
112010・7・5

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　7月25日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　7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。

｢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

　高額療養費には、後日申請

の制度に加え、入院した場合

の1カ月の窓口での医療費の

支払いが自己負担限度額ま

でとなる制度があります。ま

た、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。

　現在、次の認定証を持ち、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、または

保険年金課でも別世帯の方が申

請の場合は、郵送となります。

平成22年度国民健康保険税
納税通知書を発送します
保険年金課　  382-7605  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　平成22年度の国民健康保険

税納税通知書を、7月12日㈪に

発送します。

特定健康診査が始まりました
保険年金課　  382-9401  　382-9455
　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市国民健康保険加入の

対象者に、特定健康診査受診

券を送付しました。同封の一

覧表にある医療機関で、11月

30日㈫まで受診できます。　

　この健診は40歳から74歳の

方を対象に、糖尿病などの生

活習慣病、特に、メタボリック

シンドローム(内臓脂肪症候

群)の予防に着目した健康診

査、保健指導です。

対　象　平成22年4月1日現在、

鈴鹿市国民健康保険に加入

している昭和10年9月1日か

ら昭和46年3月31日生まれ

の方で、特定健康診査受診

日に鈴鹿市国民健康保険に

加入している方

持ち物　特定健康診査受診券、

自己負担金(受診券に記

載)、鈴鹿市国民健康保険

被保険者証または鈴鹿市

国民健康保険被保険者資

格証明書

※国民健康保険に加入以外の方は、

加入している医療保険者(保険

証に記載)にご確認ください。

国民年金保険料免除制度に
ついてお知らせします

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、高齢になったと

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

礎年金が受け取れます。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。

　なお、平成22年度分(平成

22年7月～平成23年6月)の免

除申請は、7月から受け付け

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21年度に全額免除や

納付猶予が承認された方で、

翌年度以降も引き続き全額

免除や納付猶予を申し込ん

だ方は除く）。

申込み　保険年金課、地区市

民センター

※平成21年3月31日以降に退職

(失業)した方は、雇用保険の受給

資格者証または離職票の写しを

添付してください。

※前年の所得によっては、免除の対

象とならない場合もあります。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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※応募用紙は、市ホームページから

も入手できます。　

選考方法　　応募いただいた書

類をもとに審査を行います。

※結果は、8月下旬に書面で通知し

ます。

※参加の都度、謝礼金をお支払い

します。

※委員会は公募市民委員のほか、

有識者、関係団体の代表者など

で構成されます。

平成23年度地域密着型
介護施設の募集をします
長寿社会課　  382-7935  　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　平成23年度中に市内で地域

密着型介護施設の整備を希望

する法人を募集します。

募集施設

○西部圏域　認知症高齢者グ

ループホーム1施設

○北部圏域　認知症高齢者グ

ループホーム1施設

○中部圏域　認知症高齢者グ

ループホーム1施設、地域密

着型特定施設入居者生活介

護1施設

○南部圏域　小規模特別養護

老人ホーム1施設、認知症

高齢者グループホーム2施

設、小規模多機能型居宅介

護1施設

申込み　7月6日㈫から8月13

日㈮(土・日曜日、祝日を除く8

時30分から17時15分)に、鈴

鹿亀山地区広域連合が指定

する様式に必要事項を記入

の上、添付書類を添えて長

寿社会課へ

※様式は、鈴鹿亀山地区広域連合

※提出書類は、応募申込に係る提

出、添付書類一覧表の順にとじ、

インデックスを付けてください。

提出部数　正本1部、副本1部

問合せ　長寿社会課または鈴

鹿亀山地区広域連合介護保

険課(　 369-3204)

貸金業法が
大きく変わりました

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

　多重債務問題の改善を図る

ことを目的とした改正貸金業

法が、6月18日㈮に完全施行さ

れました。貸金業法は、消費者

金融などの貸金業者や貸金業

者からの借り入れについて定

めた法律で、今回の改正によ

り、上限金利の引き下げや借

り過ぎ、貸し過ぎを防止する

ための総量規制が導入され、

貸金業者に対する規制も厳し

くなりました。

　　

