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鈴鹿市自治会連合会の
定期総会が開かれました
地域課　　82-8695　　82-2214
chiiki@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市自治会連合会の総会が

５月25日㈫に文化会館で開かれ、

事業計画などの各議案と新たな

役員が承認されました。 

■主な役員の方々(敬称略)
○会長
　池田町自治会　北川  保 

○副会長兼会計
　飯野寺家町自治会　市川  清治 

○副会長
　広瀬町自治会　仲見正親、算所

三丁目第一自治会　吉田 勇、御

薗町自治会　北川 量英、白子新

生町二丁目自治会　北川 正敏 

○監事
　石薬師町中町自治会　阪倉 忠、

神戸石橋町自治会　藤井 啓助、

神明自治会　山本 正明 

 

 

 

 

 

 
納税の夜間窓口を行います
納税課　　82-9008　　82-7660
nozei@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月20日㈫から8月31日㈫ま
での月・火・木・金曜日　20時まで 

ところ　納税課（西館２階） 
内　容　市・県民税、固定資産
税・都市計画税、軽自動車税、

国民健康保険税の納税、納税

相談や口座振替の手続など 

国民健康保険の
夜間窓口を行います

保険年金課　　82-7605　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月13日㈫から８月31日㈫
までの月・火・木・金曜日　20時

まで（７月19日（月・祝）を除く） 

ところ　保険年金課（西館２階） 
内　容　国民健康保険に関する
各種手続き、相談など 

 
市営住宅の入居者を募集します
住宅課　　82-7616　　82-7615
jutaku@city.suzuka.mie.jp

対　象（次のすべての条件を満たす方）
○市内に在住または勤務している方 

○同居する親族（婚約者含む）がいる方 

○現に住宅に困っている方 

○市税の滞納がない方 

○公営住宅法に定める基準以下

の収入の方 

内　容
○ハイツ旭が丘　３戸（１戸） 

　家賃１万6,500円～２万9,400円 

○桜島　１戸 

　家賃１万6,100円～２万6,700円 

○高岡山杜の郷　６戸（１戸） 

　家賃１万9,500円～３万4,400円 

※(　)内は優先戸数です。 

※応募者多数の場合は抽選 

※募集戸数は6月1日現在の戸数で、

抽選会までに入居可能になる部屋

についても抽選対象とします。 

※家賃は入居者の世帯所得を基準に、

毎年算定します。 

※入居時期は９月下旬を予定 

※心身障害者世帯、母子世帯など優

先措置を受けられる世帯がありま

す。申込時に申し出てください。 

申込み　７月12日㈪から７月26日
㈪（土・日曜日、祝日を除く８時

30分から17時）までに住宅課に

ある申込用紙に必要書類を添えて、

直接住宅課窓口へ 

※申込用紙の配布は、７月12日㈪

から、直接住宅課窓口で行います。 

※募集戸数、内容については、状況

に応じて変更する場合があります。 

※その他の団地は、随時申込みを受け付け

ており、順番待ちをしていただいております。 

 

児童手当の支給対象年齢が
引き上げられました

子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　４月から、児童手当の受給対象が、

「義務教育就学前まで」から「小学３

年生修了前まで」に引き上げられました。 

　児童手当を受けるには、届け出が

必要です。新たに対象年齢に該当

する児童のいる家庭に、案内文書を

送付します。なお、送付・申請の時

期については、改めてお知らせします。 

※公務員の方は、勤務先で申請してください。 

※児童手当は、所得が一定額以上の

方は受給できません。 

手当額（１人当たり月額）
　第１子・第２子　5,000円 

　第３子以降　１万円 

手続き　直接、子育て支援課ま
たは各地区市民センターへ 

鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください自動車の盗難、車上ねらいにご注意ください

　市内では２日に１台が自動車盗難に遭い、１日に２台が車上ねら

いの被害に遭っています。 

!自動車盗難・車上ねらいを防ぐためには

○車から離れる時は、キーを抜き、ハンドルロックをする。
○ドアロックをし、窓も完全に閉める。
○路上駐車をせず、監視の行き届いた明るい駐車場を利用する。
○一時駐車は、人通りが多く照明のある
ところを選ぶ。
○イモビライザーや盗難防止器機を活用する。
○車を離れる時は貴重品を携行する。
○貴重品を車内に置く場合は、外から見
えない場所に置く。
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鈴鹿バルーンフェスティバルの
ボランティアを募集します

