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納税の休日・夜間窓口を
開設します

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

◆休日窓口

と　き　6月27日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　6月29日㈫、30日㈬

　17時15分～20時

ところ　いずれも納税課(市

役所本館2階)

内　容　いずれも市税の納付、

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。

毎週日曜日に市民課窓口を
開設しています

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

と　き　毎週日曜日　9時～

12時

※年末年始、市長が認めた日を除

きます。

ところ　市民課(市役所本館1階)

内　容

○届書、申請書の受け付け　

住民異動届、戸籍届、印鑑

登録申請、外国人登録の変

更申請、外国人登録証明書

の交付

※届に伴う子ども手当や医療関係

の手続きは、日曜窓口のみ市民

課で受け付けます。

※届などの内容によっては、関係機

関への照会ができないため、受

け付けできない場合があります。

○証明書の交付　住民票の写

し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、登録原票

記載事項証明書、住居表示

証明書、住民票コード通知

票、戸籍の謄・抄本、戸籍

の附票の写し

※税証明、住民基本台帳カード、電

子証明は取り扱いできません。

鈴鹿市地域公共交通総合
連携計画を策定しました
商業観光課　  382-9016  　382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　市内の公共交通の維持と活

性化を図るため、鈴鹿市地域

公共交通総合連携計画を策定

しました。計画の内容につい

て詳しくは、市ホームページ

( http://www.city.suzuka.lg.

jp/kouhou/gyosei/plan/keika

ku/kakusyu/index.html)のほ

か、市政情報課情報コーナー

(市役所本館4階)、地区市民

センターでご覧いただけます。

犬と猫の去勢避妊手術費の
一部を助成します

環境政策課　  382-9014　  382-2214
　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成22年4月1日㈭以

降に手術した犬と猫

※犬は登録済で、平成22年度狂犬

病予防注射済であること。猫は

飼い猫であること

助成額　雄の犬1,500円、雌

の犬3,000円、雄の猫1,500

円、雌の猫2,000円

申込み　4月1日から平成23年

3月31日㈭に、環境政策課、

市内各動物病院に備え付け

の申請書に必要事項を記入

の上、環境政策課へ

※予算が無くなり次第終了します。

三重県下水道排水設備
工事責任技術者認定試験を

行います
下水管理課　  382-7636　  384-3938

　gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

対　象　下記のいずれかに該

当する方

○高等学校などの土木工学科

またはこれに相当する課程

を修了して卒業した方

○高等学校などを卒業し、排

水設備工事などの設計また

は施工に1年以上の実務経

験を有する方

○排水設備工事の設計または

施工に2年以上の実務経験

を有する方

と　き　12月14日㈫　13時

から

ところ　三重県総合文化センター

受験料　8,000円

申込み　7月20日㈫から8月13

日㈮に、県内市町下水道担

当課、県内浄化センターに

備え付けの申込書に必要事

項を記入の上、〒514-0301

津市雲出鋼管町52-5　(財)

三重県下水道公社雲出川左

岸浄化センター排水設備担

当(　059-235-2030)へ

※詳しくは、県内浄化センターへお

問い合せください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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　この制度を｢住所地特例｣と

いい、福祉施設などが集中す

る市町村の国保財政を圧迫さ

せないための取り扱いです。

転出手続きを行う際に、国民

健康保険担当窓口へご相談く

ださい。

木造住宅耐震シェルター
設置補助事業を始めます
防災安全課　  382-9968　  382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　地震による住宅の倒壊から

高齢者や障がい者の皆さんの

生命を守るため、耐震シェル

ターなどの設置にかかる費用

の一部を補助します。

対　象　下記のすべてに該当

する方

○昭和56年5月31日以前に建

築された木造住宅で、市の

無料耐震診断の結果が評点

0.7未満(2階建以下)

○65歳以上の高齢者のみが居

住する世帯または身体障害

者手帳(1級～3級)を持つ方

が同居する世帯のうち、い

ずれの世帯についても世帯

全員の所得の合計が月額31

万3,000円以下

○市の耐震補強工事の補助金

の交付を受けていない方

申請受付開始　7月1日㈭から

補助対象の耐震シェルター

　住宅内の1階に設置し、住宅

が倒壊した場合でも居住者の

生命を守る機能を有するもの

で、箱型とベッドの2タイプが

あります。

　木質耐震シェルター((株)