鈴鹿市多文化共生
推進指針検討委員会の
委員を募集します

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

　日本人と外国人が互いの文

化的違いを認め合い、だれも

がいきいきと暮らせる多文化

共生推進のための指針につい

て、市民の皆さんと検討して

いきます。

対　象　下記のいずれにも該

当する方

○市内に在住、通勤、通学す

る方

○平成22年4月2日現在、18歳

以上の方

○月1回程度の平日の夜間開

催の会議に参加できる方

○日本語ができる方

任　期　委嘱の日(平成22年9

月予定)から指針が策定さ

れるまで

定　員　2人

申込み　7月5日㈪から8月5日

㈭(必着)に、市民対話課、地

区市民センターに備え付け

の応募用紙に必要事項を記

入の上、直接または郵送、

ファクス、電子メールで、

〒513-8701　市民対話課へ

告

広

料

有

ホームページ（　  http://www.suz

ukakameyama-kouiki . jp/)から

入手できます。

※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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◆借り入れに関する改正内容

○借り入れは年収の3分の1まで

○借り入れには年収の証明が必要

　この改正により急に借り

入れができなくなっても、無

登録のヤミ金融からは絶対

に借り入れをしないでくだ

さい。｢借りられない｣、｢返せ

ない｣で困ったときは、あわて

ずに、まず下記の無料相談窓

口にご相談ください。

○鈴鹿亀山消費生活センター

(　 375-7611　平日9時～

16時)

○三重県消費生活日曜相談

(　 052-331-6516　日曜日9

時30分～15時30分)

鈴鹿市自治会連合会
総会が開催されました

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

　5月27日㈭ 、鈴鹿市自治会

連合会総会が文化会館で行

われ、事業計画などの各議案

が承認されました。また、次

の方が役員として承認され

ました。

◆平成22年度鈴鹿市自治会連

合会の主な役員

○会長　三谷德尚さん(神戸

河町)

○副会長兼会計　北川正敏さ

ん(白子新生町二丁目)

○副会長　

　上條好三さん(岸岡団地)

　成田守弘さん(大池町第二)

　前川昌房さん(小社町)

　益川 夫さん(稲生町北町)

平成22年度自衛官を
募集します

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

◆防衛大学校

　4年間の過程で専門科目と

防衛学を学び、将来の幹部自

衛官を養成します。卒業時に

学士の学位が授与されます。

対　象　高等学校または中

等教育学校卒業者(見込み

を含む)で、18歳以上21歳

未満の方

申込み　推薦：9月6日㈪～9日

㈭、一般：9月6日㈪～10月1

日㈮

試験日　推薦：9月25日㈯、26

日㈰、一般：1次　11月6日㈯、

7日㈰　2次　12月14日㈫～

18日㈯

◆航空学生

　海・空自衛隊のパイロット、

戦術航空士(海のみ)を養成し

ます。パイロットへの最短

コースです。

対　象　高等学校または中

等教育学校卒業者(見込みを

含む)で、18歳以上21歳未

満の方

申込み　8月1日㈰～9月10日㈮

試験日　1次：9月23日㈭、2次：

10月16日㈯～21日㈭

◆一般曹候補生

　陸・海・空自衛隊の曹となる

自衛官を養成します。現場の

プロフェッショナルとして活

躍できます。

対　象　18歳以上27歳未満

　の方

申込み　8月1日㈰～9月10日㈮

試験日　1次：9月18日㈯、2次：

10月7日㈭～14日㈭

◆自衛官候補生

　陸は約2年、海・空は約3年を

任期とした採用制度です。任

期の延長も可能で、選抜試験

に合格すれば曹への道も開か

れています。

対　象　18歳以上27歳未満

　の方

申込み　男子：9月15日㈬まで

(高校生は8月1日㈰から受

け付け)、女子：8月1日㈰～9

月10日㈮

試験日　男子：9月16日㈭(身

体検査を別日に実施)、女

子：9月26日㈰～29日㈬のう

ち2日間

※詳しくは、自衛隊三重地方協力

本部四日市地域事務所(　　　

351-1723)へ

告

広

料

有

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ
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車場)は別途1,000円が必要で、満

