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平成23年｢春の全国交通
安全運動｣を実施します

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

　5月11日㈬から20日㈮まで

の間、春の全国交通安全運動

が実施されます。本市では、3

月末現在、2件2人の交通死亡

事故が発生しています。昨年

に比べると1件1人の減少です

が、一つ間違えると死亡事故

につながるような出会頭事故

や追突事故が日常的に発生し

ています。

【運動の基本】

　子どもと高齢者の交通事故

防止　　　　　　　　　　　

【運動の重点】

◆自転車の安全利用の推進

　平成20年6月1日に施行され

た改正道路交通法により、子

どもや高齢者などが運転する

場合や車道通行が危険な場合

など、状況に応じて歩道を通

行できるようになりました。

◆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

　後部座席のシートベルト着

用が義務化されました。車に

乗るときは全ての席でシート

ベルトを着用し、乳幼児を乗

せるときは、チャイルドシー

トの着用を習慣づけましょう。

◆飲酒運転の根絶

　飲酒運転をしたドライバー

だけではなく、飲酒運転をす

る恐れのある人にお酒を飲ま

せた人や車を貸した人、運転

者がお酒を飲んでいることを

知りながら運転を依頼、要求

して同乗した人も処罰されま

す。一人ひとりが｢飲酒運転は

絶対に許さない｣という強い

意識を持ち、飲酒運転を根絶

しましょう。

｢無事故・無違反チャレンジ
123｣の参加者を募集します
防災安全課　  382-9022　  382-7603

　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　7月1日㈮から10月31日㈪まで

の123日間、無事故・無違反を

達成して豪華賞品を獲得しま

せんか。無事故・無違反達成

チームには、抽選で1チーム30

万円分をはじめとするトラベル

ギフト券などを贈呈します。運

転免許取得者3人1チームでご

参加ください。また、シルバー

チーム(3人のうち65歳以上の方

2人以上を含む)も募集します。

募集期間　5月6日㈮～6月24

日㈮

参加費　1人1,000円

問合せ　チャレンジ実行委員

会事務局(三重県生活・文化

部交通安全・消費生活室内

　059-224-2410)

※詳しくは、市役所、警察署交通課、

交通安全協会、県民センター、三

重県庁などに5月6日以降に備え

付けのチラシ、申込書をご覧く

ださい。

行政相談をご利用ください
市民対話課　  382-9004  　382-7660

　shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　行政相談は、国やNTTなどの

特殊法人などに対する苦情や

意見、要望をお聞きし、その解

決の促進を図る制度です。行

政相談委員は総務大臣が委嘱

した民間の有識者で、皆さんの

身近な相談相手です。相談は無

料で、秘密は固く守ります。市

では、総合相談(毎月第3金曜

日)、巡回相談(隔月第1木曜日)

の開催日に、3人の行政相談委

員が交代で相談に応じていま

す。詳しくは、広報すずか毎月

20日号｢相談｣をご覧ください。

市内の行政相談委員　北村克

麿さん、川北五鈴さん、田中

常保さん

※総務省三重行政評価事務所(　　

059-227-1100)でも相談に応じ

ています。

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

　災害時におけるブロック塀

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

路を確保するため、ブロック

塀の除却に対して助成を行っ

ています。

対　象　セットバックが必要

な道路を除く公道に面し、

高さが1mを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確認

をした上で、市の積算に基

づいた除却費を算出し、算

出額の2分の1(限度額あり)

を助成します。

※申請は、必ずブロック塀などを壊

す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へお問い

合わせください。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 
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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　5月29日㈰　9時～16

