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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

○ハイツ旭が丘（中旭が丘三・
　四丁目）中層耐火造4・5階　
　5戸　1万6,600円～3万5,600円
○安塚団地（安塚町）中層耐
　火造4階　5戸　1万1,700円
　～2万3,700円
○一ノ宮団地（一ノ宮町）中層
　耐火造4階　4戸　1万2,400
　円～2万7,000円
○桜島団地（桜島町五丁目）
　中層耐火造4階　2戸　1万
　6,300円～3万2,500円
○高岡山杜の郷（高岡台四丁
　目）中層耐火造3階　3戸　2
　万800円～4万1,800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

○安塚団地（安塚町）中層耐
　火造4階　4戸　1万1,900円
　～2万3,700円
○一ノ宮団地（一ノ宮町）中層
　耐火造4階　2戸　1万3,800
　円～2万7,000円

○桜島団地（桜島町五丁目）
　中層耐火造4階　3戸　1万
　5,100円～3万2,000円
○高岡山杜の郷（高岡台四丁
　目）中層耐火造3階　3戸　2
　万800円～4万2,900円
◆世帯の区分なし(1DK･単身)

○潮風の街磯山（東磯山二丁
　目）中層耐火造3階　1戸　1
　万4,700円～2万8,800円
申込み資格　次のすべての要
　件に該当する方
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
6.暴力団員でない方
※高齢者世帯は、前記要件を全て

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を全て満たし、1

級から4級までの身体障がい

者がいる世帯が対象です。

※潮風の街磯山(1DK･単身)の入

居資格要件については、住宅

課へ

申込み　5月13日㈪から24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13日(

月)から住宅課で配布します。

選考方法　応募者多数の場
合は、7月下旬に抽選で決定
します。

入居時期　8月上旬
※障がい者世帯、母子・父子世

帯など優先措置を受けられる

世帯がありますので、申込みの

際に申し出てください。

※募集戸数、内容は、状況により

変更する場合があります。

公道に面したブロック塀などの
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

　災害時の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　公道（セットバックが必
要な道路を除く）に面し、高さ
が1ｍを超えるブロック塀など

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。

お 知 ら せ

くくらしの情報くらしの情報
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新エネルギー関連
補助制度のご利用を

環境政策課　382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　市では、新エネルギーを取り
入れた設備や、クリーンエネルギ
ー自動車の導入に対して、補助
制度を設けています。
◆家庭用新エネルギー設備 

　設置事業補助金

対象者　
○自らが居住または居住する予
定の市内の住宅へ対象設備
を設置された方
○対象設備が設置された市内
の新築住宅を購入された方

※平成 25年2月15日以降に設

置 、購 入さ れ た 方 が 対 象で

す。

条　件　
○県や市が行う新エネルギーの
普及啓発活動（アンケートや
イベント）に協力できること
○市税を滞納していないこと
○対象設備について、過去に交
付申請をしていないこと

対象設備　
○住宅用太陽光発電システム
○エコウィル（家庭用ガスエンジ
ン給湯器）

補助額　一律2万円
補助予定件数　75件
申込み　平成26年2月28日㈮ま
で

※先着順ではありません。補助

金の予算額を超えた場合は、

申請期間終了後に抽選を行い

ます。

◆クリーンエネルギー自動車

　購入費補助金

対象者　
○対象車種を自家用の新車と
して平成25年2月15日㈮以降
に、鈴鹿ナンバーで初度登録
された方
○対象車種を初度登録した時
点で引き続いて6カ月以上、鈴
鹿市に在住している方

条　件　
○市税を滞納していないこと
○対象車両について、過去に交
付申請をしていないこと

対象車種　ハイブリッド自動車、
プラグインハイブリッド自動車、
電気自動車、天然ガス自動
車、燃料電池自動車、メタノー
ル自動車

補助額　4万円（ホンダ社製）、
2万円（ホンダ社製以外）

※当該年度内、一人1台限りです。

補助予定件数　ホンダ社製
110件（前期・後期各55件）、
ホンダ社製以外80件（前期・
後期各40件）

申請期間　前期：8月31日㈯ま
で、後期：9月1日㈰から平成
26年2月28日㈮まで

※先着順ではありません。補助

金の予算額を超えた場合は、

申請期間終了後に、それぞれ

抽選を行います。

※初度登録が8月15日から31日

までの登録車は、後期でも申

請できます。

※必要書類や申請様式など詳し

くは市ホームページでもご覧

いただけます。

トイなおす(おもちゃ病院)を
開設します

廃棄物対策課　382-7609　 382-2214

　haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　お子さんの大切なおもちゃの
修理などの相談におもちゃドク
ターがお応えします。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参
してください。修理後は、廃棄
物対策課へ取りにきていただき
ます（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。お早めに引き取