一条工務店)、レスキュールー

ム((有)ヤマニヤマショウ)、

鋼耐震((株)東武防災建設)、

防災ベッドBB-002((株)宝永

工機)、安心ベッド枠(フジワ

ラ産業(株))、耐圧ベッドルー

ム型シェルター((株)ムネオ・

エス・エス・エックス)、耐震ベ

ッドウッドラック（新光産業

（株））、三重県型耐震シェルター

（三重県木材協同組合連合会）

補助額　耐震シェルターの設

置に要する費用の額で、上

限25万円(1世帯1箇所)

※予算が無くなり次第終了します。

※耐震シェルターは、設置する部屋

の条件などによって設置が困難

な場合がありますので、希望する

方は、事前に防災安全課へお問

い合わせください。また、昭和56

年以前の木造住宅に居住し、ま

だ耐震診断を受診していない方

は、申請後結果が出るまでに2～

3カ月かかりますので、お早めに

申し込みください。

6月6日から12日は
｢危険物安全週間｣です

予防課　  382-9159  　383-1447
　　yobo@city.suzuka.lg.jp

　これから気温が高くなる

夏季は、ガソリン、灯油、塗料

などの石油類から可燃性ガ

スが発生しやすくなるため、

危険物による事故が起こり

やすい時季でもあります。日

常生活で使用しているもの

でも、安易に扱ったり、火気

の近くなど危険な場所に保

管していると大事故につな

　　

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～翌年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、下半期6カ月前納の

手続きは、8月中旬までにお申

し込みください。

※納付書の毎月納付より、合計で

1,030円安くなります。

問合せ　津年金事務所国民年

金課(　059-228-9188)

施設入所のために転出
される方は国民健康保険
住所地特例のご相談を

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

　国民健康保険は、住所地(住

民登録地)の市町村で加入し

ていただくことが原則ですが、

被保険者が福祉施設、養護老

人ホーム・特別養護老人ホー

ム、介護保険施設などへの入

所や長期入院などの事情で住

所をほかの市町村へ移す場合、

今までの国民健康保険を継続

していただくことになります。

推進標語

危険物  事故は瞬間  無事故は習慣
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がりますので、下記のことに

気を付けましょう。

○火の近くでは取り扱わない。

○換気のよい場所に保管し、

容器には必ず栓をする。

○適正な容器で保管する。

○直射日光が当たる場所や高

温になる場所で保管しない。

○必要以上に置かない。

天野奨学金奨学生を
募集します

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

　石薬師町出身の故天野修一

さんのご遺族のご厚志によっ

て設けられた奨学金です。

対　象　保護者が市内に在住

し、学業成績優秀、品行方正

で、学資に困っている高校

生以上の学生

奨学期間　奨学生として決定

を受けた学校に在学する期

間

奨学金額(給付月額)　高校生

6,000円、高専・短大生7,000円、

国・公立大学生1万円、私立大

学生1万4,000円

申込み　6月30日㈬までに、指

導課に備え付けの申込用紙に

必要事項を記入の上、同課へ

6月28日から7月4日は
全国一斉｢子どもの人権
110番｣強化週間です

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

　｢いじめ｣や｢虐待｣など、子

どもに関するさまざまな人権

侵害の事案は、依然数多く発

生しています。このような問

題の解決を図るため、全国一

斉｢子どもの人権110番｣強化

週間を実施します。期間中、子

どもの人権に関する電話相談

を行います。相談は津地方法

務局職員または人権擁護委員

がお受けします。相談は無料

で、秘密は厳守します。

と　き　6月28日㈪～7月4日㈰

　8時30分～19時(土・日曜日

は10時から17時)

電話相談　子ども人権110番(全

国共通)　

　　0120(007)110(フリーダ

イヤル：ぜろぜろななのひ

ゃくとおばん)

