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○エコ商品を選んで買う。
○冷房は28℃、暖房は20℃を目
安にする。
○過剰包装を断る。
○コンセントからこまめに抜く。

メイド・インSUZUKA
応援補助金の

説明会を行います

産業政策課　382-9045　 382-0304

　sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、地域経済の発展
をめざすため、本年度、｢メイド・イ
ンSUZUKA応援補助金｣を創
設しました。
　説明会では、補助金制度の
趣旨・概要をはじめ、流通の専
門家による商品の開発から販
路開拓までのポイントをお話しし
ます。制度の活用を検討されて
いる事業者の方は、ぜひご参加
ください。
対　象　鈴鹿市の地域資源を
活用した新商品の開発や販
路開拓を考えている中小企
業の方

と　き　6月11日㈫　14時～
16時

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

定　員　20人
参加料　無料
申込み　6月7日㈮までに、社
名、役職、氏名、住所、電話番
号を記入の上、ファクスまたは

電子メールで産業政策課へ

｢すずかフェスティバル｣
当日ボランティアを
募集しています

商業観光課   382-9020    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　中学生以上の原則
1日以上参加できる方

※中学生は保護者の承諾が必要

と　き　8月3日㈯、4日㈰
ところ　弁天山公園、白子駅
前、神戸、鈴鹿ハンター、イオ
ン白子店

内　容　フェスティバル当日の
運営のサポート（受付、チーム
整理、進行ほか）

※特製Ｔシャツと記念品を進呈

※｢ボランティア証明書｣を発行

※交通費･食事代は支給しません。

申込み　7月5日㈮までに、
〒510-0241　白子駅前17-12
すずかフェスティバル実行
委員会事務局（鈴鹿市観光
協会内）（  380-5595　 info@

　suzufes.com）へ
※参加要項・申込用紙は事務局

から送付しますので、お問い合

わせください。公式ホームページ

(　http://www.suzufes.com/)

からも入手できます。

道路にはみ出た樹木や
草などは適切に管理を

土木総務課   382-9021    382-7612

    dobokusomu@city.suzuka.lg.jp

道路保全課   382-8421    382-7612

   dorohozen@city.suzuka.lg.jp

　道路にはみ出た樹木や草は、
通行の支障となります。土地所
有者の方は、歩行者や車両など
とトラブルに発展する前に、枝の
剪定や除草などの適切な管理
をお願いします。

6月は｢環境月間｣です

環境政策課   382-7954    382-2214

   kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　現在、地球温暖化や資源の
枯渇など、地球規模での環境
問題の解決が求められています。
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。
　この環境月間をきっかけに、
私たちを取り巻く環境について
考えてみませんか。
◆地球温暖化防止のために

今日から始める6つの取り

組み

○エコドライブを心がける。
○蛇口はこまめに閉める。

お 知 ら せ

せん
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去最悪となりました。
　このような問題の解決を図る
取り組みを強化するために、今
年度も全国一斉｢子どもの人権
110番｣強化週間を実施します。
　子どもの人権に関する問題
全般を扱いますので、お電話くだ
さい。

期　間　6月24日㈪～30日㈰
　8時30分～19時
※土・日曜日は10時から17時まで

※全国共通フリーダイヤル、無料

問合せ　津地方法務局人権
擁護課（  059-228-4193）

天野奨学金奨学生を
募集します

学校教育課   382-7618    382-9054

   gakkokyoiku@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
正であり、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（毎年度審査あり）

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28日㈮までに、学
校教育課に備え付けの申込
用紙に記入し、必要書類を添
えて学校教育課へ

男女共同参画研修
参加補助金を交付します

男女共同参画課    381-3113    381-3119

   danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp

　男女共同参画について学習
する機会を提供するために、参
加する研修費用の一部を補助
します。
対　象　市内に在住か在勤す
る20歳以上の方で、男女共
同参画の推進や地域活動に
協力できる方

