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納税の夜間窓口を開設します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月30日㈪、31日㈫
　20時まで 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
※北通用口は利用できません。南玄

関からお越しください。 

内　容　市税の納付、納税相談、
口座振替の手続きなど 

 
用途地域の見直しを 
検討しています 

都市計画課　 382-9063　 384-3938
toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、昭和48年に用途地域

を決定し、その後、市街化区域

の拡大や法改正などの社会環境

の変化に伴い、定期的な用途地

域の変更を行ってきました。 

　近年、大規模工業施設の移転な

どによる跡地に、新たな商業施設の

立地や住宅地開発が進むなど、社

会環境の変化に伴い土地利用が

変化しつつあり、住環境の保全や

市街化区域内未利用地の利用促

進などを含め、土地利用上の課題

への対応が求められています。 

　昨年の都市計画法の改正を受け、

現在、用途地域の見直し検討作業

を進めています。ご意見、ご質問な

どありましたら、都市計画課までご

連絡ください。 

 
特別支援通級指導教室 

すくすくルームを開級しました 

教育研究所　 382-9056　 383-7867
kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　学習障がい(LD)や注意欠陥多動性

障がい(ADHD)などの発達障がいのあ

る子どもたちを支援する通級指導教

室を開級しました。お子さんの様子

が心配な方はお問い合わせください。 

ところ　牧田小学校内 
活動時間　8時45分～17時15分
(土・日曜日、祝日を除く) 

内　容　普段は在籍している学校
で学習しながら、決められた時間

に通級して、指導を受けるための

教室です。読み、書き、計算など

特定の学習に困難があるお子さ

んや多動傾向のお子さんについ

ての相談や個別指導を行います。 

問合せ　通級指導教室｢すくすく
ルーム｣　 378-0750 

 
勤労青少年ホームの愛称が 
｢はぐはぐ｣に決まりました 

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

　6月から新たに子育て支援機能

を持ち合わせた複合施設として運

営している勤労青少年ホームの愛

称が｢はぐはぐ｣に決まりました。 

　はぐくむ、抱きしめる(ハグする)

という意味が込められています。 

 
図書館携帯サイトのご利用を 

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

　本の検索や予約が

携帯電話からもでき

るようになりました。

携帯電話で右のコー

ドを読み取るか、下記URLから

アクセスしてください。 

　ht tp : // l i b . c i t y . suzuka . l g . j p/  

　iliswing/we/opaci/kensaku.jsp 

 
鈴鹿市青少年対策推進本部
研修会を行います 

青少年課　 382-9055　 382-9053
seshonen@city.suzuka.lg.jp

　子どもの問題行動の現状につい

て共通認識し、その対応への研さ

んを深めるため、研修会を開催し、

市民が一体となった健全育成・非

行防止対策の推進を図ります。 

と　き　7月12日㈭　14時30分～17時 
ところ　鈴鹿市ふれあいホール(南
玉垣町6600) 

内　容 
○市長による｢早寝早起き朝ごは

ん運動キックオフメッセージ｣ 

○研修1｢携帯電話、インターネ

ットの安全で安心な使い方｣ 

○研修2｢万引きを防止するため

の学校・家庭・地域の役割｣ 

※当日、会場にお越しください。 

 

市営住宅の入居者を募集します　　住宅課　 382-7616　 382-7615　　 j u t a k u @ c i t y . s u z u k a . l g . j p

　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。申込者多数の場合は公開による抽選となります。 

団地名・所在地・構造・募集戸数・家賃
○ハイツ旭が丘　中旭が丘四丁目、中層耐火造4・5階、
3戸(1戸)、1万7,900円～3万9,900円 

○桜島　桜島町五丁目、中層耐火造4階、3戸(1戸)、
1万5,800円～3万6,900円 

○高岡山杜の郷　高岡台四丁目、中層耐火造3階、
3戸(1戸)、2万400円～4万6,600円 

※(　)内は優先戸数です。 

※募集戸数は平成19年6月15日現在の戸数です。抽選会まで入居

可能になる部屋も、抽選対象とします。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ので、ご了承ください。 