※詳しくは、津地方法務局人権擁

護課(　  059-228-4193)へ

対　象　市内に在住、在勤、在学または市内の文化団体、発刊誌に所属している方

※ジュニアの部は、中学生以下に限ります。

出品料　一般の部：1作品につき1,000円、ジュニアの部：無料　　申込み　11月12日㈮まで

※詳しくは、（財）鈴鹿市文化振興事業団ホームページ(    http://www.s-bunka.net/)をご覧いただくかお問い合わせください。

(財)鈴鹿市文化振興事業団　  384-7000　  384-7755　  since-97@s-bunka.net

◆一般の部

◆ジュニアの部

ジャンル 応募規格 賞

散 文

短詩型文学

小説・評論

など

400字詰め原稿用紙で

本文50枚以内

400字詰め原稿用紙で

本文10枚以内
エッセイ

詩(漢詩を含む)
短　歌
俳　句
川　柳

最優秀賞・・・1人以内(賞状と賞金3万円)
優 秀 賞・・・1人以内(賞状と賞金1万円)
奨 励 賞・・・若 干 名(賞状と図書カード)

最優秀賞・・・1人以内(賞状と賞金5万円)
優 秀 賞・・・1人以内(賞状と賞金2万円)
奨 励 賞・・・若 干 名(賞状と図書カード)

1編
1作品10首
1作品10句
1作品10句

最優秀賞・・・4人以内(賞状と賞金3万円)

優 秀 賞・・・4人以内(賞状と賞金1万円)

奨 励 賞・・・若 干 名(賞状と図書カード)

ジャンル 応募規格 賞

作文・童話など
詩
短歌

俳句・川柳

400字詰め原稿用紙で本文30枚以内
1編
3首まで
3句まで

最優秀賞・・・4人以内(賞状と図書カード)

優 秀 賞・・・4人以内(賞状と図書カード)

奨 励 賞・・・若干名　(賞状と図書カード)

※一般、ジュニア各賞とも、該当なしの場合があります。

人ＫＥＮあゆみちゃん人ＫＥＮまもる君

人権イメージキャラクター 

第19回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します

電 話 電子メール ホームページ ファクス 



ところ　弁天山公園、白子駅

前、神戸、鈴鹿ハンター、

白子サンズ

内　容　すずフェス当日の運営

のサポート(踊り大会の受け付

け、チーム整理、会場整理、

進行、公式グッズ販売など)

※交通費、食事代は支給されません。

※特製Tシャツ1枚と缶バッジ1個を

進呈し、ボランティア証明書を発

行します。

※希望者は、｢和おどり・総おどり｣

をステージで踊れます。

申込み　7月2日㈮までに、

〒5 1 0 - 0 2 4 1　白子駅前

17-12　すずかフェスティバル

実 行 委 員 会 事 務 局

　(　3 8 0 -5 5 9 5  　info＠

suzufes.com)へ

※登録用紙、概要は事務局から送

付しますので、お問い合わせくだ

さい。また、すずかフェスティバル

公 式 ホ ー ム ペ ー ジ ( 　　

http://www.suzufes.com/)か

　　らも入手できます。

名古屋国税局で
税務職員を募集します

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

受験職種　平成22年度国家公

務員採用Ⅲ種(税務)

受験資格　平成元年4月2日か

ら平成5年4月1日までに生

まれた方

第1次試験日　9月5日㈰

申込み　6月22日㈫～29日㈫

※申込用紙の請求など詳しくは、名

古屋国税局人事第二課試験係

　　(　　052-951-3511)または鈴鹿税

務署総務課(　　382-0351)へ

地元産小麦を使って
手打ちうどんなどを
作りませんか

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

　地元で生産した農産物を地

元で消費する｢地産地消｣を推

進するため、地元産小麦を使っ

た手打ちうどんと蒸しまんじゅ

う作りの出前講座を行います。

　少人数でもお受けしますの

で、希望するグループの方は

ご連絡ください。費用など詳

しくは、ご相談ください。

問合せ　地産地消ネットワー

クみえ(北勢)鈴鹿支部　豊

田(　379-1048)

　　

すずかフェスティバルの
サポーターを募集します
商業観光課　  382-9020　  382-0304
　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　今年で14回目を迎える｢す

