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○お知らせ 

 
クリーンエネルギー自動車の
購入補助説明会を行います
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　本年10月10日から、クリーン

エネルギー自動車(ハイブリッド

自動車・天然ガス自動車・メタ

ノール自動車・電気自動車・燃

料電池自動車)を自家用で購入し、

鈴鹿ナンバーで新車登録される

方への補助金制度を開始します

ので、制度の内容についての説

明会を行います。 

と　き　7月20日㈭　10時から 
ところ　市役所本館12階1203会
議室 

※説明会にはどなたでも参加できます。 

※制度の内容については、7月20日

ごろ、鈴鹿市ホームページでもお

知らせします。 

 
鈴鹿市男女共同参画審議会

の委員を募集します
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市男女共同参画推進条例

が制定されました。この条例に

基づき、男女共同参画の推進に

関する重要な施策や事項を調査・

審議するための｢鈴鹿市男女共同

参画審議会｣を設置するにあたり、

委員の公募を行います｡ 

　市政に市民の意見を、より一

層反映させるため、一緒に考え

ていただける方の応募をお待ち

しています｡ 

対　象　市内に在住・在勤・通
学されている18歳以上の方 

開　催　年数回程度 
任　期　2年 
募集人数　2人 
報　酬　本市規定により支払います。 
申込み　7月29日㈯ (17時必着)

までに、ジェフリーすずか窓口に

備え付けの応募申込書に必要

事項を記入の上、｢男女共同参

画社会の実現に向けて、今、何

をすべきか｣をテーマに800字

程度にまとめた作文(形式自由)

を添えて、男女共同参画課へ 

※応募申込書はジェフリーすずか

ホームページ(　http://www.gen 

　der - f ree .c i ty . suzuka .m ie . jp/ )

からもダウンロードできます。 

 

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　 382-9401　 382-9455
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

場合には、保険料の免除制度が

あります。 

　申請は毎年必要です(平成17年

度に全額免除または納付猶予が

承認され、免除継続を希望され

た方は除きます)。新年度分(平

成18年7月～平成19年6月)の免除

申請は、7月から受け付けが始ま

りました。 

　なお、平成17年4月以降に失業

した人は、雇用保険受給者証ま

たは離職票の写しを添付してく

ださい。 

申込み　保険年金課、地区市民
センターへ 

 
｢国民健康保険庁｣を名乗る
団体からのはがきにご注意を
保険年金課　 382-9401　 382-9455

hokennenkin@city.suzuka.mie.jp

　最近、｢国民健康保険庁｣を名

乗る団体から｢督促状　国民健康

保険負担割合変更のお知らせ｣と

いうはがきが届いています。 

　内容は｢年金未納期間がある方、

住民税などの未納がある方｣など

は｢国民健康保険証の無期限効力

停止、預金口座の差し押さえ｣な

どが執行されるので連絡するよ

うにというものです。 

　｢国民健康保険庁｣という国家

組織は存在しません。このよう

なはがきが届いても一切連絡を

取らないようにしてください。 
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放課後児童クラブの指導員を募集しています 
子育て支援課　 382-7661　 382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

