（必着）（土・日曜日を除
く8時30分～17時15分）に、
申込書を直接または郵送で
教育総務課（〒513-8701　
住所不要）へ

※申込書は教育総務課窓口で入手できま

す。詳しくはお問い合わせください。

建物の取り壊し・名義変更の
際は忘れずに申告を

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・建物などを所有してい
る方に課税されます。建物を壊し
たときや、建物の所有者を変更
するときは、下記の申告書・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

滅失家屋申告書を資産税課ま
たは地区市民センターへ
◆建物の所有者を変更するとき

家屋補充課税台帳登録名義
人変更届に下記の必要書類を
添えて資産税課へ
必要書類

○売買、贈与などの場合
旧所有者の印鑑登録証明書

○相続の場合
相続人が分かる書類（戸籍な
ど）、遺産分割協議書、遺言書
などの相続を証明する書類、
印鑑登録証明書など

※各種様式は、資産税課、地区市民

センター、市のホームページ（トッ

プ＞生活ガイド＞生活便利帳＞税

金＞家屋「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」）で入手できます。

償却資産の申告を
資産税課　382-9007　 382-7604

　固定資産税は、土地や家屋に
対して課税されるほか、事業用

（太陽光発電設備、アパート経
営、飲食店、製造、修理、販売、
サービス業など）の償却資産に
対しても課税されます。
　主に、法人税や所得税の必
要経費に算入している減価償
却資産が申告対象になりますの
で、該当する資産をお持ちの方
は、令和3年1月1日現在の資産
の所有状況を2月1日㈪までに申
告してください。
　なお、12月初旬に令和3年度
用の償却資産申告書を発送しま
した。申告対象の方でお手元に
申告書が届いていない方は、資
産税課へご連絡ください。
※償却資産の所有者は、地方税法に

より申告義務が課せられます。

人権擁護委員
嶋かをりさんが

法務大臣表彰を受賞
人権政策課　382-9011　 382-2214

　人権擁護委員の嶋かをりさん
が、永年にわたり人権の擁護と人
権思想の普及高揚に貢献された
ことが認められ、10月26日に法
務大臣表彰を受けられました。
※人権擁護委員は、法務大臣から

委嘱され、全国の各市町村に配

置されています。人権擁護委員

法に基づいて、地域の皆さんから

人権相談を受けたり、人権尊重

の考えを広める活動をしたりする

無報酬の民間ボランティアです。

問合せ　津地方法務局人権擁
護課（　059-228-4193）

収納コールセンターによる
国民健康保険料の納付案内
保険年金課　382-9290　 382-9455

　12月中旬、国民健康保険料の
納め忘れがある人に対して、三重
県国民健康保険料(税)収納コー
ルセンター（NTTマーケティング
アクト　0120-947-209）が電話
で納付忘れの案内を行います。
　国民健康保険料は、国保に加
入している方の医療費に必要な
大事な財源ですので、納期限内
に納付してください。
※この電話でATMなどに振り込み

を誘導することは一切ありません。

納税の夜間窓口
納税課　382-9008　 382-7660

◆夜間窓口

と　き　12月24日㈭・25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。

教育委員会活動の
点検・評価報告書公表

教育総務課　382-7617　 383-7878

　令和元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。
公表場所　教育総務課（市役所

本館11階）、総務課（市役所本館
4階）、教育委員会ホームページ

（　https://www.city.
　suzuka.lg. jp/kyoiku/
　commitee/index02.html）

15階展望ロビー
年末年始の開放休止
管財課　382-9009　 382-7615

　施設改修などのため、市役所
本館15階展望ロビーの開放を
休止します。
と　き　12月29日㈫～1月3日㈰

年末年始清掃センターへ
の搬入経路のお願い

清掃センター　372-1646　 372-1406

清掃センター周辺道路渋滞緩
和のため、ごみを搬入される場
合は東側から来場してください。
期　間　12月28日㈪～30日

㈬、1月4日㈪
内　容

 　  ・渋滞時は清掃センター入口を
左折による入場のみとします
ので、県道三行庄野線側から
の進入はご遠慮ください。

 　  ・周辺道路に案内板を設置しま
すので、案内標示に従って入
場してください。

※搬入時間などは、13ページ「年末

年始の業務案内」をご覧ください。

多田良平さん写真展

図書館　382-0347　 382-4000

　津市生まれの写真家、多田良
平さんが撮影した県内の風景写
真や自然写真を20点展示します。
と　き　12月12日㈯～21日㈪
ところ　図書館2階　視聴覚室
参加料　無料
※マスクなどの着用をお願いします。

