
秘書広報課　　382-7601　　384-2561
hishokoho@city.suzuka.lg.jp

1月1日から新たに副市長が就任しましたので、紹介します。

新副市長を紹介します新副市長を紹介します新副市長を紹介します

新副市長情報館➍

副市長　宮﨑  守
昭和24年7月26日生　前鈴鹿市水道事業管理者

　1月1日付けで副市長に就任いたしました宮﨑
守です。私は、鈴鹿市職員・水道事業管理者を
通し、約40年間地方行政に携わってまいりまし
たが、この度の副市長就任につきましては、これ
までにない責務の重さを痛感しております。何分
にも浅学非才の身ではありますが、市政発展の
ためこれまでの経験を少しでも生かせることが
できればと思い、決意を新たに致しております。
　来年度から、総合計画の第3期行財政経営
計画がスタートし、その実施計画では、市長が
特に重要と考える「防災・減災」「子育て・子
育ちの支援」「社会資本の整備」「ものづくり

産業の支援と地産地消の進展」「市民の健康づ
くりの支援」「地域づくりの支援」の６分野から
なる戦略事業を推進してまいります。
　また市制施行70周年という記念すべき年を
迎え、鈴鹿市発展の契機となりますよう微力で
はございますが、事業推進に精いっぱい取り組
んでまいりたいと存じますので、ご理解ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●プロフィール
　昭和 47 年鈴鹿市職員として採用後、文化振興
部長、総務部長、議会事務局長を歴任。退職後、
鈴鹿市水道事業管理者を務めた。趣味は釣り。
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メルモニあんしんメールの
配信情報を拡大します

秘書広報課    382-9036    382-9040

    hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　メルモニあんしんメールとは、
パソコンや携帯電話に電子メール
で行政情報をお届けするシステム
です。現在、災害・防犯・役立ち情
報、メールマガジンを希望者に配
信しています。今後は加えて、高齢
者の行方不明など、生命に関わる
情報をすべての会員に配信します。
　また、生命に関わることであれ
ば、市民の方もメルモニの配信を
利用していただける場合があるの

でご相談ください。

戦後強制抑留者の皆さんへ

生活支援課    382-9012    382-7607

    seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　シベリア戦後強制抑留者に対
する特別給付金を支給しています。
対 象　旧ソ連邦かモンゴル国
の地域における戦後強制抑
留者で、平成22年6月16日に日
本国籍を有するご存命の方

※平成22年6月16日以降に亡くな

られた方の相続人は請求できま

すが、それ以前に亡くなられた方

のご遺族などは対象外です。

受付期間　3月31日㈯まで
問合せ　独立行政法人平和祈
念事業特別基金 事業部特
別給付金認定担当(　0570-
059-204(ナビダイヤル)、IP

電話、PHSからは　03-5860
-2748、平日9時～18時)

※請求書をお持ちでない方は、至

急、平和祈念事業特別基金にお

電話ください。

※すでに支給された方は、再請求

できません。

第2回子どもの健全育成推進基本計画
策定委員会が傍聴できます

青少年課    382-9055    382-9053

    seshonen@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月16日㈭ 15時30分
から

ところ　市役所本館11階　教
育委員会室

定　員　10人(応募多数の場
合は抽選)

申込み　当日15時から会場で
受け付けます。

お 知 ら せ
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課税売上高が3 , 0 0 0万円
以下で、かつ①に該当す
る方

③給与所得者および年金受
給者

※譲渡所得・贈与税の相談は行

いません。

とき・ところ

○2月16日㈭、17日㈮
市立体育館
○2月20日㈪～22日㈬
神戸コミュニティセンター
○2月27日㈪、28日㈫
亀山市総合福祉センター

※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。

問合せ　鈴鹿税務署(　382-
0351)