対象研修　日本女性会議、男
女共同参画宣言都市サミッ
ト、国立女性教育会館が行う
研修など

補助金額　研修参加費用の2
分の1の額（上限1万円）

定　員　若干名
申込み　7月13日㈯までに、男女
共同参画課へ

※後日研修レポートを提出してい

ただきます。

児童手当の現況届を
お忘れなく

子育て支援課   382-7661    382-7607

   kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　児童手当を受給中の方へ、
6月上旬に｢児童手当・特例給付
現況届｣を郵送しますので、6月
末日までに同封の返信用封筒で
必要書類と共に提出してください。
　この届は、児童手当を引き続
き受給する要件を満たすかどう
かを確認する大切な手続きです。
提出がないと、6月分以降の手
当てが停止されますのでご注意
ください。
※別居児童の住所地が海外の場

合は、子育て支援課窓口での

手続きが必要です。

※新規で6月分からの児童手当を

申請した方は、現況届を提出す

る必要はありません。

6月24日から30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｣、｢体罰｣、｢児童虐
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24年度
中に法務省の人権擁護機関が
救済手続を開始した人権侵犯
事件数は、22,930件であり、対前
年比で762件（3.4％）増加し、過

子ども人権110番
ぜろぜろなな の ひゃくとおばん

　0120（007）110

人KENまもる君

人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん
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毎週日曜日に
市民課窓口を
開設しています

市民課   382-9013    382-7608

     shimin@city.suzuka.lg.jp

　平日に市役所へ来られない
方のために、日曜窓口を開設し
ています。手続きの際には、免許
証などの本人確認書類の提示
をお願いします。
※6月9日(日)から所得課税証明

書(平成25年度のみ)も交付で

きます(所得証明書や課税証明

書としても使用できます。なお、

所得の申告のない方について

は、日曜窓口で取り扱いできな

い場合があります)。

と　き　毎週日曜日　9時～
12時

　　※7月7日は、制度改正対応

     準備のためお休みします。

ところ　市民課（市役所本館
1階）

内　容　
○届書・申請書の受け付け　
住民異動届、戸籍届、印鑑
登録申請、特別永住者証明
書の更新申請

※届などの内容によっては、関係

機関への照会ができないため

受け付けできない場合があり

ます。

○証明書の交付　
　住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍証明書、所得課
税証明書（平成25年度の
み）、特別永住者証明書など

※税証明(所得課税証明書を除く)、

住民基本台帳カード、電子証明は

取り扱いできません。

自転車駐車場を
利用しましょう

地域課    382-9022    382-2214

    chiiki@city.suzuka.lg.jp

　市の自転車駐車場から道路
や歩道にはみ出して駐輪すると、
近隣の皆さんや通行する方々
の迷惑となります。
　特に近鉄白子駅と平田町駅
周辺は、自転車等放置禁止区
域に指定されているので、｢鈴鹿
市自転車等の放置防止及び適
正な処理に関する条例｣に基づ
き、短時間でも放置すると撤去
の対象となります。自転車は決め
られた自転車駐車場の中に適
正に駐輪してください。

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　6月30日㈰　9時～16
時30分

◆夜間窓口

と　き　6月27日㈭・28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。

家屋調査にご協力を

資産税課    382-9007    382-7604

    shisanzei@city.suzuka.lg.jp

　市内で建物を新築、増築した
際は、翌年度の固定資産税額
を算出するために家屋調査を行
っています。
　調査は、資産税課職員が訪
問し、建築図面からの間取り
確認、屋根、外壁、各部屋の
内装などに使われている資材
や設備状況などを確認します。
調査時間は一般の新築住宅
で20分から30分くらいです。
◆未登記の建物の所有者を

変更または取り壊した場合

　年内に次の手続きが必要で
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。年内に
名義変更や滅失の手続きがさ
れないと翌年度も課税となる場
合があります）。
○所有者を変更したとき　家屋
補充課税台帳登録名義人
変更届に、下記の必要書類
を添付して資産税課へ提出
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）：
旧所有者の印鑑登録証明書