市民活動団体パネル展

地域協働課　382-8695　 382-2214

　市内のボランティアや市民活
動団体などが行った各種活動を
パネルで紹介します。
と　き　12月10日㈭13時～16

日㈬12時
ところ　市役所本館1階　市民

ギャラリー

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

新型コロナウイルス感染症の影響

により、中止や延期する場合があり

ます。中止などは、市ホームページ

でお知らせします。

https://www.city.suzuka.lg.jp/kyoiku/commitee/index02.html
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


　

Suzuka POPコンテスト
図書館　382-0347　 382-4000

　図書館にある本を紹介する手
作りのポップ（100mm×148mm
のはがきサイズ）を募集します。お
すすめの本を、あなたのことばや
イラストを使って、アピールしてく
ださい。
対　象　小学生以上（市内外

は問いません）
※規定などを満たさない作品は選

考外になります。図書館に設置し

ているチラシや図書館ホームペ

ージなどで、応募規定などを必ず

ご確認ください。

内　容　小学生・ティーンズ・一
般の三部門で募集し、各部門
1作品を大賞として選出しま
す。大賞受賞者には図書カー
ドを贈呈します。

※応募作品は返却しません。

※3月上旬ごろに大賞を発表し、応募

作品全てを3月上旬から4月5日㈪

まで、図書館本館に展示します。

※図書館ホームページや発行物に

掲載する場合があります。

申込み　12月5日㈯から1月31
日㈰まで(必着)に、直接または
郵送で図書館（〒513-0802
飯野寺家町812）へ

※直接の場合は応募用紙、郵送の

場合ははがき宛名面に必要事項

を記入してください。

※応募用紙は図書館または図書館

ホームページで入手できます。

▲令和元年度ティーンズの部大賞受賞作品

レーシングシミュレーター
（SIM）の展示＆体験搭乗
地域資源活用課　382-9016　 382-0304

　　chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp

　リアルな映像や音響、振動など、
レースシーンを本格的に再現するレ
ーシングシミュレーターを展示します。
と　き　12月10日㈭～22日㈫
（予定）
ところ　市役所本館1階 モー

タースポーツ振興コーナー
◆SIM体験搭乗

　展示期間中、市民の方を対
象にした体験搭乗を行います。
と　き　展示期間中の平日

17時30分～45分
定　員　各日1人
※応募者多数の場合は抽選を行い、

12月9日㈬に当選者のみ電話連絡

します。

申込み　12月8日㈫までに、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・
体験希望日を電話または電子
メールで地域資源活用課（平日
8時30分～17時15分）へ

博物館入門講座
「旧石器を学ぶ」

考古博物館　374-1994　 374-0986

　 kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　1月17日㈰13時30分
から
ところ　考古博物館　講堂
講　師　三好元樹さん（志摩

市教育委員会）
定　員　40人（応募多数の場

合は抽選）
聴講料　無料　
※参加者は、常設展が無料になります。

申込み　12月5日㈯から26日㈯
まで（必着）に、講座名・住所・
氏名・電話番号を記入の上、
往復はがき、ファクスまたは電
子メールで考古博物館（〒
513-0013　国分町224）へ

