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川と海のクリーン大作戦の
参加者を募集します

河川課　　82-7614　　82-7612
kasen@city.suzuka.mie.jp

　川と伊勢湾を守るため、鈴鹿川

の堤防（庄野橋、高岡橋付近）を

清掃します。 

対　象　ボランティア団体、自
治会、一般団体、個人 

と　き　10月24日㈰　8時から1
時間程度（小雨決行） 

集合場所　高岡橋南側付近、庄
野橋付近（鈴鹿川河川緑地） 

申込み　10月18日㈪までに電話
で河川課へ 

※ごみ袋などは用意します。 

 
10月12日から18日までは
違反建築防止週間です

建築指導課　　82-9048　　82-7615
kenchikushido@city.suzuka.mie.jp

　違反建築防止週間は、建築基

準法が果たしている役割を市民

に広くPRし、建築規制の主な内

容を理解していただくために設

けられています。 

　建築基準法の所定の手続きを

行い、良好で安全な市街地の形

成と、建築物の質の向上に努め

ましょう。 

 
10月は

労働保険適用促進月間です
産業政策課　　82-8698　　82-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　労働者を雇用するすべての事業

主は、労働保険（労災保険・雇用

保険）への加入が原則として義務

づけられています。 

　労働保険制度は、労働者が業務

上や通勤途上で被災した場合に必

要な保険給付を行ったり、失業した

場合に労働者の生活や雇用の安定

を図るための必要な給付を行ったり

するなど、雇用に関する安全網（セ

ーフティーネット）の中核を担う重要

な制度です。 

　労働保険の加入手続きをされて

いない事業主の方は、速やかに加

入手続きを行うようお願いします。 

　詳しくは、県労働局総務部労働

保険徴収室（　　059-226-2100）、

または最寄りの労働基準監督署・

公共職業安定所へお問合せください。 

 
１日合同行政相談所を開設します
市民対話課　　82-9004　　82-2214

shimintaiwa@city.suzuka.mie.jp

　行政相談制度をよく知っていた

だき、利用していただくため、10月

18日㈪から24日㈰までの一週間を

「秋の行政相談週間」と定めてい

ます。これにちなみ、市でも「行政

相談所」を開きます。年金、保険、

税金、登記、道路、福祉などにつ

いて、お気軽にご相談ください。 

と　き　10月15日㈮　10時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 
相談担当者　行政相談委員 
※当日は、国税局税務相談官、津社会保

険事務所、県北勢県民局、県消費生活

相談員、弁護士（事前予約制）、公証人

（事前予約制）、司法書士（事前予約制）、

土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑

定士、税理士、行政評価事務所の相談

員と合同で相談を行います。 

 
精神障害者の作業所通所と
心身障害児の通園費用を
一部助成します

障害福祉課　　82-7626　　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp　

　平成16年4月1日㈭から9月30日

㈭までにかかった次の費用を一部

助成します。

○市内に住所があり、精神障害

者保健福祉手帳を持っている

方で、精神障害者小規模作業

所に公共交通機関を利用して

月10回以上通所している方の

通所費 

○市内に住所があり、知的障害

児通園施設または自閉症児治

療施設に公共交通機関を利用

して月4回以上通園する18歳未

満の方と同行する保護者(障害

児一人につき一人)の通園費 

助成額　最も経済的な通常の経
路と方法による通所(通園)費

用の2分の1（一人月額5,000円

が上限） 

申込み　11月5日㈮までに、障害
福祉課にある申請用紙に施設

の証明を受けて、同課へ 

 
子育て支援セミナーと子育て
支援マップの作成協力者を

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

対　象　市内在住の小学生までの
児童を養育している方で平日昼

間の会議（年3回程度）に出席

できる方 

定　員　3人（応募多数の場合は抽選）
申込み　10月15日㈮までに、郵便、
ファクス、電子メールのいずれか

で、応募の動機（400字程度）、

住所、氏名、年齢、性別、職業、

電話番号を記入し同課へ
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鈴鹿警察署 80-0110鈴鹿警察署 80-0110警察告知板  警察告知板  
全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す全 国 地 域 安 全 運 動 を 行 い ま す