○取り壊したとき　滅失家屋
申告書を資産税課か地区
市民センターへ提出してくだ
さい。

※登記されている建物について

は、法務局への手続きが必要

です。

※各種様式は、市ホームページか

らダウンロードできます。

※詳しくは、資産税課家屋グルー

プにお問い合わせください。

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

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

　｢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
　　　
　 　　　　　　　　　　　　　　　
◆資産等補充報告書

　平成24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　該当なし
○建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権　該当なし
○建物　該当なし  ○預金・貯金　該当なし
○有価証券　金銭信託：55万円
○自動車・船舶・航空機・美術工芸品　該当なし
○ゴルフ場の利用に関する権利　該当なし

第22回鈴鹿市文芸賞の作品を募集します

(公財)鈴鹿市文化振興事業団　 384-7000　  384-7755　  since-97@s-bunka.net　   http://www.s-bunka.net

○貸付金　該当なし
○借入金　該当なし（－822万7,462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24年中の所得を記載したものです。
○給与所得　1,547万6,950円（鈴鹿市ほか）
○雑所得　2万7,000円（報酬）
◆関連会社等報告書

　平成25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）

三重県観光連盟 (津市羽所町700) 

三重用水土地改良区(四日市市平尾町大池2765-3)

参　与

理　事

理　事

役員、顧問その他の職名会社その他の法人の名称（住所）

　1句80字以内1人5句まで
　　　ただし、タイトル不要

エッセイ

アフォリズム（警句）◎

◎アフォリズム(警句)とは

「人生や世情などを軽

い批評精神やユーモア

やアイロニーで表現した

短文」を言います。

　例：「涙ばかりを人は貴

いという。しかし、涙は

欠伸したときにも出るも

のだ」(斎藤緑雨・意訳)

　「恋というものは、生ま

れる前がいちばんすば

らしい」(田辺聖子)

※作品は日本語で書かれた

ものに限ります。

※詳しくは、文化振興事業

団ホームページをご覧

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
               ※前回（第21回）の一般の部で最優秀賞を受賞された方は、今回同じジャンルへの応募はできません。

               ※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21日㈮～11月8日㈮
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ところ　男女共同参画センター
　（神戸2-15-18）
内　容　相続登記、遺言、遺産
分割協議など相続に関する相
談、贈与・売買・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
鈴亀支部（  0595-97-3620）

知的財産権に関する
相談会を開催します 

産業政策課    382-9045    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　特許、実用新案、商標、意匠
など、知的財産権に関する相談
に、アドバイザーが無料で応じ
ます。
と　き　6月18日㈫　13時30
分～16時

ところ　鈴鹿商工会議所　
談話室

内　容　手続き書類の書き方、
権利取得までの流れ、事前
調査の方法

※1相談45分程度(事前予約・個

別相談)

問合せ　鈴鹿商工会議所 中
小企業相談所（  382-3222）

労働保険年度更新の
集合受付会が開催されます

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24年度確定保険料
と平成25年度概算保険料の申
告・納付期間は6月3日㈪から7月
10日㈬までです。
対　象　事業主
と　き　7月8日㈪・9日㈫・10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｣｢平成

24年度確定分の賃金集計表｣

｢事業主印鑑(法人は代表者印

鑑)｣をご持参ください。

※一括有期事業のうち建設の事業

は、工事台帳(請負金額・工期

などが確認できるもの)も必要

問合せ　三重労働局総務部 労
働保険徴収室（  059-226-2100）

｢ル・マン 友好の翼｣の
参加者を募集します

(公財)鈴鹿国際交流協会

  383-0724     383-0639

   sifa@mecha.ne.jp

　フランス共和国ル・マン市と
本市は友好協力協定を締結し
ています。本年、鈴鹿市公式代
表団が｢ル・マン見本市｣を訪
問します。この訪問に合わせて、
本協会とJTBの共催により、
｢ル・マン　友好の翼ツアー｣を
実施します。
と　き　9月10日㈫～15日㈰
内　容　｢ル・マン見本市｣への
参加ほか

