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���　7月16日(月・祝) 10
時～15時(昼休憩1時間)

�@A　�����
���　
○午前：ビーンボーリング、輪
投げ、バッゴー、フライング
ディスクアキュラシー　
○午後：玉入れ、空中大玉転
がし、ダンス見学、みんな
で踊ろう

Y�Z　150人程度
+,'　無料(昼食付き)
°±A　運動のできる服装、
室内用シューズ、タオル、お
茶などの飲料
�Ô�　6月5日㈫9時から6
月24日㈰21時までに、直接
市立体育館へ

　　「椿の農業と地域を考える
会」では、獣害の増加や荒廃
農地などの問題を、地区だけ
で解決するのではなく、体
験・交流の機会(ワークショッ
プ)を市民や企業の方に提供
し、農村の宝探しや解決のヒ
ント探しのお手伝いをしてい
ただきたいと考えています。
　椿地区の自然を満喫しな
がら、農村での新しい体験・
交流に参加しませんか。

所本館2階)
���　いずれも市税の納付、
納税相談、口座振替の手続き
など

　付加年金は、国民年金の付
加保険料を納めたことのある人
が、老齢基礎年金(国民年金)の
受給権を得たときに老齢基礎
年金に加算して支給されます。
����第1号被保険者 
　(自営業・農林漁業者などと
その配偶者、学生、任意加
入者を含む)

K,T(-�月額400円
,)�×%í%*�年間で
200円×付加保険料の納付
月数
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○7月8日㈰：大豆種まき体験
○9月29日㈯：耕作放棄茶園
開墾、彼岸花とお月見の椿
茶会、ナイトサファリ
○10月21日㈰：枝豆収穫祭、
一羽まるごと「とりめし」料理

○11月11日㈰：大豆収穫、焼
きイモ・豆腐づくり

�@A　大久保町地内
Y� Z　15グループ（30人）
程度

+,'　1回1人500円～1,500円

�Ô�±+�ð

　6月30日㈯までに、電話で、
　椿の農業と地域を考える会 
矢田(　090-2680-3536)へ

���　6月24日㈰ 9時～16時
30分

���　6月28日㈭、29日㈮　
17時15分～20時

�@A　いずれも納税課(市役



 (    http://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/open/
 jyouhou/shisan/index.html)で公表しています。

　｢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、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
　　　
　 　　　　　　　　　　　　　　　

　平成23年5月2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。
,¢Þ　該当なし
,-A&e.TÏ@�i%Þ¡/¯«�¢Þ&01/　該当なし
,-A　該当なし
,2%±3%　預金の総額：515万8,588円、
貯金の総額：該当なし

,.456　金銭信託：40万円
,7Ç8±9:±;<=±Ù> ?¼　該当なし

,@ÏgÄ&Áw~$i%/Á　該当なし
,AK%　該当なし
,1Ã%　該当なし
　(－60万6,097円)

　平成23年中の所得を記載したものです。
,BCe�　1,247万3,700円(鈴鹿市ほか)
,De�　1万1,000円(報酬)

　平成24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。

三重県農業共済組合連合会
（津市桜橋一丁目649） 理　事

鈴鹿工業高等専門学校
（鈴鹿市白子町）

参　与

役員、顧問
その他の職名

会社その他の法人の
名称・住所

���　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

E¼-　一般の部：1作品につき1,000円、ジュニアの部：無料
�Ô�　6月22日㈮～11月9日㈮



場合は、手当の全部または一
部を支給しないことがあります。
,GR&ÑStTF�G¬%
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　住所や氏名、家族構成など
に変更があった場合は、市民
課での手続きとは別に、届出
が必要です。届出をしていた
だけない場合は、重要な案内が
届きません。また、手当の支払い
を差し止めることがあります。

　児童手当の現況届は、6月1
日時点の、養育している児童
の数、年金の加入状況、現住
所などを確認し、児童手当を
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
ますので、6月29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
されますのでご注意ください。

　本市では、地域を問わず広
く社会の公益に寄与すること
が期待できる自主的、自発的
な非営利の市民活動を行う団
体に対して、事業費の一部を
補助しています。今回、申請団
体によるプレゼンテーション審
査を公開して行います。
���　6月16日㈯ 13時から

