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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

noze i@c i ty. suzuka . l g . j p

◆休日窓口

と　き　6月26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。

6月は｢環境月間｣です

環境政策課    382-7954    382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　環境月間である6月には、
広く環境の保全についての
関心と理解を深めるととも
に、積極的に環境保全の活
動を行う意欲を高めるため、
全国各地でさまざまな環境
啓発イベントが行われてい
ます。本市では、市役所本
館での懸垂幕の設置、地球

温暖化防止や自然環境に関
するパネルの展示などの啓
発活動を、6月いっぱい行い
ます。この機会に、市民の皆
さんも｢環境｣について考え
てみませんか。
◆環境への負荷の少ない生活

を送る

○電気や燃料の無駄使いを
なくす。
○外出時は公共交通機関を
利用する。

◆将来の地球環境のためにで

きることから始める

○再生品や省エネルギー型の
エコ商品を選んで買う。
○太陽光発電システムやハイ
ブリッド自動車などの低公
害車を選ぶ。

東日本大震災に伴う
未払賃金の立替払制度に
ついてお知らせします

産業政策課    382-8698    382-0304

   sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　勤めていた企業(中小企業
または法律上の倒産手続きを
とった大企業に限る)が東日
本大震災によって被害を受け、
倒産状態になったことにより
賃金が支払われなかった方
(雇用形態は問いません)に対
して、国が企業に代わって未
払いの賃金(退職日の6カ月前
の日から立替払請求日の前日

までの間に給与支払い日が来
ている給与と退職金)の80%
を支払う立替払の制度があり
ますので、労働基準監督署な
どにご相談ください。
対　象　1年以上にわたり事
業活動を行ってきた中小
企業に雇用されていた労
働者で、企業倒産に伴っ
て退職し、未払賃金(2万
円未満は除く)が残ってい
る方

問合せ　三重労働局労働基準
部監督課(   059-226-2106)

60歳以降も国民年金
保険料を納めることが

できます

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
未満の方が加入対象ですが、
国民年金保険料を支払って
いない期間があり、厚生年金
などに加入していない方は65
歳までに任意加入し、年金額
を満額に近付けることができ
る｢高齢任意制度｣があります。
　ただし、満額になればそれ
以上納めることができません。
また、任意加入は原則65歳ま
でですが、年金を受給する資
格を満たさない方は、65歳以
降も資格を満たすまで(最高
70歳)特別に加入することが

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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できます。
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印

問合せ　津年金事務所国民年
金課(    059-228-9188)

国民健康保険税の
口座名義人のご確認を

保険年金課    382-7605    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民健康保険税を口座振
替でお支払いいただいてい
る世帯の口座名義人が、国
民健康保険からそのほかの
社会保険に変更になった場
合などは、口座名義人の変
更または廃止の手続きがな
いと、引き続き同じ口座から
振り替えさせていただくこと
になりますので、ご確認くだ
さい。
※口座 振 替 の 変 更などの 手 続

きについて詳しくは、納税課

(　382-7831)へお問い合わせ

ください。

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。
　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
際には、国民健康保険担
当窓口へご相談ください。

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13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1日㈮から8月
22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　㈶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(　0 5 9 -
235 -2030)へ

※詳しくは、県内浄化センターへお

問い合わせください。

若年性認知症サロンの
参加者を募集します

長寿社会課    382-7935    382-7607

    chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　若年性認知症の方が集い、
談話、調理、グループ活動、個
人活動を行うサロンを毎月開催
します。
対　象　64歳以下で認知症の方
と　き　毎月第 4日曜日　
10時～15時30分（次回は６
月26日）

ところ　鈴鹿医療科学大学
4513教室(岸岡町1001-1)

参加料　500円(昼食代)
申込み　ファクスまたは電子メ
ールで鈴鹿医療科学大学
医療福祉学科(　383-8991
　383-9666　　jnishika@
　suzuka-u.ac.jp)へ

くらしの情報
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　｢鈴鹿市長の資産等の公開に関する条例｣第 5
条の規定に基づき、前市長の｢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。報告書の原本は、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/shisan/index.html) で公表しています。
※新市長の資産公開については、任期開始日か

ら起算して100日を経過する日までに、｢資産

等報告書｣を作成します。

◆資産等補充報告書

　平成22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
○預金・貯金　預金の総額：69 万 3,787 円、
貯金の総額：取得なし

○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
　(－140 万 1,386 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 22 年中の所得を記載したものです。
○給与所得　1,242万5,964円（鈴鹿市ほか）
○雑所得　565万2,457円（公的年金ほか）
◆関連会社等報告書