時30分

◆夜間窓口

と　き　5月30日㈪、31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。

地デジでお困りの方へ
お声掛けをお願いします

市政情報課　  382-9003　  382-2214
　shisejoho@city.suzuka.lg.jp

　デジサポ三重では、高齢者

などの地デジへの未対応世

帯に対して、登録された｢地

デジボランティア｣の協力に

より、近所や知人の方へ地デ

ジ対応を促す声掛け運動を

お願いしています。近所に地

デジのことでお困りの方が

いる場合は、｢デジサポ三重｣

に相談していただくようお

声掛けください。

問合せ　総務省三重県テレ

ビ受信者支援センター(デ

ジサポ三重)(　059-213-

1030)

◆地デジでだます詐欺にご注

意を

　地デジ対応で、総務省やテ

レビ局などの関係機関がお

金を請求することは一切あ

りません。このような請求を

受けたときはすぐに支払わ

ず、東海総合通信局や警察、

消費生活センターへご相談

ください。

｢第13回バイクであい
たいパレード2011｣の
参加者を募集します

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

と　き　7月30日㈯　13時～

19時30分(予定)

※13時から各種イベントを開始、バ

イクパレードは18時30分スタート

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　鈴鹿8時間耐久ロー

ドレース前夜祭として、交

　通安全啓発車両を配備し、

全国各地から集まったバイ

クが、鈴鹿サーキットの8耐

前夜祭会場に向けて日本最

大級の交通安全パレードを

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。なお、パレード

中は道路の横断はできませんの

で、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(　3 8 2 -

3222)

災害時の情報収集の
ためのアマチュア
無線局を募集します

防災安全課　  382-9968　  382-7603
　bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　本市と災害時応援協定を

有

料

広

告

※｢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。

申込み　鈴鹿商工会議所青年

　部ホームページ(　 http:

  / / w w w . s u z u k a -y e g .

 c o m / ) からお申し込みく

 ださい(応募多数の場合は

 抽選)。
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締結している｢災害ボラン

ティアアマチュア無線鈴鹿｣

では、災害時にボランティア

として各自の周辺情報を市

役所アマチュア無線局へ送

信するアマチュア無線の会

員を募集しています。関心の

ある方は下記の総会へ参加

してください。

と　き　5月15日㈰　9時から

ところ　河川防災センター2

階会議室

必要資格　アマチュア無線局

免許

問合せ　災害ボランティア

アマチュア無線鈴鹿会長

山中乙雄(JA2RAL)(　382-

0034　 ral@mecha.ne.jp)

女性のための相談事業を
行っています

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

　男女共同参画センターでは、

女性のさまざまな悩みについ

て、電話相談、面接相談、弁護

士相談を行っています。相談は

無料で、秘密は厳守されます。

※面接相談と弁護士相談は、電話

相談の後、ご希望や必要に応じ

て予約を受け付けます。なお、電

話相談の時間が5月から変更と

なりました。

電話相談日　毎週金曜日、第

　2・4火曜日　10時～16時

相談専用電話　　381-3118

※詳しくは、市ホームページ(　　

http://www.city.suzuka.lg.jp/life/k

urashi/sodan/index.html)をご覧く

ださい。

ジェフリーサークルの
メンバーを募集します

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

　ジェフリーサークルは、本

市における男女共同参画を推

進するため、鈴鹿市男女共同

参画センター｢ジェフリーす

ずか｣を拠点に、現在12人で活

動しているサークルです。

と　き　主に土曜日（月1回程度）

内　容　出前講座などの啓発

活動

申込み　男女共同参画課へ

｢男女がいきいきと働いて
いる企業｣を募集します

男女共同参画課　  381-3113　  381-3119
　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp
産業政策課　  382-8698  　382-0304
　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　三重県では、女性の能力活用

や仕事と生活の調和などに積

極的に取り組む企業(法人)を

認証し、その認証企業の中から

表彰企業を選考しています。

対　象　県内に本店または主

　たる事務所があり、県内で

事業活動を行う常時雇用労

働者を有する法人

※営利、非営利は問いません。

申込み　6月30日㈭(必着)ま

でに、応募用紙などに必要

事項を記入の上、直接また

は郵送で、〒514-8570　三

重県生活・文化部勤労・雇用

支援室勤労福祉グループ

(　059-224-2454　 059-224-

2455　 kinko@pref.mie.jp)へ

新たな生け垣の設置に
補助金を交付します

市街地整備課　  382-9025  　382-7615
　shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に所有する土地