※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 
○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5日㈭から19日㈭まで(土・日曜日、祝日

を除く)の8時30分から17時15分までに、住宅課にあ

る申込書類に必要書類を添えて、直接、住宅課へ 

選考方法　9月初旬ごろ抽選により決定します。 
入居時期　平成19年9月下旬を予定 
優先措置　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。申込みの際に申し

出てください。 
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夏の交通安全県民運動を 
行います 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.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】
○子どもと高齢者の交通事故防止
○飲酒運転の根絶
○後部座席を含むシートベルト

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4件4人

の交通死亡事故が発生しています。

市民一人ひとりが、生命の尊さを深

く認識して、交通ルールの遵守と

交通マナーの実践に心掛け、交通

事故のない社会をめざしましょう。 

◆やめよう暴走運転
　深夜に爆音をとどろかせて暴走

する自動車・二輪車は、市民の皆

さんの安眠を妨害します。また、道

路で蛇行運転や信号無視を繰り返

すことによって、交通事故を誘発し

たり、自分の命をも失ったりする場

合があります。他人に迷惑を掛ける

ような暴走運転はやめましょう。 

 
伊船･長澤地区農業集落排水
処理施設の使用料徴収を 

委託します 

集落排水課　 382-9019　 382-0304
shurakuhaisui@city.suzuka.lg.jp

　平成19年度から供用を開始した、

伊船・長澤地区農業集落排水処理

施設の使用料については、伊船・

長澤地区農業集落排水処理施設

維持管理組合に徴収を委託します。 

 
国民年金保険料を免除する

制度があります 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金は、20歳以上60歳未満

のすべての方が加入する制度です。

保険料の納付を続けることで、年を

とったときの老齢基礎年金や万が

一のときの障害基礎年金、遺族基

礎年金が受け取れる制度です。 

　経済的な理由などで保険料を納

付することが困難な場合は、申請

により保険料の納付が免除となる

保険料免除制度をご利用ください。 

　平成19年度分(平成19年7月～

平成20年6月)の免除申請は、7月

から受付が始まりました。申請は原

則として、毎年手続きが必要です(平

成18年度に、全額免除または納付

猶予が承認された方で、翌年度以

降も引き続き全額免除または納付

猶予を申し込んだ方は除く)。 

　なお、平成18年4月以降に退職

(失業)した方は、雇用保険の受給

資格者証または離職票などの写

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 

 
｢限度額適用認定証｣ 

｢限度額適用・標準負担額減額
認定証｣の更新申請手続きを

お忘れなく 

保険年金課　 382-7605　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成19年4月1日から、高額療養

費は従来の後日申請の制度に加え、

70歳未満の方は入院した場合の1

カ月ごとの窓口での医療費の支払

いが自己負担限度額までとなる制

度が新たに加わりました。さらに住

民税非課税世帯の方には、この申

請により入院時の1回あたりの食事

代も減額されます(70歳以上の方は

これまでと同じです)。現在、次の認

定証をお持ちの方で更新希望の方は、

7月31日㈫が有効期限ですので、

忘れずに申請をお願いします。 

◆70歳未満の方
○限度額適用認定証(住民税課税世帯)
○限度額適用・標準負担額減額

認定証(住民税非課税世帯)
申請場所　保険年金課 
※未納の保険税があると適用されません。 

◆70歳以上の方
○限度額適用・標準負担額減額

認定証(住民税非課税世帯)
申請場所　保険年金課・地区市
民センター 

※地区市民センターで申請の場合ま

たは保険年金課でも別世帯の方が

申請された場合は郵送となります。 

はかりの検査を行います 

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

　はかりを掃除して、分銅などとと

もに検査会場へお持ちください。 

対　象　取引・証明に使用して
いるはかり 

と　き　7月19日㈭、20日㈮
　10時～15時 

ところ　神戸コミュニティセン
ター(神戸九丁目24-52) 

