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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　2月25日㈭、26日㈮

17時15分～20時 

ところ　納税課(市役所本館2階) 
内　容　市税の納付、納税
相談、口座振替の手続き

など 

※北通用口は利用できません。

南玄関からお越しください。 

 
市税の口座振替手続きは

お早めに 

納税課　382-7831 　382-7660
nozei@city.suzuka.lg.jp

　市税の口座振替を開始する

ためには、手続きに約1カ月か

かります。申込み手続きは金

融機関、地区市民センター、

納税課の窓口で行っています

ので、口座振替を希望される

方は、お早めに手続きをお願

いします。手続きの際には、通帳、

通帳の届出印、納税通知書が

必要です。 

 
国民年金保険料の 
お支払いは便利な 
口座振替のご利用を 

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

　国民年金保険料の口座振

替納付での当月末納付(当月

末振替の早割り)は、毎月納付

(翌月末振替)や毎月現金納付

の保険料より50円割安となります。

1年、6カ月(上半期4月～9月、

下半期10月～3月)前納も、口

座振替で納めると現金前納より

安くなります。口座振替手続きは、

年金手帳(基礎年金番号が分

かる物)、預金通帳、通帳登録

印を持参の上、金融機関でお

願いします。 

　なお、1年前納、上半期6カ月

前納の手続きは2月末までに

お願いします。 

問合せ　津年金事務所国民
年金課(　059-228-9188) 

 
第14回 

すずかフェスティバルの
開催日が決定しました 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月31日㈯、8月1日㈰
ところ　弁天山公園(メイン
会場)ほか 

主　催　すずかフェスティ
バル実行委員会 

問合せ　鈴鹿市観光協会
(　380-5595) 

 

 

 

 

 

 

 

　 

 
法務局なんでも相談所を

開設します 

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

と　き　2月13日㈯　10時～

16時(15時まで受付) 

ところ　津市アストプラザ4
階会議室2(津市羽所町700

番地) 

内　容
○登記(売買、相続、土地境界、

建物新築、会社設立など) 

○戸籍・国籍(婚姻、養子縁組、

国籍に関する相談など) 

○供託(地代トラブル、家賃

トラブル、給料の差押え

など) 

○人権(近隣関係、いじめ、

プライバシー問題など) 

※相談は津地方法務局職員がお

受けします(予約不要)。相談は

無料で、秘密は厳守します。 

問合せ　津地方法務局総務課
(　059-228-4191) 

 
平成21年中の 

救急出動件数が7,000件を
突破しました 

消防課　 382-9155　 383-1447
shobo@city.suzuka.lg.jp

　平成21年中の救急出動件

数は7,078件、搬送人員は

6,823人で、昨年(6,716件)に

比べ362件の増加となり、過

去最高となりました。 

　主な事故種別の内訳は、

急病4,354件、交通事故999件、

一般負傷841件で、特に急病

に関する出動件数が、昨年

(4,042件)に比べ312件の増加

となり、１日平均の出動件

数は19.4件(昨年18.4件)とな

りました。 

　また、搬送人員6,823人の

うち、軽症と判断されたの

は4,022人(58.9％)で、昨年の

3,748人(57.5％)に比べ割合が

高くなっています。 

　救急車は、緊急処置を必

要とする場合や重症患者を

搬送するために配備してい

ます。救急車の適正利用の

ため、早期にかかりつけ医

療機関の受診や救急医療情

報センター(　382-1199)に連

絡して、受診できる医療機

関の紹介を受けてください。 

お 知 ら せ  
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第18回みんなでつくる
鈴鹿まちづくり条例を 
考える会が傍聴できます 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月18日㈭　19時～

21時 

と こ ろ　市役所本館12階
1205会議室 

定　員　10人程度(先着順) 
申込み　当日18時30分から
18時50分まで、会場で受け

付けます。 

 
鈴鹿市応急診療所の 
従事者を募集します 

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

募集職種　医療事務員、看護師 
対　象　昭和26年4月2日以
降生まれで、下記の条件

を満たす方 

○医療事務員：医療事務資

格取得者または医療事務

の経験のある方 

○看護師：看護師免許取得者 

内　容　応急診療所での業務 
募集人員　若干名 
申込み　2月19日㈮までに、

採用試験申込書に必要事項

を記入の上、直接または郵送

で、〒513-0809　西条五丁

目118-3　健康づくり課へ 

※採用試験申込書の請求は、直

接または郵送で健康づくり課へ。

郵送の場合は、封筒の表に朱

書きで｢応急診療所従事者採用

試験申込書希望｣と記入の上、

返信用封筒(あて先を記入し、

90円切手をはった12cm×

23cm程度のもの)を必ず同封

してください。 

◆採用試験
と　き　2月26日㈮　18時30

分から 

ところ　健康づくり課(総合
保健センター内) 