　放課後児童クラブは、

保護者が仕事などにより

昼間家庭にいない、小学

校に就学しているおおむ

ね10歳までの児童を対象

に、授業の終了後から18

時ごろまで、保護者に代

わって児童をお預かりす

る場です。 

　現在、次の児童クラブ

では子ども好きの指導員

を募集しています。ご希

望の方は、直接施設へお

問い合わせください。 

名　　　　　称

郡山地区児童クラブ　サンキッズ 

愛宕小学校区内あおぞら児童クラブ 

飯野地区児童クラブ　ひこうきぐも 

明生小学校区放課後児童クラブ　みらくる 

高岡法輪児童館 

長沢保育会　元気っ子クラブ 

法輪児童館　 

椿小学校区放課後児童クラブ　ひまわり 

庄野小学校区放課後児童クラブ　コスモス 

平成の寺小屋　神戸みらい塾 

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる 

所　在　地

郡山町729-1 

北江島町43-8 

阿古曽町25-6 

住吉一丁目4-29 

高岡町1843-7 

長沢町1095 

長太旭町二丁目3-6 

山本町768 

庄野東三丁目13-3 

神戸二丁目20-8 

国府町3519-1

電話番号

372-2084 

368-1505 

367-3367 

367-1711 

349-1100 

371-0151 

385-0190 

371-2300 

379-0811 

382-3708 

370-0605

お知らせお知らせ お知らせ 
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○お知らせ

 
鈴鹿市観光振興基本計画

懇話会を開きます
商業観光課　 382-9020　 382-0304

shogyokanko@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月24日㈪　15時～17時 
ところ　市役所本館12階1202会議室 
内　容　第3回鈴鹿市観光振興基
本計画懇話会 

※開始30分前から傍聴受付 

 
伊勢街道まちかど

文化館事業を募集します
文化課　 382-9031　 382-9071

bunka@city.suzuka.mie.jp

　市では今秋｢誇りのもてる文化

都市形成事業｣として、伊勢街道

周辺で文化イベント｢まちかど文

化館｣を行います。 

　この事業では市が主催するイベ

ントのほか、市民の皆さんが主催

するイベントも｢まちかど文化館｣

として登録し、市が後援します。 

　この秋、伊勢街道周辺で文化イ

ベントを開催する団体、個人の方、

奮ってお申し込みください。 

対　象　｢まちかど文化館｣への登
録は、次のすべての条件に該当し、

市が認めたものとします。 

○イベントの目的・内容が、芸術・

文化活動を通じて地域の活性化

を推進するものであること(文化

祭や学習発表会なども含みます) 

○伊勢街道(高岡地区～磯山地区)

周辺で開催されること 

○平成18年10年から12月に開催

されること 

○特定団体・個人などの営利を

目的としないこと 

○特定の政党や政治的団体、また

は宗教のための活動でないこと 

※登録したイベントは、市の作成する｢ま

ちかど文化館｣のチラシなどのほか、

広報すずかの｢まちかど文化館｣告

知記事にイベント名を掲載します。 

※詳しくは、7月31日（月）までに、

文化課へお問い合わせください。 

夏休み子ども体験博物館
サポーターを募集します

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp

　夏休み子ども体験博物館の各種

体験講座(勾玉づくりなど)や子ども向

けの展示ガイドをサポートしていただ

けるボランティアスタッフを募集します。 

と　き　7月21日㈮から8月31日㈭
までの夏休み子ども体験博物

館開催期間 

ところ　考古博物館 
申込み　7月14日㈮までに、電話で、
考古博物館へ。内容をご相談の上、

申し込み用紙などを送付します。 

※報酬や旅費の支給はありません。 

 
コスモス畑の

種まきをしませんか
産業政策課　 382-8698　 382-0304

sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

　あなたもきれいなコスモス畑をつ

くりませんか。コスモスの種、土地

を提供します。あなたの感性で素

敵なコスモス畑を作ってください。 

と　き　7月16日㈰　9時から(現
地集合) 

※雨天の場合は23日(日)に順延。23

日も雨天の場合は、コスモスの種を

配布させていただきますので、9時

に現地にお越しください。 

※雨天時の確認は、下記事務局へ 

ところ　地子町地内 
参加費　1区画1,000円 
申込み　電話で、アグリ夢創りプロ
ジェクト事務局(鈴鹿市飯野寺家816 

　(鈴鹿商工会議内)　382-3222)へ 

 
夏の交通安全県民運動を

実施します
防災安全課　 382-9022　 382-7603

bosaianzen@city.suzuka.mie.jp

　7月11日㈫から20日㈭までの10日間、

夏の交通安全県民運動が実施されます。 

◆運動の重点
○高齢者の交通事故防止
○飲酒運転の追放
○シートベルトとチャイルドシート

の正しい着用の徹底
　本市では、5月31日現在、5件5名の

交通死亡事故が発生しており、最近

では、見通しの良い田園地帯で出会

い頭による死亡事故が連続して発生

しており、ちょっとした気の緩みが悲惨

な交通事故につながっています。 

　市民一人ひとりが、交通ルールの

遵守と正しい交通マナーの実践を習

慣付けて、悲惨な交通事故を根絶し、

交通事故のない社会をめざしましょう。 

 
病害虫まん延防止にご協力ください

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.mie.jp

　南西諸島(沖縄・奄美諸島など)