検査手数料　1台あたり250円～
2,200円 

※できる限り釣銭のいらないように

お持ちください。 

※三重県収入証紙は使用できません。 

※定期検査を受検しないと処罰され

ます(50万円以下の罰金)。 

 
不動産を公売します 

納税課　 382-9008　 382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構が不

動産の公売を行います。公売に

参加できる資格に制限がありま

すので、詳しくはお問い合わせ

ください。 

と　き　7月19日㈭　10時30分～11時 
ところ　県津庁舎6階第61会議室 
問合せ　三重地方税管理回収機
構徴収課(津市桜橋三丁目446-

34三重県津庁舎内)　059-213-

7355　 http://www.zei-kikou.jp/ 

 
夏のつどい(社会見学)の 
参加者を募集します 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.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5日㈰　8時30分～18時 
ところ　セントレアと南知多ビ
ーチランド(市役所・白子駅前・

西部体育館のいずれかからバ

スに乗車して出発します) 

主　催　鈴鹿市母子寡婦福祉会 
定　員　90人 
参加料　1人につき1,000円 
申込み　7月11日㈬から20日㈮ま
でに、電話で子育て支援課へ 

※参加者には、後日案内を送りします。 
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シルバー人材センター

くらしの情報 
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鈴鹿市シルバー人材センターの
事務所が移転しました 

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

　6月18日㈪から、鈴鹿市シルバー

人材センターは下記の場所に事

務所を移転しました。 

○旧所在地　神戸八丁目9-22 
　(市役所分館内) 

○新所在地　神戸一丁目17-5 
　(市役所別館第3　1階(市役所

立体駐車場の南側)) 

問合せ　鈴鹿市シルバー人材セ
ンター　382-6092(電話番号の

変更はありません) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成20年 春入隊の 
自衛官を募集します 

市民課　 382-9013　 382-7608
shimin@city.suzuka.lg.jp

■2等陸・海・空士(男子・女子)
対　象　18歳以上27歳未満 
受　付
○男子：7月1日㈰～9月7日㈮ 
○女子：8月1日㈬～9月7日㈮ 
試験期日　男子：9月24日(月・祝)、 

　女子：9月25日㈫ 

■一般曹候補生(男子・女子)
対　象　18歳以上27歳未満 
受　付　8月1日㈬～9月7日㈮ 
試験期日　1次試験：9月17日(月・祝)、

2次試験：10月5日㈮～12日㈮ 

■航空学生(男子・女子)
対　象　高校卒業(見込み含む)21
歳未満 

受　付　8月1日㈬～9月7日㈮ 
試験期日　1次試験：9月22日㈯、

2次試験：10月中旬以降 
【募集説明会】
と　き　7月1日㈰～9月16日㈰ 
　9時～18時 

ところ　四日市地域事務所 
問合せ　自衛隊三重地方協力本
部四日市地域事務所　 059-351-

1723 

 

○催し物

 
2007いきいき鈴鹿・みなウオーク 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月7日㈰　開会式8時

30分から(雨天決行) 

ところ　鼓ヶ浦サンスポーツランド
多目的グランド 

内　容
○｢不断桜子安観音と白子港｣コース(3km) 

○｢伊勢型紙と白砂青松100選｣コース(6km) 

○｢伊勢街道まちなみ潮風｣コース(12km) 

参加料　高校生以上500円、小・
中学生300円 

持ち物　弁当、水筒、雨具、帽子、
タオル、健康保険証など 

※歩きやすい服装でご参加ください。 

申込み　9月18日㈫までに、申込書に
必要事項を記入の上、参加料を添え

て、郵便局で振り込むか(振込み手

数料はかかりません)、スポーツ課へ 

※当日も受付しますが、参加記念品

などがない場合があります。 

※参加取り消しや不参加による返金

はできません。 

※小学生以下保護者同伴 

※スポーツドクターによるウォーキング

講習会も開催します。 

 
平和への祈り展(パネル展示
と原爆被災者による講演会) 

人権政策課　 382-9011　 382-2214
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月26日㈭～28日㈯
　10時～19時(28日は17時まで) 