※音声案内が流れます。0を選択

してください。

◆サラリーマンのための日曜

確定申告会

　税理士が、無料で医療費
控除と住宅借入金等特別控
除の申告書の作成をお手伝
いします。
対　象　給与所得者
と　き　2月19日㈰
○住宅借入金等特別控除を受
けられる方 
　10時10分～11時40分
　13時40分～15時10分
○医療費控除を受けられる方
　11時50分～12時50分
　15時20分～16時20分
※受け付けは10分前から

ところ　神戸コミュニティセ
ンター(神戸九丁目24-52)

問合せ　東海税理士会鈴鹿
支部(　382-7715(月～金曜
日、9時～14時))

◆確定申告に必要な書類の

問合せ

○国税庁ホームページ
(　http://www.nta.go.jp)

○鈴鹿税務署(　382-0351)
※音声案内が流れます。0を選択

してください。

◆確定申告書等作成コーナー

のご利用を

　国税庁ホームページ「確定
申告書等作成コーナー」を利
用すると、申告会場に出かけ
ることなく確定申告ができま
す。ぜひ、ご利用ください。
　詳しくは、国税庁ホームペ
ージ(　http://www.nta.go.
jp)をご覧ください。
○画面の案内に従って、金額
などを入力すれば、税額な
どが自動計算され、所得
税、個人事業者の消費税、
贈与税の申告書や青色申
告決算書などを作成でき、
プリンターで印刷したもの
を申告書としてご利用でき
ます。
○作成した申告書データは、
当コーナーから直接e-Tax
(電子申告)送信もできます
(贈与税を除く)。

平成22～25年度鈴鹿市
小規模修繕工事等希望者
名簿の随時受付をします

契約調達課    382-9039    382-9050

   keiyakuchotatsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　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。鈴鹿市入札
参加資格者名簿に現在登
録がないこと。

と　き　2月13日㈪～24日㈮
9時～11時、13時～16時
(水・土・日曜日を除く)

申込み　所定の申込書類に
必要書類を添えて、契約調
達課へ

確定申告会場などを
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14日㈫～3月15日
㈭ 9時～17時(土・日曜日は
除く)

※上記の期間、税務署では、申告

書の作成指導は行いません。

※申告書の作成には時間を要し

ますので、16時までにご来場く

ださい。

ところ　イオンモール鈴鹿2階
「イオンホール」

※今年から確定申告会場の入口を

「イオンホール」正面入口に変

更しました。

※9時から10時までの店舗入口は、

専門店街南入口(宝くじ売場横)

のみとなります。

問合せ　鈴鹿税務署(　382-
0351)

※音声案内が流れます。2を選択

してください。
◆給与所得者の還付申告の

受け付け

対　象　給与所得者で、寄附
金控除、医療費控除、住宅
借入金等特別控除などの
適用による還付申告書を提
出される方

と　き　2月13日㈪ 9時～17時
ところ　イオンモール鈴鹿2階
「イオンホール」

◆税理士による無料税務相

談所

対　象　
①平成2 2年分の所得金額
が300万円以下の方

②平成2 3年分の消費税の
基準期間(平成21年分)の

お 知 ら せ
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ボランティア・市民活動
団体紹介パネル展への
参加団体を募集します

地域課    382-8695    382-2214

   chiiki@city.suzuka.lg.jp

　公益的な活動を行っている
ボランティアや市民活動団体を
募集します。活動の楽しさや魅
力をより多くの方に知っていた
だき、仲間やネットワークを広
げる場にしませんか。
対　象　主に市内を活動の拠
点としている、公益性のある
非営利のボランティア、市民
活動、まちづくり活動団体な
ど(団体の人数は問いません)

と　き　3月14日㈬～19日㈪
ところ　市役所本館1階 市民

平成23年中の交通事故発生状況をお知らせします

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

　平成23年中の交通事故発生件数は、人身事故は減少しました
が、物件事故が増加したため、総事故件数は増加しました。交
通死者は5人で、前年に比べマイナス3人と大幅に減少しました。
しかし、あいかわらず悲惨な交通事故が後を絶たない状況で約
73日に1人の割合で死亡していることになります。
◆平成23年中の交通死亡事故の特徴