や小笠原諸島には、独特の生態系

を持つ病害虫が生息しています。

そのため、これらの地方植物(サツ

マイモ・ヒルガオなど)の中には、

本土への持ち込みが法律で禁止・

制限されているものがあります。 

　もし無断で持ち込むと、病害虫が

まん延し、農作物に大きな被害を与

えることになります。まん延した病害

虫を完全に防除するには、多くの費

用と労力が必要になりますので、ご

理解とご協力をお願いします。 

※詳しくは、名古屋植物防除所

(　052-651-0114)へ 

 
都市再生街区基本調査に

伴う測量を行います
国土地理院中部地方測量部測量課　街区担当

　 052-961-5590　 052-961-5639

　国土交通省が行う｢都市再生街区

基本調査｣の一環として、国土地理

院が、下記のとおり測量を行います。 

と　き　7月～11月 
ところ　人口集中地区(主に市街地) 
内　容　基準点の測量、街区の
角などの測量 

 

 

○催し物

 
平和への祈り展と映画会

いのちのコンサート
人権政策課　 382-9011　 382-2214

jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp
男女共同参画課　 381-3113　 381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　鈴鹿市は1985(昭和60)年に

夏休み特別講演
サマー夢工房2006

-鼓動に学ぶ-
〜子ども達に感動と夢と希望を〜

夏休み子ども映画会

企画展
｢ぼくのわたしのたからもの｣

2006・7・516

お知らせお知らせ お知らせ 

市営住宅の入居者を募集します

催し物催し物 催し物 
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鈴鹿市観光振興基本計画
懇話会を開きます

伊勢街道まちかど
文化館事業を募集します

夏休み子ども体験博物館
サポーターを募集します

コスモス畑の
種まきをしませんか

夏の交通安全県民運動を
実施します

病害虫まん延防止にご協力ください

都市再生街区基本調査に
伴う測量を行います

平和への祈り展と映画会
いのちのコンサート

非核平和都市宣言を行いました。

次のイベントをジェフリーすずかで

行います（いずれも入場無料）。 

◆平和への祈り展
と　き　7月27日㈭～29日㈯
　10時～19時(29日は17時まで) 

内　容　原爆パネル、サダコと
折り鶴ポスター、アニメ上映

など 

◆映画会｢父と暮せば｣
と　き　7月28日㈮　19時から 

　(開場18時) 

キャスト　宮沢りえ、原田芳雄、
浅野忠信 

定　員　100人(先着順) 
◆いのちのコンサート
と　き　7月29日㈯　13時30分～
14時30分 

出　演　立岡勇一さん 
 

夏休み特別講演
サマー夢工房2006

-鼓動に学ぶ-
〜子ども達に感動と夢と希望を〜

指導課　 382-9028　 383-7878 
shido@city.suzuka.mie.jp 

　鼓一筋に生きて来られた達人を

講師として招き、｢夢と希望｣を持っ

て生きることの大切さを学びます。 

対　象　小学生から高校生まで
の児童生徒とその保護者 

と　き　7月31日㈪　10時～12時 
ところ　市役所本館12階1203会議室 
内　容　講演と大鼓の演奏 
講　師　大倉正之助さん(能楽囃
子大倉流大鼓：重要無形文化

財総合認定保持者) 

定　員　150人(定員になり次第
締切) 

参加料　無料 
申込み　7月12日㈬までに、電話
で指導課へ 

※各学校でも申し込みできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
夏休み子ども映画会

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

対　象　児童(幼児・小学生)の方 

と　き　7月27日㈭、28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　動物の物語、交通安全
のはなしなど、アニメーショ

ン映画 

定　員　各100人　 
参加料　無料 
※申込みは不要です。 

 