ところ　ジェフリーすずか 
内　容 
○展示パネル　原爆と人間展、
中国新聞社の原爆報道記事、

ジャーナリスト広河隆一さん

の取材写真(イラク・チェルノ

ブイリと核の大地)、サダコと

折り鶴ポスターなど 

○ビデオ上映　アニメ、津の戦
争遺跡 

○参加コーナー　折り鶴を折って
広島に送ろう、平和の絵本を読もう 

○特別講演会｢原爆のはなしを聞
こう｣(26日㈭ 13時30分～15時)

原爆を体験された方のお話を

聞きます。 

※入場はすべて無料です。 

◆地場産業展
と　き　7月26日㈭～30日㈪　10時～17時 
ところ　じばさん三重6階ホール・展示室 
内　容　伝統工芸品の実演と体験、構成地域(三重県
および5市5町)PRコーナー、地場産品の展示・販売 

◆夏休み小学生じばさん講座
ところ　じばさん三重4階視聴覚室など 
○4年生対象(初級1日コース)
と　き　7月26日㈭、27日㈮、30日㈪　13時～16時 
内　容　地場産業についての説明や四日市萬古焼・
伊勢形紙の体験 

定　員　各日90人(先着順) 
申込み　7月19日㈭ 8時30分から、電話で、じばさん

三重(　 059-353-8100)へ 

○5・6年生対象(上級2日間コース)
と　き　7月28日㈯13時～16時、29日㈰10時30分～16時 

内　容　四日市萬古焼の器づくりや伊勢形紙の色紙
彫り体験 

定　員　40人(応募多数は抽選) 
申込み　7月20日㈮(必着)までに、はがきに住所、氏名
(1通で1人)、学年、電話番号を記入の上、〒510-0075　

四日市市安島一丁目3-18｢小学生じばさん講座｣係へ 

※抽選の場合は当選者のみに通知します。 

◆感謝フェア 
と　き　7月26日㈭～8月5日㈰　10時～19時 
ところ　じばさん三重1階名品館 
内　容　地場産品のお値打ちセール 
問合せ　じばさん三重　 059-353-8100

じばさん三重開館20周年記念地場産業フェア　産業政策課　 382-8698　 382-0304　 sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp
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自然観察会｢昆虫灯火採集｣ 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんに市内の自然につ

いて親しんでいただくため、昆虫の

灯火採集を行います。夏休みの自

由研究にもご活用ください。 

と　き　7月28日㈯　19時～21時(雨
天中止) 

ところ　加佐登神社(加佐登町椎
山2010) 

内　容　ライトに集まる昆虫の
採集・観察 

定　員　20人(先着順) 
参加料　無料 
申込み　7月19日㈭(必着)までに、

はがき、電話、ファクス、電

子メールのいずれかで、住所、

氏名、電話番号、参加人数を

環境政策課にご連絡ください。 

※詳しくは、申込者に後日連絡します。 

 
企画展 

｢どうぶつたちがやってきた｣ 

考古博物館　 374-1994　 374-0986
kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

と　き　7月14日㈯～9月2日㈰ 
ところ　考古博物館 
内　容　埴輪や土馬など動物に関
連する考古資料やはく製などの展示 

◆講演会｢馬形埴輪発見！−石薬
師東古墳群の発掘調査より−｣

と　き　7月14日㈯　14時から 
ところ　考古博物館 
講　師　服部芳人さん(四日市市
教育委員会) 

聴講料　無料 
 
夏休み子ども映画会 

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

対　象　児童(幼児・小学生)  
と　き　7月26日㈭、27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　世界の昔話や交通安全
などのアニメーション映画 

定　員　各100人 
入場料　無料 

夏休み子どもおはなし会 

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

と　き　7月21日㈯　14時～15時 
ところ　図書館2階視聴覚室 
内　容　絵本の読み聞かせ 
定　員　100人(当日受付) 
入場料　無料 
 
海からのメッセージ 

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

と　き　7月21日㈯　9時～16時 
ところ　鈴鹿水産研究室(白子一
丁目6277-4) 