内　容　面接 
 

国税や地方税の電子申告 

 

などに利用する電子証明書

の有効期限は3年です。引き

続き利用される方は更新手

続きが必要です。本人が市
確定申告と無料税務相談に
ついてお知らせします 

市民税課　 382-9446　 382-7604
shiminzei@city.suzuka.lg.jp

◆確定申告会場
と　き　2月12日㈮～3月31

日㈬　9時～17時(土・日曜日、

祝日を除く) 

※期間中、税務署で申告書の作

成指導は行いません。 

※会場の混雑状況により、案内

を早めに終了する場合があります。 

ところ　鈴鹿ベルシティ2階
イオンホール 

※ジャスコ店舗側入口のみ入場

可能です。 

◆税理士による無料税務相
談所

対　象　所得金額が300万円
以下の方または消費税の

基準期間の課税売上高が

3,000万円以下の方 

※譲渡所得、贈与税の相談は行

いません。 

とき・ところ　2月17日㈬、

18日㈭　市立体育館、22日㈪、

23日㈫　亀山市総合保健

福祉センター、24日㈬～

26日㈮　神戸コミュニティ

センター 

※相談時間はいずれも9時30分

から12時、13時から16時です。 

◆確定申告書の用紙
　平成20年分所得税の確定

申告書について、電子申告(e-

Tax)、国税庁ホームページの

｢確定申告書等作成コーナー｣、

確定申告会場での電子申告

のいずれかの方法で提出され

た方には、平成21年分所得税

の確定申告書は郵送されませ

んので、ご注意ください。 

※平成21年分所得税の確定申告

についても、電子申告(e-Tax)

の利用、国税庁ホームページ

｢確定申告書等作成コーナー｣

の利用をお願いします。 

問合せ　鈴鹿税務署(　382-
0351(代表)) 

※音声案内が流れますので、3月

15日(月)までは｢0｣(確定申告電

話相談センター)を選択してく

ださい。 

 
転入者用便利帳に 
掲載する有料広告を 
募集します 

秘書広報課　 382-9036　 382-9040
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　｢鈴鹿市転入者用便利帳

(2010年度版)｣は、平成22年5月

から平成23年5月までの間に転

入届を提出し、新しく鈴鹿市

民となった方に配布するA4判

32ページの小冊子です。市の概

要や施設案内、市民生活に必

要な情報などを掲載しています。 

　この便利帳の最終見開き

ページに掲載する広告を募

集します。 

大きさ　縦62mm×横84mm 
色　数　1色(黒) 
出稿形式　画像データ 
配布部数　約6,000部 
広告枠　1広告主当たり1枠(総
広告枠数16枠、応募多数

の場合は抽選) 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 掲載料　1枠5,000円(消費税
および地方消費税含む) 

応募期限　2月19日㈮
掲載基準　鈴鹿市広告掲載
要綱、鈴鹿市広告掲載基準、

鈴鹿市転入者用便利帳広

告掲載取扱基準の規定に

よります。 

※詳しくは、市ホームページ

｢広告事業について｣をご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
野生鳥獣の違法捕獲は 

やめましょう 

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

　野生鳥獣の捕獲については、

鳥獣保護法において、環境

大臣または都道府県知事の

許可を得て行う、狩猟者登

録を受けて行う場合以外は、

原則として禁止されています。 

　しかし、いまだに捕獲行

為に伴う事故や違法捕獲な

どが後を絶たない状況です。

狩猟を行うためには、狩猟

免許を取得した上で、狩猟

を行おうとする都道府県に

狩猟者登録し、狩猟ができ

る区域、期間、猟法など、

法令で定められた制限を遵

守する必要があります。 

　また、野生鳥獣による農作

物被害が生じている場合でも、

許可なく捕獲することは原則

として認められません。野生

鳥獣の保護と猟具の使用にか

かわる危険予防のため、安全

狩猟を心掛けるとともに、違

法な捕獲行為は絶対に行わな

いでください。 

　鳥獣保護法に違反して野生

鳥獣を捕獲した場合は、1年以

下の懲役または100万円以下

の罰金に処せられます。 

※詳しくは、三重県四日市農林

商工環境事務所(　352-0656)