○歩行者、自転車、バイクによる事故が多発

　8割が歩行者、自転車乗車中、バイク運転中の事故です。
○早朝・夜間の事故が多発

　8割が早朝・夜間に発生しています。
○高齢者の事故も発生

　4割が歩行中とバイク運転中の高齢者の事故です。
○交差点で多発

　8割が交差点で発生しました。
○幹線道路での事故が多発

　8割を占め、国道で1件、県道で3件発生しました。
◆平成23年中の交通事故発生状況（数字は概数値）

ギャラリー
内　容　団体の概要、活動内
容、活動写真、入会案内、連
絡先などをレイアウトした模
造紙(入会案内、連絡先は別
紙可)、チラシの展示

※営利目的、宗教、政治活動など

の情報は掲載できません。

規　格　模造紙(80cm×110
cm)1枚程度

申込み　2月29日㈬までに、地
域課、地区市民センターに備
え付けの参加申込書に必要事
項を記入の上、直接または郵
便、ファクス、電子メールのい
ずれかで地域課へ。参加申込
書は、市ホームページトピック
スからもダウンロードできます。

農業者年金に伴う
農業後継者名義での
手続きをお忘れなく

農業委員会事務局

    382-9018    382-7610

   nogyoiinkai@city.suzuka.lg.jp

　農業者年金の受給者で、
農業後継者へ経営移譲され
ている方の場合、農業所得の
申告をはじめ、農業共済、農
業者戸別所得補償制度、農
業協同組合や土地改良区な
ど各種農業団体の組合員名
義など農業者年金に関係する
名義を後継者名義とする必
要があります。後継者名義で
なく受給者名義としてしまっ
た場合、農業者年金が支給
停止となってしまうことがあり
ますので十分ご注意ください。
詳しくは農業委員会事務局へ

新たに生け垣を
設置する方に補助金が

交付されます

市街地整備課

    382-9025    382-7615

   shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

　新たに生け垣を設置する方
に補助金が交付されます。た
だし、生け垣を設置する前に
申請が必要です。
対　象　市内に所有する土地
に新たに生垣を設置する
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
道路に隣接しており、生け
垣の延長が2m以上で樹木
が1mあたり2本以上ある
もの

補助金の額　樹木1本あたり
の金額の上限を1,0 00円と
し、補助金額は、5万円を
限度とします。

鈴鹿市 三重県

総　数

人身事故

死　者

負 傷 者

物損事故

6,669

1,199

5

1,578

5,470

62,706

10,420

95

13,813

52,286

62,879

11,275

135

14,878

51,604

-173

-855

-40

-1,065

682

6,530

1,254

8

1,690

5,276

139

-55

-3

-112

194

平成23年平成22年 増  減 平成23年 平成22年 増  減
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※｢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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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)・納付書での毎
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、直接希望する
金融機関でお願いします。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)

自衛官を募集します

市民課    382-9013    382-7608

    shimin@city.suzuka.lg.jp

問合せ　自衛隊三重地方協
力本部四日市地域事務所
(　351-1723)、自衛官募集

コールセンター(　 0 1 2 0 -
063 -792、12時～20時(年
中無休))

◆予備自衛官補(一般・技能)

対　象　一般：18歳以上34
歳未満(平成24年7月1日現
在)、技能：18歳以上で国
家免許資格等を有するも
の(資格によっては53歳未
満から55歳未満の者) (平
成24年7月1日現在)

受付期間　4月4日㈬まで
試験日　4月13日㈮から16日
㈪の間の指定する1日

◆一般・技術幹部候補生

対　象　大卒(見込含む)2 6
歳未満(大学院修士課程
修了者は28歳未満) (平成
25年4月1日現在)

