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　｢ゴーヤ｣や｢アサガオ｣など
のつる性の植物を、窓の外や
壁面に張ったネットなどにはわ
せて、カーテンのように覆ったも
のを｢緑のカーテン｣といいま
す。緑のカーテンは日光をさえ
ぎるので、室内の温度を低く保
つことができます。
　また、エアコンの冷房を同じ
温度に設定しても、室内温度
が高いと、電力を多く消費しま
す。緑のカーテンがあると、エ
アコンの消費電力を抑える省
エネ効果が得られます。

　市では、中部電力株式会社
からアサガオ、ゴーヤ、フウセン
カズラの種を提供していただ
き、緑のカーテンづくりに取り組
んでいます。その一環として、
緑のカーテン栽培育成のため
の苗と種を、無料で配布しま
す。
と　き　6月1日㈯　11時から
（無くなり次第終了）
ところ　鈴鹿ハンター　1階
インフォメーション南側

配布予定数　苗200株、種150
袋（個人1人につき苗1株ま
たは種1袋）

申込み　不要

　鈴鹿の戦中戦後を生き抜い
てこられた方々から聞き取りし
た証言を中心に、当時の写真、
資料などを加えた冊子（A4版
約500ページ）を作成しました。
　6月3日㈪8時30分から文化
課窓口（市役所本館11階）で
販売します（500冊限定）。
※市立図書館や公民館でもご覧い
ただけます。

価　格　2,000円（税込）
※釣り銭の要らないようにお願い
します。

緑のカーテンを
作ってみませんか

環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

『鈴鹿の記憶　－戦中・
戦後の証言と資料－』
を販売します

文化課　 382-9031 　382-9071

　bunka@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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くらしの情報くらしの情報　　

【推進標語】

あなたこそ　無事故を担う

司令塔

　これから気温の高くなる夏
季にかけて、危険物による事
故が発生しやすくなります。
　私たちが日常生活におい
て使用している危険物には、
ガソリンや灯油などの燃料や
ペンキやシンナーなどの塗料
があります。危険物の安易な
取り扱いや、危険な場所での
保管や使用は大事故につな
がります。次のことに気を付け
ましょう。
○タバコやコンロなど火気の
近くでは取り扱わない。
○換気のよい場所で使用し、
保管する容器には必ず栓
をする。
○ガソリンや灯油などは、適正
な容器で保管する。
○直射日光のあたる場所や、高
温になる場所で保管しない。
○ガソリン、灯油などを必要以
上に保管しない。

　水道メーターから宅地内側
で漏水があったときは、早急に
鈴鹿市指定給水装置工事事
業者へ修理を依頼してくださ
い。修理費などは自己負担と
なります。
漏水の確認方法

①全ての蛇口を閉める。

②水道メーター内のパイロット
マークを見る。
③マークが回っていたら漏水
の疑いがあります。

水道料金軽減制度

　漏水箇所が地下や壁の中
など確認が困難な場合には、
水道料金を一部軽減する制
度があります。詳しくは、受託
事業者の第一環境㈱（　
368-1671）へお問い合わせく
ださい。

　人権擁護委員法が施行さ
れた6月1日を、｢人権擁護委
員の日｣と定め、人権思想の
普及・高揚に努めています。市
内には、市長が推薦し、法務
大臣が委嘱した人権擁護委
員が活躍しています。
　隣近所のもめごと、家庭内
の問題、いじめや体罰、職場
でのセクハラなどでお悩みの
方は、人権擁護委員または相
談所へご相談ください。相談
は無料で、秘密は守られます。
◆特設人権相談

と　き　6月1日㈯ 10時～15時
ところ　鈴鹿ハンター（2階特
設会場）

◆人権擁護委員(敬称略)

山尾教雄（江島町）、髙野栄
子（小岐須町）、松永紀美子
（稲生西三丁目）、嶋かをり
（柳町）、岸勝驥（八野町）、益
川博光（五祝町）、中尾征郎
（小田町）、一見靖子（岸岡
町）、小川由美子（中瀬古
町）、神﨑佳代子（若松北一
丁目）、濵野勇夫（加佐登四
丁目）、林義智（高岡町）

　三重県では、男女の雇用
均等、女性の能力活用や、仕
事と生活調和、次世代育成
支援などに積極的に取り組む
企業（法人）を認証し、表彰企
業（法人）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、県内にお
いて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・問合せ　6月28日㈮
（必着）までに、申請書など
を記入の上、郵送または直
接、三重県雇用経済部雇
用対策課（　059-224-2454
　059-224-2455）へ