　平成23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に、
その名称、住所、職名を記載したものです。

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

三重用水土地改良区
（四日市市平尾町大池2765-3） 理　事

三重県農業共済組合連合会
（津市桜橋一丁目649）

理　事

三重地方税管理回収機構
（津市桜橋三丁目446-34）

議　員

三重県自治会館組合
（津市桜橋二丁目96）

議　員

役員、顧問
その他の職名

会社その他の法人の
名称・住所

天野奨学金奨学生を
募集します

指導課    382-9028    383-7878

    sh ido@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

家屋調査にご協力を

資産税課    382-9007    382-7604

　shisanze i@city .suzuka. lg . jp

　市では、建物の新築や増
築の際に、来年度の固定資
産税額を算出するための家
屋調査を行っています。資産
税課職員が訪問し、建築図
面を基にした間取りの確認、
屋根、外壁、各部屋の内装な
どに使われている資材や設
備を確認します。調査時間は
一般の新築住宅で約 15 分
から 30 分です。
　なお、建物の取り壊しや所
有者名義の変更があった場合

は、下記の申告書や届を年内
に提出してください。
◆建物を壊したとき

　滅失家屋申告書を、資産税
課または地区市民センターへ
提出
◆未登記の建物所有者を変

更するとき

　下記の書類を添付して、家
屋補充課税台帳登録名義人
変更届を資産税課へ提出して
ください。
○相続の場合　相続関係が分
かる戸籍、遺産分割協議書、
印鑑登録証明書など

○相続以外(売買や贈与など)

の場合

　旧所有者の印鑑登録証明書
※法務局に登記(登録)されている

建物は、法務局へ申請してく

ださい。

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報
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　一般のエッセイ部門で、

鈴鹿市制70周年記念テ

ーマ｢私と鈴鹿｣などのテ

ーマエッセイも募集しま

す。また、ジュニアの作文

部門で、鈴鹿市制70周年

記念テーマ｢ぼく・わたし

とすずか｣などのテーマ

作文も募集します。

※作品は日本語で書かれた

ものに限ります。

※詳しくは、㈶鈴鹿市文化

振興事業団ホームページ

(　h t t p : //www . s -

bunka . net/ )をご覧い

ただくかお問い合わせ

ください。

対　象　市内に在住、在勤、在学または市内の文化団体などに所属している方
　※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　6月10日㈮～11月11日㈮

第20回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します(鈴鹿市制70周年記念参加事業)
㈶鈴鹿市文化振興事業団　　384-7000　　384-7755　　since-97@s-bunka.net

（※注）

（※注）

（※注）

ジャンル 応募規格 賞

散

文

小説・評論など
400字詰め原稿用紙で
本文50枚以内

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)

エッセイ
400字詰め原稿用紙で
本文10枚から30枚以内

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)

短
詩
型

文
学

詩 (漢詩含む) 1 編
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)

短歌 1 作品10首
俳句 1 作品10句
川柳 1 作品10句

ジャンル 応募規格 賞

作文・童話など

作文など(400字詰め原稿
用紙で本文10 枚以内 )

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)

童話など(400字詰め原稿
用紙で本文30枚以内 )

詩 1 編
短歌 3 首まで
俳句・川柳 3 句まで

◆一般の部

◆ジュニア(小・中学生)の部

※申告書や届は、市ホームページ

(　http://www.city.suzuka.

　lg.jp/l ife/benri/index4.html)

からも入手できます。

※固定資産税は、1 月 1 日現在、

市内に土地や建物を所有して

いる方に課税されます。

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、その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 カ月前に鈴鹿市
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。

6月27日から7月3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

侵害の事案が依然数多く発
生しています。平成22年度中
の法務省の人権擁護機関が
救済手続きを行った人権侵犯
事件のうち、児童に対する暴
行虐待と学校での｢いじめ｣に
関する件数は過去最高とな
っています。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。
と　き　 6月2 7日㈪～ 7月
3日㈰　 8時3 0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)
　　01 2 0（0 0 7）1 1 0（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

くらしの情報
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子ども手当について
お知らせします

子育て支援課    382-7661    382-7607

    kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　現行の子ども手当を延長す
る｢つなぎ法案｣の可決により、
子ども手当の支給が平成23
年9月まで延長されました。こ
れにより、支給額などの変更
はなく、平成22年度と同じく月
額1万3,000円が支給されます。
また、毎年6月に郵送案内して
いる｢現況届｣の提出が、平成
23年6月は不要となりました。
支給対象　0歳から中学校卒
業まで ( 0 歳から1 5歳に
なった後の最初の3月31日
まで)