※1回で二人まで申し込みできます。

※往復はがきの場合は、返信の宛名

欄に代表者の住所・氏名をご記入

ください。 

ポリテクセンター三重
職業訓練受講者募集

産業政策課　382-8698　 382-0304

対　象　ハローワークへ求職
申し込みをした再就職希望者

※受講希望者は、施設見学会（毎

週木曜日実施）への参加が必要

です。

訓練期間　3月2日㈫～8月26日
㈭
内　容　溶接技術科、住宅リフ

ォーム技術科
受講料　無料　　　
※訓練期間中、無料で託児サービス

が利用できます（要事前相談）。

申込み　2月5日㈮までに、ポリテ
クセンター三重（四日市市西日
野町4691　059-320-2645
　 https://www3.jeed.or.

　jp/mie/poly/）へ

みえのいきいきシニア
就労促進事業

産業政策課　382-8698　 382-0304

　人生100年時代が到来する
中、高年齢者の雇用と就労の機
会を確保することを目的にセミナ
ーを開催します。
◆事業所向けセミナー

対　象　労働力不足を課題と
している市内の事業所
と　き　12月18日㈮13時30～

16時
ところ　市役所本館12階　

1203会議室
内容・講師　

第1部：セミナー（杉山豊さん　
　（㈱Ｏ-GＯＥ代表取締役））
第2部：個別相談会（事前予約
　制）
◆再就職支援セミナー

対　象　就労に関心・意欲の
あるおおむね55歳以上の方
と　き　1月8日㈮13時30分～

16時
ところ　市役所本館12階　

1203会議室
内容・講師　

第1部：再就職支援セミナー（中
川眞理子さん（㈱R＆Eコンサ
ルタント））　

第2部：セカンドキャリアへの体
験談（西村佳美さん（キャリア
コンサルタント））

第3部：個別相談会（事前予約
制）
主　催　三重県生涯現役促進

地域連携協議会
申込み・問合せ　三重労使雇

用支援機構（　059-228-
　3557）

スポーツの杜鈴鹿短期教室
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

　392-7071　 372-2260

申込み　12月11日㈮から直接
水泳場窓口またはホームペー
ジで（先着順）
◆運動と英語のジーウィ教室

対　象　未就園児(1～3歳)と
保護者
と　き　1月12日・26日、2月9

日、3月9日各火曜日11時～
12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　15人
参加料　5,720円（税込　全4回）
◆水中リズムウォーク

対　象　18歳以上の方
と　き　1月12日・19日・26日、2

月2日・9日・16日各火曜日13時
～14時
ところ　水泳場　25mプール
定　員　20人
参加料　5,280円（税込　全6回）
◆やさしい★子宮にエクササイズ

対　象　18歳以上の女性（子
どもの同伴可）
と　き　1月12日・26日、2月2

日・16日、3月2日・16日各火曜
日14時10分～15時
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円（税込　全6回）
◆美ボディトレーニング

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月13日・27日、2月10

日・24日、3月10日各水曜日
19時～20時
ところ　水泳場　会議室
定　員　15人
参加料　8,250円（税込　全5回）
◆パワーヨガ

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月15日・29日、2月5

日・19日、3月5日・19日各金曜
日10時～11時
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円（税込　全6回）
◆やさしい夜の太極拳

対　象　18歳以上の方
と　き　1月19日、2月2日・16

日、3月2日・16日各火曜日19
時～20時
ところ　水泳場　会議室
定　員　20人
参加料　5,500円(税込　全5回)
◆バレトン教室

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月8日・22日、2月12

日・26日、3月12日各金曜日
①一般クラス　9時45分～10時

45分
②ママクラス(子どもの同伴可)　

11時～12時
ところ　水泳場　会議室また

はスタジオ
定　員　各20人
参加料　5,500円（税込　全5回）
◆リズミックスエクササイズ

対　象　18歳以上の方
と　き　1月14日・21日・28日、

2月4日各木曜日11時～12時
ところ　水泳場　会議室
定　員　20人
参加料　4,400円（税込　全4回）
◆やさしいフラダンス

対　象　18歳以上の女性
と　き　1月25日、2月1日・15

日・22日、3月1日・15日各月曜
日19時30分～20時30分
ところ　水泳場　スタジオ
定　員　20人
参加料　6,600円（税込　全6回）
◆はじめてみよう水泳(夜)