りに来てください。

と　き　5月19日㈰　10時～
15時（受付は14時まで）

ところ　市立図書館　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・ハーモニカほか)などは

修理できません。
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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。
対　象　アマチュア無線局免
許をお持ちの方

と　き　5月19日㈰ 　9時から
ところ　河川防災センター 2
階会議室

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）

モノづくり元気企業支援事業を
募集します

産業政策課　382-7011　 384-0868

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　地域産業の基盤を支える市
内の中小製造業者などの技術
力の向上を図り、次世代自動車
産業や先端材料活用産業など、
産業の活性化をめざすため、技
術開発に要する経費の一部を
補助します。
対　象　市内に本社または主
たる事業所がある事業者など
が行う新商品や新技術の研
究開発で、大学や高専などの
高等教育機関や公の研究機
関等とで共同で行う事業開
発や、その指導を受けて行う
事業の補助対象経費の2分
の1以内（50万円以上最大
240万円以内）

申込み　5月7日㈫から6月21日
㈮（必着）までに、申請書に必
要事項を記入の上、直接、ま
たは郵便で、〒513-8701 産
業政策課へ

※申請後は、審査会で研究開発

事業の内容を説明いただき、

審査後、交付の可否を決定し

ます。

※要項・申請書などは、産業政

策課か市ホームページで入手

できます。

第15回バイクであいたい
パレード2013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27日㈯　13時～
19時30分（予定）

※13時から各種イベントを開始、パ

レードは18時15分スタート

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

ー駐車場から鈴鹿サーキット

まで

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15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。

申込み　5月７日㈫から21日㈫
（必着）までに、鈴鹿商工会
議所青年部ホームページ
（　http://www.suzuka-yeg.
　com/）からお申し込みくださ
い（応募多数の場合は抽選）。

問合せ　鈴鹿商工会議所
青年部（担当：川口・高橋 
　382-3222）

無事故・無違反
チャレンジ123の

参加者を募集します

地域課　382-9022　 382-2214

　chiiki@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
円分のトラベルギフト券などを
贈呈します。
　運転免許を取得している3
人を1チームとしてご参加くださ
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
含む、特別賞あり）の募集も行
います。
募集期間　5月1日㈬～6月30日
㈰

参加料　1チーム3,000円
問合せ　チャレンジ実行委員
会事務局（三重県環境生活
部 交通安全・消費生活課内
　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1日以降

に備え付けのチラシ、申込書を

ご覧ください。

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

防災危機管理課　382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

　本市と災害時応援協定を締
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

お 知 ら せ
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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
加入していない方には、65歳ま
でに任意加入し年金額を満額
に近づけることができる「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られま
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）
特別に加入できます。
持ち物　年金手帳、通帳、通
帳届出印、戸籍謄本（65歳
以上の方）

問合せ　津年金事務所　国
民年金課（　059-228-9188）

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26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
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。

時ごろ
ところ　｢伊勢茶工房ささら｣
（椿一宮町3000）茶工場と周
辺茶園

内　容　新茶の摘み取りと新
茶づくり、県下最大のお茶工
場の見学、できたて新茶とお
茶菓子で一服、きのこご飯の
昼食会と地元産品の軽トラ市

定　員　50人程度
参加料　1人1,500円（小学生
以上）、500円（幼児）

申込み　5月12日㈰までに、氏
名、参加人数、連絡先などを
電話で｢伊勢茶工房ささら｣
（　371-8288）へ（9時～18時）

※天候などの理由で内容は変更と

なる場合があります。

※「椿縁結びプロジェクト」フェイス

ブックページもご覧ください。

茶の改植に対する
支援事業を実施します

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　茶の改植による優良品目・品
種への転換、高品質化を加速
するため、産地ぐるみで改植な
どを実施した際の経費などを助
成します。
助成金額　合計24万円/10ａ
○改植などを実施した際の未
収益期間に対する支援：12万
円/10ａ
○改植に要する経費に対する
　支援：12万円/10ａ
問合せ　鈴鹿市茶業組合事
務局（鈴鹿市農林水産課
内）　382-9017

※この事業は国の平成25年度予算

の成立が前提となります。

｢にっぽん縦断こころ旅｣への
手紙を募集しています

商業観光課　382-9020　 382-0304

　shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　NHK-BSプレミアムで4月から
放送されている｢にっぽん縦断こ
ころ旅～2013春の旅～｣では、
俳優の火野正平さんが自転車
で旅をしています。皆さんからの
手紙で旅のルートを決定するた
め、番組では、市内の｢思い出の
場所とエピソード｣を募集してい
ます。
※三重県の放送予定は6月3日(月)

