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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　10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 

 
ブロック塀などの除却工事
に助成を行っています 

建築指導課　 382-9048　 384-3938
kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時のブロック塀などの倒壊事

故を未然に防ぎ、通行人の安全と

災害時の避難路を確保し、安全で

安心できるまちづくりに寄与するこ

とを目的として、ブロック塀の除却

工事に対して助成を行っています。 

対　象　公道(セットバックが必要な
道路を除く)に面するブロック塀な

どで、高さが1mを超えるものなど 

※詳しくはお問い合わせください。 

助成内容　市職員が現場確認をし

た上で、市の積算に基づいた除却

費を算出し、市の算出した費用の

2分の1を25万円を限度に助成します。 

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。 

鈴鹿市民会館が使用できません 

市民会館　 382-0654　 382-3109

　平成20年11月1日㈯から12月28

日㈰まで、市民会館手動吊物装置

などの改修工事のため、ホールおよ

び展示室の使用ができません。ご

理解・ご協力をお願いします。 

 
手作り作品展示販売出展者を

募集します 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　｢ジェフリーふぇすた｣では、手作り

の手工芸品の展示販売ブースを設け、

将来起業を考えている人や手作り作

品を通したネットワークづくりを支援し

ます｡パッチワーク、編物、アクセサリー、

小物、人形、絵など自分の作品を展

示販売してみたい方を募集します｡ 

と　き　平成20年2月3日㈰

　10時～16時 

ところ　ジェフリーすずか 
定　員　20人(応募多数は抽選) 
申込み　11月10日㈯までに、作品

見本を持ってジェフリーすずかへ 

※フリーマーケットではありませんので、

販売品は自作品に限ります｡ 

※飲食物は販売できません｡ 

※営業の方はお断りします｡ 

市有財産を 
一般競争入札により売却します 

住宅課　 382-7616　 382-7615
jutaku@city.suzuka.lg.jp

◆売払物件1
所在地　東玉垣町字井龍田2657番119 
現　況　宅地 
地　目　宅地 
地　積(実測)　213.73㎡ 
用途地域　第1種中高層住居専用
地域 

予定価格　764万5,000円(売却最
低価格) 

◆売却物件2
所在地　東玉垣町字井龍田2657番3、
東玉垣町字乙戸部2800番84 

現　況　いずれも宅地 
地　目　いすれも宅地 
地　積(実測)　57.99㎡、181.92㎡
(合計239.91㎡) 

用途地域　第1種中高層住居専用
地域 

予定価格　647万4,000円(売却最
低価格) 

◆入札参加申込み　10月9日㈫か
ら24日㈬(土・日曜日、祝日を除

く9時30分～16時)まで受付します。

直接、住宅課へお越しください。 

※郵送による申込みはできません。 

【現地説明会】 
と　き　10月9日㈫　物件1は15

時から、物件2は16時から 

ところ　いずれも売払物件所在地 
※入札参加資格や入札参加申込みな

ど詳しくは、住宅課へ 

お 知 ら せ  

◆募集団地・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5階 

　3戸(1戸)　1万7,600円～4万500円 

○桜島(桜島町五丁目) 

　中層耐火造4階 

　2戸(0戸)　1万5,400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)　2万200円～4万7,800円 

※募集戸数は9月18日現在の戸数です。抽選会まで

入居可能となる部屋についても抽選対象とします。 

※(　)内は、優先戸数です。 

※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)
○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　10月5日㈮から19日㈮(土・日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで)
までに、住宅課に備え付けの申込書類に必要書類を添えて、直接、住宅課へ 

※申込書類をお渡しできるのも10月5日(金)からになります。 

◆選考方法　12月初旬ごろ、抽選で決定します。 
◆入居時期　12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。 

※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。 

　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。 

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
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市街化調整区域における 
地区計画制度の運用基準(案) 
への意見を募集します 

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

 

 

 

 

 