企画展
｢ぼくのわたしのたからもの｣
考古博物館　 374-1994　 374-0986

kokohakubutsukan@city.suzuka.mie.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　市内の小・中学校、高等学校

に所蔵されている考古資料を展

示します。 

と　き　7月16日㈰～9月10日㈰
観覧料　学生・一般：200円、小
中学生100円 

※7月23日、30日と8月中の日曜日は、

観覧料が無料です。 

◆講演会｢古代の鈴鹿｣
と　き　7月16日㈰　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　新田　剛(市職員)

大鼓演奏をする大倉さん
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お知らせ 

市営住宅の入居者を募集します　　　住宅課　 382-7616　 382-7615　 jutaku@city.suzuka.mie.jp

◆募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘(中旭が丘四丁目、中層耐火造5階)
　2戸(0戸)　1万8,300円～3万8,800円 
○桜島(桜島町五丁目、中層耐火造4階)
　4戸(1戸)　1万5,700円～3万4,600円 
○高岡山杜の郷(高岡台四丁目、中層耐火造3階)
　5戸(1戸)　2万1,400円～5万100円 
※募集戸数の(　)内は優先戸数です。 

※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

ので、ご了承ください。募集戸数は平成18年6月20日現在の戸数で、

抽選会までに入居可能と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。 

◆申込資格 
　次のすべての要件を満たす方が対象です。 

○市内に在住または市内に勤務している方 

○同居する親族(婚約者を含む)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 

◆申込み
　7月10日㈪から24日㈪(土・日曜日、

祝日を除く8時30分～17時15分)までに、

住宅課に備え付けの申込書類に必要事

項を記入の上、必要書類を添えて、直接、

住宅課窓口へ　 

※申込書類のお渡しも、7月10日からです。 

◆選考方法
　9月中旬ごろ、公開による抽選で決

定します。 

◆入居時期
　9月下旬を予定 

◆優先措置
　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。 

※その他、6団地で、随時申込みを受け付

けていますが、現在、順番待ちの状態と

なっています。 

　次の団地に空き部屋ができましたので、入居者を募集します。 

催し物 
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かけがえのない子どもを守るために  

人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

 

 

○催し物

 
夏のつどい(社会見学)

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住でひとり親家
庭(母子・父子・準母子)の小

学生とその保護者 

と　き　8月6日㈰
ところ　なにわ海の時空館と海
遊館(大阪市) 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
参加費　1,000円 
定　員　80人 
申込み　7月10日㈪から20日㈭

までに、電話で、子育て支援課へ 

※参加者には、後日、案内を送付します。 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月3日㈭、4日㈮

　9時30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　テーマ｢のびるえほん｣ 
定　員　各60人(親子参加可能) 
参加料　400円(材料費) 

申込み　7月12日㈬9時から、図

書館2階視聴覚室で先着順で受

け付けます。 

※釣り銭のいらないようにお願いします。 

※電話での申し込みはできません。 

※昼食は各自でご持参ください。 

 
夏休み子どもおはなし会

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

と　き　7月22日㈯　13時30分～
14時30分 

ところ　図書館2階会議室 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　50人 
入場料　無料 
 

夏の鈴鹿川体験
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月20日㈰　10時～15時 
ところ　鈴鹿川河川緑地 
主　催　夏の鈴鹿川体験実行委員会 
※小学生は保護者同伴で参加してください。 

■川歩き体験をしてみませんか
　当日、川の中で水生生物や水

辺の植物の採集や観察を行います。 

定　員　150人(応募多数は抽選) 
申込み　7月28日㈮までに、はがき、

ファクス、電子メールで｢鈴鹿川歩

き参加希望｣、参加代表者の住所、

氏名、年齢、電話番号と参加者全

員の氏名、年齢、川歩き参加希望

時間(10時、11時、13時、14時のい

ずれか)を記入の上、〒510-0241　

白子駅前18-15　すずかのぶど

う｢夏の鈴鹿川体験実行委員会

鈴鹿川歩き係｣(　・　387 -

0767　 budou@mecha.ne.jp)へ 

※8月10日(木)までに、抽選結果と当

日の詳細を連絡します。 

 
第14回伊勢形紙まつり

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月22日㈯、23日㈰
　9時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容 
○新作｢漆器との融合｣作品展 