商業観光課　　82-9020　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　９月16日㈭～20日(月･祝) 
内　容　オブザーバー（競技監
視員）、イベント補助（体験

搭乗や写真記録など） 

※オブザーバーの場合、講習会（熱

気球や競技の基礎知識の習得、熱

気球を使っての講習、全２回）へ

参加していただきます。 

申込み　鈴鹿バルーンフェスティ
バル実行委員会（朝日ガス　

川村・永田　 32-2313）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 
国保脳ドック受診者を募集します
保険年金課　　82-7605　　82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

対　象　平成16年４月１日現在で、
40歳以上69歳未満（昭和10年４

月３日～昭和39年４月２日生まれ）

の方で鈴鹿市の国民健康保険

に加入されている方のうち、過去

１年間国保税の滞納がない方 

と　き　８月１日㈰～平成17年
３月31日㈭

ところ　鈴鹿回生病院、鈴鹿中
央総合病院、塩川病院

内　容　磁気共鳴コンピュータ断
層撮影装置による検査（MRI）、

磁気共鳴血管撮影（MRA）を

含む脳ドック 

※体内に金属類（心臓ペースメーカ

ーなど）がある場合や閉所恐怖症

の方は受診できない場合があります。 

定　員　100人 
※応募者多数の場合は抽選 

補助額　２万4,000円 
※受診料から２万4,000円を差し引

いた額を自己負担していただきます。 

申込み　７月５日㈪から７月20日㈫
午後５時（必着）までに、直接また

は、はがき（１人１枚）に、「脳ドッ

ク受診希望」、保険証の記号番号、

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

生年月日、性別、電話番号を記

入し、〒513-8701保険年金課へ
※電話での申込みはできません。 

※受診者には、７月28日㈬に受診

券など書類一式を発送します。 

 
国民健康保険税の
減免が受けられます

保険年金課　　82-7605　　82-7660
hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　本年度課税分から、収入の激減

により生活に困窮していると認め

られる場合は、保険税所得割額の

減額、免除を受けることができる

ようになりました。減額、免除を

受ける場合は、納期限の７日前ま

でに国民健康保険税減額（免除）

申請書を提出してください。 

※すでに保険税の軽減を受けている

世帯は除きます。 

対　象　前年所得と比較して３
割以上減少すると見込まれる

世帯で毎月の平均収入金額（事

業の場合は所得）が生活保護

基準に準じて算定した額の1.3

倍以下になる世帯 

減免額　世帯主と国保加入者の
収入に基づき計算し決定 

申込み　納税通知書が到着後、
申請書に必要事項を記入し、

保険年金課へ 

 
国民年金保険料の免除制度を

ご利用ください
保険年金課　　82-9401　　82-7660

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金には、所得が少なく

保険料を納付することが困難な

場合に、本人の申請によって保

険料を免除する制度があります。 

　免除が認められて保険料を納

めなかった期間については、将

来受ける老齢年金額が、納めた

場合の３分の１（全額免除）か

３分の２（半額免除）で計算さ

れますが、未納の場合には、資

格期間として計算されないばか

りか、障害給付や遺族給付の受

給資格も失ってしまいます。 

　保険料免除承認期間は、７月か

ら翌年６月です。申請は毎年度必要

使い捨てを見直しませんか

「北勢市場友の会」
会員を募集します

北勢公設地方卸売市場の
買出人を募集しています

子育て支援センターの見学会を行います

第８回鈴鹿シティマラソンの
参加賞と記念品のデザインを

募集します

平成17年自衛官を募集します

ペットの飼い主はマナーを守りましょう 環境政策課　　82-9014　　82-8188　　kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　犬や猫などのペットによる鳴き声、フン尿、臭気などの