ずかフェスティバル｣に、サ

ポーターとして参加していた

だける方を募集しています。

対　象　半日以上参加可能な

中学生以上の方　

※中学生は保護者の承諾が必要です。

と　き　7月31日㈯、8月1日㈰

○預金・貯金　預金の総額：取

得なし、貯金の総額：4,514円

○有価証券　取得なし

○自動車・船舶・航空機・美術

工芸品　取得なし

○ゴルフ場の利用に関する権利

取得なし

○貸付金　取得なし

○借入金　取得なし

　(－134万6,873円)

※参考として、減少した金額をマイ

ナス表示（－）しています。

◆所得等報告書

　平成21年中の所得を記載し

たものです。

○給与所得　1,432万2,468円

　(鈴鹿市ほか)

○雑所得　565万2,418円(公的

年金ほか)

  市長の｢資産等補充報告書｣、

｢所得等報告書｣、｢関連会社等

報告書｣の内容の概要を公表し

ます。なお、報告書の原本はだれ

でも市政情報課で閲覧できます。

また、報告書の概要は市ホーム

ページ(   http://www.city.suzuka.

lg.jp/gyosei/open/jyouhou/shis

an/index.html)で公表しています。

◆資産等補充報告書

　平成21年1月1日から12月31

日までに増加した資産で、同年

12月31日時点で有する資産を

記載したものです。

○土地　取得なし

○建物の所有を目的とする地上

権または土地の賃借権　取

得なし

○建物　取得なし

市長の資産を公開します
市政情報課　    382-8659  　  382-2214　    shisejoho@city.suzuka.lg.jp

会社その他の法人の名称

三重用水土地改良区

三重県農業共済組合連合会

三重地方税管理回収機構

　住　　　　　所

四日市市平尾町大池2765-3

津市桜橋一丁目649

津市桜橋三丁目446-34

役員、顧問その他の職名

理　事

理　事

議　員

　平成22年4月1日時点で、報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問そ

の他の職に就いている場合、その名称、住所、職名を記載したものです。

◆関連会社等報告書
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鈴鹿市応急診療所の
休日昼間診療受付が
16時までとなります

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

　鈴鹿市応急診療所は、7月

から、休日昼間診療受付が16

時までとなります(診療終了時

間は今までどおり16時30分)。普

段から何でも相談できる｢か

かりつけ医｣を持ち、健康管

理に十分注意してください。

救急医療体制を維持するため、

皆さんのご理解とご協力をお

願いします。

教育委員会は傍聴できます
教育総務課　  382-7617　  383-7878

　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　教育委員会は、｢地方教育行

政の組織及び運営に関する法

律｣に基づき設置される機関

で、教育行政の基本方針や重

要施策などについて審議し、

意思を決定する合議制の執行

機関です。

　鈴鹿市教育委員会の会議は、

毎月開催される｢定例会｣と委

員長が必要と認めるときなど

に開催される｢臨時会｣があり、

どちらも原則として公開し、

だれでも傍聴することができ

ます。

　鈴鹿市教育委員会の会議日

程や場所、定員など詳しくは、

開催日の約1カ月前に教育委

員 会 ホ ー ム ペ ー ジ ( 　

http://www.city.suzuka.lg.

jp/kyoiku/index.html)に掲

載しますので、ご確認の上、

お越しください。

プラネタリウム夏番組
文化会館　  382-8111　  382-8580

【一般・夏番組】

と　き　6月19日㈯～9月12日㈰

10時30分から、13時30分か

ら、15時から

内　容

○星になった蛍

　輝く星にあこがれる川底に

住む蛍の子に、星の子が、｢50

日経ってもその気持ちが変わ

らなければ、あなたは星にな

ることができるでしょう｣と

言いました。約束の日、願いど

おり星になった蛍ですが、ま

た地上に戻りたくなりました。

それはなぜでしょう。

○夏の星座(さそり座、いて座、

　こと座、はくちょう座ほか)

定　員　各回180人

【幼児番組】

と　き　6月22日㈫～9月10日㈮ 

内　容　たなばたさまとおつ

きさま

定　員　各回180人

※幼児番組は、団体申し込みに限り

ます。　

※番組入れ替えのため、6月16日

㈬から18日㈮は、投映を休止し

ます。

【部分月食観望会】

と　き　6月26日㈯　19時～

20時30分(16時30分開場)