○伊勢形紙オークション 

○伊勢形紙小紋Tシャツ染め実演・販売 

○ふるさと体験・交流事業(体験教室：無料) 

○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 
※詳しくは、伊勢形紙協同組合 

　(　 386-0026)へ 

 

 

○講座・教室

 
アレルギー連続講座

｢アレルギーをもっと知ろう｣ 
男女共同参画課　 381-3113　  381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、市民と協働で開催します。 

◆第1回｢アレルギーの基礎知識
〜アトピー性皮膚炎、スキン
ケアについて〜｣

と　き　7月15日㈯　10時～12時 
講　師　国立病院機構三重病院
副院長　井口光正さん 

参加料　300円 
◆第2回｢食物アレルギー最新情報｣
と　き　10月22日㈰　10時～12時 
講　師　愛知小児保健医療総合
センターアレルギー科医長　

伊藤浩明さん 

参加料　300円 
◆第3回｢お父さんと子どものた

めの親子クッキング｣
と　き　11月11日㈯　10時～12時 
講　師　調理師　青木好子さん 
定　員　大人9人、子ども5人 
参加料　大人1,000円、子ども
500円 

※第3回のみ予約が必要です。 

※お母さんも参加できます。 

ところ　いずれもジェフリーすずか 
主　催　アレルギーっ子の会 
　｢あおぞらくらぶ｣ 

申込み　電話、ファクスで、すずか
のぶどう(　・　387-0767)へ 

※各回、託児あり(要予約、1人300円) 

 
親子体操教室

市立体育館　 387-6006　 387-6008 

◆すくすくクラス
対　象　3歳～就学前の子ども
と保護者 

と　き　7月26日㈬、27日㈭、8

月3日㈭、4日㈮、17日㈭、22

日㈫、23日㈬　10時～11時30

分(全7回) 

ところ　市立体育館(大会議室・
正体育館) 

定　員　20組 
◆わんぱくクラス
対　象　小学校1年生～4年生の
児童と保護者　 

と　き　7月25日㈫、27日㈭、

8月4日㈮、8日㈫、17日㈭、

22日㈫、23日㈬　13時30分

～15時(全7回) 

ところ　市立体育館(正体育館・
副体育館) 

定　員　20組 
参加料　両クラスとも、子ども
700円、大人1,300円(スポーツ

保険料を含む) 

申込み　7月21日㈮までに、参加料
を添えて、直接、市立体育館へ 

とき・内容・定員
◆機械工学のひとこま
　ペットボトルロケットの製作コース、小型自動

車分解組立コース、マインドストームコース 

と　き　8月7日㈪、8日㈫(2日間) 
定　員　中学生40人 
締　切　7月20日㈭ 
◆やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回： 7月24日㈪、第2回： 25日㈫ 

定　員　中学生各10人 
締　切　7月10日㈪
◆FLASHで動く！魅せる！！ホームページ作り
と　き　8月9日㈬ 
定　員　小学5・6年生、中学生15人 
締　切　8月2日㈬ 
◆作ってみよう、調べてみよう、マテリアル
と　き　8月2日㈬、3日㈭(2日間) 

定　員　中学生20人 
締　切　7月24日㈪ 

◆ワイヤレスマイクをつくろう
と　き　8月11日㈮ 
定　員　小学5･6年生20人 
締　切　7月28日㈮ 
◆身のまわりのおもしろ化学実験
※生物応用化学科・化学実験グループ主催

※この講座は｢子どもゆめ基金助成金｣による活動です。 

と　き　8月1日㈫、2日㈬(2日間) 
定　員　中学生60人 
締　切　7月25日㈫
ところ　いずれも鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　いずれも無料(一部材料費が必要です) 
申込み　それぞれの講座の申込締切日までに、往復
はがきで、希望講座名、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