に新たに生け垣を設置する

個人または市内に事務所な

どを有する法人

対象生け垣　幅員4m以上の道

路に隣接し、生け垣の延長

が2m以上で、樹木が1mあた

り2本以上ある生け垣

補助金額　樹木1本あたり上

限1,000円で、5万円を限度

※補助金を受けようとする方は、生

け垣を設置する前に申請する必

要があります。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 

有

料

広

告

※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

※応募用紙など詳しくは、「おしごと

　　三重」ホームページ(　　ht t p : / /

   www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/)

　　をご覧ください。
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博物館を無料開放します
考古博物館　  374-1994　  374-0986

　  kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　   http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　5月18日の｢国際博物館の日｣を

記念して、考古博物館の観覧

料が無料になります。この日

は、速報展｢発掘された鈴鹿

2010｣と常設展示を無料でご

覧いただけます。

と　き　5月15日㈰

公益信託鈴鹿市交通遺児
育成援助基金支度金を

支給します
学校教育課　  382-7618　  382-9054

　gakkokyoiku@city.suzuka.lg.jp

対　象　下記の要件をともに

満たしている方

○市内在住の交通遺児

○小・中学校に入学または中

学校を卒業する生徒

支給額　小学校入学：5万円、

中学校入学：7万円、中学校

卒業：10万円

必要書類　当基金所定の申請

書(各小・中学校と学校教育

課で配布)、在学証明書(各

小・中学校で配布)、交通事

故証明書(警察署で配布)、

交通事故で遺児となったこ

とを証明する書類(住民票

など)(市役所、地区市民セ

ンターなどで配布)

※交通事故証明書は、平成20年度

以降に初回申請された場合、再

申請の際は不要です。

申込み　必要書類をすべて添

えて、直接、公益信託鈴鹿市

交通遺児育成援助基金運営

　委員会(〒105-8574　東京都

港区芝3-33-1　中央三井信託

銀行本店法人営業部公益信

託課　　03-5232-8911)へ

都市計画図(1/2,500)と
地形図(1/10,000)の
販売窓口と販売価格を

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

　市内印刷業者の青焼き機械

の撤去に伴い、現行の印刷方法

や価格を維持することが困難と

なりましたので、都市計画図と

地形図の販売窓口と販売価格を、

6月1日㈬から変更します。なお、

都市計画概要図(1/25,000)と地

形図(1/25,000)については、今

までどおり市役所本館15階の

売店で販売します。

販売窓口　(株)ハヤカワ商会

(算所三丁目1 6 - 3 0　　

378-0654)、(株)三ツ星鈴鹿

営業所(大池三丁目12-12　 

　378-3866)

販売価格　420円（AOサイズ）

印刷方法　白黒印刷

平成23年度鈴鹿市
いきいき健康スポーツ
クラブ会員を募集します

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

対　象　6月1日㈬現在で60歳

以上の市民

と　き　平成23年6月から平

成24年2月の第2・4水曜日

の年16回　9時30分～11時

30分

※期間や時間を変更する場合があ

ります。

ところ　市内の運動施設ほか

内　容　ストレッチ、太極拳、

　ニュースポーツほか

定　員　150人(先着順)

参加料　3,500円(スポーツ安

全保険料1,600円を含む)

申込み　5月6日㈮から25日㈬

(土・日曜日を除く9時から

17時)に、参加料を持参の上、

鈴鹿市体育協会(市立体育

館内　 380-5015)へ

市営住宅の入居者を
募集します

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

所在地・構造・募集戸数・家賃

◆一般世帯(部屋は3階から4階)