※申請書など詳しくは、「おしごと
三重」ホームページ(　 http://

　www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/)
をご覧ください。

◆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。

6月2日から8日までは
危険物安全週間です

予防課　 382-9157 　383-1447

　yobo@city.suzuka.lg.jp

漏水があったときは

営業課　 368-1670 　368-1685

　egyo@city.suzuka.lg.jp

「人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

人権政策課　 382-9011　 382-2214

 　jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp

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

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
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ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課　 382-7935 　382-7607

　chojushakai@city.suzuka.lg.jp

がん検診推進事業を
実施します

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

嘱託職員(保健師)を
募集します

健康づくり課　 382-2252　 382-4187

　kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

インターネット公売を
行います

納税課 　382-9008　 382-7660

　nozei@city.suzuka.lg.jp

　6月中旬頃までに対象者
へ、検診手帳、がん検診無料
クーポン券を郵送します。届か
ない場合は、健康づくり課へ
対　象

子宮頸がん検診　平成25年4
月1日現在で20歳・25歳の
女性

子宮頸がん検診＋HPV検査　

平成25年4月1日現在で30
歳・35歳・40歳の女性

乳がん検診（マンモグラフィ）

平成25年4月1日現在で40
歳・45歳・50歳・55歳・60歳
の女性

大腸がん検診　平成25年4月
1日現在で40歳・45歳・50
歳・55歳・60歳の方

※無料クーポン券が利用できるの
は、市と契約している医療機関
での検診または市が実施する
集団検診です。

業務内容　健康や子育てに
関する相談・指導業務

対　象　次の要件をすべて
満たしている方
○保健師免許と普通自動車
免許を取得している方
○パソコン操作（入力、検索
など）ができる方
○昭和28年4月2日以降生ま
れの方

定　員　1人
勤務条件　給与は17万8,800
円で、その他各種手当（期
末手当、通勤手当など）が

あります。また、社会保険に
も加入します。

申込み　5月21日㈫から30日
㈭（土・日曜日を除く8時30
分～1 7時1 5分）に、申込
書と面接カードに必要事項
を記入の上、直接または郵
便で、〒513 - 0 809　西条
五丁目118 - 3　健康づくり
課へ

※申込書、面接カードは直接また
は郵便で健康づくり課へ請求
してください。郵便の場合は、
封筒の表に朱書きで｢嘱託職
員採用試験申込書・面接カード
希望｣と記入の上、返信用封筒
（宛先を記入し、90円切手を
貼った12cm×23cm程度）を
必ず同封してください。

◆採用試験

と　き　6月3日㈪　9時30分
から

ところ　保健センター
内　容　面接

　市の委託業者が自宅を訪
問してふとんを預かり、丸洗
い・消毒・乾燥をしてお返しし
ます。
対　象　在宅で約3カ月以上
「ねたきり」などの症状によ
り、寝具の衛生管理が困難
な40歳以上の方

内　容　中ワタが、綿・合成
繊維・羊毛・羽毛のいずれ
かのふとんで、サイズは問
いません（ 毛 布は対 象
外）。対象者一人あたり2枚
までで、1週間から10日間
程お預かりします（7月中に
実施）。

費　用　無料（貸ふとんは有
料）

申込み　6月3日㈪から28日㈮
までに、地域包括支援セン
ターなどを通じて申請書を
長寿社会課へ

※お住まいの地区の地域包括支
援センターの連絡先など、詳し
くは長寿社会課へ

※次回は10月に募集します。

　市税の滞納処分として差
押えた財産の公売を、ヤフー
㈱の提供するインターネット
上で、以下のとおり予定して
います。入札に参加するため
には、参加申込期間中に参
加申込手続を行う必要があ
ります。｢鈴鹿市インターネッ
ト公売ガイドライン｣を必ずお
読みになり同意の上、ご参
加ください。
　なお、都合により公売を中
止することがありますので、
ご注意ください。詳しくは、市
ホームページの｢行政ガイド
欄・申請様式｣の中の｢インタ
ーネット公売 ｣をご覧くださ
い。
参加申込期間　5月24日㈮13
時～6月10日㈪23時

入札期間　6月17日㈪13時～
19日㈬23時

売却決定日　6月20日㈭10時
買受代金納付期限　6月27日
㈭　14時30分

◆下見会

と　き　5月31日㈮　午前の
部：10時～11時45分、午後
の部：13時～16時

ところ　納税課
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　国民健康保険に加入中
で、確定申告書、市県民税申
告書を提出されていない方、
または年末調整が済んでいな
いなどの理由で前年中の所
得金額が不明な方に、｢国民
健康保険のための平成25年
度所得申告書｣を5月23日㈭
に発送します。
　6月11日㈫までに保険年金
課か地区市民センターに提出
してください。
※すでに確定申告書、市県民税申
告書を提出している方、年末調
整が済んでいる方に届いた場
合は、行き違いのため提出して
いただく必要はありません。