または農林水産課へ 

 
電子証明書の 

有効期限は3年です 

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

　国税や地方税の電子申告

などに利用する電子証明書

の有効期限は3年です。引き

続き利用される方は更新手

続きが必要です。本人が市

民課窓口に、印鑑、住基カ

ード(有効期限内)、手数料

500円、本人確認書類(写真付

きの官公署発行の許可書、

免許証など)を持参して申請

してください。 

　電子証明書の有効期限が

切れている場合は、新規で

の申請となります。また、

本人以外が申請する場合は

市民課へお問い合わせくだ

さい。 

 
最低賃金が 
改正されました 

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

　三重県｢特定(産業別)最低

賃金｣の適用を受ける産業の

うち、次の5業種について、

平成21年12月19日㈯から最

低賃金の改正がありました

ので、事業場での賃金額の

確認をお願いします。 

業種・時間額

○ガラス・同製品製造業：

時間額768円 

○電線・ケーブル製造業：

時間額788円 

○洋食器・刃物・手道具・

金物類製造業：時間額785円 

○電子部品・デバイス・電

子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業：

時間額773円 

○建設機械・鉱山機械製造業、

自動車・同附属品製造業、

船舶製造・修理業、舶用

機関製造業、産業用運搬

車両・同部分品・付属品

製造業、そのほかの輸送

用機械器具製造業：時間

額810円 

問合せ　三重県労働局労働
基準部賃金室(　059-226-

2108) 

 
第9回 

特別弔慰金の支給について 
お知らせします 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

対　象　戦没者等の死亡当
時の遺族で、平成17年4月

1日から平成21年3月31日ま

での間に公務扶助料や遺族

年金の受給者が死亡してい

る場合の先順位の方一人 

請求期間　平成24年4月2日
まで 

支給内容　額面24万円、6年
償還の記名国債 

申込み　請求期間内に生活
支援課へ 

※第8回特別弔慰金の受給権を取

得されている場合は、今回の

支給対象にはなりません。また、

すでに第9回特別弔慰金を請求

された方は、申請の必要はあ

りません。 
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平成22年から25年度 
鈴鹿市小規模修繕工事等
希望者名簿に登録を 

契約調達課　 382-9039　 382-9050
keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

　新たに鈴鹿市小規模修繕

工事等希望者名簿に登録を

希望する方を対象に、受け

付けを行います。 

登録資格　市内に本社や本
店を有する法人または市

内に住所を有する個人事

業主で、引き続き2年以上

営業を行っていること 

申請期間　2月15日㈪～26日㈮
(土・日曜日を除く)　9時

～11時、13時～16時 

受付場所　鈴鹿市小規模修
繕工事等希望者登録申請

書に必要事項を記入し、

添付資料を添えて、契約

調達課(市役所本館10階)へ 

 
平成21年中の 

交通死亡事故発生状況に
ついてお知らせします 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

◆交通事故死者数など
死者数　三重県112人(前年比
＋2人)、鈴鹿市14人(前年

比＋4人) 

高齢死者数　三重県65人(前年比
＋9人、構成率58.0％(前年は

50.9％))、鈴鹿市5人(前年比

＋1人、構成率35.7％(前年は

40.0％)) 

◆本市の交通死亡事故の特徴
性　別　男性13人、女性1人 
発生日別　上半期10件、下
半期4件 

曜日別　水・土曜日各3件、

月・火・木・金曜日各2件、

日曜日0件 

天候別　晴れ9件、曇り3件、
雨2件 

路線別　国道3件(国道1号、
国道23号、国道306号各1件

ずつ)、県道6件、市道5件 

事故態様　交通弱者(自転車、
歩行者)5人 

◆安全で安心なまちづくり
をめざして
　交通死亡事故を無くすには、

市民一人ひとりの交通安全

意識が必要不可欠であり、

普段から｢交通事故を起こさ

ない｣、｢交通事故に遭わない｣

という強い気持ちを持ち、

市内から悲惨な交通事故を

無くしましょう。 

 
｢鈴鹿市地域公共交通 
総合連携計画(素案)｣への
意見を募集します 

商業観光課　 382-9016　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　公共交通の維持や活性化