ところ　文化会館屋上天体観

測場、プラネタリウム

内　容　プラネタリウムで月

食について解説を行った

後、屋上観測場へ移動し

て、約半分まで欠けていく

月食の様子を望遠鏡で観望

します。

※曇天や雨天時には、プラネタリウ

ムでショート番組「世界の星」を投

映します。

定　員　40組(1組4人まで、

中学生以下は保護者同伴)

※6月12日㈯10時から、文化会館

で整理券を先着順で配布します。

なくなり次第終了します。

参加費　無料

【たなばた特別投映】

と　き　7月3日㈯、4日㈰　15

　時30分～16時30分(15時開場)

ところ　文化会館プラネタリ

ウム

内　容　銀河と｢はやぶさ｣物語

～ギターの二重奏と共に～

　ギタリスト高橋邦男さん、喜多

村加代子さんの二重奏がドーム

内に響き渡る中、たなばた投映

での朗読や6月に地球へ帰還す

る小惑星探査衛星｢はやぶさ｣の

軌跡を解説します。

定　員　各日150人(中学生以

下は保護者同伴)

※6月19日㈯10時から、文化会館で

希望日分の整理券を先着順で配布

します。なくなり次第終了します。

参加費　無料

※当日15時からの投映は、特別投

映のため休止します。
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学年の枠に出場できます)

※個人戦と団体戦を兼ねて出場で

きます。

※開会式後、相撲教室を開催します

(まわしを無料で貸し出します。初

心者大歓迎です)。

※個人と団体戦の1位から3位まで

を表彰します。

参加料　無料

申込み　6月21日㈪までに、

スポーツ課へ

寺院・官衙シリーズ
｢古代の地方の役所

－最近の調査成果から－｣
考古博物館　  374-1994  　374-0986
　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　近年の全国各地における古

代の地方の役所の発掘調査の

成果をもとに、伊勢国府跡な

どの特徴を考えます。

と　き　6月12日㈯　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　坂井　秀弥さん(奈

良大学文学部教授)　

聴講料　無料

外国人向けフォーク
リフト運転技能講習
(ポルトガル語コース)

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

　三重県が、景気の急激な減

速に伴い、離職を余儀なくさ

れた方の職業訓練の一環とし

て行います。

対　象　次のすべてに該当す

る方

○日本語で日常会話が可能な

18歳以上の方

○求職中で失業者の方(ハロー

ワークカードをお持ちの方)

○日本の普通自動車運転免許

証をお持ちの方

○三重県内に居住の方

○外国人登録証明書をお持ち

の方

と　き　

○学科講習(各コース共通)　

7月1日㈭、2日㈮　8時10分

～17時30分

※学科講習には、ポルトガル語の通

訳が付きます。

○実技講習　Ⅰコース：7月3

日㈯～5日㈪、Ⅱコース：7

月6日㈫～8日㈭　8時10分

～17時20分(最終日のみ18

時25分まで)

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター

定　員　各コース10人(応募

多数の場合は抽選)

受講料　無料

※ポルトガル語版の教材費3,150円

とフォークリフト自動車保険代50

円を実費負担していただきます。

申込み　6月23日㈬から25日

㈮の8時30分から17時に、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　387-1900)へ

※抽選と説明会を、6月28日㈪の9

時30分から行います。

第1回子育て応援ナビ
生涯学習課　  382-7619　  382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　主に小・中学生の保

護者

と　き　7月10日㈯　9時30分

～11時45分

ところ　ジェフリーすずか

内　容　実践家による家庭教

育に関する講演会。テーマは

「気になる思春期〜子どもと

向き合う基本型〜」です。

講　師　石山佳秀さん(NPO法

　　

インターネットを
活用した販路拡大に
ついてのセミナー

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

　農水商工の連携事業の一環

で、インターネットを活用し

た一般的な販売方法などのセ

ミナーを開催します。

対　象　事業者　

と　き　6月17日㈭　13時30

分～15時30分

ところ　JA鈴鹿本店(鈴鹿農

業協同組合)4階会議室

内　容　インターネットショップ

の現状と運営ノウハウなど

講　師　楽天(株)