　全国地域安全運動は、地域

安全に取組む関係機関、団体、

警察が、運動の強化と相互の

連携を図ることで、地域安全

活動の効果を定着させ、安心

してくらせる地域社会を実現

することを目的にしています。 

期　間　10月11日（月・祝）～10月20日㈬

スローガン　「みんなでつくろう安心の街」
 

　運動の重点
●ひったくりの防止
●乗り物盗の防止
●自動販売機ねらいの防止

11月7日は 
「スポーツとレクリエーションのつどい」 
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国民年金こんなときには必ず届出を 保険年金課　　82-9401　　82-7660　　hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　国民年金加入者の方は、次のケースが生じた場合には、必ず届出をお願いします。なお、国民年金・厚 

生年金に関するご相談は津社会保険事務所（　 059-228-9188）へお願いします。 

鈴鹿市ファミリー・サポート・センター事業の受託者を募集します

海外ボランティアをしませんか
秘書広報課　　82-9036　　84-2561

hishokoho@city.suzuka.mie.jp

　平成16年度国際協力機構（JICA）

ボランティア（青年海外協力隊・シ

ニア海外ボランティア・日系社会青

年ボランティア・日系社会シニアボ

ランティア）を募集します。これらの

ボランティアは、JICAが実施する政

府事業で、世界の開発途上国・日

系社会で現地の人々と同じ生活を

しながら、ともに働き、人づくり国づ

くりに貢献するボランティア活動です。 

募集期間　10月10日㈰～11月16日㈫
　募集の期間中、各地で説明会

を開催します。帰国した隊員か

ら現地の話を聞いてみませんか。 

【募集説明会】 
■青年海外協力隊・日系社会青年ボランティア
とき・ところ
○10月20日㈬　18時30分～20時30分 

　アスト津（津市） 

○10月21日㈭　18時30分～20時 

　名張市総合福祉センター（名張市） 

○11月7日㈰　17時30分～19時30分 

　じばさんみえ（四日市市） 

■シニア海外ボランティア・日
系社会シニアボランティア
とき・ところ 
○10月20日㈬　14時～16時 

　アスト津（津市） 

○10月21日㈭　16時30分～18時 

　名張市総合福祉センター（名張市） 

○11月7日㈰　14時～16時 

　じばさんみえ（四日市市） 

※詳しくは、JICA中部（　052-702-1391

（土・日曜日、祝日を除く9時30分～

17時30分）、　http://www.jica.go.jp）へ 

 
学習支援ボランティアを

募集します
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　在住外国人児童の学習支援として、

11月（予定）から桜島町に外国人児

童学習支援センター（仮称）を開くに

あたり、このセンターで外国人児童の

学習や日本語教育のお手伝いをして

いただけるボランティアを募集します。 

と　き　毎週月･水曜日　13時30分～17時 
ところ　県営桜島団地集会所 
申込み　電話で国際交流協会へ 

公開講座Ⅱ
「人々を救ったのは人の絆
　大震災を乗り越えて」
教育研究所　　82-9056　　83-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.mie.jp

と　き　11月6日㈯　13時30分～16時 
ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 
内　容　阪神淡路大震災後の避難
所におけて、人々はどう支え合い、

どう生き抜いたか。家庭・学校・

地域社会の連携について考えます。 

講　師　近藤豊宣さん（前神戸
市立鷹取中学校校長） 

参加料　無料
申込み　10月22日㈮までに電話、
ファクスで教育研究所へ 

※手話通訳、託児あり 

 
ザ・青空市

第7回石橋楽市
商業観光課　　82-9016　　82-0304
shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　10月10日㈰　10時から 
ところ　神戸本通り商店街、ジェ
フリーすずか 

内　容　琴のしらべ（神戸高校生に
よる琴の演奏会）、能面の世界（作

品展）、地元農家による新鮮な野菜・

第5回Let's talk すずかの子ども

障害者ふれあい運動会

平成17年成人式

現 在 の 種 別  
　 新 規 加 入 　 

第１号被保険者 

（自営業・学生等） 
 

 

第２号被保険者 

（厚生年金・共済組合加入者） 

 

 

 

 

 

 