学年、学校名、性別、電話番号、保護者氏名を記入の

上、〒510-0294　白子町　鈴鹿高専庶務係へ 

※やさしいエレクトロニクス教室については、希望日も記

入してください。 
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国際理解のつどい　韓国フェ
ア

　106万3,000人。これは、厚生労働省の人口動態統

計で示された昨年生まれた赤ちゃんのおよその数です。

106万人を超える赤ちゃんの数は、多い数なのでしょう

か。実は、統計を始めてから過去最少の数です。日

本の総人口は、1899年以来で初めての減少(マイナス

2万1,000人)に転じました。未来を担う子どもたちの数

が少ないということは、社会や地域の活気や労働力、

社会保障制度などさまざまな面において影響が出てく

ると考えられます。今、皆さんの周りには、街角や公

園などに集まり、友だちと元気に楽しく遊ぶ子どもたち

の姿はあるでしょうか。そんな光景が少なくなっている

のは、近ごろ、子どもが被害に遭う痛ましい事件がテ

レビや新聞などで報道され、子どもの人権が脅かされ

ていることも大きく影響しているのかもしれません。 

　子どもの人権にかかわることの一つに｢子どもへの

虐待｣の問題があります。 

　児童相談所における児童虐待相談処理件数は、

1990年の1,101件から2003年には2万6,573件へと20倍

以上になっています。これは、相談された数ですから、

実際には、もっと多くの虐待があると考えられています。

虐待が増えていく背景には、多くのストレスを生み出

す社会のあり方や、子育ての悩みを一人で抱え込ん

でしまう保護者の状況があります。 

　このような状況の中で、1994年に子どもの人権を

守るために｢子どもの権利条約｣が批准され、2000

年には｢児童虐待防止法｣が制定されました。さらに

この法律は、2004年に改正され、虐待を受けた子

どもを見つけた場合だけでなく、虐待を受けたと思

われる子どもを見つけた人は、市や児童相談所な

どに通告する義務があるとするなど、子どもを虐待

から守る仕組みが強められました。さらに、たとえ親

や保護者や同居の人であっても、また、しつけの名

目であっても、子どもを虐待してはいけないと定め

ています。何よりも、子どもの人権や命を守ることが

優先されます。 

　虐待の内容としては、①体に苦痛を与えること、

②性的な苦痛を与えること、③適切な衣食住の世

話をしないこと、④言葉や態度で子どもの心を傷つ

けることの4つをあげています。 

　子どもは、社会の宝です。かけがえのない子

どもの成長と人権を守るために、一人ひとりが

地域における子育ての役割を担い、みんなで子

どもを見守っていきたいものです。また、子育

てに悩んでいる保護者を地域で支えていくこと

も大切です。地域で知恵を出し合い、できるこ

とから始めていきませんか。 



の情報情報 の情報情報 の情報 電 　 話 電子メール ホームページファクス

かけがえのない子どもを守るために  

人権政策課　　 382-9011　 382-2214　 jinkenseisaku@city.suzuka.mie.jp 
人権教育課　　 382-9030　 383-7878　 jinkenkyoiku@city.suzuka.mie.jp 

 

 

○催し物

 
夏のつどい(社会見学)

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.mie.jp

対　象　市内在住でひとり親家
庭(母子・父子・準母子)の小

学生とその保護者 

と　き　8月6日㈰
ところ　なにわ海の時空館と海
遊館(大阪市) 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
参加費　1,000円 
定　員　80人 
申込み　7月10日㈪から20日㈭

までに、電話で、子育て支援課へ 

※参加者には、後日、案内を送付します。 

 
夏休み手作り絵本教室
図書館　 382-0347　 382-4000

toshokan@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月3日㈭、4日㈮

　9時30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　テーマ｢のびるえほん｣ 
定　員　各60人(親子参加可能) 
参加料　400円(材料費) 

