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12月15日㈰

1月5日㈰

　第16回鈴鹿シティマラソンが鈴鹿サーキットで行われ
ました。2歳から81歳までの7,253人のランナーが参加し、
自己記録に挑戦する方、友達や家族と仲良く走る方など、
皆さんそれぞれの楽しみ方で、国際レーシングコースを
駆け抜けました。

　青空の下、鈴鹿サーキットで消防出初式を行い、
消防本部と消防団23分団の計500人が、旺盛な士気
と日頃の訓練で鍛えた消防力を披露しました。
　お子さんたちによるふれあい行進を皮切りに、
功労者表彰などの式典、避難誘導訓練や

消防訓練、一斉放水が行われ、会場の2,500人から
は大きな歓声が上がっていました。

。



1月11日㈯
　文化会館でスズカ市民文化セミナーが開催されま
した。 第1部の講演は、奈良・薬師寺の執事である
大谷徹奘さんから『心を耕そう』のテーマで、

ユーモアを交えて人間関係の「縁」の大切さにつ
いてお話をいただきました。
　第2部では、旧制神戸中学校（現・神戸高校）
を昭和19年に卒業された16人の皆さんに、卒業
70周年を記念して、卒業証書が授与されました。

1月12日㈰
　市民会館で成人式を開催し、1,260人の新成
人が参加しました。新成人代表の渡邉励人さん
は、「新成人として自覚と感謝の気持ちを忘れず、
これからの人生を力強く歩んでいく」と誓いの

言葉を述べられました。
　このほか、来賓あいさつ、鈴鹿太鼓による演奏、
実行委員会で作成したスライドショー上映、
勝山組によるよさこいの演舞などが行われました。

1月13日（月・祝）
　文化会館で、人権ふれあい劇
場「角～いじめっこ姫の物語」を
開催しました。みんなに威張って
意地悪ばかりしているお姫さまが、
友情や思いやりにふれ、誰からも
親しまれるお姫さまになるまでの
物語に、多くの子どもたちが人を
思いやる心の大切さを感じました。

てつ　 じょう

月 日（月 祝）

大谷徹奘 耕 う』
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　昨年創設した｢メイド･イン
SUZUKA応援補助金｣は、市内
の中小企業者などが、市内の地
域資源を活用した新商品の開
発や、販路開拓を行う事業に係
る経費の一部を補助する事業で
す。新商品開発事業と販路開拓
事業の2種について、平成26年
度の募集をお知らせします。

　交付決定日か
ら平成27年3月20日まで

　2月5日㈬から28日㈮
17時までに、｢事業計画書｣に
必要事項を記入の上、産業
政策課へ郵送か直接持参

　審査結果は、後日
通知します。

　市内に本社または主
たる事業所を有する中小企
業者等

　鈴鹿市の地域資源を
活用し、新たに商品の開発を
行う事業

　補助対象経費の1/2
（10万円以上50万円以内）

　市内に本社または主
たる事業所を有する中小企
業者等

　鈴鹿市の地域資源を

活用した商品の魅力を高め、
市内外のマーケットで通用す
るブランド力を確立するため、
販路開拓を行う事業

　補助対象経費の1/2
（10万円以上90万円以内）

　4月末の口座振替から、割引
額がより大きい｢2年間のまとめて
前払い（2年前納）｣が始まります。
保険料の納め忘れを防ぐだけ
ではなく、月々 の納付よりも2年間
で1万4,000円程度の割引となり、
前納分の全額がその年の社会
保険料控除の対象となります。
　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。
　口座振替での各種前納の手
続きは、2月末までに、年金手帳
（基礎年金番号がわかるもの）、
預金通帳、通帳登録印を持参
の上、金融機関の窓口か年金
事務所で行ってください。

　津年金事務所 国民
年金課（ 059-228-9188）

　国民健康保険税は、国保に
加入している全ての方の医療
費のための大事な財源です。納
期限内に納めていただきますよ
うお願いします。
　2月に国民健康保険税の納
め忘れについて、電話でお知ら
せする事業を行います。
　なお、この電話でATMなどに

振り込みをお願いすることは一
切ありません。電話は、次の業
務委託先の事業者がかけます。

　三重県国民健康
保険税収納コールセンター
（NTTマーケティングアクト  
　0120-968-703）

　2月20日㈭　10時～
12時

　市役所本館　12階
1205会議室

　10人（定員を超えた
場合は抽選）

　会議当日9時55分ま
で、会場で受け付け

　国税局や税務署の職員を名
乗る者から電話があり、アンケ
ートや年金受給調査と称して、
年齢や家族構成、年金の受給
状況、預金残高、口座情報など
について聞き出そうとする事例
が発生しています。
　不審な電話があった場合に
は、即答を避け、相手の所属部
署、氏名、電話番号を確認した
上で一旦電話を切り、最寄りの
税務署にお問い合わせください。