内　容　 
○海洋調査船｢あさま｣の体験乗

船(11時～12時と13時～14時の

2回、定員各30人、小学生以下

は保護者同伴、荒天時中止) 

○砕波帯ネットによるなぎさの

生きもの観察 

○底引き網漁船による生きもの

などの調査 

○伊勢湾の環境に関する研究紹介 

○体験展示発表や体験ワーク(貝

殻を用いたキャンドルづくり、流

木アート、海藻押し葉づくりなど) 

参加料　無料 
申込み　海洋調査船｢あさま｣体験
乗船希望者は、7月12日㈭(消印有

効)までに、全員の氏名、住所、電話

番号、年齢、午前・午後の部(1つのみ)

を記入の上、郵便、ファクス、電子

メールで、〒510-0243津市広明町

13　三重県農水商工部水産室

(　059-224-2584　059-224-2608

　miemirai@pref.mie.jp)へ 

※申込みは1グループ1通までです。 

※応募者多数の場合は抽選します。 

問合せ　三重県農水商工部水産室 
 
レッツ・チャレンジ2007 

県立鈴鹿青少年センター　 378-9811　 378-9809
http://www.mie-sports.or.jp/suzukayc/

　鈴鹿青少年センターを拠点に、

海での体験活動や登山にチャレン

ジしたり、野外炊飯やテント泊、キ

ャンプファイヤーなどを体験します。 

対　象　小学5年生から中学2年生
までの児童・生徒で、海・山での

体験活動に参加できる方 

と　き　8月19日㈰～23日㈭
　(4泊5日) 

ところ　鈴鹿青少年センターとその周辺 
定　員　36人(応募者多数は抽選) 
参加料　有料(詳しくは、お問い
合わせください) 

申込み　7月7日㈯から31日㈫までに、
センター所定の用紙に必要事項を記

入の上、県立鈴鹿青少年センターへ 

 

 

 
夏休み手作り絵本教室 

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

と　き　8月2日㈭、3日㈮　9時

30分～15時 

ところ　図書館2階視聴覚室 
テーマ　楽しいパックン絵本 
定　員　各60人(先着順、親子で
も参加できます) 

参加料　300円(材料費) 
申込み　7月11日㈬9時から図書館
2階視聴覚室で受付します。 

※電話での申し込みはできません。 

※おつりの無いようにご準備ください。 

※当日の昼食は各自でご持参ください。 

 
親子体操教室 

体育館　 387-6006　 387-6008

○すくすくクラス
対　象　3歳～就学前の子と保護者 
と　き　7月26日㈭、8月1日㈬、
2日㈭、8日㈬、9日㈭、22日㈬、

29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1年生～4年生の
児童と保護者　 

と　き　7月25日㈬、8月1日㈬、
8日㈬、9日㈭、22日㈬、29日㈬、

30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　いずれも、子ども一人
1,000円、大人一人2,000円

(スポーツ保険料を含む) 

申込み　7月20日㈮までに、参加料
を添えて、直接、市立体育館へ 

くらしの情報 

催 し 物  

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

2007人権を考える市民のつどい 

の 7 月 納 税 
○固定資産税・都市計画税・・・2期
○国民健康保険税・・・・・・・1期
【納期限は7月31日㈫です】
※納税は、便利な口座振替で 

鈴鹿高専公開講座 

鈴鹿工業高等専門学校

368-1717　 387-0338
jim3@jim.suzuka-ct.ac.jp

ところ　鈴鹿工業高等専門学校 
受講料　無料(一部材料費、保険
代が必要) 

申込み　往復はがきで希望講座名、
郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、

電話番号、性別、学校名、学年、

保護者名を記入の上、〒510-0294

白子町鈴鹿高専地域連携係へ

(機械工学のひとこま、やさしいエ

レクトロニクス教室は希望日も記入) 