苦情が多く寄せられています。ペットの飼

い主はマナーを守り、他人の迷惑にならな

いよう十分心掛けましょう。 

○犬の飼い主は、一生に一度の登録と毎年

の狂犬病予防注射が法律により義務付け

られています。室内犬・室外犬問わず必

ず登録・注射を受けましょう。注射は各動物病院、登録

は環境政策課ほか市内動物病院で行えます。 

○放し飼いは危険です。必すくさりなどでつなぎましょう。 

○散歩中のフンの後始末に責任を持ちましょう。 

○ムダ吠えで近所迷惑にならないよう努めましょう。 

○猫は飼い主の知らないところで、近所に迷惑をか

けていることがあります。猫を交通事故や病気か

ら守るためにも屋内飼育に努めましょう。 

○飼い主のわからない猫に安易にエサを与えないよ

うにしましょう。その地域に猫が住み着き、フン

尿や鳴き声などにより近所迷惑になります。 

○繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を受けさせましょう。 

○愛情を持って最後までペットの面倒を見る

のが飼い主の義務です。やむをえない事

情で飼えなくなったら、新しい飼い主を探

すか保健所に相談するなどして、むやみ

にペットを捨てるようなことはやめましょう。 

2004・7・520
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鈴鹿バルーンフェスティバルの
ボランティアを募集します

国保脳ドック受診者を募集します 国民健康保険税の
減免が受けられます

国民年金保険料の免除制度を
ご利用ください

です。また、１年間の免除の受付期

間は、７月から８月です。年度途中

でも受付けますが、申請のあった月

の前月分からが対象になります。 

申込み　保険年金課、地区市民セ
ンターへ 

 
使い捨てを見直しませんか
廃棄物対策課　　82-7609　　82-8188
  haikibutsutaisaku@city.suzuka.mie.jp

　ごみの減量には使い捨ての生活

スタイルを見直すことが必要です。

飲み物の容器を、使い捨ての紙コ

ップから繰り返し使える容器に替え、

飲んだ後、容器を返却していただ

くデポジット制度を行います。 

と　き　７月10日㈯～８月10日
㈫の平日 

ところ　鈴鹿サーキットフラワ
ーガーデンプール 

内　容　プールの売店で飲み物販
売時に容器代として100円をお預

かりし、容器返却時にお返しします。 

※この取り組みは㈱鈴鹿サーキット

のご協力により、県環境森林部と

協働して実施します。 

※詳しくは、県環境森林部資源循環室

（　 059-224-2385　 059-222-8136）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「北勢市場友の会」
会員を募集します

北勢公設地方卸売市場　　47-8111　　47-8116
hokuseikousetsu@city.suzuka.mie.jp

対　象　鈴鹿市、桑名市、四日
市市に在住の20歳以上の方 

内　容　生鮮食料品や小売店に関
するモニター、市場見学会など

定　員　80人（新規応募者を優先） 
※応募者多数の場合は抽選 

申込み　７月５日㈪から７月22日
㈭までに往復はがきに、郵便番号、

住所、氏名、年齢、電話番号と

「友の会入会」と記入して〒510-

0874　四日市市河原田町字伊

倉712番地 北勢公設地方卸売

市場　管理事務所　業務課「北

勢市場友の会」係へ 

 
北勢公設地方卸売市場の
買出人を募集しています
北勢公設地方卸売市場　　47-8111　　47-8116

hokuseikousetsu@city.suzuka.mie.jp

　青果・水産物などを購入して

いただく買出人（小売業、加工業、

飲食店など）を募集しています。 

対　象　魚・野菜・果物の小売
業などを新しく始める方や営

業している方で、市場の年間

利用回数50回以上かつ、購入

金額100万円以上が可能な方 

※随時受け付けています。（受付は

９時～16時） 

※買出人の承認申請手続きが必要です。 

 
子育て支援センターの見学会を行います
子育て支援課　　82-7661　　82-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　市では、８月３日㈫に独立型の子

育て支援センターを開く予定です。 

　この施設は、いつでも気軽に子育

て中の方々が集い、交流し、相談で

きる施設です。 

　一人でも多くの方に見ていただき、利

用していただくため、見学会を行います。 

と　き　７月20日㈫　10時から
と14時から（各１時間程度） 

ところ　御薗町4135-124（清掃
センター隣） 

定　員　各30組 
申込み　７月15日㈭までに、電話、
ファクス、電子メールのいず

れかで子育て支援課へ 

※手話通訳が必要な方は、申込み時

に申し出てください。 

 