車の場合は民営駐車場をご利用

ください。

※レースの開催内容、直前情報など

詳しくは、鈴鹿サーキットホーム

ページ

児童扶養手当の対象が
父子家庭にも拡大されます
子育て支援課　  382-7661　  382-7607
　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童扶養手当は、父母の離

婚や親の重度の障害などの理

由で、父親または母親のいな

い児童(18歳になる日以降の最

初の3月31日までの児童)を、父、

母、父母に代わって養育して

いる方に対して手当を支給す

る制度(公的年金の受給者を

除く)です。ひとり親家庭の自

立を支援するため、従来の申

請対象である母や養育者(祖

父母など)に加えて、8月1日㈰

から、父子家庭の父も児童扶

養手当の申請対象となります。

　ただし、所得制限があり、ま

た、所得制限の範囲内であっ

ても実際の生活状況などに

よっては対象とならない場合

がありますので、支給要件に

該当するかどうかについて詳

しくは、子育て支援課へご相

談ください。

手当額　月額9,850円～4万

1,720円

※所得制限があり、請求者の所得に

応じて月額が決定します。請求者

または扶養義務者の所得が制限額

を超過している場合は、手当は支

給されません。

※支給額は、｢手当月額×児童数｣

ではありません。児童が2人の場

合は月額に5,000円の加算、3人

目以降はさらに3,000円ずつが

加算されます(例：月額が2万円

と決定し、支給対象児童が2人

いる場合の月額は2万5,000円，

3人いる場合の月額は2万8,000

円です)。

※同一児童について、父、母のいず

れもが支給要件に該当する場合

は、当該児童については手当は

支給されません。

※所得制限限度額(参考)：(所得税

法上の)扶養親族1人の場合の

限度額は、年間所得230万未満

です。

※手当額の算定については、申請者、

扶養義務者(申請者の直系親族、

兄弟姉妹)の所得、扶養状況によ

り、年度ごとに異なります。詳しく

は、子育て支援課へお問い合わ

せください。

子ども手当の現況届を
お忘れなく

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

　子ども手当の現況届は、6月

1日㈫時点の、養育している子

どもの数、年金の加入状況、現

住所などを確認し、子ども手

当を引き続き受給できる要件

を満たすかどうか確認する大

切な届です。対象者には郵送

でご案内していますので、7月

16日㈮までに、同封の返信用

封筒で提出してください。こ

の届を提出しないと、6月以降

の手当の支給が停止されます

　　

鈴鹿8時間耐久ロード
レースの観戦に無料で
ご招待します

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

　モータースポーツへの理解

を深めていただくため、鈴鹿

F1日本グランプリ地域活性化

協議会参画5市1町(鈴鹿市、桑

名市、四日市市、亀山市、津市、

菰野町)の高校生以下限定で、

鈴鹿8時間耐久ロードレース

の観戦に無料でご招待します。

招待レース　“コカ・コーラ　

ゼロ”鈴鹿8時間耐久ロード

レース第33回大会

対　象　高校生以下

と　き　7月24日㈯、25日㈰

受付場所　鈴鹿サーキット

メインゲート横特設受付

テント

受付時間　メインゲートオー

プン後から11時まで

問合せ　鈴鹿サーキット

モータースポーツ部企画

グループ(　 378-3620　　 

378-3625)

※事前申し込みは必要ありません

ので、当日は、この｢広報すずか7

月5日号｣を持参の上、各自で受

付場所にお越しください。

※必ず保護者同伴でお越しくださ

い。なお、保護者は有料となりま

す(24日、25日観戦2日通し券は

特別料金4,400円(税込)で、25

日決勝日のみの観戦も同料金

です)。

※当日は自由席エリアでの観戦に

なります(指定席は別途料金必

要)。

※駐車料金(鈴鹿サーキット直営駐

　　　　(　  http://www.suzukacir

   cuit.jp/)をご覧ください。
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　放課後児童クラ

ブは、保護者が仕

事などで昼間家庭

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、右記○

印の児童クラブで、

子ども好きの指導

員と児童の募集を

行っています。

※掲載時点で募集を締

め切っている場合が

ありますので、希望

者は直接各施設へお

問い合わせください。

放課後児童クラブの児童と指導員を募集します
子育て支援課　  382-7661　  382-7607　  kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