を図るため、地域公共交通

総合連携計画(素案)を作成し

ましたので、ご意見を募集

します。 

期　間　 2月8日㈪～3月4日㈭
(郵送の場合は、当日消印

有効) 

閲覧場所　地区市民センター、
商業観光課、市政情報課情

報公開コーナー 

※市ホームページからも閲覧で

きます。 

意見の提出　住所、氏名、
意見を記入の上、郵便、

ファクス、電子メールまたは

直接商業観光課へ(様式は

問いません) 

※提出いただいたご意見は、個

人が特定できないように類型

化し、回答とともに市ホーム

ページと閲覧場所で公表します。

なお、個別には回答しません。 

 

｢知的財産戦略計画(案)｣への 
意見を募集しています 

産業政策課　 382-9045　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　広く市内事業者の事業活

動に生かすため、知的財産

戦略計画(案)を作成しました

ので、ご意見を募集します。 

期　間　2月23日㈫まで(郵送
の場合は、当日消印有効) 

閲覧場所　地区市民センター、
産業政策課、市政情報課情

報公開コーナー 

※市ホームページからも閲覧できます。 

意見の提出　住所、氏名、
意見を記入の上、郵便、

ファクス、電子メールま

たは直接産業政策課へ(様

式は問いません) 

※提出いただいたご意見は、個人

が特定できないように類型化し、

回答とともに市ホームページと

閲覧場所で公表します。なお、個

別には回答しません。 

 

 

 
第21回 

すずか消費生活展 

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

　地域に貢献できる消費者

をめざして、使い捨てや飽

食を見直し、環境問題、食

の問題、子育てなどの問題

について考えます。 

と　き　2月13日㈯　10時30分
～16時30分、14日㈰　10時

～16時 

ところ　鈴鹿ハンターセン
ターコート 

お 知 ら せ  

催 し 物  
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くらしの情報 内　容 
○衣の部：リフォーム作品、
手芸作品、風呂敷の活用

法の展示 

○食の部：健康茶、抹茶、
コーヒー、手作りおやつ

の試食・試飲 

○住の部(暮らし)：消費生活
相談PR展示(鈴鹿亀山消費

生活センター)、廃油せっ

けんづくり体験、ぼかし

の無料配布 

　そのほか、体験コーナー

(2面さいころ、ブローチづくり)、

血圧測定、健康相談、体温

計とはかりの無料点検、も

ったいない市(不用品バザー)、

わたしたちの活動報告写真展、

子育て支援取り組み展示な

どがあります。 

主　催　鈴鹿市生活学校 
問合せ　鈴鹿市生活学校会長
北川(　383-0135) 

 

 

 

 

 

 

 

 
獣害対策講演会 

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

　全国的に深刻化する獣害

問題に対して、地域で生活

するわたしたちは何ができ

るのでしょうか。地域で行

うべき獣害対策について考

える講演会を開催します。 

と　き　2月22日㈪　16時30分
～18時30分 

ところ　椿会館２階洋広間
(山本町1871) 

内　容　獣害なぜ増える？

どう防ぐ！～わるいのは

野生生物なのか～ 

講　師　井上雅央さん(近畿
中国四国農業研究センタ

ー鳥獣害研究チーム長) 