第８回鈴鹿シティマラソンの
参加賞と記念品のデザインを

募集します
スポーツ課　　82-9029　　82-9071

supotsu@city.suzuka.mie.jp

■応募規定
【共通事項】
○オリジナルで未発表の作品に限る。 

○配色は４色以内 

○「鈴鹿」と「2004」か「第８回」

のいずれかの文字を入れる（英

語・ローマ字可）。 

【Ｔシャツ】
○長袖Ｔシャツ胸面と背面（片

面のみも可）にデザイン 

【ハンドタオル】
○380ｍｍ×330ｍｍサイズ片面

のみにデザイン 

申込み　８月30日㈪まで（当日
消印有効）に住所、氏名（ふ

りがな）、年齢、性別、職業、

電話番号（携帯可）を明記の上、

直接または郵便、電子メールで、

〒513-0801神戸９丁目11-15ス
ポーツ課内鈴鹿シティマラソ

ン実行委員会事務局へ 

表　彰　大会当日（12月19日㈫）
に表彰状と賞金（各２万円）

を授与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成17年自衛官を募集します
市民課　　82-9013　　82-7608

shimin@city.suzuka.mie.jp

職種・応募資格
○２等陸・海・空士（男子）、２等陸・
海・空士（女子）、曹候補士
　18歳以上27歳未満 

○一般曹候補学生
　18歳以上24歳未満  

○航空学生
　18歳以上21歳未満 

※応募資格は、いずれも平成17年４

月１日現在の年齢で、平成17年３

月高等学校卒業予定者と中等教育

学校卒業予定者を含みます。 

申込み　８月２日㈪～９月８日㈬
■各種自衛官等採用コース説明会
と　き　７月10日㈯　10時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 
※詳しくは、自衛隊四日市募集事務

所（　 51-1723・1779）へ 

ペットの飼い主はマナーを守りましょう
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三重県消防操法大会
消防総務課　　82-9162　　83-1447
shobosomu@city.suzuka.mie.jp

　小型ポンプ操法の部に、市の

代表として牧田分団が出場します。 

と　き　７月24日㈯　９時から 
※予備日７月30日㈮ 

※警報発表時は中止です 

ところ　三重県消防学校 
 

 

 

 

 

 

 

 
親子人権移動教室

人権教育課　　82-9030　　83-7878
jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学５年生～中学３年
生の児童・生徒と保護者　 

と　き　８月10日㈫　７時30分出発 
内　容　リバティおおさか（大阪
人権博物館）の見学、天保山

ハーバービレッジで昼食 

参加料　博物館入館料（大人の
み250円）、昼食費（各自負担） 

定　員　約40人 
申込み　７月26日㈪の９時から16
時までの間に限り受付します。

保護者が電話で人権教育課へ 

※定員になり次第締切ります。 

 

自然調査観察会
環境政策課　　82-7954　　82-8188
kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月８日㈰　19時～21時
（雨天中止） 

ところ　海の見える岸岡山緑地 
内　容　昆虫の灯火採集（光に集
まる虫の採集）など 

※夏休みの自由研究にもご活用ください。 

定　員　15人 
※応募者多数の場合は抽選

参加料　無料 

申込み　７月23日㈮（必着）までに、
電話、はがき、ファクス、電子メール

のいずれかで「昆虫調査参加希望」、

住所、氏名、電話番号、参加人数を

記入の上、〒513-8701環境政策課へ
※詳細は、申込者へ連絡します。

 
第12回伊勢形紙まつり

産業政策課　　82-9045　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月24日㈯、25日㈰　９時
～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容　
○新作 伊勢形紙『飾屏風』作品展 

○しおりの体験彫りコーナー(無料) 

○伊勢形小紋Ｔシャツ染め実演･販売 

○伝統工芸士による彫刻実演 

○伊勢形紙、関連商品、新商品の展示・販売 

入場料　無料 
※来場者に抽選で粗品進呈 

 
第８回鈴鹿墨展とじばさん市
産業政策課　　82-9045　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月17日㈯～19日（月･祝）
10時～17時 