○ハイツ旭が丘(中旭が丘三・四

丁目)　中層耐火造4・5階　5

戸　1万6,700円～3万4,700円

○桜島団地(桜島町五丁目)　

中層耐火造4階　3戸　1万

4,500円～3万2,200円

○高岡山杜の郷(高岡台四丁

目)　中層耐火造3階　2戸

　2万1,100円～4万1,400円

※高齢者世帯、身体障がい者世帯

は申込みできません。

◆高齢者・身体障がい者世帯

(部屋は1階)

○高岡山杜の郷(高岡台四丁

目)　中層耐火造3階　1戸

　2万1,100円～4万1,400円

※家賃は入居者の世帯所得を基準

に、毎年算定します。

申込み資格　下記のいずれに

も該当する方

1.市内に在住または勤務して

いる方

2.同居する親族(婚約者を含

む)がいる方

3.現に住宅に困っている方

4.市税の滞納がない方

5.公営住宅法に定める基準以

下の収入の方
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6.暴力団員でない方

※高齢者世帯は、前記要件をすべて

満たし、60歳以上の方がいる世

帯が対象です。

※身体障がい者世帯は、前記要件1

と3から6をすべて満たし、1級か

ら4級までの身体障がい者手帳

所持者がいる世帯が対象です。

申込み　5月9日㈪から20日㈮

(土・日曜日を除く8時30分

から17時15分）に、所定の申

込書類に必要書類を添えて、

直接住宅課へ

※案内と申込書類は、5月9日から

配布します。

日曜受付　5月15日㈰9時から

12時に、市役所本館1階市民

ロビーで受け付けます。

選考方法　応募多数の場合は、

7月上旬ごろに抽選で決定

します。

入居時期　7月下旬(予定)

※障がい者世帯、母子世帯など優

先措置を受けられる世帯があり

ますので、申し込みの際に申し出

てください。

※募集戸数、内容については、状況

により変更する場合があります。

民間賃貸住宅の相談会
住宅課　  382-7616　  382-7615

　jutaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　あんしん賃貸支援事

業の対象である高齢者、外

国人、障がい者、子育て世帯

および被災者世帯の方など、

鈴鹿地域で民間賃貸住宅を

お探しの方

と　き　5月15日㈰　9時～12時

ところ　市役所本館1階市民

ロビー

内　容　市内で民間賃貸住宅

　をお探しの方への相談会で

す。物件見学や契約などは

別日程となります。

主　催　三重県居住支援連絡会

※内容については、状況により変更

する場合があります。

東日本大震災復興支援
｢チャリティーバルーン｣

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

と　き　5月14日㈯、15日㈰　

7時～10時ごろ

ところ　鈴鹿川河川緑地野球

場、運動広場

内　容　東日本大震災の被災

者への支援として、熱気球

の搭乗体験と熱気球教室を

実施し、その収益を義援金

として寄付します。

定　員　各日450人程度(先着順)

搭乗料金　中学生以上：1,000

円、小学生：500円

主　催　鈴鹿バルーンフェス

ティバル実行委員会

※当日の天候や風の状況により、

中止する場合があります。

※当日の連絡先は、　090-3582-

5173（6時～10時）へお願いします。

鈴鹿市エコサイクリング
交流会

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

と　き　5月29日㈰　9時から

(雨天時は6月5日㈰)

集　合　鈴鹿ハンター弁天広場

内　容　A(チャレンジ)コー

ス(50㎞)、B(サイクリング)

コース(38㎞)、C(ファミ

リー)コース(18㎞)

※いずれも鈴鹿回生病院周辺で昼

食、イモ掘りを行います。イモは

主催者が弁天広場まで運びます。

参加料　すべてのコースとも

2,000円(小学生以下1,200円)