参加料　無料(申込み不要) 
主　催　鈴鹿市鳥獣被害防
止対策協議会 

後　援　三重県、鈴鹿市、
鈴鹿農業協同組合 

問合せ　鈴鹿市鳥獣被害防
止対策協議会事務局(　382-

9017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
レディースバレーボール大会 

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

対　象　市内に在住、在勤、
在学する高校生以上の女

性で編成するチーム 

※ソフトバレーについては、在

学者は対象外です。 

と　き　9人制バレーボール：
2月21日㈰　ソフトバレー

ボール：3月14日㈰ 

ところ　市立体育館ほか 
参加料　無料 
申込み　9人制バレーボールは
2月12日㈮までに、ソフト

バレーボールは3月5日㈮

までに、所定の申込用紙

に必要事項を記入の上、

スポーツ課へ 

◆抽選会
と　き　9人制バレーボール：
2月17日㈬　19時から　ソフト

バレーボール：3月10日㈬　

19時から 

ところ　市立体育館大２会
議室 

※代表者は、必ず2人以内で出席

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
防災講演会 

｢地域防災の活性化～ 
そのきっかけは足元に～｣ 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

　近い将来、大地震が高い

確率で発生すると予測され

ています。地域の大切な人

命や財産を守るため、地震

防災対策への取り組みは急

務であり、行政だけではなく、

地域の住民一人ひとりが行

う備えも大変重要となって

きます。 

　今回、災害に強いまちづ

くりの取り組みを始めるき

っかけについて考え、災害

発生時には地域住民が協力

し合いながら組織的に復旧、

復興活動に取り組んでいけ

るよう、地域づくりについ

て考える防災講演会を開催

します。 

と　き　2月17日㈬　14時～

15時30分 

ところ　文化会館けやきホ
ール 

講　師　福和伸夫さん(名古
屋大学大学院環境学研究

科教授) 

参加料　無料(申込み不要) 
主　催　鈴鹿市自治会連合会、
鈴鹿市 
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第4回 
三重県民ゴルフ 
鈴鹿地区大会 

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

対　象　県内に在住、在勤、
在学の方、三重県ゴルフ

連盟加盟クラブ会員 

と　き　3月29日㈪ 
ところ　鈴峰ゴルフ倶楽部 
定　員　60組240人(先着順) 
料　金　一般：セルフ9,230円、
キャディ付1万3,220円　高

校生以下：セルフ5,230円、

キャディ付9,220円 

※料金には参加料を含みます。 

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会、
三重県ゴルフ連盟 

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体
育協会 

申込み　鈴峰ゴルフ倶楽部
(　 371-0711　 371-1518) 

 
トイなおす 
(おもちゃ病院) 

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

　大切なおもちゃの修理をおも

ちゃドクターが行います。ご希

望の方は、当日おもちゃと説明

書を一緒に持ってきてください。

当日都合の悪い方は、事前に

廃棄物対策課へ持ってきてい

ただくことも可能です。 

　修理後は、廃棄物対策課

まで取りにきていただきます

(当日修理が完了したものは、

当日お渡しすることもできます)。 

※廃棄物対策課での保管期間は

1年間です。廃棄物対策課から

連絡がありましたら、お早めに

引き取りにきてください。 

と　き　2月21日㈰　10時～

15時 

ところ　市立図書館2階視聴
覚室 

※テレビゲーム・キッズコンピ

ューター、ぬいぐるみ、大型

遊具、幼児用電動バイク、楽

器などは修理できません。 

※部品として使用しますので、

不要になったおもちゃがあれ

ば持ってきてください。 

※新型インフルエンザの流行拡

大の状況により、当日中止す

る場合がありますので、ご了

承ください。 

 
平成21年度 

鈴鹿市内特別支援学級連合
｢作品展｣ 

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

と　き　2月13日㈯　9時～

15時 

ところ　文化会館さつきプラザ 
内　容　特別支援学級在籍
の児童や生徒による毎日の

授業で取り組んだ絵画、書道、

工作などの作品展示 

入場料　無料 
 

 

 
鈴鹿市NPO支援講座 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月28日㈰　13時～

16時30分 

ところ　ジェフリーすずか
ホール 

内　容　｢つどい、つながり、
そして未来へⅣ～鈴鹿市

の市民活動センターにつ

いて語ろう～｣をテーマと

したパネルディスカッシ

ョンとテーブルトーク 

○第1部　パネルディスカッ
ション｢市民活動センター

について｣ 

コーディネーター
　亀山裕美子さん(NPO法

人コミュニティ・シンク

タンク｢評価みえ｣代表) 

パネラー 
　浦田宗昭さん(いせ市民

活動センター長)、中盛汀

さん(W.T .Aまちづくり

センター代表)、嶋かをり

さん(N PO法人こどもサ

ポート鈴鹿代表)、鈴鹿市

地域課長 

○第2部　テーブルトーク｢鈴
鹿市の市民活動センター

について語ろう！｣ 

参加費　無料 
主　催　NPO法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう、

鈴鹿市 

問合せ　NPO法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう

(　・　387-0767  　 budou 

　@mecha . n e . j p )  