第３号被保険者 

（第２号の被扶養配偶者） 

種 別 が 変 わ る ケ ー ス
会社勤務や公務員でない方が２０歳になった 

就職して厚生年金または共済組合に加入 

自営業の夫が会社に就職 

家事手伝いの人がサラリーマンと結婚して専業主婦になる 

サラリーマンが退職したとき（妻も第１号被保険者になる） 

転職して自営業を営む（妻も第１号被保険者になる） 

結婚退職して自営業の妻となった 

既婚女性が退職して専業主婦になった（夫が自営業） 

OLがサラーリマンと結婚退職し，専業主婦となった 

退職して専業主婦になる（夫が厚生年金か共済組合に加入） 

サラーリマンの夫が退職したとき（妻も第１号被保険者になる） 

サラーリマンの夫が自営業に転職（妻も第１号被保険者になる） 

妻が自営業等で自身の収入が増え夫の扶養からはずれた 

サラリーマンの夫と離婚した 

サラリーマンの夫が６５歳になる 

夫が死亡して妻が遺族年金を受けるようになった 

専業主婦をやめ，転職して厚生年金また共済組合に加入する 

夫が転職して厚生年金加入⇔共済組合加入に変わったとき 

夫が転職して共済組合の種類が変わったとき 

夫が転職して会社が変わったとき（厚生年金加入） 

変 更 後 種 別
第１号被保険者 

第２号被保険者 

第３号被保険者 
 

 

第１号被保険者 
 

 

第３号被保険者 
 

 

 

第１号被保険者 
 

 

 

第２号被保険者 

 

第３号被保険者 

 

 

届 出 先
市 役 所  

勤 め 先  

夫の勤め先 
 

 

市 役 所  
 

 

夫の勤め先 
 

 

 

市 役 所  
 

 

 

勤 め 先  

 

夫の勤め先 

光村　藍さん
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国民年金こんなときには必ず届出を

子育て支援課　　82-7661　　82-7607　　kosodateshien@city.suzuka.mie.jp鈴鹿市ファミリー・サポート・センター事業の受託者を募集します

■応募資格
　公益法人または特定非営利活動法人であり、次

に掲げる要件をいずれも満たすこと 

○労働者福祉の増進または児童福祉の向上を事業

の目的としていること 

○育児に関する知識が豊富であること 

○保育士、看護師、幼稚園教諭の資格保持者が常時1名

以上配置されており、資格保持者が業務に当たること 

○専任の従事者が常時配置されており、事務局体制が

整備されていること 

○市内に事務所（個人の自宅でないこと）を有し、

本市全域での活動が可能なこと（事務所は市長

が定める期日までに確保できればよい） 

○団体の活動実績が3年以上あり、子どもを主体

とする事業が実施されていること 

○財政的基盤がしっかりしていること 

○平成17年3月1日からセンターの運営が開始できること 

■委託期間
12月1日から平成17年3月31日（以降、毎年見直します） 

■業務内容
○会員の募集、登録など 

○会員相互の育児に関する援助活動の調整 

○会員を対象にした講習会・交流会の開催 

○事業の広報 

○その他、鈴鹿市ファミリー・サポート・センターの運営に

当たり必要な業務 

■必要書類
○鈴鹿市ファミリー・サポート・センター事業受託申請書 

○定款、寄附行為または規約などの写し 

○事業実績のわかるもの（平成13年～15年度事業実績

表および収支計算書） 

○団体の役員名簿 

○事務局の組織がわかるもの 

○その他、団体の事業目的がわかるもの 

■申込み
　10月5日㈫から20日㈬（土・日曜日、祝日を除く8時30分

～17時）までに、直接子育て支援課へ 

※郵送での受付は行いません。 

海外ボランティアをしませんか

学習支援ボランティアを
募集します

公開講座Ⅱ
「人々を救ったのは人の絆
　大震災を乗り越えて」

ザ・青空市
第7回石橋楽市

花木の即売会、フリーマーケットなど 

主　催　「歴史の街・神戸」の商店
街再生を考える会（坂崎　 82-0271） 

■フリーマーケット出店者を募集
　全70区画（1区画3m×2m）、出店

料1区画500円で出店者を募集します。 

※業者の方はお断りします。 

※申込みは電話で北川（　　82-0408）へ 

 
第5回Let's talk すずかの子ども
生涯学習課　　82-7619　　82-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