　国民健康保険税をご指定
の口座から振替で納付され
ている世帯で、口座名義人の
方が国民健康保険からその
他の社会保険に変更になっ
た場合などに、口座名義人の
変更・廃止の手続きがされて
いないと、引き続き、ご契約い
ただいている口座から振り替
えとなりますので、ご注意くだ
さい。
　なお、口座振替の変更など
の手続きについては、納税課
（　382-7831）へお問い合わ
せください。

　65歳未満の方で解雇など
の会社都合により離職され、
雇用保険の失業等給付を受
給している方か受給していた
方で、雇用保険受給資格者
証の離職理由が以下の数字
の場合は、申告することで国
民健康保険税が軽減される
場合があります。
　申告手続きについては保険
年金課（　382-7605）に、雇
用保険受給資格者証につい
ては公共職業安定所（ハロー
ワーク　382-8609）へお問い
合わせください。
離職理由コード　11、12、21、
22、23、31、32、33、34

持ち物　雇用保険受給資格
者証

　6月定例会の本会議をケー
ブルネット鈴鹿122cｈで生放
送します。
と　き　6月4日㈫・13日㈭・14
日㈮・17日㈪～19日㈬・28日
㈮　10時から当日の会議
終了まで

※本会議や常任委員会、議会運
営委員会、特別委員会、全員協
議会、各派代表者会議と広報
広聴会議は傍聴できます。日程
は、市役所の掲示板と市議会
ホームページに掲載します。た
だし、変更になる場合がありま
すので、事前に議会事務局へご
確認ください。

　県内の男女共同参画セン
ターと市町が連携し、「映画
祭」を開催します。
◆鈴鹿会場

と　き　6月29日㈯　14時～
16時5分（13時30分開場）

ところ　ふれあいセンター　
ふれあいホール

内　容　「人生、いろどり」　
長い人生の中で、一度も主
役になったことがない3人の
女性の活躍と友情を描く感
動の実話。吉行和子、富司
純子、中尾ミエ他出演。

入場料　無料
定　員　190人
整理券　5月28日㈫9時から
男女共同参画センターで配
布（先着順）。1人2枚まで。

託　児　1歳～小学3年生　
先着10人程度。無料。6月
21日㈮までにお申し込みく
ださい。

◆市外の会場

　男女共同参画センターホー
ムページをご覧ください。

　2012年に市内で行われた
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9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 

国民健康保険のための
平成25年度所得申告書を
提出してください

保険年金課　 382-7605　 382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

非自発的理由により
離職された方で

鈴鹿市国民健康保険に
加入している方へ

保険年金課　 382-7605　 382-9455

 hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

国民健康保険税の
口座振替をご利用の方へ

保険年金課　 382-7605 　382-9455

　hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

市議会をテレビ中継します

議事課　 382-7600 　382-4876

　giji@city.suzuka.lg.jp

三重県内男女共同参画
連携映画祭2013

男女共同参画課　 381-3113 　381-3119

　danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

スライド説明会
｢磐城山遺跡・平野遺跡｣

考古博物館　 374-1994 　374-0986

　kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

催 し 物
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と　き　6月2日㈰　9時から
（雨天時は9日㈰）
集合場所　鈴鹿ハンター 弁
天広場

内　容

○健脚コース（50㎞）（ロード
レース用自転車に限る）
○チャレンジコース（38㎞）
○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。　

参加料　いずれのコースも
2,000円（小学生以下1,200
円）

※イモ、昼食、保険料を含みます。
申込み　5月28日㈫までに、申
込書に必要事項を記入の
上、参加料を添えて、鈴鹿
ハンター1階総合インフォメ
ーション、辻岡サイクル（中
旭が丘2-7-40）、モリサイク
ル（国府町2271-1）、ベルハ
ンター白子店（南江島町
10-3）へ

※申込書は、上記申込先に備え付
けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　　090-3458-8327）
へ

　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。市民が安心して住宅
に関する疑問や悩みなどを大
工さんに相談できる場として、
無料で開催します。