石薬師

桜島

神戸

白子

牧田

郡山

旭が丘

愛宕

明生

一ノ宮

長太

栄

神戸

井田川

国府

河曲

一ノ宮

旭が丘

玉垣

若松

稲生

鼓ヶ浦

長太

石薬師町2089-2

桜島町三丁目10-1

神戸八丁目9-15

白子二丁目7-38

岡田町699

郡山町向山729-1

東旭が丘四丁目9-19

北江島町43-8

住吉一丁目4-29

高岡町字塚原1843-7

長太旭町二丁目3-6

秋永町445

神戸二丁目20-8 

和泉町235-1

国府町3519-1

十宮町719-2

高岡町2665-2

白子町字ハザマ2006-1

東玉垣町1386-2

若松中一丁目6-11

稲生三丁目13-10

東磯山二丁目26-18

長太新町二丁目10-13

374-1978

387-0371

383-1519

388-2774

367-3606

372-2084

368-2033

368-1223

367-1711

349-1100

385-7676

388-1187

382-3708

370-2353

370-0605

383-3070

369-2780

386-2611

382-5522

385-3415

388-3398

387-6012

385-5331

○

○

○

○

　

○

　

○

○

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

　

○

○

　

　

○

○

○

　

○

○

○

○

○

名　　　　　称 学校区 住　　　　　所 電話番号
指導員
募集

児童
募集

金太郎学童保育所1

桜島学童保育ももたろう2組

神戸小学校区かんたろう学童保育所

白子小学校区児童クラブ　たんぽぽ

牧田地区児童クラブ運営委員会　つくし

郡山地区児童クラブ　サンキッズ・サンキッズ

旭が丘小学校区児童クラブ　ピッコロ

愛宕小学校区放課後児童クラブ　あおぞら第1

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

法輪児童館　

栄小学校区放課後児童クラブ　栄っ子

平成の寺小屋　神戸みらい塾

井田川小学校区放課後児童クラブ　井田川っ子

国府小学校区放課後児童クラブ　ゆいまぁる

河曲地区学童クラブ　かわたろう

一ノ宮小学校区放課後児童クラブ　スマイル

旭が丘小学校区放課後児童クラブ　アサヒッ子

玉垣小学校区放課後児童クラブ　玉垣学童保育所

若松小学校区放課後児童クラブ　はまゆう

稲生小学校区放課後児童クラブ　ゆめっ子クラブ

鼓ヶ浦小学校区放課後児童クラブ　いそやまっ子

遊由保育室

のでご注意ください。

※別居児童の住所地が海外の場合

は、子育て支援課窓口での手続

きが必要です。

※児童手当を受給しておらず、新規

で子ども手当の手続きをした方

は、現況届を提出する必要はあり

ません。

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

運動が行われます。　　

◆運動の重点

○子どもと高齢者の交通事故防止

○全ての座席のシートベルト

とチャイルドシートの正し

い着用の徹底

○自転車の安全利用の推進

○飲酒運転の根絶

◆夏に向けて交通死亡事故の

多発が予想されます

　本市の5月31日㈪現在の交

通死亡事故は、3件3人(前年比

6件減、6人減)と減少していま

す。しかし、夏はレジャーなど

により交通量が増加し、暑さ

からの疲労などにより交通事

故の増加が予想されます。車

に乗車するときは命を守る

シートベルトをすべての座席

で着用し、乳幼児を乗せると

きは、チャイルドシートを必

ず使用しましょう。

夏休みに幼児用プールを
開放します

県営鈴鹿スポーツガーデン
　372-2250　  372-2260

　http://www.garden.suzuka.mie.jp/

と　き　7月20日㈫～8月31日㈫

ところ　サブプール南側の芝

生広場幼児用プール

※浮き輪を利用できますので、ゲー

ト前の大きさの見本でサイズを

ご確認ください。

※サマーパスポートも販売していま

すので、詳しくは、県営鈴鹿ス

ポーツガーデンへお問い合わせ

ください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

書類の郵送・提出先　〒513-8701

　子育て支援課(市役所本館1

　階)、地区市民センター
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第5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