○機械工学のひとこま
と　き　第1回：7月30日㈪、

第2回：7月31日㈫  

定　員　中学生各24人 
材料費　1,000円 
締　切　7月13日㈮まで 
○やさしいエレクトロニクス教室
と　き　第1回：7月26日㈭、

第2回：7月27日㈮  

定　員　中学生各10人 
材料費　300円 
締　切　7月10日㈫まで 
○ Flashで動く！魅せる！！

　ホームページ作り
と　き　7月27日㈮ 
定　員　小学5・6年生、中学生20人 
締　切　7月17日㈫まで 
○材料科学の夏の祭典　MATERIALS
　SUMMER SCIENCE FAIR 2007 
と　き　8月6日㈪、7日㈫(全2日) 
定　員　小学5・6年生、中学生20人 
締　切　7月20日㈮まで 
○発電機をつくろう
と　き　8月23日㈭ 
定　員　小学5・6年生20人 
保険代　約400円 
締　切　7月23日㈪まで 
○身のまわりのおもしろ化学実験
と　き　8月7日㈫、8日㈬(全2日) 
定　員　中学生63人 
締　切　7月31日㈫ 
※身のまわりのおもしろ化学実験は｢子

どもゆめ基金助成金｣による活動です。 
 

子ども科学体験教室2007 

県科学技術振興センター　329-3620　 329-8016
kagi@pref.mie.jp

対　象　主に小学生 
と　き　7月28日㈯、29日㈰

　10時～16時 

ところ　鈴鹿山麓研究学園都市
センター(四日市市桜町3690-1) 

内　容　科学実験や工作を行い、
科学のおもしろさを体験します。 

参加料　無料 
※事前申込みは不要ですが、材料がなく

なりしだい終了するコーナーがあります。 

　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、｢人権を考える市民のつどい｣を開

催しています。16回目となる今年は｢愛と平和のコ

ンサート｣と題して｢命の大切さ｣をテーマに世界の

名曲演奏や、子どもと親の命のメッセージ(手記・

遺稿)を紹介し、みんなが生命(いのち)を輝かせて

生きられる人権文化のまちづくりを考えます。 

　近年、いじめ、自殺、殺人、虐待、孤独死など、

命にかかわる事件が多発しています。 

　特に、いじめは、相手の気持ちや他者とのちが

いを理解せず、自分のこととしてとらえることが

できないことから起こります。 

　人は一人で生きているわけではありません。お

互いに支え合い、地球という一つの場所に生きて

います。だからこそ、お互いを認め、理解しあう

ことがとても大切です。豊かな人生を送るためにも、

今一度、人々の心の中にあるぬくもりや、あたた

かさ、命の大切さを見つめ直す必要があるのでは

ないでしょうか。 

2007人権を考える市民のつどい 
｢愛と平和のコンサート｣ 

と　き　8月3日㈮　19時開演(30分前開場) 
ところ　文化会館けやきホール 
プログラム
○第1部　名曲アルバムから
　手のひらを太陽に／サウンド・オブ・ミュージック

メドレー／千の風になって／チゴイネルワイゼンほか 

○第2部　命のメッセージから
　｢イジメ・・・｣中学二年女子生徒遺稿／｢彩花｣母の

手記／｢出郷｣明石海人遺稿 

○第3部　親子で歌いつごう日本の歌百選から
　夏は来ぬ／涙そうそう／翼をください　 

出　演　アムジー室内合奏団、山中雅博(バリトン)、
鈴鹿女声コーラス、石川楊子 

定　員　500人(先着順) 
入場料　無料 
※託児あり(先着10人)。希望者は、7月25日(水)までに、

電話、ファクス、電子メールで人権政策課へ 
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おわびと訂正 

◆6月20日号6ページ、くらしの情報

「平成18年度下半期水道事業の

業務状況」において、平成19年3月

31日現在の給水戸数に誤りがあり

ましたので、おわびして訂正します。 

　(誤) 7万6,211戸 

　(正) 7万7,805戸 

◆6月20日号6ページ、くらしの情報

「国保脳ドック受診者を募集しま

す」において、定員の記載漏れ

がありました。定員は220人で、

応募多数の場合は抽選となります。

おわびして訂正します。 