　鈴鹿税務署　総務
課（　382-0351）



　2月14日㈮～3月17
日㈪（土･日曜日は除く）
　9時～17時

　イオンモール鈴鹿
　2階｢イオンホール｣

　鈴鹿税務署（  382-
　0351）

○給与所得者および年金受
給者の方
○上記以外の方で、平成24
年分の所得金額が300万円
以下の方（消費税の課税事
業者である場合には、平成

25年分の課税売上高が3,000
万円を超える方を除く）

○2月19日㈬･20日㈭　
　市立体育館　大会議室
○2月26日㈬･27日㈭
　亀山市総合保健福祉セン
ター　大会議室

　鈴鹿税務署（　382-
　0351）

　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。
　給与所得者の方
　2月23日㈰

○住宅借入金等特別控除を
受けられる方
　9時30分～11時、13時～14
時30分
○医療費控除を受けられる方
　11時10分～12時、14時40分
～15時30分

　神戸コミュニティセ

ンター（神戸9-24-52）
　東海税理士会鈴鹿

支部（ 382-7715）（土･日･祝
日を除く9時～14時）

○国税庁ホームページ　   　
　http://www.nta.go.jp
○鈴鹿税務署（  382-0351）

　国税庁ホームページの｢確定
申告書等作成コーナー｣を利用
すると、申告会場に出掛けるこ
となくご自宅などで確定申告書
が作成できます。
　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、以下の書類が
作成できます。
　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。　

　
　所得税及び復興特別所得
税の確定申告書、青色申
告決算書、収支内訳書、
消費税及び地方消費税の
確定申告書、贈与税の申
告書など



　作成した確定申告書などの
データは、e-Tax（国税電子
申告･納税システム）を利用
して電子申告できます。

　･ご自宅などのパソコンから
　送信できる

　･添付書類の提出が省略できる
　･還付がスピーディー
　･郵送料が不要

　e-Taxのメリットはありませ
んが、作成した確定申告書な
どを印刷して、郵送などで提
出することもできます（必要
書類の添付が必要）。

　鈴鹿税務署（　382-
　0351）

　市民税･県民税の申告や所
得税の確定申告の際は、以下
の点にご注意ください。

　 ご家族の所得は合計せず
に、あなたの所得のみを申
告してください。

　　同一生計のご家族の社会
保険料を、あなたが口座
振替や納付書で支払った
場合は、あなたの控除と
して申告することができ
ます。ただし、ご家族自身
の年金から天引きされて
いる社会保険料は、あなた
の控除として申告すること
はできません。

　　医療費控除の対象とな
るのは、あなたやご家族
の治療のために支払った
医療費です。治療ではな
いもの（予防接種、文書料、
治療につながらない健康
診断、健康食品など）に支
払った代金は対象になり
ません。

　　税務署に提出する確定申
告書の第二表には、所得税
の計算上は影響がなくても、
住民税（市民税･県民税）の
計算には影響がある内容を
記入する｢住民税に関する
事項｣欄が設けられています。
　　16歳未満の扶養親族、配
当割額控除額や株式譲渡所
得割額控除額、寄附金税額
控除の対象となる寄附金額、
別居の扶養親族の住所など

がある場合は、この欄に記
入がないと市民税･県民税
の課税の際に把握すること
ができませんので、忘れず
にご記入ください。

　　公的年金等の収入金額が
400万円以下で、かつ、公的
年金等に係る雑所得以外の
所得金額が20万円以下であ
る場合は、所得税の確定申
告書の提出が不要となって
います（所得税の還付を受
ける場合は、税務署に確定
申告書を提出してください）。
　　ただし、確定申告書を提
出しない場合、｢公的年金
等の源泉徴収票｣に記載さ
れていない控除（扶養控除、
社会保険料控除、生命保険
料控除、医療費控除など）
は、市民税･県民税の税額
計算に算入されません。そ
れらの控除を受ける場合は、
市民税･県民税の申告が必
要となります。



　20歳未満で、重度の
障がいの状態にあるため、日
常生活において常時特別の
介護を必要とする方

　身体障害者手
帳1級･2級、療育手帳A1
（最重度）、精神障害者保健
福祉手帳1級

　14,180円

　20歳以上で、著しく重
度の障がいの状態にあるた
め、日常生活において常時
特別の介護を必要とする在
宅の方

　身体障害者手
帳1級･2級程度、療育手帳
A1（最重度）程度、精神障
害者保健福祉手帳1級程度
の障がいが重複している方、
または重複障がいと同等の
障がいのある方