参加費　無料

主　催　鈴鹿商工会議所、鈴

鹿市

共　催　鈴鹿農業協同組合、

鈴鹿市漁業協同組合

申込み　産業政策課、地区市

民センターに備え付けの申

込書に必要事項を記入の上、

ファクスまたは電子メール

で産業政策課へ

※申込書は市ホームページからも入

手できます。

第19回鈴鹿市少年相撲大会
スポーツ課　  382-9029　  382-9071

supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　 小学4年生から中学

生の男女

と　き　6月27日㈰　8時集合

(雨天時は7月4日㈰に延期)

ところ　武道館相撲場

内　容　個人戦(学年別)、団

体戦3人(原則として4～6年

生の各1人とし、低学年が高
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6月の納税 

　人三重シューレ代表)

参加料　無料

託　児　10人(1歳から就学前ま

で、先着順、無料、6月25日㈮

までに事前申し込み必要)

申込み　講演会、託児ともに、

6月8日㈫から、直接または

電話で生涯学習課へ

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢親子でボール遊び教室｣

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 親子でボール遊び教室

対　象 歩ける3歳児までの幼

児とその保護者

と　き　6月17日㈭、23日㈬、

7月1日㈭、15日㈭　10時15

分～11時 

ところ　鈴鹿スポーツガーデ

ン体育館  

内　容　さまざまなボールを

使って遊び、小さい、大き

い、柔らかい、固いなどを

体全体で感じます。幼児期

に大切な五感をすべて使って

バランス感覚を養います。

定　員　20組40人(応募多数

の場合は抽選) 

※定員を大幅に下回る場合は中止

します。   

参加料　3,500円  

申込み　6月10日㈭までに、

住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、コース名を記入

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

鈴鹿市子育て支援
緊急サポートネットワーク

事業研修会
子育て支援課　  382-7661  　382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市子育て支援緊急サポ

ートネットワーク事業は、緊

急時に子育てを助けてほしい

方(利用会員)の要望に応じて、

子育てのお手伝いが出来る方

(サポート会員)を紹介し、相

互の信頼と了解の上、一時的

にお子さんを預かる会員組織

(有償ボランティア)です。

　今回、サポート会員の研修

会を開きます。

対　象　市内在住の方

とき・内容　6月17日㈭　10

時～12時　小児看護、13時

～15時　病児・病後児保育

の必要性

※鈴鹿市ファミリー・サポート・セン

ター事業提供会員養成講座とこ

の研修会を受講すると、サポート

会員になることができます。

ところ　ジェフリーすずか

定　員　30人

※2才以上の託児は要予約

受講料　無料

申込み　緊急サポートネット

ワーク事業鈴鹿地域センタ

ー(特)こどもサポート鈴鹿

内(　382-2838)

　　　

○市・県民税・・全期・1期
【納期限は6月30日㈬です】
※納税は、便利な口座振替で

命の重さ

　さわやかな季節が過ぎ去り、もうすぐ

うっとうしい梅雨の季節が始まります。

気分も重くなりがちですが、せめて服装

などを工夫して軽やかに過ごしたいもの

です。

　さて、わたしたちは物の｢重さ｣とつなが

りの深い暮らしをしています。｢重さ｣は、

例えば質量の表示や値段など、そのものの

価値を決める上で重要な役割を果たしてい

ます。また、わたしたちは会話の中でも、

｢今日は気分が軽い｣、｢重々しい空気｣とい

うように、心情や情景を表す言葉として

｢重さ｣を用いる場合もあります。

　しかし、この世の中で｢重さ｣を量れな

いものがあります。それは｢命｣ではないで

しょうか。｢命｣の重さはだれもが同じです。

生まれた場所や障がいの有無、国籍の違い、

大人と子ども、男性と女性で｢重い｣｢軽い｣

があるはずもなく、差をつけられるもので

はありません。だれでも同じ｢重さ｣を持っ

ています。人は人であるということこそが

尊いのです。

　梅雨に入り外出を控えることも多くなる

かもしれませんが、この機会に｢命｣について

考え、まず自分が生きていることを実感して

みましょう。そのことが、ほかの人の｢命｣や

人権について考えることへとつながり、人権

尊重の輪も広がるのではないでしょうか。

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 

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