※イモ、昼食、保険料を含みます。

主　催　鈴鹿市サイクリング

協会

申込み　5月20日㈮までに、申込

書に必要事項を記入の上、参

加料を添えて大久保秀正(一

ノ宮町35-2　　090-2343-

1101)へ

※申込書は、上記申込み先に備え

付けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴でお

願いします。

若松海岸清掃ボランティア
若松地区市民センター

　385-0200　  385-4752

と　き　5月28日㈯　8時～10時

ところ　山中公園(メイン会

場)、千代崎観光案内所前、

原永第二集会所前

主　催　若松海岸通り美化ボ

ランティア推進委員会(代表：

井上斗さん　 385-0455)

※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は同

委員会が準備します。

銃砲刀剣類登録審査会
文化課　  382-9031　  382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月17日、8月30日、11

月15日、平成24年1月31日の

各火曜日　10時～11時30分、

13時～14時

ところ　三重県津庁舎(津市

桜橋3-446-34)

手数料　新規登録：1件6,300円、

登録証再交付：1件3,500円

※三重県収入証紙でお願いします。

問合せ　三重県教育委員会事

務局社会教育・文化財保護

室(　059-224-2999)

※尾鷲庁舎での別日程もあります。

電 話 電子メール ホームページ ファクス 



14 2011・5・5

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などの

相談におもちゃドクターがおこ

たえします。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

課へ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　5月22日㈰　10時～15時

ところ　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(電子ピア

ノ、笛、ハーモニカなど)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。

第33回三重県建具作品
展示会

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

と　き　5月21日㈯、22日㈰　

10時～17時

ところ　鈴鹿地域職業訓練セ

ンター

内　容　木製建具の良さをよ

り一層理解していただくた

め、伝統工芸である組子細

工の作品、玄関、障子、ガラ

　ス戸、ふすま、介護住宅にも

対応する建具を展示します。

※小学生を対象とした木工教室も

行います。

入場料　無料

問合せ　三重県建具工業協同

組合(　059-235-0388)、鈴鹿

地域職業訓練センター(　

387-1900(5月20日㈮から22

日㈰のみ))

第1回天体観望会
～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　5月14日㈯　19時～

20時30分

ところ　文化会館屋上天体観

測場、プラネタリウム 

内　容　春の星座・月・土星の

解説と観望

定　員　150人(先着順)

参加費　無料

申込み　当日18時30分から、

文化会館2階プラネタリウ

ムギャラリーへ

※曇天や雨天などにより中止する

ことがあります。当日の16時30

分に判断しますので、文化会館へ

お問い合わせください。　

◆平成23年度天体観望会

○第2回　6月11日㈯　19時～

20時30分　初夏の星座・月・

土星の解説と観望

○第3回　7月9日㈯　19時～

20時30分　夏の星座・月・土

星の解説と観望

○第4回　8月6日㈯　19時～

20時30分　夏の星座・月・土

星の解説と観望

○第5回　9月10日㈯　18時30

分～20時30分　秋の星座・

月・木星の解説と観望

○第5回　10月8日㈯　18時30

分～20時30分　秋の星座・

月・木星の解説と観望

スライド説明会｢平田遺跡｣
考古博物館　  374-1994　  374-0986
　  kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp
　   http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　発掘調査の成果を、スライ

ドを用いながら説明します。

と　き　5月15日㈰　14時から

ところ　考古博物館講堂

講　師　発掘担当者(当館学芸員)

聴講料　無料

平成23年度狩猟免許
取得予備講習会

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

対　象　20歳以上で、新しく

狩猟を始めようとする方ま

たはすでに狩猟免許を受

け、その有効期間内に現所

持免許と異なる狩猟免許を

受けようとする方

とき・ところ　6月25日㈯　三

重県総合文化センター、7月

9日㈯　熊野市文化交流セ

ンター、23日㈯　三重県総

合文化センター

定　員　各100人程度(先着順)

受講料　初心者：1万3,000円、

一部免除者：5,000円

申込み・問合せ　㈳三重県猟友

会鈴鹿支部(　340-3038)、㈳

三重県猟友会(　059-228-

0923)