定　員　20人
申込み　6月5日㈬から受け
付け。JTB中部四日市支店
（  352-7341）へ。参加料など
詳しくはお問い合わせくだ
さい。

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    382-9027    382-7615

    shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に所有する土地
に新たに生け垣を設置する
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、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　樹木1本あたり上限
1,000円。合計5万円を限度

※生け垣を設置する前に申請が

必要です。

市民活動団体支援補助金
公開審査会を開催します

地域課    382-8695    382-2214

   chiiki@city.suzuka.lg.jp

　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。
と　き　6月15日㈯ 14時から
※開始時間は申請団体数により

変動する場合があります。

ところ　市役所本館　12階
1203会議室

申込み　当日に会場で

司法書士無料相談会を
開催します

市民対話課    382-9004    382-7660

       shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp　
　予約は不要です。
と　き　6月22日㈯　9時30分～
12時（最終受付は11時30分）

お 知 ら せ
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教科書展示会

教育研究所    382-9056    383-7867

    kyoikukenkyu@city.suzuka.lg.jp

　小学校、中学校、高等学校の
教科書見本の一部を展示します。
と　き　6月14日㈮～7月3日㈬
9時～17時15分（土・日曜日を
除く）

ところ　市役所西館　2階
2422会議室

天体観望会～君は土星の
リングを見たか～

文化会館    382-8111    382-8580

　きれいな土星のリングや月のク
レーターなどが観察できます。
対　象　小学生以上（中学生
以下は保護者同伴）

と　き　6月15日㈯　19時～
20時30分

ところ　文化会館　屋上天体
観測場・プラネタリウム

テーマ　初夏の星座・土星の
解説と観望

定　員　150人（先着順）
参加費　無料
申込み　当日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

※曇天や雨天などにより中止する

ことがあります。16時30分に

判断しますので、文化会館へお

問い合わせください。

国際交流フェスタ
in　鈴国大

企画課    382-9038    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　留学生によるお国紹介ブース
を回ると、まるで世界旅行をして
いる気持ちになれるはずです。
民族舞踊や歌などのライブを通
して、世界の文化に楽しく触れ
てください。
と　き　6月22日㈯　13時～

16時
ところ　鈴鹿国際大学
内　容

○第一部：国際理解・国際交流
活動発表会　
○第二部：国際交流の集い
問合せ　鈴鹿国際大学入試
広報課（  372-2915    nyushi
   @m.suzuka-iu.ac.jp）

盆おどり講習会

生涯学習課    382-7619    382-9071

   shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

対　象　小学生以上
と　き　7月7日㈰　13時30分
～15時30分

ところ　市民会館　2階展示
室

内　容　盆おどり講習（鈴鹿お
どり他）

参加料　300円
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟（  386-0577）

※事前申し込みは不要です。

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

　事業所､施設および給食セン
ターなどで調理補助のスタッフと
して働くための講習　
対　象　55歳以上の求職者
※全日程出席できる方に限ります。

と　き　8月2日㈮、6日㈫、8日
㈭、9日㈮、23日㈮、27日㈫、29
日㈭　9時～16時

ところ　文化会館　調理室
定　員　20人
受講料　無料
申込み　7月3日㈬までに鈴鹿
市シルバー人材センターへ

県民ブラジル訪問団の
参加者を募集しています

市民対話課    382-9058    382-7660

   shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　三重県とブラジル・サンパウロ
州が姉妹提携して、今年で40
周年を迎えます。新たな関係づ
くりのため、行政や企業などと共
にブラジルを訪問する方を募集
します。
※費用は自己負担です。