　「子どもの笑顔を見るために、やっ

ぱ、おとなが語り合わなきゃ」という

テーマで語り合います。学校の先生、

父母、地域の方々など、子どもをとり

まく大人なら、誰でも大歓迎です。 

と　き　11月20日㈯ 　13時30分
～15時30分（受付13時から） 

ところ　鈴鹿青少年センター 
内　容　「子どもを認めるってどうい
うこと」、「子どもの声を聴いていま

すか」、「子育てに悩んでいません

か」、「子どもとつながっています

か」をテーマにした分科会 

主　催　Let's talk すずかの子ど
も実行委員会（市PTA連合会、

県教職員組合鈴鹿市支部） 

申込み　電話、ファクス、電子メールで、
市PTA連合会（　･　83-5143、

　joyofpta@galaxy.ocn.ne.jp）へ 

 
障害者ふれあい運動会

障害福祉課　　82-7626　　82-7607
shogaifukushi@city.suzuka.mie.jp

　身体や知的に障害のある方の

体力づくりと友愛の輪を広げる

ために運動会を行います。 

と　き　10月24日㈰　10時～15時 
ところ　市立体育館 
主　催　鈴鹿市障害者団体連合会 
 

平成17年成人式
生涯学習課　　82-7619　　82-9071
shogaigakushu@city.suzuka.mie.jp

対　象　昭和59年4月2日から昭
和60年4月1日生まれの方で、

市内在住または本籍のある方

（個別の通知は行いません） 

と　き　平成17年1月10日（月･

成人の日）　10時～11時30分 

ところ　市民会館ホール 
■成人式実行委員会の光村藍さん
にお話を伺いました。
　去年成人した大
学の友人と一緒に、

昨年から実行委員

会に参加していたの

で、今年は自分の

成人式を盛り上げよ

うと思い、2年続けて参加しています。 

　同じ新成人の皆さんが、必ず来

たくなり、そして楽しめる成人式に

したいと思っています。 

　晴れの舞台に、私は一人の大人

として出席します。皆さんも、晴れ

やかな気持ちと大人としてのメリハリ、

けじめを持って参加してください。

そして一緒に盛り上がりましょう。 

鈴鹿市ファミリー・サポート・センターは、「育児の支援を行いたい者」と「育児の援助を受けたい者」からなる会員組織で

す。この事業は仕事と家庭を両立し、安心して働くことができる環境の整備と児童福祉の向上を目的としています。 

センターでは、アドバイザーが中心となり、会員による相互援助活動の調整などの業務を行います。 

市では、この事業の受託を希望する団体を募集します。委託団体の選考方法については、プロポーザル方式で行います。 

光村　藍さん光村　藍さん
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アイデア対決･全国高等専門学校
ロボットコンテスト2004
東海北陸地区大会

指導課　　82-9028　　83-7878
shido@city.suzuka.mie.jp

　ロボットコンテストの東海北陸地

区大会が行われ、10高専20チーム

が4つの全国大会出場枠を競います。

観覧希望者は、申込みが必要です。 

と　き　11月7日㈰　開場12時、
競技開始13時 

ところ　市立体育館 
内　容　自チームの探査機（アメ
リカンフットボール）を、ロボット

と救助機（ボール）を使って、競

技フィールド中央にそびえる目

的地に、どれだけ近づけることが

できるかを競います。 

入場料　無料 
申込み　10月18日㈪（必着）までに、
往復ハガキに住所、氏名、電話

番号、入場希望者数（3人まで）

を記入し、〒510-0294　白子町

　鈴鹿工業高等専門学校「ロボ

コン」係へ 

※応募多数の場合は抽選の上、入場整

理券を送ります。 

※詳しくは、同校高専ロボコン東海北陸

地区大会事務局（　　68-1732）へ 

 
東海道ウォーク

文化課　　82-9035　　82-9071
bunka@city.suzuka.mie.jp,

と　き　11月7日㈰　受付9時30
分～10時30分 

※受付後随時出発し、ゴール（石薬師小

学校）に到着後、自由解散 

集合場所　庄野公園（庄野公民
館前） 

※駐車場がありませんので、公共交通機

関をご利用ください。当日、近鉄平田

町駅から庄野行きバスを、また、帰りは、

石薬師から庄野経由近鉄平田町駅行

きバスを運行します。 

内　容　庄野宿から石薬師宿まで

の約3.0kmを歩きます。途中４カ

所で石薬師宿・庄野宿語り部の

会の皆さんにより、旧東海道や

宿場にまつわるお話しをしてい

ただきます。 

定　員　200人 
※応募多数の場合は抽選 

参加料　無料 
申込み　10月20日㈬（必着）までに、
はがきに郵便番号、住所、氏名

（ふりがな）、年齢、電話番号を

記入し、文化課へ 

※ゴールの石薬師小学校では、石薬師地

区明るいまちづくり推進協議会が主催

する「ふれあいフェスティバル」が行われ、

模擬店などがたくさん出店しています。

ぜひご利用ください。 

 