から9日(日)までです。

応募方法　5月21日㈫までに、
住所、氏名、電話番号、性別、
年齢、思い出の場所、場所に
まつわるエピソードを記入の
上、〒150-8001　NHK｢ここ
ろ旅｣係（　03-3465-1327
　　http://www.nhk.or.jp/
　kokorotabi/）へ
問合せ　NHKふれあいセンタ
ー（　0570 -066 -066または
　050-3786-5000）

鈴鹿・椿の縁結び
プロジェクト2013の
参加者を募集します

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　｢椿の農業と地域を考える会｣
では、昨年の市制施行70周年
記念市民事業での経験を生かし、
今年も皆さんとの交流とご縁づくり
を行います。まずは第1弾です。
と　き　5月19日㈰　9時～14

写真提供：NHK
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支援室が行います。
ところ　市役所西館　2階
2422会議室

助言者　髙﨑順子（子ども家
庭支援室専門相談員、臨床
心理士）

定　員　各15人程度
参加料　無料
申込み　参加希望者は直接
会場へお越しください。

◆養育トーク

対　象　18歳までの子どもの
子育てに困り感をもっている
保護者

と　き

○木曜日：5月16日、6月20日、
7月11日、9月19日、10月17日、
11月21日、12月12日、1月16
日、2月20日　10時～12時

内　容　18歳までの子どもの
子育てに困り感をもっている
保護者の話し合いとグループ
相談

◆子育てトーク(発達)

対　象　発達に課題のある子
ども（18歳まで）の保護者

と　き

○火曜日：5月7日、6月11日、7月
9日、9月10日、10月8日、11月
12日、12月10日、1月14日、2月
18日　10時～12時
○水曜日：5月8日、6月12日、7月
10日、9月11日、10月9日、11月
13日、12月11日、1月15日、2月
19日　10時～12時

内　容　発達に課題のある子
ども（18歳まで）の保護者の話
し合いとグループ相談

ひとり親家庭の父、母の
就職のため

資格取得を支援します

子育て支援課　382-7661　 382-7607

　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市では、就業の促進を
図ることを目的とし、就職の際に
有利な資格を取得しようとする
ひとり親家庭の父、母（児童扶
養手当受給者）を支援する制
度があります。申請には要件や
制限がありますので、早めにご
相談ください。
◆自立支援教育訓練給付金

　対象講座を受講するために、
本人が支払う費用の2 0％
（4,001円以上10万円以下の範
囲）を支給します。
※すでに講座の受講を開始してい

る場合は申請できません。

◆高等職業訓練促進給付金

　資格取得養成機関におい
て2年以上修学し、下記の資
格を取得しようとするひとり親
家庭の父、母に対し、養成訓
練の修学期間の全期間（上
限2年）について訓練促進費
を支給します。
対象資格　看護師、介護福祉
士、保育士、理学療法士、作
業療法士など

支給額

○非課税世帯：月額10万円
○課税世帯：月額7万500円
※公的年金の受給などで、児童扶

養手当を受給していなくても制

度を利用できる場合がありま

す。詳しくは子育て支援課へ

｢ほっとさろん｣の
参加者を募集します

教育研究所　382-9056　 383-7867

　kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　昨年までの｢子育てトーク｣を
改めました。
対　象　学校へ行きづらい子
どもを持つ保護者

と　き　5月13日、6月10日、7月
8日、9月17日、10月21日、11月
18日、12月9日、1月20日、2月
17日、3月10日  13時30分～
15時（9月17日は火曜日、それ
以外は月曜日）

ところ　市役所西館1階　け
やき教室

コーディネーター　適応指導
教室スタッフ

内　容　学校へ行きづらい子
どもを持つ保護者同士の話し
合いとグループ相談

定　員　10人程度
参加料　無料
申込み　5月10日㈮までに、直接
または電話で教育研究所へ

養育トークと
子育てトーク(発達)の
参加者を募集します

子育て支援課　382-9140　 382-9142

　 kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　｢養育トーク｣は新規事業です。
子どもの発達に関する「子育て
トーク（発達）」は、昨年までの教
育研究所にかわり、子ども家庭

お 知 ら せ
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不動産を公売します

納税課　382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　三重地方税管理回収機構が
不動産の公売を行います。公売
に参加できる資格に制限があり
ますので、詳しくは、下記の三重
地方税管理回収機構徴収課
へお問い合わせください。
と　き　5月29日㈬　10時30
分から