と　き　8月16日㈮～23日㈮
（予定）
行き先　ブラジル・サンパウロ市
定　員　50人程度
申込み　6月17日㈪から受け
付け。三重県雇用経済部
観光・国際局国際戦略課
（  059-224-2844）へ

第22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　小学生の男女
と　き　6月23日㈰8時集合
（荒天延期6月30日㈰）
ところ　武道館　相撲場
内　容　個人戦（3年生以下・4
年・5年・6年生）、団体戦3人
（原則として4～6年生の各1
人。低学年は高学年の枠に出
場できます）

※個人戦・団体戦を兼ねて出場で

きます。

※開会式後、相撲教室を開催(ま

わしを無料で貸し出します。初

心者大歓迎)。

参加料　無料
表　彰　個人戦・団体戦の1～3位
申込み　6月17日㈪までにスポ
ーツ課へ

講座・教室

催 し 物
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講座・教室

くくらしの情報くらしの情報 13時30分～16時）
ところ　保健センター
内　容　ヨガ・アロマ・スイーツ
作り・女性のためのコミュニケ
ーション術などの体験や講話

定　員　25人（先着順）
参加料　1,000円（5回分）
申込み　電話で健康づくり課
へ

「がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン」

in鈴鹿

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　がん患者と家族の方が集まっ
ておしゃべりをする、情報交換と
交流の場です。
対　象　がん患者、がん患者
の家族

と　き　7月10日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　保健センター　2階健
康教育室

参加料　無料
問合せ　三重県がん相談支
援センター（  059-253-3550）

※事前申し込みは不要です。

鈴鹿市民大学文芸学科
｢文学と風土～この人
ありて花咲きし｣第1回

(公財)鈴鹿市文化振興事業団

    384-7000    384-7755

     since-97@s-bunka.net

と　き　6月12日㈬　13時30
分～15時30分

ところ　文化会館 さつきプラ
ザ

内　容　｢丸谷才一の日本語～
古典とつながる文学世界～｣
｢太田蘭三の原風景～ミステリー
作家と故郷・神戸～｣

講　師　津坂治男さん、福島
礼子さん

定　員　100人
参加料　1,000円（当日支払）
申込み　受講希望日・住所・氏
名・電話番号を記入の上、は
がき、ファクス、電子メールで、
鈴鹿市文化振興事業団（〒
513-0802　飯野寺家町810）
へ

※定員に満たない場合は、当日会

場でも受け付けます。

※全6回シリーズで、11月までの

第2水曜日に開催。詳しくは、

鈴鹿市文化振興事業団へ

鈴鹿医療科学大学
鍼灸学科　市民公開講座

東洋医学で
アンチエイジング第2弾

健康づくり課    382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月6日㈯　10時～12
時30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

内　容　
○演題1　｢漢方薬でアンチエ
イジング｣　西村甲さん（教
授）
○演題2　｢運動のアンチエイ
ジング効果｣　本田達朗さん
（准教授）
○演題3　｢藥食道源に基づく
食養生｣　廖世新さん（教授）

参加料　無料
※希望者には薬膳弁当（800円）を

用意します。7月1日（月）までに

鈴鹿医療大学へ電話予約して

ください。

申込み　不要
問合せ　鈴鹿医療科学大学
（  383-8991）

子育て支援セミナー第1回

子育て支援課    372-3303    372-3303

     kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　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。
対　象　乳幼児の保護者
と　き　6月27日㈭　10時～
11時30分