考古学体験学習
考古博物館　　74-1994　　74-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

対　象　小学5年生以上（小学生
は保護者同伴） 

と　き　12月18日㈯　9時30分か
ら約2時間 

ところ　考古博物館 
内　容　熔かしたガラスで小玉
（ビーズ）を作ります。 

定　員　5人 
参加料　500円（材料費） 
申込み　10月17日㈰から11月17
日㈬までに、往復はがきに、希

望講座、住所、氏名、年齢、電

話番号またはメールアドレス、小

学生の場合は同伴の保護者名、

返信用のあて先を記入し、〒

513-0013　国分町224　考古博

物館へ 

※はがき1枚につき応募は1人です。 

※応募者多数の場合は抽選 

 
短期講座「パン教室」

勤労青少年ホーム　　87-6125　　88-1223
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

対　象　35歳未満の働いている方 
とき・内容（全5回） 
○11月5日㈮　チョコメロンパン 

○11月26日㈮　ライ麦パン2種 

○12月10日㈮　カレーパン　 

○1月14日㈮　ビーネンステーヒ 

○1月28日㈮　エピ2種 

※時間はいずれも18時30分～21時 

ところ　勤労青少年ホーム料理講習室 
講　師　矢頭則子さん 
定　員　20人（先着順） 
受講料　3,500円 
※利用登録をされていない方は傷害保

険料と利用者会費として550円が別途

必要です。 

申込み　10月12日㈫19時から、受講
料などを添えて勤労青少年ホームへ 

 
国際理解セミナー

「中華人民共和国（広州・桂林）」
㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639

sifa@mecha.ne.jp

　簡単な中国語のレッスンを交

えて、中華人民共和国の生活、

文化に触れてみませんか。 

と　き　10月17日㈰10時～11時30分 
ところ　文化会館第1研修室 
定　員　70人（先着順） 
参加費　無料 
申込み　10月12日㈫までに、電
話で国際交流協会へ 

 
ワークショップ講座

㈶鈴鹿国際交流協会　　83-0724　　83-0639
sifa@mecha.ne.jp

　子どもの人権、教育、学校の役割など

についてゲームを通して楽しく学びます。 

対　象　小学4年生以上 
と　き　10月24日㈰　13時～16時 
ところ　ジェフリーすずかホール 
定　員　40人 
参加料　無料 
申込み　10月22日㈮までに、電
話で国際交流協会へ 

 
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

◎パソコン基礎コース（パソコン入門講座）
と　き　10月9日（土曜日）から11日
（月曜日）まで3日間　9時～16時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練センター 

市民公開講座「骨と関節の日」

こころの健康づくりセミナー

スポーツ教室

子育てキーパーソン養成講座
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アイデア対決･全国高等専門学校
ロボットコンテスト2004
東海北陸地区大会