受付期間　4月27日㈮まで
試験日　一次：5月12日㈯・
13日㈰(13日は飛行要員希
望者のみ)

◆歯科・薬剤科幹部候補生

対　象　歯科：20歳以上30
歳未満専門大卒 (見込含
む) ( 平成 2 5 年 4月1日現
在)、薬剤科：20歳以上26
歳未満専門大卒 (見込含
む) (薬学修士取得者は28
歳未満) (平成25年4月1日
現在)

受付期間　4月27日㈮まで
試験日　一次：5月12日㈯

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28日㈫、29日㈬ 
17時15分～20時

ところ　納税課
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。

平成23年度
すずかしぜんがっこう

環境政策課    382-7954    382-2214

    kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市内の自然に親しんでいた
だくため、野鳥と魚をテーマに
したイベントを開催します。
と　き　2月25日㈯  11時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター 1階イ
ンフォメーション前催事場

内　容　14時から野鳥の先生
のお話と野外での野鳥観察
体験。ワークショップとして、野
鳥と魚を題材としてプラスチッ
ク板を利用したアクセサリー
の作成、ペーパークラフト作
成。野鳥・魚の写真、はく製、
水槽の展示

参加料　無料

催 し 物

くらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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ジェフリーふぇすた2012

男女共同参画課    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画への関心や
理解を深めていただき、登録
団体の活動とネットワークづく
りを推進することを目的に開
催します。
と　き　3月3日㈯ 10時～16時
ところ　男女共同参画センター
内　容

○オープニング(鈴鹿少年少
女合唱団)
○「高専のロボコンがやって
くる!!」(鈴鹿工業高等専門
学校)
○学習交流会「学ぼう 性と生」
○ワークショップ「女性も参
画する鈴鹿の災害に対する
体制づくりを」
○講演会「講談で語る男女共
同参画～女もいきいき・男
もいきいき～」講師:宝井琴
桜さん(13時30分～15時、
手話通訳・託児あり)
○男女共同参画「川柳・写
真・書道」と小中学生の夏
休みポスター作品展示 
○絶品カレーの販売 など
入場料　無料
※講 演会には整 理 券が必 要で

す。2月10日㈮9時から男女共

同参画センターで配布します

(先着130人・1人2枚まで)。託児

の申し込みは、2月24日㈮ま

でに(先着10人、未就学児)

※詳しくは、男女共同参画セン

ターホームページ、チラシをご

覧ください。

トイなおす
(おもちゃ病院)の開設

廃棄物対策課

    382-7609    382-2214

   haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　お子さまのおもちゃの修理
などの相談におもちゃドクタ
ーがお答えします。当日おも
ちゃをお持ち込みください。
当日都合の悪い方は、事前に
廃棄物対策課へお持ち込み
ください。修理後は、廃棄物
対策課へ取りにきていただき
ます。
と　き　2月26日㈰ 10時～15時
ところ　図書館 2階視聴覚室
※説明書も併せてお持ちくだ

さい。

※当日修理が完了したものは、

当日お渡しできます。

※廃棄物対策課での保管期間は

1年間です。早めに取りにき

てください。

※修理できないもの：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

※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

ばお持ちください。

自殺対策シンポジウム
こころの声に耳を

傾けよう

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　3月は自殺対策強化月間
です。
対　象　市県民、自死遺族、
ボランティア団体、医療機
関、教育機関、保健福祉機
関、企業、産業保健関係
者、行政機関など

と　き　3月4日㈰ 13時～16
時30分

ところ　県庁講堂(津市広明
町13番地)

内　容

○トークショー　細川貂 さ々ん
(「ツレがうつになりまして」
の作者)と望月昭さん(ツレ)
○メンタルパートナー養成研修
○シンポジウム「自死遺族の想
い・支援者の想い」 