ところ　㈶三重北勢地域地場産
業振興センター（じばさん三重） 

内　容　
○鈴鹿墨や各種書道用品の展示販売 

○伝統工芸士による鈴鹿墨の製作実演 

○絵手紙教室の開催 

○水墨画家（中村雅雲氏）による実技指導 

○筆の製作実演（新コーナー） 

○写経体験教室の開催（新コーナー） 

入場料　無料  
※先着100人に粗品進呈 

※写経用品購入者に写経用紙をプレゼント 

 
夏休み子ども映画会

図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　７月29日㈭、30日㈮　10
時～11時30分、13時30分～15時 

ところ　図書館２階　視聴覚室 
内　容　日本の昔話、交通安全の
話などのアニメーション映画 

定　員　各100人 
入場料　無料 

 

 

 

 
夏休み親子体操教室

市立体育館　　87-6006　　87-6008

対　象　就学１年前から小学4年
生までの子とその保護者 

と　き　８月10日㈫、11日㈬、18日㈬、
19日㈭、24日㈫、25日㈬、27日㈮

の７日間　10時～11時30分 

ところ　市立体育館（正・副）
内　容　親子で行う体操など 
定　員　30組 
参加料　保護者1,200円、児童
600円（スポーツ保険料を含む） 

申込み　７月31日㈯までに参加
料を添えて直接市立体育館へ 

 

夏休み親子水道教室
水道総務課　　68-1673　　68-1688
suidosomu@city.suzuka.mie.jp

　「水道水のできるまで」をテーマに、

親子で参加する水道教室を行います。 

対　象　小学４年生の児童と保護者 
と　き　８月４日㈬　９時～14時
集　合　水道局 
内　容　水道施設の見学など 
※昼食などは各自でご用意ください。 

定　員　60人（30組を予定） 
※希望者多数の場合は抽選 

参加料　無料 
申込み　７月20日㈫（必着）までに、
往復はがきの往信裏面に住所、

氏名（親と子）、児童の通学校名、

電話番号を、返信表面に申込者

のあて先を記入し、〒510-0253
寺家町1170水道局「夏休み親

子水道教室」係へ 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　　82-0347　　82-4000
toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　８月５日㈭、６日㈮　
９時30分～15時 

ところ　図書館２階視聴覚室 
内　容　「ゆめのあるえほん」を
テーマに、ハードカバーの本格

的製本の絵本づくりをします。 

定　員　各60人（親子参加可能） 

ものづくり体験教室

鈴鹿地域職業訓練センター講座

日赤幼児安全法講習会
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の情報 の情報 電　話 電子メール ホームページファクス

三重県消防操法大会

親子人権移動教室

自然調査観察会

第12回伊勢形紙まつり

第８回鈴鹿墨展とじばさん市

夏休み子ども映画会

夏休み親子体操教室

夏休み親子水道教室

夏休み手作り絵本教室

参加料　400円(材料費) 
申込み　７月14日㈬から直接図
書館で申し込んでください。 

※電話申込み不可（定員になり次第締

切り）、昼食は各自でご用意ください。 

 
ものづくり体験教室

鈴鹿工業高等専門学校　　68-1711　　87-0338
jim3@jim.suzuka-ct.ac.jp

○機械工学のひとこま（２日連続講座）
と　き　７月26日㈪、27日㈫ 
定　員　中学生　40人 
○やさしいエレクトロニクス教室
と　き　７月26日㈪、27日㈫ 
定　員　中学生　各10人 
○ＦＬＡＳＨで動く！魅せる！
ホームページ作り
と　き　８月18日㈬
定　員　小学５・６年生、中学生　15人 
○身のまわりのおもしろ化学実験
（２日連続講座）
と　き　７月27日㈫、28日㈬ 

定　員　中学生　60人 
○作ってみよう、調べてみよう、
　マテリアル（２日連続講座）
と　き　８月３日㈫、４日㈬ 
定　員　中学生　20人 
○夏休み子供工作大会(2日連続講座)
と　き　８月３日㈫、４日㈬
定　員　小学５・６年生　20人 
※いずれの講座も鈴鹿工業高等専門