　昨年の都市計画法の改正により、

本年11月30日から、市街化調整区

域における大規模開発許可基準が

廃止され、大規模な開発行為を行う

ためには、地区計画の決定に関する

都市計画の手続きをもって、開発行

為の可否を判断することになります。 

　市では、より地域の実情に応じた

制度活用を図るため、取りまとめた

素案｢市街化調整区域における地

区計画の運用基準(案)｣に対して、

皆さんの意見を募集します。 

募集期間　10月9日㈫～11月7日㈬ 
閲覧場所　都市計画課、市政情
報課、市ホームページ 

意見提出方法　意見書(様式は任意)
に氏名、住所を記入の上、直接、

または郵送、ファクス、電子メー

ルで都市計画課へ 

物流調査にご協力を 

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

　10月から11月にかけて、国土交通省、

愛知・岐阜・三重県、名古屋市の共

同で、中京都市圏に立地する事業所

を対象に物流調査が行われます。調

査票が送付された事業所の皆さんは、

調査へのご協力をお願いします。 

問合せ　中京都市圏物流調査実施
本部　 0120-541-256(無料、受付：

土・日曜日、祝日を除く9時～18時) 

 
1日合同行政相談所を開設します 

市民対話課　 382-9004　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　10月15日㈪から21日㈰までの

秋の行政相談週間にちなみ、市

では｢行政相談所｣を開きます。 

と　き　10月19日㈮　10時～16時 
ところ　ジェフリーすずか 
内　容　年金、国政、県政、相続、
登記、境界など 

相談担当者　行政相談委員 
※三重社会保険事務局、鈴鹿県民センター、

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)、行政書士、

土地家屋調査士、税理士(事前予約制)、

不動産鑑定士、東海総合通信局、行政

評価事務所の相談員と合同で行います。 

※予約は市民対話課へ 

労働保険の加入手続はお済ですか 

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

　労働保険(｢労災保険｣と｢雇用保険｣)

は、政府が管理・運営する強制的な

保険で、農林水産業の一部を除き、

労働者を一人でも雇用している場合、

事業主や労働者の意思にかかわらず

必ず加入することが労働保険徴収法

で定められています。 

　厚生労働省では、10月を｢労働保険

適用促進月間｣と定め、｢労働保険の未

手続事業場の一掃｣を重点項目に掲げ、

三重県労働保険事務組合連合会と連

携して未手続事業場の個別訪問など

により、加入促進を図っています。労働

保険の加入手続をとっていない事業主

は、速やかに加入手続をお願いします。

特に、労災保険事故が未手続事業場で

発生した場合は、さかのぼって保険料

を徴収するほか、労災保険から給付を

受けた金額の100％または40％を事業

主から徴収することになっています。 

問合せ　三重労働局総務部労働
保険徴収室　 059-226-2100 

 
通訳・翻訳ボランティア制度を

ご利用ください 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　㈶三重県国際交流財団では、自

くらしの情報 

お 知 ら せ  

【酒酔い・酒気帯び運転の厳罰化】
○酒酔い運転(飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為)
　5年以下の懲役または100万円以下の罰金（改正前は3年以下の懲役ま

たは50万円以下の罰金） 

○酒気帯び運転(体内のアルコール濃度が呼気1リットル中、0.15mg以上で運転する行為)
　3年以下の懲役または50万円以下の罰金(改正前は1年以下の懲役また

は30万円以下の罰金) 

【車両や酒の提供者、同乗者に対する罰則を新設】
○車両の提供者(酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して車両を提供した者)
　酒酔い　　5年以下の懲役または100万円以下の罰金 
　酒気帯び　3年以下の懲役または50万円以下の罰金 
○酒類の提供者(飲酒運転をするおそれのある者に対して酒類を提供した者)
　酒酔い　　3年以下の懲役または50万円以下の罰金 
　酒気帯び　2年以下の懲役または30万円以下の罰金 
○同乗者(ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれ

るよう依頼・要求をして、酒酔い運転や酒気帯び運転の車両に同乗した者)
　酒酔い　　3年以下の懲役または50万円以下の罰金 
　酒気帯び　2年以下の懲役または30万円以下の罰金 