対　象　18歳以上の方
と　き　1月25日、2月1日・15

日・22日、3月1日・15日各月曜
日19時30分～20時30分
ところ　水泳場　25mプール

電　話 電子メール ホームページファクス電　話 電子メール ホームページファクス

○固定資産税・都市計画税…3期
○国民健康保険料…6期

【納期限は12月25日(金)です】

の12月 納 税 納 付・

https://www3.jeed.or.jp/mie/poly/


　最近、調べものをする際に、私はインスタ

グラムを活用しています。例えば、「＃鈴鹿

市カフェ」と検索すると、市内のカフェ情報

が1,000件以上ヒット。おいしそうなメ

ニューや素敵なお店の外観写真に、「行っ

てみたい」と心躍ります。

　今回の特集は「インターネットと人権」で

した。調べものやメッセージのやり取りで

SNSなどを活用する機会が増えました。イ

ンターネットは、便利で私たちの生活に欠かせない存在

になった一方で、今回の特集で触れたように、凶器のよ

うな存在になり得ます。あなたがネット上に書き込んだ

何気ないひと言が、誰かを傷つけているかもしれません。

誰もが、つい笑顔になるような情報は素敵ですね。私は

動物のかわいらしい画像につい頬が緩みます。みんな

が笑顔になれるようにインターネットを活用していきま

しょう。（恵）

　昨年の三重県内の交通死者数は75人で、そのうち

42人が高齢者でした。全国的にも高齢者による交通

事故が多発しており、大きな社会的課題となっています。

　このような中、鈴鹿モータースポーツ友の会では、社

会的課題の解消に向けた取り組みを行っています。そ

れは、50歳以上限定のサーキット走行会「脳内活性 in 

サーキット」です。高齢者の方に、プロレーシングドライ

バーから確かな判断力と安全運転の技術、そしてサー

キット走行の楽しさを習得・体験してもらおうとするも

ので、10月に開催した走行会では、91歳を含む36人の

方が参加し、その術を学びました。

　モータースポーツは、安全運転でなければ成り立たな

いスポーツです。だからこそ、日常生活における交通安

全に還元できる要素がたくさんあります。

　今後も「モーター

スポーツのまち・鈴

鹿」ならではの取り

組みを通じて、より

安全なまちづくりに

貢献していきたい

と考えています。

快適空間

憩える

学べる

モータースポーツと交通安全、
そして高齢化社会

■ 下野幸助 （鈴鹿モータースポーツ友の会　理事 ）

▲10月に開催した走行会の様子

図書館の魅力

ようこそ　不思議な雪の世界へ

　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」。その魅力についてお伝えして

いきます。12月のテーマコーナーでは、冬にちなみ、

さまざまな雪に関する本を用意しました （12月

28日㈪まで ）。今回はこのコーナーから担当者の

おすすめ本を紹介します。

『ゆきのかたち』

　だれがつくったの？ キ

ツネ、風、それとも・・・？ 

一面に降り積もった雪。

でもよく見ると模様がつ

いていたり、不思議な形

をしていたり。自然がつ

くったさまざまな雪の形

を紹介する写真絵本。

イラスト／速水絵里　ひさかたチャイルド）

（監修／高橋健司　写真／片野隆司ほか

『雪の花』 

　高い熱で苦しむクマくん

を助けるため、ハリネズミは

森の奥へ「雪の花」を探しに

行きましたが・・・。ロシアの児

童文学作家・詩人、セルゲ

イ・コズロフの戯曲を絵本化。

ロシアの画家が絵を描きお

ろした、日本オリジナル作品。

　冬といえば雪。今シーズ

ンは、ラニーニャ現象の影響

で雪が多くなりそうですね。

雪だるまを作って遊ぶもよ

し、雪の結晶など自然の表

情を楽しむもよし。この時

季ならではの雪の魅力を味

わいましょう。

　文／田中友子　偕成社）

（原作／セルゲイ・コズロフ　絵／オリガ・ファジェーエヴァ

【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】