と　き　6月18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）

対応者　組合員（大工）
問合せ　三重県建設労働組合 
鈴鹿支部（　382-1521）へ

と　き　6月8日㈯（雨天決
行）　第1班：8時30分、第2
班：10時30分

ところ　金生水沼沢植物群
落（地子町563番地・西條
町675番地）

集合場所　自家用車の方は
飯野地区市民センター（西
條町463番地）へ

集合時間　第1班：8時、第2
班：10時

※集合後、沼沢近くの2カ所の駐
車場へ移動します(現地付近の
道路は駐車厳禁)。

※徒歩・自転車の方は開始時刻ま
でに直接沼沢へ

定　員　受け付け順に、第1
班20人、第2班20人に割り
振ります。

※定員になり次第締切り
持ち物　水筒、タオル、帽子な
ど
※雨天時には雨具や長靴をご持
参ください。

申込み　5月27日㈪8時30分
から、電話で文化課へ

※1グループ3人まで

申込み　5月27日㈪（平日10
時 ～ 1 8 時 ）から電 話で
「NPO法人市民ネットワーク
すずかのぶどう（イオン白子
店3階）」 （　・　387-0767）
へ
◆はじめてのパソコン講座
とき・内容　パソコン初心者
を対象に、オフィス2007を使
用して、いずれも3時間講習
を2日間行います。
○午前の部：9時30分から
・初心者のための基礎　6月
8日㈯と9日㈰

・ワード基礎　6月15日㈯と
16日㈰
○午後の部：13時30分から
・エクセル基礎　6月8日㈯と
9日㈰

・エクセル応用　6月15日㈯
と16日㈰

ところ　図書館2階視聴覚
室ほか

定　員　各10人（1人以下の
場合は休講）

参加料　3,000円（教材費別
途必要）

◆IT講習

と　き　毎週、平日の月～金
曜日　9時30分から、13時
30分から

ところ　すずかのぶどう内パ
ソコン教室

内　容　インターネット、メール
講座

※ノートパソコン持込可、個別対
応

参加料　3時間1,500円

第38回鈴鹿市
サイクリング大会

スポーツ課　 382-9029　 382-9071

　supotsu@city.suzuka.lg.jp

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

住宅なんでも相談会を
行います

防災危機管理課

　 382-9968　 382-7603

　bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp

講座・教室

はじめてのパソコン講座

市政情報課　 382-9003 　382-2214

　shisejoho@city.suzuka.lg.jp
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対　象　小・中学生
と　き　6月22日～8月24日の
毎週土曜日　14時～16時
　全10回

ところ　市武道館 第5道場
参加料　3,300円（スポーツ保
険800円を含む）

申込み　6月19日㈬までに、参
加料をそえて市武道館へ

　ファミリー・サポート・センター
は、子育てを助けてほしい人
（依頼会員）の要望に応じて、
子育てのお手伝いができる人
（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、一時的にお子さんを
預かったり、学校・保育所・幼
稚園などの送り迎えをする提
供会員になっていただくため
の養成講座を行います。
対　象　市内在住の方（資
格・年齢は問いません）

とき・内容

○6月11日㈫10時～15時　
提供会員の役割と心得、子
育て支援事業の必要性、
登録について
○6月12日㈬9時45分～16時
小児看護、子どもの発達と心
○6月13日㈭10時～15時30
分　子どもの病気、気にな
る子どもの支援

○6月14日㈮9時30分～15時
30分　子どもの心に寄り添
う、子どもの栄養
○6月19日㈬9時30分～15時
15分　幼児の安全と対応、
事業を円滑にすすめるため
に

ところ　男女共同参画センタ
ー　研修室、ホール

定　員　30人（託児なし）
受講料　無料（別途テキスト
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（　・　381-1171）
へ

申込み　フォークリフト技能講
習以外は、受講開始日の1
カ月前から受け付けます。
直接、鈴鹿地域職業訓練
センターへ。事前にお問い
合わせください。

◆アーク溶接特別教育

　労働安全衛生法「アーク
溶接特別教育修了証」取得
講座。この資格がないとアー
ク溶接の業務に従事できま
せん。
と　き　6月25日㈫～27日㈭
　8時30分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,050円）

◆Excel中級(エクセル2010)

　E x c e lの活用、グラフ機
能、ワークシートの活用、デー
タベースの活用、ピボットテ－
ブル・マクロの作成を学習し
ます。
と　き　6月25日㈫～28日㈮
　9時～12時