【酒気帯びの呼気検査拒否の罰則を強化】
○呼気検査を拒否・妨害した者
　3月以下の懲役または50万円以

下の罰金(改正前は30万円以下の

罰金) 

【ひき逃げなどの罰則を強化】
○ひき逃げの場合
　10年以下の懲役または100万円

以下の罰金(改正前は5年以下の

懲役または50万円以下の罰金) 

　付加点は従来通り23点 

【その他の改正点】
○過労・麻薬等運転の罰則の強化 

○悪質違反を下命・容認した車の

使用者などに対する罰則の強化 

○警察官への免許証提示が義務化 

○安全運転管理者などの欠格要

件が強化 

道路交通法が一部改正されました　　防災安全課　 382-9022　 382-7603　 bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　道路交通法が一部改正され9月19日から施行されました。改正の要点について紹介します。 

めいてい 
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全国地域安全運動を行います
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治会やスポーツ少年団など公共的団

体が、外国人との交流イベントを行う

ときの通訳や、チラシなどの翻訳を行

うボランティアを紹介しています。 

対応言語　英語、中国語、ポルトガ
ル語、スペイン語、韓国朝鮮語、

タイ語、フランス語、ドイツ語、ヘ

ブライ語、インドネシア語、モンゴ

ル語、ハンガリー語、オランダ語 

費　用　下記費用が必要になります。 
○通訳謝金　3時間以内の場合1,000円、

3時間以上の場合2,000円 

○翻訳謝金　A4用紙1枚あたり

1,000円 

○ボランティア活動保険への加入費用 

○活動に必要な交通費や実費 

※日程などについてはお問い合わせください。 

◆｢通訳・翻訳ボランティア｣を
募集しています

活動内容　地方公共団体などから
の依頼に基づき、外国からの訪

問者のアテンドやレセプションで

の通訳、案内文書やパンフレット

などの翻訳など 

登録期間　１年間(平成20年5月
31日まで) 

募集言語　ポルトガル語、スペ
イン語、タガログ語、タイ語、

インドネシア語など 

申込方法　来訪、電話、電子メー
ルで資料を請求いただくか、財団

ホームページ(　http://www.mief. 

　or.jp)から申込用紙をダウンロ

ードして、申込んでください。 

登録までの流れ　面談により、活動
可能日や地域、活動希望内容

などを確認の上、登録します。 

問合せ　㈶三重県国際交流財団(〒
514-0009津市羽所町700アスト

津3階)　 059-223-5006　 059-

223-5007　mief@mief.or.jp 

 
JICA海外ボランティアを

募集します 

市民対話課　 382-9058　 382-7660
shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　11月9日㈮まで、平成19年度秋

JICAボランティア(青年海外協力

隊・日系社会青年ボランティア・

シニア海外ボランティア・日系

社会シニアボランティア)を募集

しています。 

◆体験談・説明会
　帰国した隊員の体験談や、募

集に関する説明会を開きます(予

約不要)。 

○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14日㈰ 14時から
アスト津3階(津市)、10月23日㈫

19時から　じばさんみえ5階(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14日㈰　10時
30分から  アスト津3階(津市)、

10月23日㈫ 19時から　じばさ

んみえ2階(四日市市) 

問合せ　JICA中部　　052-702- 
　1391(平日9時30分～17時30分)

　http: / /www.j ica .go. jp/ 

 
カネミ油症に係る 
検診を行います 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　全国油症治療研究班によるカ

ネミ油症一斉検診が行われます。

三重県を対象とした検診日時な

どは次のとおりです。 

と　き　12月～平成20年1月ごろ(予定) 
ところ　独立行政法人国立病院
機構名古屋医療センター(名古

屋市中区三の丸四丁目1-1) 