支給額　子ども1人につき月額
1万3,000円

支給月　平成23年6月(平成
23年2月分～5月分)、平成
23年10月(平成23年6月分
～9月分)

※平成23年10月以降の手当額

や支給時期などは未定ですの

で、決定次第、広報すずかや

市ホームページなどでお知ら

せします。

内閣総理大臣名の
書状を贈呈します

生活支援課    382-9012    382-7607

   se ikatsush ien@city.suzuka . lg .jp

　先の大戦で外地など(事変
地や戦地の区域)に派遣され、
戦時衛生勤務に従事された旧
日本赤十字社救護看護婦と旧
陸海軍従軍看護婦の方(慰労
給付金受給者は除く)に対して、
そのご苦労に報いるため、内
閣総理大臣名の書状を贈呈し

ていますが、その請求期限が2
年延長され、平成25年3月31日
までとなりました。
問合せ　総務省大臣官房総務
課管理室業務担当(〒100-
　8926　東京都千代田区霞
が関2-1-2　　03-5253-5182
　03-5253-5190)

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18日㈯～9月11日㈰
10時30分から、13時30分から、
15時から

内　容　
○銀河鉄道の夜

　｢銀河ステーション、銀河ス
テーション｣と声が聞こえてき
ます。星まつりの夜に寂しく孤
独なジョバンニは、気が付くと
友人のカンパネルラと一緒にそ
の銀河鉄道に乗車していまし
た。行く先々の不思議で世に
も美しい光景を目にする2人を
乗せた列車は、果たしてどこ
へ行き着くのでしょうか。

○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9日㈮

内　容　たなばたさまとちきゅ
うのなかまたち

定　員　各回180人
※幼児番組は、団体申し込みに限

ります。

※6月14日㈫から17日㈮は、番

組入れ替えのため投映を休止

します。

◆たなばた特別投映

と　き　7月3日㈰　10時30分
～11時30分(10時開場)、13
時30分～14時30分(13時開
場)、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　ハッブル宇宙望遠鏡

の世界～フルートとギターの

調べにのせて～

　フルーティスト坂倉志保さ
んとギタリスト高橋邦男さん
の調べにのせて、ハッブル望
遠鏡がとらえた宇宙の神秘を
投映します。また、ハッブル望
遠鏡の後継機といわれる
ジェームズ・ウェッブ宇宙望
遠鏡の開発計画を解説します。
定　員　各回150人
参加料　無料
※6月18日㈯10時から、文化会館

で希望時間の整理券を配布し、

なくなり次第終了します。

※中学生以下は保護者同伴でお願

いします。2歳以下はご遠慮く

ださい。

※当日の一般・団体番組の投映は、

特別投映のため休止します。

第1回金生水沼沢
植物群落観察会

文化課    382-9031    382-9071

    bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月25日㈯ ( 雨天決行 )
集合時刻　9時(第1班)、10時
30分(第2班)

催 し 物

お 知 ら せ

くらしの情報くらしの情報



電　話 電子メール ホームページファクス

212011・6・5

集合場所　金生水沼沢植物群
落(地子町字金生水563、西
條町字猿楽田675)

※現地付近の道路は駐車厳禁

です。車でお越しの方は、飯

野地区市民センター(西條町

463)に駐車の上、各自集合時

間までに徒歩で現地へ移動し

てください(徒歩約15分)。

定　員　40人(申し込み先着順)
※受付順に、第1班20人、第2班

20人に割り振ります。

持ち物　水筒、タオル、帽子など
※観察路を歩いて見学しますが、

当日の天候により地面がぬか

るむこともありますので、雨

天時には雨具や長靴をご持

参ください。

申込み　6月6日㈪8時3 0分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで申し込めます。

教科書展示会

教育研究所    382-9056    383-7867

    kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　新学習指導要領に合わせ
た教科書見本の一部を展示
します。展示対象の教科書
は、小学校、中学校、高等
学校です。
と　き　6月17日㈮～7月5日
㈫ 9時～18時(土・日曜日
は9時～17時)