ところ　三重県津庁舎　6階
大会議室

問合せ　三重地方税管理回
収機構　徴収課（津市桜橋
3丁目446-34　三重県津庁
舎内　0 5 9 - 2 1 3 - 7 3 5 5
　http://www.zei-kikou.jp/）

公式フェイスブックを
開設しています

秘書広報課　382-9036　 382-9040

　hishokoho@city.suzuka.lg.jp

教育総務課　382-7617　 383-7878

　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp

　フェイスブックに登録されてい
る方は、ぜひ「いいね！」ボタンを
押してください。
　登録していない方でも、内容
をご覧いただけます。
◆鈴鹿市役所｢さぁ、きっと

　もっと鈴鹿。｣

　広く行政情報や観光情報
などを随時発信しています。　
　http://www.facebook.com/
suzukacity
◆教育委員会

　鈴鹿市教育委員会からのお
知らせやイベント情報などを随
時発信しています。
　http://www.facebook.com/
edu.suzuka

内　容　ソフトバレーボール、ス
トレッチ、太極拳、グラウンド・ゴ
ルフ、ニュースポーツほか

定　員　150人（先着順）
参加料　4,000円（保険料含む）
申込み　5月8日㈬から24日㈮ま
でに、参加料を持参の上、鈴
鹿市体育協会（市立体育館
内、月～金曜日 9時～17時
（13日は休業））へ
問合せ　鈴鹿市体育協会　
（　380 - 5015　380 - 5053
　npotaiky@mecha.ne.jp 
　http : //www. suzuka -
　suports .or . jp/）

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

と　き　5月18日㈯
ところ　考古博物館
内　容　｢国際博物館の日｣
（5月18日）を記念して、考古
博物館の観覧料が無料に
なります。速報展｢発掘された
鈴鹿2012｣と常設展示を無料
でご覧いただけます。

◆スライド説明会｢門山遺跡 

　・木曽田遺跡｣

と　き　5月18日㈯　14時から
ところ　考古博物館講堂
内　容　発掘調査の成果を、
スライドを使って説明します。

講　師　発掘担当者（当館学
芸員）

聴講料　無料

図書館ボランティアの
新規募集と更新手続きを

行います

図書館　382-0347　 382-4000

　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　図書館に関心を持ち、年間を
通した継続的な活動、または特
定の期間に限定して活動が可
能な方を募集します。
対　象　15歳以上で、貸出カ
ードの交付を受けている方、ま
たは受けようとする方

活動期間　平成26年3月末まで
内　容　書架整理、配架、破
損資料の補修、絵本の読み
聞かせ、樹木管理などの環
境美化など

申込み　新規、更新手続きとも
に、5月17日㈮までの図書館
開館日に、貸出カード（交付済
の方）と本人確認書類（運転
免許証・健康保険証・学生証
など）を持参の上、図書館へ

※報酬や旅費の支給はありませ

ん。

鈴鹿市いきいき
健康スポーツクラブの
参加者を募集します

スポーツ課　382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　6月12日現在で60歳  
　以上の鈴鹿市民
期　間　6月12日～平成26年2
月26日の第2・4水曜日、9時30
分～11時30分（延長あり）、年
17回（予定）

ところ　市内の運動施設ほか
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講座・教室ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート

※かぶせ茶は、一番茶の収穫前に、

茶樹に直接ネットをかぶせて栽

培したお茶で、うまみが強く、

色合いが美しいのが特徴です。

鈴鹿山麓地域での生産量は全国

一で、市を代表する特産品です。

※収穫時期によっては「かぶせ

茶」が「煎茶」になります。

母の日 花フェスタ

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　地元鈴鹿亀山地域のプロの
生産者が生産、選別を行った鮮
度の良い花を母の日にあわせて
紹介します。産地だからこそでき
る温室直送の花を生産者自ら
即売いたします。
と　き　5月10日㈮～12日㈰　
10時～20時

ところ　イオンモール鈴鹿　
中央コート・北コート

問合せ　鈴鹿花き温室組合
（担当：益川康志　387-0914）

博物館入門講座第1回
｢奈良時代の食と器｣

考古博物館　374-1994　 374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　5月12日㈰　14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容　奈良時代の食と器に
ついて分かりやすく説明しま
す。

講　師　馬場基さん（奈良文
化財研究所主任研究員）

聴講料　無料

シウダック研究会
第106回例会

企画課　382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

　白子の港から船出して、江戸
時代に初めてロシアを経験した
日本人、大黒屋光太夫の業績
を、ロシア側からの視点で語りま
す。
と　き　5月22日㈬　16時15
分～18時