検査項目　内科的診察、皮膚科的
診察、眼科的診察、歯科的診察、

婦人科的問診、問診票、血圧測定、

胸部レントゲン検査、尿検査、

血液検査など 

問合せ　愛知県健康福祉部健康担
当局生活衛生課　 052-954-6297 

○催し物

 
新｢信綱かるた道｣ 
完成記念ウォーク 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月21日㈰　10時30分

～13時30分(少雨決行)　 

ところ　石薬師小学校運動場・
佐佐木信綱記念館周辺 

内　容　○信綱かるた道散策 
○園児・児童による合唱、風乱舞に

よるダンス、石薬師音頭、太鼓連、

信綱かるた朗詠、模擬店 

主　催　佐佐木信綱顕彰会　 
参加料　無料 
問合せ　佐佐木信綱記念館内係
　・　374-3140 

 
佐佐木信綱記念館特別展 

文化課　 382-9031　 382-9071
bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月17日㈬～12月16日㈰
　9時～16時30分 

※月曜日と第3火曜日は休館です。 

ところ　佐佐木信綱記念館「1階
展示室」(石薬師町1707-3) 

内　容　｢信綱の旅と歌－旅ごころは、
歌ごころを生む－｣をテーマに、6歳

から晩年までの信綱の旅を取り上げ、

旅で詠んだ短歌を中心に展示します。 

入館料　無料 
問合せ　佐佐木信綱記念館　・　
374-3140

　全国地域安全運動は、地域安全に取り組む関係機関・団体・警察が、地

域安全活動を強化し、相互間の連携を図ることで、地域安全活動の効果を

定着させ、安心して暮らせる地域社会を実現することを目的に行います。 

メインスローガン　みんなでつくろう安心の街 
期　間　10月11日㈭～20日㈯ 
運動の重点
〇子どもの犯罪被害防止　〇住宅を対象とする侵入犯罪の防止 

〇自転車の盗難防止　○車上ねらいなど駐車中の車両を対象とする犯罪の防止 

催 し 物  
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リサイクルフェア2007 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月28日㈰　9時30分～
12時 

ところ　鈴鹿地域職業訓練セン
ター(鈴鹿ハイツ1-20) 

内　容　市内で回収された使用
可能な不要品(家具、衣類など)、

三重県電器商業組合鈴鹿支部

より提供された電化製品を無

料で提供(品物によっては抽選)。 

◆衣類を募集しています
　家庭で不要となった再利用可

能な衣類(新品または洗濯したもの)

を提供してください(汚れている

もの・下着・くつ下は不可)。 

申込み　10月18日㈭までに、電

話で廃棄物対策課へ 

引取り　10月19日㈮～25日㈭
　9時～16時 

※申込みの際に引取り日をお知らせし、

職員が申込者宅へ伺います。 

※10月25日(木)16時まで、直接廃棄

物対策課へ持ち込みもできます。 

※ハンガーは、外してください。 

※衣類の状態によってはお断りする

場合もあります。 

 
自然観察会 

｢ドングリ博士になろう｣ 

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、

ドングリの観察会を行います。 

と　き　10月21日㈰　9時～12時

(少雨決行) 

ところ　考古博物館(国分町224) 
内　容　いろいろなドングリを採集
して、見分け方を学習します。 

定　員　30人(応募多数は抽選) 
参加料　無料 
申込み　10月12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。 

第1回万葉の植物をたずねて 
―伊勢国分寺が花開いた時代、 
万葉集に詠まれた草花を探そう― 

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

と　き　11月4日㈰　9時～12時 
ところ　菅原神社周辺(集合場所
は考古博物館) 

講　師　桐生定巳さん 
定　員　30人(小学生は保護者同伴) 
持ち物　ビニール袋 
申込み　10月20日㈯(消印有効)ま
でに、往復はがきに｢第1回万

葉の植物をたずねて｣と記入し、

参加者全員の住所、氏名、年齢、

電話番号を記入の上、〒513-

0013　国分町224　考古博物館へ 

 
実演会｢伝統工芸士の技―鈴鹿墨―｣
と体験講座｢にぎり墨作り｣ 

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

　墨作りの技を身近に見て、実際

に自分で墨を作ってみませんか。

作った墨は持ち帰ることができます。 

と　き　10月14日㈰　10時から

と14時からの2回 

ところ　考古博物館 
講　師　伊藤　忠さん(伝統工芸士) 
※数量限定につき先着順になります。 

 
第3回すずかコスモスまつり 

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

と　き　10月20日㈯、21日㈰
　9時～15時(少雨決行) 