学校で行います。 

受講料　無料（材料費として500
円程度かかる場合があります） 

申込み　開催日２週間前までに、往
復はがきで希望受講名（やさしいエ

レクトロニクス教室については、希望

日）、郵便番号、住所、電話番号、

氏名（ふりがな）、性別、学校名、

学年、保護者名を記入の上、〒510-
0294 白子町  鈴鹿高専庶務係へ 

 
鈴鹿地域職業訓練センター講座
産業政策課　　82-8698　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

○簿記講座（日商３級程度）
と　き　７月12日㈪～８月４日
㈬の隔日10日間（７月19日㈪

を除く）18時～21時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 

定　員　30人
受講料　１万5,000円（教材費含む） 
申込み　６月14日㈪から鈴鹿地域職
業訓練センター（　87-1900　87-

19059）へ直接お申込みください。 

※上記以外の講座も受講生を募集してい

ます。詳しくは市のホームページ、鈴鹿地

域職業訓練センターでご確認ください。

 
日赤幼児安全法講習会

生活支援課　　82-9012　　82-7607
seikatsushien@city.suzuka.mie.jp

対　象　満15歳以上の方 
と　き　８月10日㈫　13時～16時 
ところ　牧田コミュニティセンター
２階　多目的ホール 

主　催　日本赤十字社鈴鹿市地区 
定　員　30人 
受講料　無料 
申込み　７月20日㈫（必着）までに、
はがき、ファクス、電子メールのいず
れかで、講習名、住所、氏名、年齢、

電話番号を明記し、生活支援課へ 

 

おわびと訂正
　６月20日号もくじの一部に誤りがあ

りましたので、訂正しおわびします。 

（誤）犬の散歩（正）熟年大学の開設を 
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催し物 講座・教室 

' 0 4 人 権を考える市 民のつどい  

～平和への祈り～ 美ら島・沖縄の唄と踊り 
人権政策課 82-9011 82-8188 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
人権教育課 82-9030 83-7878 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp

焼却は法律で禁止されています。「もやせるごみ」として出してください。
ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

　市では、人権・平和意識の高揚と人権文化の創造

を図るため、毎年夏に「人権を考える市民のつどい」

を開いており、13回目になる今年は「沖縄の唄と踊り」

を題材に行います。 

　第二次世界大戦時に唯一、日本で地上戦が行わ

れた沖縄。非戦闘員のひめゆり学徒隊など、多くの

尊い命が犠牲になりました。沖縄の人々は、悲しみ

や苦しみの中から芸能に心の癒しを求め、明るくたく

ましく生きてきました。その背景には、沖縄の非武装

の文化があります。 

　悠久の歴史と平和への祈りから生まれ、愛と明るさ

に満ちた沖縄の唄と踊りは、平和と人権の大切さを

伝えてくれるのではないでしょうか。 

　また、参加者が一緒に唄い踊るコーナーもあります。

みんなで楽しく盛り上がって、心揺さぶる沖縄の魂を

体感してみませんか。 

〜平和への祈り〜美ら島・沖縄の唄と踊り
と　き　８月６日㈮　19時開演（18時30分開場） 
ところ　文化会館けやきホール（定員500人・入場無料） 
内　容
○第１部　沖縄の唄と踊り
　四ツ竹踊り、安里屋ユンタ、谷茶前ほか 

○第２部　平和への願いを込めて
　屋嘉節、さとうきび畑、芭蕉布、涙そうそうほか 

○第３部　みんなでうたって、おどって
　花、豊年音頭 

出　演　仲田順市＆蛍、上間照美琉球舞踊道場、仲村幸子
琉球舞踊道場、鈴鹿女声コーラス、石川楊子（司会） 

仲田順市プロフィール
　1947年、沖縄の伊是名島の生まれ。1967年、大阪に居を移し、

琉球民謡の教室を主宰するとともに、自らも音楽活動を行う。

1980年、「仲田琉球芸団グループ」を結成。のちに「仲田順市＆

蛍」を結成。琉球民謡協会関西支部顧問 

あ さ ど ー や  ち ゃ ん た め ー  

ち ゅ  

 や  かぶ し  ば し ょ う ふ  な だ  

じんじん 

い ぜ な  

じんじん 

まぶい 