※月曜日、6月21日㈫、30日㈭は
休館です。

ところ　図書館2階会議室

住宅なんでも相談会

防災安全課    382-9968    382-7603

    bosa ianzen@city.suzuka . lg .jp

　耐震改修やリフォームな
どに関するトラブルを防ぐた
め、安心して住宅に関する疑
問や悩みなどを大工さんに
相談できます。

と　き　6月23日㈭　10時～
16時

ところ　市役所本館1階市民
ロビー

内　容　耐震、介護改修、リ
フォーム、新築など、住宅に
関すること

※住宅以外の問題、境界問題など

法律関係の質問には対応できま

せん。

相談者　組合員(大工)
相談料　無料
主　催　三重県建設労働組合
鈴鹿支部

※詳しくは、三重県建設労働組

合鈴鹿支部(　382-1521)へ

米村でんじろう
｢サイエンスショー｣

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　384-7000　　384-7755

    s ince-97@s-bunka .net

　テレビでも人気の｢でんじろ
う先生｣が鈴鹿に来ます。驚き
の科学実験を次々に繰り広げ
るサイエンスショーは、生で見
ると迫力満点で、科学の不思
議を楽しく体験できます。子ど
もも大人も夢中になってしまう
魅力いっぱいのショーです。
また、地域ものづくり企業の
新技術を生かした製品などの
展示も予定しています。
と　き　9月19日㈪　1回目：
13時30分から(12時3 0分
開場)、2回目：17時から
(16時開場)

ところ　市民会館
入場料　全席指定一般：
2 , 5 0 0円(税込)、全席指定
中学生以下：2,000円(税込)

※3歳以上有料で、2歳以下でも席が

必要な場合は有料となります。

※購入以後のチケットの交換、

返金、再発行はお断りします。

発売日　6月18日㈯　市民会
館、文化会館(9時から)、鈴
鹿市観光案内所(白子駅西)、
鈴鹿ハンター、宮脇書店鈴
鹿店(オープン時から)、チ
ケ ットぴ あ ( P コ ード
619-160、　0570-02-9999)
(10時から)

※詳しくは、㈶鈴鹿市文化振

興 事 業 団 ホ ー ム ペ ー ジ

(　http://www.s-bunka.net/)

をご覧ください。

国際交流フェスタ
in鈴国大2011

企画課    382-9038    382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　本学の学生と地域のさまざ
まな国の方々が集まって、国
際理解・交流活動発表会や
交流ゲームなど、多文化理解
を楽しむイベントを行います。
と　き　6月18日㈯　1部：
13時～15時、2部：15時15分
～17時

ところ　鈴鹿国際大学体育館
内　容　
○1部：｢国際理解・交流活動

発表会｣　県内教育機関の
児童、生徒、地域国際交流
団体、本学学生による国際
理解や国際交流活動への
取り組みなどについての発
表会

○2部：｢国際交流の集い｣　

第1部の表彰式、本学学
生(留学生など )による民
族芸能披露、多文化交流

入場料　無料
問合せ　鈴鹿国際大学国際交
流フェスタ実 行委員会
(〒510-0298　郡山町663-
222　　372-2121　　372-
2827　　soumu@m.suzuka
　-iu .ac .jp)

くらしの情報
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第20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　小学生と中学生の男女
と　き　6月26日㈰　8時集合
(雨天時は7月3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位を

表彰します。

参加料　無料
申込み　6月20日㈪までに、ス
ポーツ課へ

労働保険年度更新
集合受付会

産業政策課    382-8698     382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　労働保険(労災保険、雇用
保険)の平成22年度確定保
険料と平成23年度概算保険
料の申告・納付期間は、6月1
日㈬から7月11日㈪までです。
今回、事業主を対象に労働
保険年度更新の集合受付
会を開催します。
と　き　 7月7日㈭、8日㈮、
11日㈪　9時～16時

ところ　神戸コミュニティセ
ンター

※申告書の記載について不明

な場合は、概算・確定労働

保険料/一般拠出金申告書、

作成した平成22年度分の賃

金集計表(一括有期事業のう

ち建設の事業については、

請負金額、工期などが確認

できるもの)、事業主印鑑(法

人の場合は代表者印鑑)をご

持参ください。

問合せ　三重県労働局総務
部労働保険徴収室(　059-
226-2100)

スライド説明会
｢磐城山遺跡｣

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　6月11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
里山保全体験講座

環境政策課    382-7954    382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　里山保全の意義と手法に
ついての興味を深めていた
だくため、現地実習を交えて、
年間4回の講座を行います。
対　象　里山の仕組みや保全
に興味がある方

と　き　7月10日㈰　10時～
16時(第1回)

ところ　国府公民館、深谷公園
内　容　里山保全の意義につ
いての座学、深谷公園での
里山保全の実習

参加料　無料
申込み　7月1日㈮までに、住所、
氏名、電話番号、参加人数を
記入の上、電話、ファクス、電
子メールで環境政策課へ

※この講座は年間を通じて全4回

(11月13日、平成24年1月29日、

3月4日の各日曜日)を予定して

いますが、必ずしも全講座を

受講する必要はありません。

その他詳しくは、後日、申込

者に連絡します。

入門講座｢中世のやきもの
－常滑焼を中心に－｣

考古博物館    374-1994    374-0986

   kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

    http://www.edu.city.suzuka.mie.jp/museum/

　焼き物の生産と流通について
の歴史を学びます。
と　き　6月25日㈯　14時から
ところ　考古博物館講堂
講　師　中野晴久さん(常滑市
民俗資料館・陶芸研究所長)