ところ　地子町地内 
 

 

 

 

 

 

 

※駐車場は鈴鹿農協駐車場です。会

場までシャトルバスで送迎します。 

内　容　写生大会(小学生以下対象)、
フォトコンテスト、俳句大会、

三重県産農産物を活用した手

作り体験道場、ダンス大会、

コンサートなど 

※天候などの都合により変更・中止

する場合があります。 

問合せ　アグリ夢創りプロジェ
クト事務局(飯野寺家町816鈴

鹿商工会議所内)　 382-3222

　 383-7667 

 
ウィンターアドベンチャー 

県立鈴鹿青少年センター
　 378-9811　 378-9809

　冬の森の観察やクラフト、野

外炊飯などを楽しむキャンプです。 

対　象　小学5年生～中学2年生 
と　き　12月1日㈯、2日㈰(1泊2日) 
ところ　鈴鹿青少年センターと
その周辺 

定　員　36人程度 
参加料　4,000円 
申込み　10月20日㈯から11日16日
㈮(必着)までに、センター所定の

用紙で、鈴鹿青少年センターへ 

 

○講座・教室

 
男女共同参画市民企画支援事業 

男女共同参画課　 381-3113　 381-3119
danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　市民の皆さんが企画した男女

共同参画社会づくりにつながる

事業を協働で開催します。 

◆小 児 喘 息 を 学 び 自 分 の 子 ど も の
パパ看・ママ看(家庭看護師)になろう

とき・内容・定員
○第1回　10月26日㈮　10時～12時 
　子どもと親のリラクゼーショ

ン法｢タッピング・タッチ｣を学

び体験(講師：ホリスティック心

理学研究所カウンセラー　中川

祥子さん)、定員30人(要申込み) 

○第2回　12月9日㈰　10時～12時 
　小児喘息を克服しよう～発作

の原因と治療薬を学ぶ～(講師：

熱田小児科クリニック副院長　

熱田純さん)、定員40人(要申込み) 

ところ　いずれもジェフリーすずか 
主　催　小児喘息友の会てくてくの空 
参加料　無料 
申込み　すずかのぶどう(代行事務
　・　387-0767)へ 

託　児　定員10人、1人300円(要
申込み) 

くらしの情報 

催 し 物  

講座・教室 

コスモス
種まき会場

★

P P

P

市立図書館

中央総合病院

文化会館 鈴鹿郵便局

鈴鹿農協

中央道路
●

●

●
●



192007・10・5

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 

あなたのこころは、お元気ですか 

の 10月 納 税 
○市・県民税・・・・・・・・・3期
○国民健康保険税・・・・・4期 

【納期限は10月31日㈬です】 
※納税は、便利な口座振替で 

秋季スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

　 372-2250　 372-2260
http://www.garden.suzuka.mie.jp/

◆レベルアップ水泳(昼)
◆アクアビクス(夜)中上級
◆フィットネスヨガ(朝)
◆フィットネスヨガ(昼)
◆フィットネスヨガ(夜)
◆卓球
◆バレーボール
申込み　いずれの教室も、10月16
日㈫までに、直接来場いただくか、

ファクスに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、コース名を記入の上、

県営鈴鹿スポーツガーデンへ 

※インターネットでも最終日17時ま

で受付しています。 

※開催日、受講料など詳しくはお問

い合わせください。 

 
高齢者の就職・就業のための
技能講習(シニアワークプログラム) 