�@A　市役所本館12階 　
　1203会議室
�Ô�　当日に会場で

　児童扶養手当は、法律に
基づき、父または母と生計を
同じくしていない児童などが
育成される家庭の、生活の安
定と自立を促すことを目的に
支給します。また、この手当は、
貴重な税金をもとに支給され
ています。趣旨を十分理解し、
適正な受給をお願いします。
,®HPGI^GRT\B
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　支払った手当を返還して
いただく場合があります。また、
3年以下の懲役または30万
円以下の罰金に処せられる
ことがあります。
,JKTLMi%Ä�öØ3
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　届出をしていただくと、書類
をもとに受給資格の審査をし
ます。確認がとれない場合は、
調査を行う場合があります。プ
ライバシーに立ち入らざるを得
ない場合もありますので、ご了
承ください。
,GRTÑB�Pt@�ö

�Ø3¯i

　調査に応じていただけない



¦XU�「平和な瞬間はどんな     
　顔？」
vÊuN�モノクロ、カラーとも
四つ切り、四つ切ワイド版とし、
プリントして応募してください
（データでの応募はできません）。
+�ð　日本非核宣言自治体
協議会事務局(長崎市平和
推進課内)(　095-844-9923)

　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。
���　保護者が市内に在
住し、学業成績優秀、品行
方正であり、学資に困っている
高校生以上の学生

OEPQ　奨学生として決定
を受けた学校に在学する期間
OE%*�BK�*�　
○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
�Ô�　6月29日㈮までに、指
導課に備え付けの申込用紙
に必要事項を記入し、同課へ

　離職者などを対象に、就労支
援と福祉人材の確保を目的とし
て、年3回実施します。
���　県内に住民登録して
いる満65歳未満の方

\]PQ　7月5日㈭～9月6日㈭
\]Äe　三重県社会福祉会
館(津市桜橋)ほか

Y�Z　50人(応募者多数の
場合は抽選)

\]-　無料(テキスト代など
一部自己負担有り)

�Ô�　6月1日㈮から25日㈪
　(必着)までに、三重県社会福
祉協議会へ

+�ð　三重県社会福祉協
議会(　059-227-5160)

R�=　
○鈴鹿都市計画都市計画区
域の整備、開発及び保全の
方針の変更(三重県決定)

○鈴鹿都市計画区域区分の
変更(三重県決定)

SÈPQ　6月12日㈫～26日㈫
　8時30分～17時15分（土・日
　曜日を除く）
SÈÄe　鈴鹿市都市計画課
　(市役所本館9階)、三重県
　県土整備部都市政策課(県
　庁4階)

　あなたが考える平和の写真を
募集します。
vÊTU�

○一般の部：高校生以上
○こどもの部：中学生以下
vÊPV�7月13日㈮まで（必着）
　(入賞者の決定は8月予定)

と　き



����小学生・中学生(男
　女を問わない)
����6月24日㈰ 8時集合
　(雨天延期7月1日㈰)
�@A�武道館相撲場
����個人戦(学年別)、団
体戦3人(原則として4年・5
年・6年生の各１人とします。
低学年は高学年の枠に出
場できます)

+,-�無料
�Ô��6月18日㈪までにスポ
　ーツ課へ

　アフリカにあるウガンダの
エイズ・内戦孤児たちによる、
チャリティーコンサートです。
収益金は、ワトトのアフリカ
活動支援、東日本大震災の
義援金として寄付されます。
����6月15日㈮ 18時開
場、19時開演

�@A�市民会館

)W36�大人2,000円、小
人1,000円

R�6�大人2,500円、小人
1,500円

+�ð�ワトト三重コンサート
　実行委員会( 384 -3519)

　耐震改修やリフォームなどに
関するトラブルが増加しています。
住宅に関する疑問や悩みなどの
無料相談会を開催します。
����6月21日㈭ 10時～
16時

�@A�市役所本館1階市民
ロビー

����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。

�v3�組合員(大工)
+�ð�三重県建設労働組合 
鈴鹿支部(  382-1521)へ

����6月23日㈯午前7時
から9時ごろ

�@A�鼓ヶ浦観光駐車場
　(サンスポーツランド隣)
����
○熱気球の仕組みを知るこ
とができる熱気球教室
○熱気球の搭乗体験(先着
100人程度)