　広く多くの方がゴルフに親

しみ、ゴルフが生涯スポーツ

として定着していくことを目

的に開催します。

対　象　県内の在住、在勤、在

学者、三重県ゴルフ連盟加

盟クラブ会員

と　き　8月23日㈪

ところ　三鈴カントリー倶楽部

定　員　220人(先着順)

※上記料金には参加料1,000円を

含み、いずれもキャディ付きです。

主　催　鈴鹿市ゴルフ協会

共　催　三重県ゴルフ連盟

後　援　鈴鹿市、鈴鹿市体育

協会

申込み　三鈴カントリー倶楽

部(　  371-1551　  371-

1778)

夏休みおはなし会
｢えほんマラソン｣

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

　いろいろな絵本をいろいろ

な人が読み聞かせします。夏

休みの思い出に、ワクワクす

る絵本の世界をご家族おそろ

いでお楽しみください。　　

対　象　乳幼児から小学校低

学年の方

と　き　7月18日㈰　13時30

分～15時

ところ　図書館2階視聴覚室

内　容　絵本の読み聞かせ

参加料　無料

申込み　当日、受け付けを行

います。

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29日㈭、30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　昔話や交通安全など

のアニメーション映画

定　員　各100人

参加料　無料

天体観望会　
～望遠鏡で星を見よう～

文化会館　  382-8111　  382-8580

対　象　小学生以上の方(中

学生以下は保護者同伴)

と　き　7月24日㈯　19時～

20時30分(18時30分から受

け付け)

ところ　文化会館屋上天体観

測場、プラネタリウム

内　容　夏の星座と惑星の解説

定　員　150人(先着順)

参加費　無料

※曇天や雨天などで中止すること

があります。当日16時30分に判

　　　

｢鈴鹿市建築協定条例
(案)｣の骨子への意見を

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

　建築協定は、建築基準法に

基づくまちづくりの制度で、

地域の皆さんが自らの手で建

物に関するルールを定め、こ

のルールを皆さんが守り合う

ことによって、現在の良好な

まちなみ(住宅地としての環

境や商店街としての利便性)

を将来にわたって守り育てて

いくものです。

　今回、建築基準法第69条の

規定に基づく鈴鹿市建築協定

条例(案)の骨子を作成しまし

たので、皆さんからのご意見

を募集します。

期　間　8月6日㈮まで

閲覧場所　建築指導課（市役

所本館9階）、市政情報課情

報公開コーナー（市役所本

館4階）、地区市民センター

※市ホームページでも閲覧できます。

意見の提出　住所、氏名、意見

などを記入の上、郵送、ファ

クス、電子メールまたは直

接建築指導課へ(様式は問

いませんが、閲覧場所に用

紙が備え付けてあります。

また、用紙は、市ホームペー

ジからも入手できます)

※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

てまとめ、回答とともに市ホーム

ページで公表します。なお、個別

には回答しませんので、ご了承く

ださい。

参加料　一般：1万3,220円、

　ジュニア(高校生以下)：

　9,220円
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　　断しますので、文化会館へお問い

合わせください。

防災子どもサミット
防災安全課　  382-9968  　382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学3年生以上

と　き　8月7日㈯、8日㈰

ところ　河川防災センター、

三重県消防学校

定　員　50人(先着順)

参加費　学生1,00 0円、大人

3,000円

申込み　7月20日㈫までに、災

害ボランティアネットワー

ク鈴鹿船入(　 090-7677-

3961)へ

鈴鹿市PTA連合会講演会
｢台所に立つ子どもたち｣
生涯学習課　  382-7619  　382-9071
　shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　PTA会員、市民

と　き　8月7日㈯　18時30分

～20時30分(18時開場)

ところ　文化会館けやきホール

講　師　竹下和男さん(香川

県の小・中学校の校長を退

職後、子育てや食育に関す

る執筆や講演会で活動中)

定　員　500人(先着順)

参加費　無料

申込み　整理券が必要ですの

で、住所、氏名、必要枚数を

記入の上、往復はがきで、

〒513-0801　神戸1-17-5　

市役所別館第3　2階　鈴鹿市

PTA連合会へ

問合せ　鈴鹿市PTA連合会

　(　  383-5143)