※三重県狩猟免許試験は、7月7日

㈭(津市)、24日㈰(熊野市)、8月6

日㈯(津市)実施予定です。

※この講習を受けるだけでは狩猟

は行えません。
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ホームヘルパー2級講習
長寿社会課　  382-7935  　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　離職者で、県内の福祉職場

などへの就労を希望する方を

対象とした講習です。

対　象　離職者で県内に6カ

月以上住民登録している満

65歳未満の方

と　き　6月6日㈪～8月11日㈭

ところ　三重県社会福祉会

館、県内の実習施設

定　員　50人(応募多数の場

合は抽選)

受講料　無料(一部自己負担あり)

申込み　5月2日㈪から25日㈬

(必着)に、長寿社会課に備

え付けの｢介護員育成プロ

グラム参加申請書兼誓約

書｣に必要事項を記入の上、

〒514-8552　津市桜橋2丁

目131　三重県社会福祉協

議会 福祉人材部 地域の介

護力向上事業担当(　059-

227-5160)へ

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

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

　ファミリー・サポート・セン

ターは、子育てを助けてほし

い方(依頼会員)の要望に応じ

て子育てのお手伝いができる

方(提供会員)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、提供会員になっていただ

くための養成講座を行います。

受講していただいた方は、提供

会員として登録していただきます。

対　象　市内在住の方(資格、

年齢は問いません)

とき・内容

○5月31日㈫　10時30分～12

時　子どもの心に寄り添

う、13時～14時　提供会員

の役割と心得、14時～15時

30分　子どもの発達と心

○6月1日㈬　10時～12時　親

を支える気持ち、13時～13

時40分　子育て支援事業の

必要性、13時50分～15時20

分　子どもの栄養

○6月2日㈭　10時～11時30分　

子どもの病気、11時40分～12

時15分　登録について、13時

～16時　安全と対応

○6月4日㈯　10時～12時　小児

看護、12時45分～14時30分　

事業を円滑にすすめるために

ところ　ジェフリーすずか

定　員　30人(1才以上の託児

あり、要予約)

受講料　無料（ただし、テキス

ト代2，000円必要）

申込み　鈴鹿市ファミリー・

サポート・センター(委託

先：特定非営利活動法人こ

どもサポート鈴鹿 　・　　

381-1171)へ

○軽自動車税・・・全期
【納期限は5月31日㈫です】
※納税は、便利な口座振替で

5月の納税 

　さわやかな季節となりました。新しい生活

を始められた方は、そろそろ自分の周りの環

境に慣れてくるころではないでしょうか。

　さて、就職や結婚といった人生の節目で、

｢身元調査｣や｢聞き合わせ｣と言った行為が

行われることがあります。これは、その人が

知らない間に調査が行われており、差別や

偏見につながる重大な｢人権侵害｣行為です。

　人権侵害行為を見たり聞いたりしたとき、

周りの人の目が気になり、無関心を装って

｢かかわらないでおこう｣と思ってしまうこ

とはありませんか。たとえ自分には関係が

ないと思っていても、放っておいたのでは、

｢差別｣や｢偏見｣を助長しているのと同じこ

とです。人権侵害行為がなくならない原因

の一つを、周りにいるわたしたちが担って

しまうことがあるのです。こうしたことを

なくすために、お互いの人権を大切にする

ことを話し合ったり、人権に関する正しい

知識を学び合える仲間作りを、職場、地域、

家庭といった身近なところから始めてみま

せんか。そして、他者や自分の人権が守られ

ていないと気づいたとき、その仲間と共に

｢おかしい。間違っている｣といえる社会を

つくっていきましょう。

　お互いが自分以外の人を思い、どのように

すれば暮らしやすいかを考えることは、人権

が尊重されたまちづくりの第一歩です。

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 

人権が尊重された社会にするために

電 話 電子メール ホームページ ファクス 