ところ　鈴鹿国際大学　国
際文化ホール

発表者　都築正則さん（鈴鹿
工業高等専門学校名誉教
授、大黒屋光太夫顕彰会
員）

内　容　｢近世ロシアの極東
進出と日ロ関係～ロシア側
からみた大黒屋光太夫～｣

入場料　無料
申込み　不要
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）
（　372 - 2 121　 372-2827     
　siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

平成25年度第1回
野鳥観察会

～初夏の鳥たち～

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、野鳥の観察会を行いま
す。
と　き　5月25日㈯　10時～
12時

※9時50分までに椿会館前にお

集まりください。

ところ　椿大神社（山本町）
内　容　椿大神社とその周辺
を散策しながら野鳥を観察し
ます。

講　師　市川雄二さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　5月17日㈮17時15分
までに、住所、氏名、年齢、電
話番号、参加人数をはがき、
電話、ファクス、メールで環境
政策課へ

鈴鹿新茶まつり

農林水産課　382-9017　 382-7610

　norin@city.suzuka.lg.jp

　全国でも有数の茶どころ｢
すずか｣で生産された｢かぶせ
茶｣の振る舞いと販売を行いま
す。新茶の爽やかな香りと｢か
ぶせ茶｣のうまみをお楽しみく
ださい。
と　き　5月11日㈯、12日㈰　
10時～18時

はじめ

催 し 物
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○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

対　象　歩けるお子さんから3
歳児までの親子

と　き　5月16日・23日・30日の
木曜日　10時15分～11時

定　員　20組
参加料　2,500円
◆体験ダイビング

　水深5ｍのプールでボンベを
使用した本格的な体験です。
対　象　8歳以上
と　き　5月18日㈯　19時～
20時30分

定　員　9人(先着順)
参加料　3,500円
◆ベビービクス＆ママビクス

　赤ちゃんと一緒にエクササイ
ズで産後の体をシェイプアップ
対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　5月15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（先着順）
参加料　1,000円
◆飾り巻き寿司教室

　見て楽しい、食べておいしい。
季節の巻き寿司を作ります。

対　象　一般成人
と　き　5月16日㈭　10時30
分～12時

講　師　ロール巻子さん
定　員　16人（先着順）
参加料　2,600円（材料費込）

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　こども水泳教室は5月
20日㈪までに、親子でボール
遊び教室は5月12日㈰までに
水泳場窓口、ホームページで
（応募多数の場合は抽選）。
その他は、5月7日㈫から先着
順で受け付けし、定員になり
次第締め切ります。ベビービク
スは直接水泳場窓口へ。

◆夏までに泳ぎ隊！～こども

　水泳教室～

　夏までに泳げるようになろう。
対　象　小学生
と　き　6月4日・11日・18日・25日
の火曜日　①16時30分～17
時30分、②17時30分～18時
30分

定　員　各20人
参加料　6,000円
◆親子でボール遊び教室

　さまざまなボールで遊び、バラ
ンス感覚を養います。

　｢ユニバーサルデザイン｣という言葉をご存じ
でしょうか。
　｢ユニバーサルデザイン｣とは、まちづくりやもの
づくりなどを進めるにあたり、できるだけ多くの人
が利用できるよう、はじめから考えてデザインする
ことをいいます。
　年齢、性別、能力、言語など、人々が持つさま
ざまな特性や違いを超えて、できる限り多くの人
に使いやすいよう考えてつくることがユニバーサ
ルデザインなのです。
　例えば、内部が広く、手すりやベビーシートなども
装備された｢多機能トイレ｣などは、体の不自由な方
だけでなく、高齢者や赤ちゃんを連れた方、けがを

されている方などにとっても利用しやすく、｢どな
たでもご利用ください｣という表示がされています。
　このように、誰もがさりげなく使えることも｢ユニ
バーサルデザイン｣の重要な要素となっています。
　人権について考えるとき、｢ユニバーサルデザ
イン｣の考え方と同じように、すべての人が年齢、
性別、能力、言語などに関係なく、それぞれが持
つさまざまな特性や違いを認め合うことこそが大
切なのではないでしょうか。
　私たち一人一人がお互いの気持ちを尊重し、
どうすれば皆が暮らしやすくなるのかを考えてい
くことが、人権が尊重されるまちづくりの第一歩と
なるのではないでしょうか。

ユニバーサルデザインから考える

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

5 の月 納税
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