申込み　7月12日㈬9時から、図

書館2階視聴覚室で先着順で受

け付けます。 

※釣り銭のいらないようにお願いします。 

※電話での申し込みはできません。 

※昼食は各自でご持参ください。 

 
夏休み子どもおはなし会

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

と　き　7月22日㈯　13時30分～
14時30分 

ところ　図書館2階会議室 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　50人 
入場料　無料 
 

夏の鈴鹿川体験
環境政策課　 382-7954　 382-2214

kankyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　8月20日㈰　10時～15時 
ところ　鈴鹿川河川緑地 
主　催　夏の鈴鹿川体験実行委員会 
※小学生は保護者同伴で参加してください。 

■川歩き体験をしてみませんか
　当日、川の中で水生生物や水

辺の植物の採集や観察を行います。 

定　員　150人(応募多数は抽選) 
申込み　7月28日㈮までに、はがき、

ファクス、電子メールで｢鈴鹿川歩

き参加希望｣、参加代表者の住所、

氏名、年齢、電話番号と参加者全

員の氏名、年齢、川歩き参加希望

時間(10時、11時、13時、14時のい

ずれか)を記入の上、〒510-0241　

白子駅前18-15　すずかのぶど

う｢夏の鈴鹿川体験実行委員会

鈴鹿川歩き係｣(　・　387 -

0767　 budou@mecha.ne.jp)へ 

※8月10日(木)までに、抽選結果と当

日の詳細を連絡します。 

 
第14回伊勢形紙まつり

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.mie.jp

と　き　7月22日㈯、23日㈰
　9時～16時 

ところ　伝統産業会館 
内　容 
○新作｢漆器との融合｣作品展 

○伊勢形紙オークション 

○伊勢形紙小紋Tシャツ染め実演・販売 

○ふるさと体験・交流事業(体験教室：無料) 

○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 
※詳しくは、伊勢形紙協同組合 

　(　 386-0026)へ 

 

 

○講座・教室

 
アレルギー連続講座

｢アレルギーをもっと知ろう｣ 
男女共同参画課　 381-3113　  381-3119

danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp

　男女共同参画市民企画支援事

業として、市民と協働で開催します。 

◆第1回｢アレルギーの基礎知識
〜アトピー性皮膚炎、スキン
ケアについて〜｣

と　き　7月15日㈯　10時～12時 
講　師　国立病院機構三重病院
副院長　井口光正さん 

参加料　300円 
◆第2回｢食物アレルギー最新情報｣
と　き　10月22日㈰　10時～12時 
講　師　愛知小児保健医療総合
センターアレルギー科医長　

伊藤浩明さん 

参加料　300円 
◆第3回｢お父さんと子どものた

めの親子クッキング｣
と　き　11月11日㈯　10時～12時 
講　師　調理師　青木好子さん 
定　員　大人9人、子ども5人 
参加料　大人1,000円、子ども
500円 

※第3回のみ予約が必要です。 

※お母さんも参加できます。 

ところ　いずれもジェフリーすずか 
主　催　アレルギーっ子の会 
　｢あおぞらくらぶ｣ 

申込み　電話、ファクスで、すずか
のぶどう(　・　387-0767)へ 

※各回、託児あり(要予約、1人300円) 

 
親子体操教室

市立体育館　 387-6006　 387-6008 

◆すくすくクラス
対　象　3歳～就学前の子ども
と保護者 

と　き　7月26日㈬、27日㈭、8

月3日㈭、4日㈮、17日㈭、22

日㈫、23日㈬　10時～11時30

分(全7回) 

ところ　市立体育館(大会議室・
正体育館) 

定　員　20組 
◆わんぱくクラス
対　象　小学校1年生～4年生の
児童と保護者　 

と　き　7月25日㈫、27日㈭、

8月4日㈮、8日㈫、17日㈭、

22日㈫、23日㈬　13時30分

～15時(全7回) 

ところ　市立体育館(正体育館・
副体育館) 

定　員　20組 
参加料　両クラスとも、子ども
700円、大人1,300円(スポーツ

保険料を含む) 