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

　この講習は、厚生労働省の委託を

受けて、60歳台前半層の高齢者の方

を対象に、就業・就職を促進するた

めに、(社)三重県シルバー人材セン

ター連合会などが実施するものです。 

◆社会保険労務士補助業務
と　き　11月26日㈪から12月7日

㈮までの土・日曜日を除く10日間 

ところ　鈴鹿市シルバー人材センター 
定　員　20人(先着順) 
受講料　無料 
◆農業支援講習
と　き　10月24日㈬から30日㈫

までの土・日曜日を除く5日間 

ところ　鈴鹿市シルバー人材セ
ンターほか 

定　員　20人(先着順) 
受講料　無料 
申込み　いずれの講座も、(社)鈴
鹿市シルバー人材センター(神

戸一丁目17-5　 382-6092)へ 

 
市民公開講座｢メタボリック 
シンドロームを考えてみよう｣ 

健康づくり課　 382-2252　 382-4187
kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月17日㈬　13時～16時
30分 

ところ　保健センター健康教育室 
内　容　糖尿病療養指導士によ
る講話、実技、食事相談など 

参加料　無料 
申込み　鈴鹿中央総合病院栄養
管理科　田島(　 384-1029)へ 

 
おもしろ自然科学教室 

県立鈴鹿青少年センター
　 378-9811　 378-9809

対　象　小学校5・6年生で、なるべく

４回通して参加できる方 

と　き　11月17日㈯、12月22日㈯、
平成20年1月19日㈯、2月16日㈯

いずれも9時～15時 

ところ　鈴鹿青少年センター創作室 
定　員　40人 
参加料　各回1,500円(材料費、昼
食代、保険代など) 

申込み　10月10日㈬から31日㈬

までに、センター所定の用紙で、

鈴鹿青少年センターへ 

 
語学講座 

ジョセフ先生のビジネス英語 

鈴鹿国際大学国際交流センター

　 ・　 372-3944
koukai @suzuka-iu.ac.jp

と　き　10月24日から12月12日
までの毎週水曜日　18時30分

～20時(全8回) 

ところ　鈴鹿国際大学C204教室 
講　師　ジョセフ　ドュースライト 
　(本学教員) 

定　員　15人 
受講料　8,000円 
申込み　10月17日㈬までに、鈴鹿

国際大学国際交流センターへ 

　透き通った秋の夜空を見上げると、輝きを増し

た星たちに出会うことができます。わたしたちは

地球という星で満天の星の数ほど、それぞれの人

生を歩んでいます。自分らしく最後まで輝いて天

寿を全うする人もあれば、自らその輝きに終止符

を打ってしまう人もいます。 

　最近、身体の健康とともに、こころの健康の大

切さが叫ばれるようになってきました。こころが

疲れてくると、ときには頭痛や不眠など、身体の

症状として表れてくることがあります。さらにひ

どくなると、明日に望みを抱けなくなったりして、

こころが元気を失うことにもつながります。ここ

ろの問題は特別なことではなく、身近に潜んでい

ます。日々の生活は楽しいことばかりでなく、こ

ころが元気を無くしてしまうような出来事が突然

に訪れることもあります。 

　頑張りすぎていませんか。自分を飾ることなく、

ありのままの自分を褒めてあげることができてい

ますか。あなたの存在そのものが、かけがえのな

いものであることに気付いてください。 

　ときには、自分自身のこころの叫びにそっと耳を傾け

てみましょう。自分自身を大切に思うことから始めましょう。

それでもこころが元気を無くしたときは、歩みを止めて、

そっと周囲を見渡してください。歩みの｢歩｣という字は｢少

し止まる｣と書きます。人は歩き続けることはできません。

少し立ち止まって休んでみませんか。ありのままのあな

たを必要としている存在に気が付くかもしれません。 

　自分自身を大切にできることは、周りの人の存

在をも大切にできることにもつながります。 

　｢人権を尊重し合える社会｣、それは、自分自身の価

値を感じられることからスタートするのではないでしょうか。 

　あなたのこころは、お元気ですか。 
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