東海道ウォーク

考古学体験学習

短期講座「パン教室」

国際理解セミナー
「中華人民共和国（広州・桂林）」

ワークショップ講座

鈴鹿地域
職業訓練センター講座

定　員　20人 
受講料　6,000円（教材費別途必要） 
申込み　直接、鈴鹿地域職業訓
練センターへ 

※その他の講座についても受講生を募集

しています。詳しくは市ホームページ、鈴

鹿地域職業訓練センターへ 

 
市民公開講座「骨と関節の日」

県健康福祉部医療政策室

　　059-224-2337　　059-224-2340

と　き　10月16日㈯　13時～16時 
ところ　文化会館けやきホール 
内　容　腰痛に関する講演会（総
論「腰痛」、「骨粗しょう症」、「椎

間板ヘルニア」、「脊柱管狭窄症」） 

※当日、15時30分から16時まで健康相

談も行います。 

参加料　無料 
※詳しくは、市民公開講座「骨と関節の日」

事務局(　　059-226-2277）へ 

 
こころの健康づくりセミナー
鈴鹿保健福祉部　　82-8672　　82-7958

と　き　11月8日㈪　13時30分から 
ところ　県鈴鹿庁舎4階第46会議室 
テーマ　「思春期･青年期のこころの
健康・ひきこもりと不登校を中心に」 

講　師　国立病院機構榊原病院
院長　長尾圭造さん 

申込み　11月2日㈫までに電話で

鈴鹿保健福祉部へ 

 
スポーツ教室

県営鈴鹿スポーツガーデン　　72-2250　　72-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

■レベルアップ水泳コース 
対　象　高校生を除く18歳以上で
クロールを15m以上25m未満泳

げる方 

と　き　11月11日から12月16日まで
の木曜日（全6回）　14時～15時30分 

定　員　30人（応募多数の場合は抽選） 
受講料　5,000円 
■アクアボクササイズ朝中級コース
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　11月11日から12月16日まで
の木曜日（全6回）　10時～11時 

定　員　30人（応募多数の場合は抽選） 
受講料　5,000円 
 

 

 

 

 

■アクアビクス夜中級コース
対　象　高校生を除く18歳以上 
と　き　11月12日から12月17日まで
の金曜日（全6回）　19時～20時 

定　員　30人（応募多数の場合は抽選） 

受講料　5,000円 
申込み　いずれも、10月17日㈰（必着）
までに、直接来場するか、往復は

がき、ファクスに住所、氏名、電話

番号、年齢、性別、コース名を記入

し、県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットからの申込みもできます。 

※受講料にスポーツ安全保険料を含みます。 

 
子育てキーパーソン養成講座
鈴鹿保健福祉部　　82-8676　　82-7958

　地域の中で、子育てについて学び、

身近なところからできることを考え

てみようと思っているお母さん、お

気軽にご参加ください。 

対　象　乳幼児から小学校までの子を
持つ母親で、全講座に参加できる方 

とき・内容
○10月19日㈫「食と育ち」 

○10月27日㈬「子どもの発達と病気」 

○11月4日㈭「子どものこころ」 

○11月16日㈫「地域の中での子育て」 

○11月24日㈬「いろいろ話そう

子どものこと・自分のこと」 

※時間はいずれも10時～12時 

ところ　県鈴鹿庁舎第46会議室 
申込み　10月6日㈬から14日㈭（土・
日曜日、祝日を除く8時30分～17時）

までに電話で、鈴鹿保健福祉部へ 

※保育コーナーを設けますので、お子さん

同伴で参加できます。 
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催し物 

講座・教室 

自己実現をめざせる社会 

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

土はごみとして取り扱っていません。庭や畑に埋めてください。埋めることができない方は、
直接、不燃物リサイクルセンターへお持ちください。

ごみ分別 
Ｑ＆Ａ の答え

　日本は、「高齢化社会（総人口に占める65歳以上の高齢者

が7-14%に至る期間）」を24年間で駆け抜け、現在は「高齢社会（高

齢者人口比14％以上）」に至っています。数年後には「超高齢

社会」へ突入すると予想されています。 

　だれでも高齢になると体力が衰え、なかには介護が必

要になる人もいます。若い人から見ると、動きが鈍い、同じ

話ばかりする、よく物忘れをするなど、イライラしてしまうこ

ともあるかもしれません。しかし、高齢に対して偏見を持ち、

じゃま者扱いしたり、行動を制約したり、虐待にまでつなが

ってしまったり、ということがあってはなりません。 

　あるアンケートによると、子どもが「お年寄りにしてあげた

いこと」として「元気がないときに励ます」「プレゼントをす

る」が上位を占めたそうです。一方のお年寄りは、「子ども

にしてほしいこと」として「悩みを打ち明けてもらう」が最も

多く、気遣ってもらうよりも自分の方が役に立ちたいと考え

ており、世代間のギャップが伺えます。 

　高齢者は人生の先輩です。その様々な知識や経験から

学ぶべきことがたくさんあります。学校や地域では、高齢者

が子どもたちに昔の遊びを教えたり、戦争体験などの語りを

通して平和の尊さを伝えたりする中で、世代の違いを越え

た交流の輪が広がっています。 

　だれでも自分に出来ることを精一杯にやって、皆からそ

れが認められるとき、その場は活気に満ちて明るく輝きます。

老いに向かって安心して暮らせるまちづくりのために、物的

な面での整備とともに、積極的な交流を通して、心のバリア

フリーを進めていかなければなりません。 

　すべての人が年齢に関係なく、自信と誇りをもっていき

いきと暮らせる社会を実現しましょう。 