申込み　7月21日㈮までに、参加料
を添えて、直接、市立体育館へ 

とき・内容・定員
◆機械工学のひとこま
　ペットボトルロケットの製作コース、小型自動

車分解組立コース、マインドストームコース 

と　き　8月7日㈪、8日㈫(2日間) 
定　員　中学生40人 
締　切　7月20日㈭ 
◆やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回： 7月24日㈪、第2回： 25日㈫ 

定　員　中学生各10人 
締　切　7月10日㈪
◆FLASHで動く！魅せる！！ホームページ作り
と　き　8月9日㈬ 
定　員　小学5・6年生、中学生15人 
締　切　8月2日㈬ 
◆作ってみよう、調べてみよう、マテリアル
と　き　8月2日㈬、3日㈭(2日間) 

定　員　中学生20人 
締　切　7月24日㈪ 

◆ワイヤレスマイクをつくろう
と　き　8月11日㈮ 
定　員　小学5･6年生20人 
締　切　7月28日㈮ 
◆身のまわりのおもしろ化学実験
※生物応用化学科・化学実験グループ主催

※この講座は｢子どもゆめ基金助成金｣による活動です。 

と　き　8月1日㈫、2日㈬(2日間) 
定　員　中学生60人 
締　切　7月25日㈫
ところ　いずれも鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　いずれも無料(一部材料費が必要です) 
申込み　それぞれの講座の申込締切日までに、往復
はがきで、希望講座名、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

学年、学校名、性別、電話番号、保護者氏名を記入の

上、〒510-0294　白子町　鈴鹿高専庶務係へ 

※やさしいエレクトロニクス教室については、希望日も記

入してください。 
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国際理解のつどい　韓国フェ
ア

　106万3,000人。これは、厚生労働省の人口動態統

計で示された昨年生まれた赤ちゃんのおよその数です。

106万人を超える赤ちゃんの数は、多い数なのでしょう

か。実は、統計を始めてから過去最少の数です。日

本の総人口は、1899年以来で初めての減少(マイナス

2万1,000人)に転じました。未来を担う子どもたちの数

が少ないということは、社会や地域の活気や労働力、

社会保障制度などさまざまな面において影響が出てく

ると考えられます。今、皆さんの周りには、街角や公

園などに集まり、友だちと元気に楽しく遊ぶ子どもたち

の姿はあるでしょうか。そんな光景が少なくなっている

のは、近ごろ、子どもが被害に遭う痛ましい事件がテ

レビや新聞などで報道され、子どもの人権が脅かされ

ていることも大きく影響しているのかもしれません。 

　子どもの人権にかかわることの一つに｢子どもへの

虐待｣の問題があります。 

　児童相談所における児童虐待相談処理件数は、

1990年の1,101件から2003年には2万6,573件へと20倍

以上になっています。これは、相談された数ですから、

実際には、もっと多くの虐待があると考えられています。

虐待が増えていく背景には、多くのストレスを生み出

す社会のあり方や、子育ての悩みを一人で抱え込ん

でしまう保護者の状況があります。 

　このような状況の中で、1994年に子どもの人権を

守るために｢子どもの権利条約｣が批准され、2000

年には｢児童虐待防止法｣が制定されました。さらに

この法律は、2004年に改正され、虐待を受けた子

どもを見つけた場合だけでなく、虐待を受けたと思

われる子どもを見つけた人は、市や児童相談所な

どに通告する義務があるとするなど、子どもを虐待

から守る仕組みが強められました。さらに、たとえ親

や保護者や同居の人であっても、また、しつけの名

目であっても、子どもを虐待してはいけないと定め

ています。何よりも、子どもの人権や命を守ることが

優先されます。 

　虐待の内容としては、①体に苦痛を与えること、

②性的な苦痛を与えること、③適切な衣食住の世

話をしないこと、④言葉や態度で子どもの心を傷つ

けることの4つをあげています。 

　子どもは、社会の宝です。かけがえのない子

どもの成長と人権を守るために、一人ひとりが

地域における子育ての役割を担い、みんなで子

どもを見守っていきたいものです。また、子育

てに悩んでいる保護者を地域で支えていくこと

も大切です。地域で知恵を出し合い、できるこ

とから始めていきませんか。 