XY��-%（1人あたり)�
○中学生以上：1,000円
○小学生：500円

R�&ah��鈴鹿バルーン
フェスティバル実行委員会
( 090-3582-5087(6時30分
～9時頃)) 

http://kokoten.com/ul/suzukaballoon



分から、15時から
㈪ ㈮

���　
○ユニバース（夏の新番組）
○夏の星座：こと座、わし座、
　はくちょう座、さそり座ほか
Y�Z　各回180人

　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。
���　6月15日㈮～7月1日㈰ 
9時～18時(土・日曜日は9
時～17時)

㈫
�@A　図書館2階会議室

　子育てについて参加者の
皆さんと一緒に学び合うセミ
ナーです。
���　乳幼児の保護者
���　6月21日㈭ 10時～
11時30分

�@A　市役所本館1 2階 

1205会議室
���　乳幼児の発達につ
いて学びながら、今回は
「子育ち・子育て」をテー
マに参加者の皆さんと語ら
います。

]��　志治 優美(エンパワ
メントみえ)

Y�Z　20人(応募多数の場
合は抽選)

+,-　無料
Z��　有り(10人程度　要
予約)

�Ô�　6月15日㈮までに、
電話で子育て支援センター

   りんりん(  372-3303)へ

���　6月17日㈰ 14時から
�@A　考古博物館 講堂
]��　竹内 英昭さん(三重
　県教育委員会事務局社会
　教育・文化財保護課)
[]-　無料

���　小学生以上の方(中
学生以下は保護者同伴)

���　6月23日㈯ 19時～
20時30分

�@A　文化会館屋上天体
観測場・プラネタリウム 

¦XU　初夏の星座と月・火
星・土星の解説

Y�Z　各回150人(先着順)
+,-　無料
�Ô�　18時30分から、文
　化会館2階プラネタリウム
　ギャラリーで

　古代の人々は、天空への憧
れから巨大な遺跡を作りまし
た。そして、現代の宇宙科学
では、惑星探査機や宇宙望
遠鏡などを使い宇宙の謎を
研究し続けています。長年の
研究で明らかになってきた宇
宙の姿を、プラネタリウムドー
ムいっぱいに迫力あるＣＧで
描き出します。15ｍの大スク
リーンで宇宙空間を体験して
ください。
���　6月16日㈯～9月9日
㈰ 10時30分から、13時30



Z��　午後の部のみあり。
6月20日㈬までに、市民対話
課へ

+,-　無料

　女性の健康を皆で考え、リフ
レッシュ方法を学びます。
　日常生活を見直し、自分自身
を大切に健康維持に役立てま
しょう。
���　30歳から64歳で鈴
鹿市に住民登録のある女性

　(全4回参加可能な方)
���　7月3日㈫・23日㈪・8
月10日㈮・9月3日㈪　9時
30分～12時

�@A　保健センター
���　助産師による講話、
調理や運動の体験など

Y�Z　25人(受付中)
+,-　500円(教材費)
�Ô�　電話で、健康づくり
課へ（定員になり次第締め
切り）

���　小学生以上の方
���　7月1日㈰ 13時30分 
～15時30分

�@A　市民会館2階展示室
���　盆おどり講習(鈴鹿
おどり他)

+,-　無料
+�ð　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟(　386-0577)