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

と　き　7月28日㈬　13時30

分～16時30分(13時開場)

ところ　市民会館

内　容　

○第1部　中村啓子さん(ナ

レーター、時報の人、｢音の

匠｣)による講演会

　｢啓子ちゃん、いい声しとら

ねぇ。アナウンサーになりゃ

いいがに｣という友の言葉を

きっかけにアナウンサーをめ

ざし、現在はナレーターとし

て活躍している中村さん。時

報の声、携帯電話の留守番電

話サービスのアナウンスなど、

多くの場面でわたしたちが耳

にしている声の主でもありま

す。そんな中村さんに、しなや

かで透明感のある澄んだ声と

聴く方への思いやりに満ちた

いやしのメッセージを届けて

いただきます。

○第2部　越智章仁さんによ

る演奏会

　ダウン症の越智さんは、ピア

ニスト・作曲家として全国でコ

ンサート活動を進めています。

楽譜の理解や理論とは別の音

楽世界に生きて、障がいのある

方のみならず、一般の方々に多

くの感動と勇気を与えてきたピ

アノの音色を、ぜひこの機会に

お楽しみください。

参加料　無料

申込み　7月16日㈮までに、電話

またはファクスで教育研究所へ

※整理券を発行しますので、お問い

合わせください。

第12回バイクであいたい
パレード2010

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

と　き　7月24日㈯　13時～

19時30分

※13時から各種イベントを開始し、

バイクパレードは18時30分出発

予定です。

ところ　鈴鹿ハンター特設会場

※パレードコースは、鈴鹿ハンター西

側駐車場から鈴鹿サーキットまで

です。

内　容　全国各地から集まっ

た555台のバイクが、8耐前

夜祭会場に向けて交通安全

啓発車両と一緒に、交通安

全を呼びかけながらパレー

ドを行います。

※パレードコースや周辺道路は、18

時30分から交通規制により渋滞

が予想されます。大変ご迷惑を

おかけしますが、ご協力をお願い

します。

問合せ　鈴鹿商工会議所青年

部　川口、高橋(　 382 -

3222)

中央道路中央道路

平安閣

鈴鹿
サーキット

鈴鹿ハンター鈴鹿ハンター

前夜祭
会場

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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と　き　8月17日㈫～21日㈯

ところ　鈴鹿青少年センター

とその周辺

内　容　自然の中での体験

活動、登山、野外炊飯、テン

ト泊、キャンプファイヤー

など

定　員　36人(応募多数の場

合は抽選)

参加費　2万円程度

申込み　7月5日㈪から30日㈮

(必着)に、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

鈴鹿国際大学
国際しゃべり場＆セミナー
「地球環境について」

鈴鹿国際大学　  372-2121

と　き　7月15日㈭

ところ　鈴鹿国際大学　

内　容

○講演　｢地球と私たちの生

活｣ (グレッグ　トレン

チャー(オーストラリア出

身、鈴鹿国際大学SJPプログ

ラム修了生、上智大学大学

院地球環境学研究科在籍))

17時～18時

○国際しゃべり場(ディス

カッション)　地球環境に

ついて皆さんが考えている

ことを、本学の学生たちと

お話しませんか。見学だけ

でも構いません。ぜひご来

場ください。　18時～19時

参加料　無料

問合せ　鈴鹿国際大学国際交

流クラブWAI指導員　渡邊

(　 372-2121)

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4日㈬、5日㈭　

　9時30分～15時

ところ　図書館2階視聴覚室

内　容　テーマ｢のびる絵本｣

定　員　各50人(先着順、保護

者の付き添いは除く)

参加料　450円(材料費)

※お釣りがいらないようにご準備ください。

申込み　7月15日㈭9時から、

直接図書館2階視聴覚室へ

※電話での申し込みはできません。

※家族以外での複数の申し込みは

できません。

鈴鹿医療科学大学
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　7月17日㈯　13時～

16時10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　｢健康的な食事作り

の注意点｣(野呂昌子さん

(鈴鹿医療科学大学))　13

時～14時

○講演　｢素材本来の味をひき

だす食材の選び方と料理｣(米

川泰正さん(食理学者))　14

時～14時30分

○講演　｢食品添加物、何が本

当に怖いのか？｣(長村洋一さ

ん(鈴鹿医療科学大学))　