受講料　4,000円
◆玉掛技能講習

　労働安全衛生法「玉掛技
能講習修了証」取得講座
と　き　学科：7月1日㈪・2日
㈫　実技：7月3日㈬・4日㈭・
5日㈮の中で選択　8時45
分～17時　

受講料　1万円（別途教材費
1,600円）

◆JW_Cad入門

　JW_Cadの基本的な作図
操作を習得します。
と　き　7月8日㈪・10日㈬・12
日㈮　9時～16時

受講料　6,000円（別途教材
費3,360円）

◆クレーン運転業務特別教育

　工場などで使うクレーン（5ト
ン未満）を操作する資格です。
と　き　7月9日㈫・10日㈬　
8時45分～17時

受講料　8,000円（別途教材
費1,500円）

◆低圧電気取扱特別教育

　労働安全衛生法「低圧電
気取扱特別教育修了証」取
得講座
と　き　7月17日㈬・18日㈭
　8時30分～17時

受講料　1万円（別途教材費
630円）

◆フォークリフト運転技能講

習(31時間講習)

対　象　普通自動車免許証
をお持ちの方

と　き　学科講習　7月2日
㈫　8時20分～17時30分、
実技講習　Ⅰコース：7月3日
㈬～5日㈮、Ⅱコース：7月9日
㈫～11日㈭　8時～17時
15分

受講料　2万6,500円
申込み　上記2コースとも6月
3日㈪8時30分から

講座・教室

鈴鹿地域職業訓練センター
6、7月の講座

鈴鹿地域職業訓練センター

　387-1900　 387-1905

　http://www.suzukatc.com/

鈴鹿市相撲教室

市武道館　 388-0622 　388-0940

鈴鹿市ファミリー・
サポート・センター事業の
提供会員養成講座

子育て支援課　 382-7661 　382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

くらしの情報くらしの情報
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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/

シウダック研究会
第107回例会

企画課　 382-9038　 382-9040

　kikaku@city.suzuka.lg.jp

高齢者のための技能講習

（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

　382-6092　 382-6093

子育て支援課　 382-7661　 382-7607

　kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ
〒513-8701（住所不要） 382-9004　　 382-7660

　http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html

不妊治療費の助成について

不妊治療を受けようと考えていますが、
治療費が高額であると聞きました。治療

費の援助などの制度はありますか。

不妊治療については、身体的、精神的な
負担だけでなく、経済的な負担も大きいこ

とから、経済的な負担を軽減する目的で、現在、
県の「特定不妊治療費の助成」と市独自の「不
妊治療費の助成」の制度で治療費の一部を助
成しています。
　助成の対象となる治療は、県の制度が体外
受精と顕微授精で、市の制度は、それに加えて
人工授精を対象としています。いずれの制度も

所得制限があり、夫婦の所得の合計が730万円
未満であることが条件になります。
◆助成額

県の制度　治療費を対象に、1回上限15万円
（内容により上限7万5,000円）。ただし通算5
年で10回まで。

市の制度　治療費から県の助成額を除いた半
分の額を限度に、年間上限10万円。ただし、1
年度1回限りで最大5回まで。

SUZUKA CITYSUZUKA CITY市 民 の 声市 民 の 声

対　象　55歳以上の求職者
定　員　各20人
受講料　無料

申込み　鈴鹿市シルバー人材

センターへ

◆家屋リフォーム講習

　木工（建具などの修理）、
塗装や装飾の技能を幅広く
修得します。
と　き　7月2日㈫～10日㈬
　10時～17時（土・日を除く
7日間）

ところ　鈴鹿地域職業訓練
センター

申込み　5月31日㈮まで
◆オフィスクリーニング講習

　事務所や店舗などの清掃
の知識と手順を修得します。
と　き　7月16日㈫～24日㈬
　10時～17時（土・日を除く
7日間）

ところ　シルバー人材センター
申込み　6月14日㈮まで

申込み　5月31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。
◆パパのニコニコ子育て応援

隊！～飾り巻き寿司編～

　パパと一緒に飾り巻き寿司
を作ろう。
対　象　年中から小学生の
親子

と　き　6月8日㈯　10時30
分～12時

講　師　ロール巻子さん
定　員　16組
参加料　2,000円（材料費込）
◆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　6月9日㈰　11時30
分～13時、6月15日㈯　19
時～20時30分

定　員　各9人
参加料　1回3,500円

　「青年海外協力隊」（JOCV）
制度によりセネガルに派遣され
た経験のある講師が、現地で携
わった環境教育活動の経験をも
とに講演します。
と　き　5月27日㈪　10時40
分～12時10分

ところ　鈴鹿国際大学・鈴鹿短
期大学　B棟2階　204号室

発表者　林田麻美さん（元青
年海外協力隊員）

入場料　無料

申込み　電話、ファクス、メール
で鈴鹿国際大学・開発と文化
研究センター（シウダック）へ
（　372-2121　 372-2827　
　siudac@m.suzuka-iu.ac.jp）

　このコーナーでは、インターネットや郵送などにより届けられた

皆さんのご意見やご要望、それに対する市の回答を紹介します。
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