ところ　市役所本館　12階
1204会議室

内　容　乳幼児の発達につい
て学びながら、今回は｢子ども
が自信をもてる子育て｣をテー
マに参加者の皆さんと語らい
ます。

講　師　吉川佳男（教員、子育
て支援課子ども家庭支援室）

定　員　20人（応募多数の場
合は抽選）

参加料　無料
託　児　有り（10人程度　要
予約）

申込み　6月21日㈮までに、電
話で子育て支援センターりん
りん（  372-3303）へ

※当選者には後日、電話連絡します。

キレイをつくる
女性健康講座

リフレッシュセミナー

健康づくり課   382-2252    382-4187

    kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　どんなアクシデントも笑って乗り
越えられる自分づくり・リフレッシュを
お手伝いする、5回シリーズの講
座です。講師は全員女性。居心
地いい空間で、楽しく美しくアン
チエイジングな体験をしませんか。
対　象　30歳～64歳の女性
と　き　7月2日㈫、23日㈫、8月
6日㈫、9月10日㈫、10月28日㈪
9時30分～12時（7月23日のみ

こう

りょう　せ しん
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寺院･官衙シリーズ
講演会第1回

｢聖武天皇と河内の寺｣

考古博物館    374-1994    374-0986

    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月23日㈰14時から
ところ　考古博物館　講堂
内　容　大仏建立を志すきっ
かけとなった知識寺など、聖
武天皇ゆかりの寺について
語っていただきます。

講　師　安村俊史さん（柏原
市立歴史資料館館長）

聴講料　無料

県営鈴鹿スポーツガーデン
教室・講座・講習会

県営鈴鹿スポーツガーデン

   372-2250    372-2260

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

◆教室

申込み　6月10日㈪から水泳場
窓口かホームページで

○ベビービクス＆ママビクス

対　象　2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

と　き　6月19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

対　象　一般成人
と　き　6月20日㈭　10時30
分～12時

定　員　16人(先着順)
参加料　2,600円（材料費込）
○スポーツ吹矢体験会

対　象　一般成人
と　き　6月29日㈯　10時～
12時

定　員　30人（先着順）
参加料　500円
◆講座

○着衣泳体験講座

　服のまま水に落ちた場合の対
処法や、救助する方法
対　象　小学1年生以上（小
学1・2年生が参加する場合は
保護者の付き添いが必要）

と　き　6月15日㈯　10時～
12時

定　員　20組（応募多数の場
合は抽選）

参加料　無料
申込み　6月10日までに水泳場
窓口、ファクスかホームページで
◆スポーツ講習会

○体幹トレーニングとBCT

と　き　6月22日㈯　13時30
分～15時30時

ところ　県営鈴鹿スポーツガ
ーデン　体育館

内　容　箱根駅伝優勝の日本
体育大学駅伝部が取り組んだ
トレーニング方法、BCT（ベース
コントロールトレーニング）ほか

講　師　原健介さん（はら鍼治
療院・日本体育大学駅伝部
トレーナー）

定　員　50人（応募多数の場
合は抽選）

参加料　500円（保険代を含む）
申込み　6月5日㈬から水泳場
窓口かホームページで

　｢紅一点｣とは、多数の中で異彩を放つもの、
また、男性たちの中に混じる唯一の女性のこと
を指します。しかし、｢紅一点｣という言葉の反
対語はありません。男性優位の社会では、女性
が同じ立場になることを｢特別なこと｣と考えて
いたことがうかがえます。
　今でこそ、日本における女性の参画は徐々に
増加してきているものの、他の先進国に比べる
とまだまだ低い水準です。男性と女性が、職場
で、学校で、地域で、家族で、それぞれの個性
と能力を発揮できる社会を築くためには国民

一人一人の取り組みが必要となってきます。
　内閣府の男女共同参画推進本部は、毎年6
月23日から29日までの1週間を｢男女共同参画
週間｣として、男女共同参画社会基本法の目的
や基本理念について理解を深めることを目指
しています。今年のキャッチフレーズは、女性が
さまざまな分野で活躍することにより、日本が
元気になることが伝わるようにと｢紅一点じゃ、
足りない。｣に決定しました。
　この機会に、私たちのまわりの男女のパート
ナーシップについて考えてみませんか？

紅一点じゃ、足りない。

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6 月 納税

○市民税・県民税

・・・・・・・・・・・全期・1期

【納期限は7月1日㈪です】
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