※手話通訳、託児の必要な方は、

2月19日(金)までに予約が必要

です。 

 
鈴鹿医療科学大学 
第１回市民公開講座 
｢健康と食の安全・安心の
問題を考えよう｣ 

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

と　き　2月6日㈯　13時～

15時30分 

ところ　鈴鹿医療科学大学
JART記念館100年記念ホ

ール(岸岡町1001-1) 

※駐車場があります。 

内　容
○講演｢食を通して健康を考え

よう｣(長村洋一さん(鈴鹿

講座・教室 

催 し 物  
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くらしの情報 医療科学大学大学院教授)) 

　13時～14時10分 

○講演｢日々の食から学ぼう

食理学｣(米川泰正さん(食

理学者))　14時20分～15時

10分 

○質疑応答｢受講者と食の

安全・安心と健康に関して｣ 

　15時10分～15時30分 

参加料　無料 
主　催　鈴鹿医療科学大学
保健衛生学部 

問合せ　鈴鹿医療科学大学
庶務会計課(　383-8991) 

 
キッズえいご 

県立鈴鹿青少年センター

　378-9811　 378-9809
suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　幼稚園年中から小学
2年生までの園児、児童 

と　き　3月6日㈯、13日㈯、

20日㈯　幼稚園年中・年長

クラス：10時～10時50分

(9時50分受付)　小学1・2

年生クラス：11時10分～

12時(11時受付) 

ところ　鈴鹿青少年センター
研修室 

内　容　英語を使った歌や
ゲーム 

定　員　幼稚園年中・年長
クラス、小学1・2年生クラス

各15人(先着順) 

参加費　1,500円(3回分) 
申込み　2月8日㈪9時から、

氏名、性別、年齢(学年)、

住所、電話番号、保護者

名を記入の上、はがき、フ

ァクスで、〒513-0825　住吉

町南谷口　鈴鹿青少年セ

ンターへ 

 
県営鈴鹿スポーツガーデン 
平成21年度第4期スポーツ教室 

県営鈴鹿スポーツガーデン

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

コース　体験スキューバダ
イビング 

対　象　8歳以上で水が怖く
ない方 

と　き　2月23日㈫、3月20

日㈯　19時～21時 

内　容　水深5mプールでの
スキューバダイビングの

体験 

定　員　各10人(先着順) 
参加料　1回3,500円 
申込み　各開催日の10日前
までに、住所、氏名、年齢、

性別、電話番号を記入の上、

直接またはファクス、電

子メールで県営鈴鹿スポ

ーツガーデンへ 

※各回5人以下の場合は開催を

中止します。 

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

子どもの本当の思いが、聴こえていますか 
～子育てを通して～ 

　夕飯時に、｢友だちが、いやなこと言ってきた｣

と言い出した子どもの話に、｢どんなことがあ

ったの？｣と尋ねると、｢前もこんなことがあって、

今日も・・｣と続けて話しました。話を聞いて

いるうちにすっきりしてきたようで、｢今日は、

日記の宿題がある｣と書き始めました。題名は

｢○さんと仲良くしたい｣でした。本当は、○さ

んとはけんかをしていたけれど、これからは仲

良くしていきたいことや、クラスの友だちともい

っぱい遊び、話をしたいとの思いがつづられ

ていました。 

　親は｢あなたがいやなことをしたのでは｣

と子どもを責めてしまうこともあります。ふと立

ち止まって子どもの声に耳を傾けると、前向

きに人とかかわろうとする姿を見つけること

ができます。ついつい、大人は、子どもの思

いを分かっているつもりになっていて、本当

の子どもの思いを聴く機会を見逃しているの

かもしれません。現代の子どもに失われつつ

ある3つの間(仲間、空間、時間)の必要性に

気付かずにいるのも大人かもしれません。 

　子どもは、｢みんなと楽しく生活したい｣、

｢自分らしく生き生きと過ごしたい｣と願ってい

ます。自分の存在を何よりも尊いものと思い、

その思いはだれもが同じであると意識すること

が大切ではないでしょうか。 

○固定資産税・都市計画税・・・4期
○国民健康保険税・・・・・8期

【納期限は３月１日㈪です】
※納税は、便利な口座振替で 