定　員　200人
申込み　2月24日㈮までに、電
話、ファクスで、こころの健
康センター(　0 59 - 2 2 3 -
5 2 4 3　 0 5 9 - 2 2 3 - 5 2 4 2
　http://www.pref/mie/
lg.jp/KOKOROC/HP)へ
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催 し 物

金生水沼沢植物群落写真展

文化課    382-9031    382-9071

    bunka@city.suzuka.lg.jp

　国の天然記念物である金生
水沼沢植物群落に生育する希
少な植物を広く紹介します。
と　き　2月23日㈭～28日㈫ 

平日は8時30分から17時15
分、土曜日・日曜日は10時か
ら17時(28日は午前中のみ)

ところ　市役所本館1階　市
民ギャラリー

国際協力・国際貢献・
多文化共生を知ろう

市民対話課    382-9058    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　三重県JICAデスク、(公財)国
際交通安全学会イアッツフォーラ
ム、㈶アジア福祉教育財団難民
事業本部、SIFA、鈴鹿市が取り
組み事例などをご紹介します。
と　き　2月21日㈫～27日㈪ 

平日8時30分～17時、土曜日
休館、日曜日9時～12時

ところ　市役所本館1階 市
民ロビー

伊勢型紙教室

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　平成24年4月から平成
25年3月までの毎月第2・第4日
曜日(全24回)　13時～16時

ところ　伝統産業会館
講　師　木村孝司さん(伝統

工芸士)
内　容　色紙大の型紙の彫

刻、型紙を使用して染色、
作品発表(年度内)

定　員　先着10人
受講料　年間1万2,000円(道

具代・材料費は別途必要)
申込み　2月10日㈮9時から、電

話で伝統産業会館(　386-
7511)へ

第23回すずか消費生活展

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月11日㈯ 10時30分
～16時30分、12日㈰ 10時～
16時

ところ　鈴鹿ハンター(算所二
丁目5-1)

内　容

○衣の部　リフォーム作品、手
芸作品の展示 

○食の部　健康茶、抹茶、手作
りおやつなどの試食、試飲

○住の部 ( 暮らし )　災害時の
必需品、避難の方法展示、家
庭での節電の取り組みの展
示、鈴鹿亀山消費生活セン
ターによる消費生活相談、廃
油せっけんづくりとボカシの
無料配布

○その他　被災地特産品の販
売、被災地復興支援チャリ
ティバザー、子育て支援取組
み展示、血圧測定、健康相談、
体温計・はかりの無料点検、
鈴鹿市生活学校活動報告写
真展示

問合せ　鈴鹿市生活学校 北
川(　383-0135)

第2回企業祭

産業政策課    382-7011    384-0868

    sangyouseisaku@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内中小企業関係者
(一般参加も可)

と　き　2月25日㈯ 9時～13
時30分

ところ　市役所別館第三2階
ものづくり産業支援センター

内　容　企業経営者による経

験談の紹介や、企業PRコー
ナーの設置など、新たなビジ
ネスパートナーの出会いの場
となるようなイベントを企画し
ています。

定　員　150人
問合せ　ものづくり産業支援セ
ンター(　382-7011)へ

司法書士無料相談会

市民対話課    382-9004    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

と　き　2月18日㈯ 10時～15
時(予約不要)

ところ　男女共同参画センター
ジェフリーすずか

内　容　相続登記をはじめと
した、遺言、遺産分割協議な
ど相続に関する相談、贈与・
担保権抹消など権利に関す
る登記の相談、会社・法人登
記に関する相談、簡易裁判
所の訴訟手続に関する相談、
多重債務の相談、成年後見
に関する相談など

問合せ　三重県司法書士会
(　059-221-5553)

鈴鹿医療科学大学
特別市民公開講座

「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25日㈯ 13時～16
時20分

ところ　鈴鹿医療科学大学 千
代崎キャンパス JART記念館
100年記念ホール(駐車場あり)