���　55歳以上の求職者
���　7月19日㈭から27日㈮
中の7日間 9時～16時

�@A　シルバー人材センター
���　「ワード」による文章
作成、「エクセル」による表
計算や関数の知識、簿記の
基礎知識や会計ソフトの基
本操作を取得

Y�Z　25人
+,-　無料
�Ô�　6月22日㈮までに、電
話か直接シルバー人材セン
ター(　382-6092)へ

　日本ではミャンマー難民の
受入れが平成22年度から始ま
っています。市でも3家族が定
住し生活をしています。
　そこで、国際協力、国際貢
献、多文化共生への理解を深
めるため、国連機関、国際機
関、政府関係者、大学関係者
などを招き、全国モーターボー
ト競走施行者協議会からの
拠出金をもとにシンポジウムを
開催します。
　第三国定住による難民受入
れ事業にかかる今後の展望と
課題について考えます。
���　6月30日㈯　
○午前の部：10時～12時15分
○午後の部：13時～16時30分
�@A　文化会館
���　
○午前の部
　・映画上映と学生との質疑 
　応答(国連難民高等弁務官
　事務所)　
○午後の部
　・第1幕：基調講演(井口泰
　さん(関西学院大学経済
　学部教授))
　・第2幕：パネルディスカッ
　　ションほか(政府関係者、
　　行政関係者など)      
　・第3幕：座談会「難民受入
　れから多文化共生の地域
　づくりへ」

Y�Z　
○午前の部：100人
○午後の部：500人



　第100回を記念した講演で
す。昨年の第92回例会の『爛
熟民主主義文明の末期症状』
の続きの分も含めて、「自由と
平等のバランス」、「人民大衆
の声は神の声なのか」、「爛熟
民主主義を没落させた古代ギ
リシャ」といった諸項目にわた
ります。
���　6月27日㈬ 16時15分
～18時

�@A　鈴鹿国際大学・国際
文化ホール

���　「民主主義の堕落」
½¾3　勝田 吉太郎さん
    (鈴鹿国際大学名誉学長)
ÃÄ-　無料
�Ô�　不要
+�ð　鈴鹿国際大学・開発と
文化研究センター(シウダック)
   (　372-2121  　372-2827 　      
　　siudac@m.suzuka-iu.ac.jp)

�Ô�　6月6日㈬から先着順で
受け付けます。水泳場窓口か
ホームページからお申し込みく
ださい。飾り巻き寿司教室と
ベビービクス＆ママビクスは、
参加料を持参の上、直接水泳
場窓口へお越しください。

\VVXé]^�����

　スポーツ吹矢式呼吸により
肩こり解消や冷え性改善など、
健康効果が期待されるスポー
ツです。
���　一般成人
���　6月30日㈯ 10時～12時
Y�Z　20人
+,-　500円
\_/`�V��� 
　初心者の方大歓迎。社交ダ
ンスを基礎から習います。
���　一般成人
���　6月19日㈫ 14時30分

～15時30分
Y�Z　20人
+,-　無料
\a3��bc��

���　一般成人
���　6月26日㈫ 13時30分
～15時

Y�Z　15人
+,-　2,600円(材料費込)
\d£X£jVeUU£jV 
　ベビーと一緒にできるエクサ
サイズでママのストレス・運動不
足解消
���　2カ月から歩く前までの
子とその親

���　6月20日㈬ 
   午前の部：11時～12時30分、
   午後の部：13時30分～15時
Y�Z　各30人
+,-　各1,000円

　皆さんは、「ガイドヘルパー」を知っていますか。
　障がい者や障がいのある子どもは、自分が
外出したいと思っても、一人では外へ出かけに
くいものです。そこで、自分の暮らしている地
域の中で自立生活や社会参加をしていく場
合、ガイドヘルパー(移動支援従事者)の支援を
受けることができる制度があります。
　その際、ガイドヘルパーは、自閉症や知的障
がいのある人が、自分の意思を表現したり、質
問したりすることが苦手なことを理解して、近
くで見守ったり、お店の人などとのコミュニケー
ションを手助けするなどの支援もしています。
　日常の中で、このような支援を受けることは、

誰にもあり、いつも誰かに助けてもらって生活
しているのではないでしょうか。障がいのある
なしにかかわらず、自分の住む地域、自分の
職場や学校で、だれかが見守っていたり、社会
参加への支援があることで、安心することが
でき、過ごしやすくなっています。また、この
ような見守りやちょっとした声かけ・コミュニ
ケーションなどの支援は、だれもができる支援
でもあります。
　だれもが自分らしく豊かにつながれる社会
をつくるために、一人一人が何かできることは
ないかを考え行動していくことが大切ではない
でしょうか。

㈪
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