聴講料　無料

市民ウォーキング教室

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkozukur i@city .suzuka. lg . jp

対　象　ウォーキング初心者、
基礎を知りたい方、教えたい方

と　き　7月9日㈯　9時～
12時（8時50分集合）

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター研修室（住吉町南谷口、
駐車場あり）

内　容

○講義　ウォーキングと健康
について、楽しく美しいウォ

講座・教室

催 し 物

くらしの情報くらしの情報
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の6 月 納税

ーキング、鈴鹿の週末ウォ
ーキング23コース紹介

○実技　楽しく美しいウォー
キング(鈴鹿青少年の森
公園)

○ウォーキング何でも相談

定　員　20人(応募多数の場
合は抽選)

参加料　200円
主　催　鈴鹿市民歩こう会
協　賛　鈴鹿回生病院、健康
づくり課

申込み　6月30日㈭ (必着)まで
に、氏名、性別、年齢、住所、電
話番号を記入の上、往復はが
きで、〒510-0219　野町南
1-13-18　鈴鹿市民歩こう会
日比正徳(　・　387-1489)へ

鈴鹿市相撲教室

武道館    388-0622    388-0940

対　象　小・中学生
と　き　6月18日から8月27
日の各土曜日(8月13日を除
く全10回)

ところ　武道館第5道場

参加料　3 , 1 0 0円(スポーツ
保険料600円を含む)

申込み　 6月1 6日㈭までに、
参 加 料を添えて武 道 館
へ

シウダック研究会
第93回例会

企画課    382-9038    382-9040

   k ikaku@city .suzuka. lg . jp

と　き　6月10日㈮　12時50
分～14時20分

ところ　鈴鹿国際大学国際
文化ホール

内　容　日本の若者の国際協
力活動から学べること

講　師　中村正典さん(青年
海外協力隊員としてセネガ
ルで活躍)

入場料　無料
問合せ　鈴鹿国際大学・開
発と文化研究センター(シ
ウダック)(〒510-0298　郡山
町663-222　　372-2121
　　372-2827　　s i u d a c
　@m.suzuka- iu .ac . jp)

県営鈴鹿スポーツガーデン
｢スポーツ吹矢教室｣

県営鈴鹿スポーツガーデン

    372-2250    372-2260

    http://www.garden.suzuka.mie.jp/

対　象　中学生以上の方
と　き　6月18日㈯　13時
～15時

内　容　だれでも気軽にゲーム
感覚で楽しみながらできます。
ストレス解消、肩こりや冷え性
の改善、免疫力アップなど、
さまざまな健康効果があります。

定　員　30人(先着順)
参加料　500円
申込み　6月15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
またはファクスで県営鈴鹿スポ
ーツガーデン水泳場へ

※ホームページからも申し込み

できます。

○市民税・県民税・・・1期

【納期限は6月30日㈭です】

※納税は、便利な口座振替で

　先日、祖母が亡くなりました。幼いころから
わたしを温かく包んでくれた祖母を、わたし
は同じように温かく包んであげることができた
のか。もっとしてあげられることがなかったの
か、もっと優しい言葉をかけてあげられなか
ったのか。いろいろ思うことはありますが、何
より命の営みの最終である｢死｣を見せてく
れた祖母に感謝しています。
　祖母の死を見つめ、改めて生命(いのち)
や人が生きるということについて考えました。
人は生まれることで生きる権利を得、亡くなる
ことでその権利を無くします。しかし、その人
の意思や心は次の世代に受け継がれていく
のではないでしょうか。

　人権も、人として生まれた瞬間からすべて
の人に認められる権利です。また、人権とは、
その人らしく生きることができる権利、人が人
として生きていくために不可欠なものです。
　それぞれ人は考えや生き方が違います。
しかし、だれでも自分が生きやすいように生
活をしたいと望んでいます。そのためには自
分のことだけでなく、お互いの違いを認め、
尊重することが大切です。
　わたしたちはだれもがかけがえのない存
在です。命ある限り人としてお互いを思いや
ることができるまち、そんな鈴鹿をつくってい
きましょう。

人としてできること

人権政策課 　382-9011　 382-2214　 j inkense i saku@ci ty . suzuka . lg . jp

j i n k e n k y o i ku@ci ty . suzuka . lg . jp

 

人権教育課 　382-9030 　 383-7878　  

くらしの情報