内　容

○演題 1 「臨床検査値から見る
〝食〟と〝健康〟」高崎昭彦さ
ん (岐阜医療科学大学教授 )

○演題 2 「今本当に必要な目
利きとは? 2」米川泰正さん
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電　話 電子メール ホームページファクス

( 食理学者 )
○演題 3 「私は、こんな食で薬

がほとんど不要になった」長
村洋一さん ( 鈴鹿医療科学
大学 )

○演題 4 「健康食品管理士から
の一言〝健康食品とお薬〟」
小川哲朗さん ( 桑名市民病院 
薬剤部 )

定　員　200人(先着順)
参加料　無料
問合せ　鈴鹿医療科学大学 

庶務課(　383-8991)

第8回三重県民ゴルフ
競技会鈴鹿地区大会

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

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　3月29日㈭
ところ　三鈴カントリー倶楽部
定　員　200人(先着順)

参加料　一般：1万3,220円、ジ
ュニア(高校生以下)：9,220円

※いずれもキャディ付きで、料金

には、参加料 1,000 円、昼食代、

賞品代を含みます。

申込み　三鈴カントリー倶楽部
(　371-1551　371-1778)

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

    372-2250    372-2260

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

申込み　2月7日㈫から先着順。
親子ヨガ・飾り巻き寿司教室
は水泳場窓口またはホーム
ページから。ベビービクス &
ママビクスは参加料を持参し
て水泳場窓口へ

◆親子ヨガ

対　象　子 (3 歳児から小学
低学年まで )とその親

と　き　2月12日㈰、26日㈰、
3 月4日㈰、11日㈰、25日㈰
全 5 回　10 時～ 11 時

定　員　15 組 ( 先着順 )
参加料　5,000 円
◆飾り巻き寿司教室

対　象　18歳以上の方
と　き　2 月15日㈬ 13 時 30

分～ 15 時
定　員　12人
参加料　2,600円(材料費込)
◆ベビービクス &ママビクス 
対　象　子 (2カ月から歩く前ま

で )とその親
と　き　2 月 22 日㈬ 午前の

部：11 時～12 時 30 分、午
後の部：13 時 30 分～15 時

定　員　各 30 組
参加料　1,000 円

講座・教室

　「先生、ぼく、わかる。この勉強、クラスといっ
しょ。」日本語が全く分からない状態で編入し
てきた外国人の子どもが日本語教室で目を輝
かせて言った言葉です。平成 23 年 12 月現在、
鈴鹿市には 634 人の外国人児童生徒が公立の
小中学校で共に学んでいます。
　保護者の仕事の都合で日本に来た外国人の
子どもは、懸命に日本の生活や日本の学校に慣
れようとします。しかし、言葉の壁もあり、日本
の文化や習慣に慣れるのは容易ではありませ
ん。母語であれば理解できる学習内容を、全く
分からない言葉で授業を受けるのですから本
当につらいことでしょう。初めのうちは歓迎さ
れ、クラスの友だちがたくさん声をかけてくれま
すが、次第に関わりが薄くなってしまい、さびし

い気持ちで過ごしている場合もあるようです。
　ある日、休み時間には一人でいることの多い
外国人の子どもが「先生、チャイムなった。みん
なと遊びに行く。」と言い出しました。いつも一
緒に遊ぶ友だちができて遊びの中でよく使われ
る言葉を覚え、互いに身振りや手振りを使った
り、絵をかいたりして言いたいことを伝え合い、
学校生活を楽しむようになっていたのです。
　このように子どもたちは、今まで知らなかった
言葉や習慣の違いを認め合いながら、自分の
世界を広げていく力をもっています。知らないこ
とを遠ざけるのではなく、何とかして伝え合おう
とする子どもたちの姿は、いろいろな国の人たち
が共に暮らす社会づくりにつながっていくので
はないでしょうか。

自分の世界を広げる

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

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の2 月 納税
○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2月29日㈬です】

※納税は、便利な口座振替で
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