15時～15時40分

　　

平和への祈り展
(パネル展示と原爆
被災者の講演会、
戦争体験者の座談会)

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

と　き　7月22日㈭～24日㈯

10時～19時(最終日は17時

まで)

ところ　文化会館さつきプラザ

内　容　

○展示パネル　原爆と人間展

パネル、第五福竜丸とビキ

ニ被爆パネル、風船爆弾関

連のイラスト、写真ほか

○ビデオ上映　アニメ、記録

映像

○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

をきこう｣(22日㈭13時30分

～15時)、｢座談会パートⅡ～

平和の祈り伝えたい　戦争

の悲惨さ惨めさ　戦争に加

担させられた私たちの体験

～｣(24日㈯13時30分～15時)

参加料　無料

レッツ・チャレンジ2010
県立鈴鹿青少年センター

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

対　象　小学5年生～中学2年生 
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7月の納税 
○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8月2日(月)です】
※納税は、便利な口座振替で

○健康食品管理士による相談

コーナー　15時40分〜16時

10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)

鈴鹿医療科学大学薬学部
第3回健康講座
｢食品の話題｣

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

と　き　7月24日㈯　13時～

16時30分

ところ　鈴鹿医療科学大学白

子キャンパス講堂内小ホー

ル(南玉垣町3500-3)

内　容　

○講演　｢食品によるがん予

防：果物や野菜のがんの予防

効果｣(里見佳子さん(鈴鹿医

療科学大学薬学部))

○講演　｢油の取り方と健康｣

(堤 智斉さん(鈴鹿医療科

学大学薬学部))

定　員　120人(先着順)

参加料　無料

主　催　鈴鹿医療科学大学薬

学部

申込み・問合せ　鈴鹿医療科

学大学白子事務課(　 340-

0550　　 368-1271)

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歳から就学前の子

どもとその保護者　　

と　き　7月27日㈫、29日㈭、8

月3日㈫、5日㈭、10日㈫、12

日㈭、19日㈭、24日㈫　13時

30分～15時(全8回)

ところ　市立体育館(大会議

室、大2会議室、副体育館)

定　員　20組

◆わんぱくクラス

対　象　小学1年生から小学4

年生の児童とその保護者　

と　き　7月27日㈫、29日㈭、8

月3日㈫、5日㈭、10日㈫、12

日㈭、19日㈭、24日㈫　10時

〜11時30分(全8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1人

1,500円、大人1人2,500円(ス

ポーツ保険料含む）

申込み　7月24日㈯までに、参加

料を添えて、直接市立体育館へ

　本市では、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｣として、｢愛と平和のコン

サート｣を開催します。

　アメリカ合衆国のオバマ大統領は、昨年のプ

ラハでの演説で、核兵器のない世界の平和と安

全保障の実現に向けて、世界をけん引していく

ことを誓いました。世界が｢核兵器のない世界｣

をめざし、動き出している中、今年は、いち早く

原水爆禁止や｢不戦和栄策｣を提唱し、また、日

本で初めての人権宣言といわれる｢水平社宣言｣

を起草し、人権の尊重、平和の大切さを訴え続

けた西光萬吉を音楽とともに紹介します。

　世界の名曲演奏や作品朗読から、人権と

平和の大切さを改めて感じ、いのち輝く人

権文化のまちづくりを考えます。

2010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6日㈮　19時開演(18時30分開場)

ところ　文化会館けやきホール

プログラム　オープニング(いのちの歌)、

第1部　世界の名曲をたずねて、第2部　

人間に光あれ、第3部　みんなで歌いま

しょう

出　演　アムジー室内合奏団、鈴鹿女声

コーラス、山中雅博(テノール)、石川楊子

(朗読・司会)

定　員　500人(先着順)

入場料　無料

※託児希望者は、7月30日(金)までに、電話または

ファクスで人権政策課へ(先着10人)

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 

2 0 1 0人権を考える市民のつどい

さい　こう　まん　きち

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