　26,080円

　事前予約が必要です。
　2月20日㈭　9時～17時
　財務省 東海財務局 

津財務事務所（津市桜橋
2-129）
　

○預金、融資、保険、貸金、証
券などの金融サービスに関
する相談
○無登録業者からの未公開株、
社債などの勧誘、被害に関
する相談
○多重債務、家計の再建、借
金に関する相談および心の
悩み相談

　平日9時～12時、13時
～17時に電話で東海財務局
（  052-951-9620）へ

　本市では、小規模修繕工事
等の発注にあたり、入札参加資
格を有さない業者を登録し選定
の対象とすることによって、市内
の小規模事業者の受注機会を
拡大し市内経済の活性化を図る
ために、鈴鹿市小規模修繕工事
等希望者名簿を設けています。
　平成22～25年度鈴鹿市小規
模修繕工事等希望者名簿は、
平成26年5月31日で有効期限が
終了します。平成26～29年度も
引き続き名簿登録を希望される
方や新規で登録を希望する方は、
申請手続きを行ってください。

○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。

　2月17日㈪～3月14
日㈮

　市ホームページ（入
札･契約情報）掲載の申請
書に必要書類を添えて契約
調達課へ

　水道料金のお支払いは、金
融機関の本人指定の預（貯）
金口座から引き落とす口座振
替が便利です。下水道や農業
集落排水を使用している家庭
では水道料金と一緒に引き落と
しされ、次回のメーター検針時
に、領収書に代わり｢水道料金
等振替済通知書｣をお渡ししま
す。通帳、通帳届出印、お客さま
番号の分かるもの（検針票な
ど）を持参の上、金融機関窓口
で手続きをお願いします。

　鈴鹿市水道料金等
検針･収納業務受託事業
者 第一環境㈱（水道局内   
　368-1671）



　男女共同参画に関する生活
実態や意識について、郵送によ
るアンケート調査を行いますので、
調査票が届いた方はご協力を
お願いします。調査結果は、次
期男女共同参画基本計画を策
定するための資料とさせていた
だきます。

　満20歳以上の市民の
中から無作為抽出した3,000人

　2月中旬

　市税の滞納処分として差押え
た財産を、ヤフー株式会社の提供
するインターネット上で公売します。
　入札に参加するためには、公
売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。

　2月13日㈭13時～
25日㈫23時

　3月4日㈫13時～6
日㈭23時

　3月7日㈮10時
　3月14日㈮14時30分
　
　2月19日㈬　10時～

11時45分、13時～16時の2回
　納税課（市役所本館

2階）

　三重地方税管理回収機構
が不動産の公売を実施します。
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
へお問い合わせください。

　2月26日㈬　10時30分
～11時

　県津庁舎6階　大会
議室

　三重地方税管理回収
機構 徴収課（ 059-213-7355
　http://www.zei-kikou.jp/）

　福祉や環境、まちづくりなどの
さまざまな分野で公益的な活動
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。パネル
展示を通じて、活動の楽しさや
魅力をアピールしてください。

　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
動団体など（団体の人数は
問いません）

　3月22日㈯～26日㈬
　市役所本館　1階市

民ギャラリー
　模造紙（80cm×

　110cm）1枚程度に、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
トしたもの（入会案内、連絡先

は別紙可）、チラシの展示

　3月5日㈬までに、地
域課、男女共同参画センタ
ー、NPO法人市民ネットワー
クすずかのぶどうに備え付
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

　3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。

　2月20日㈭、3月3日
㈪～7日㈮･10日㈪･25日㈫
10時から当日の会議終了ま
で



　お子さんを公立の小･中学校
へ通学させる上で、経済的にお
困りの保護者の方に対し、学用
品費･学校給食費など就学に必
要な経費の一部を援助します。
　援助を希望される方は、各学
校に備え付けの申請用紙に必
要事項を記入し、所得がわかる
証明書(源泉徴収票など)を添付
の上、学校へ提出してください。

○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
（  0120-063-792、12時～20
時 年中無休）

　一般：18歳以上34歳
未満、技能：国家資格免許
等を有する18歳以上、上限
は資格免許等に応じ53歳
から55歳未満

　4月2日㈬まで
　4月11日㈮～15日㈫の

間の指定する1日

　大卒（見込含む）26
歳未満（大学院修士課程
修了者は28歳未満）

　4月25日㈮まで
　1次：5月10日㈯･11日㈰

（11日は飛行要員希望者のみ）

　歯科：20歳以上30歳
未満で専門大卒（見込含む）、
薬剤：20歳以上26歳未満（薬
学修士取得者は28歳未満）

　4月25日㈮まで
　1次：5月10日㈯

　県内の最低賃金は、平成25
年10月19日から時間額737円で
す。この金額は、原則、年齢･雇
用形態（パート･アルバイトなど）
を問わず、県内で働く全ての労
働者に適用されます。
　なお、特定の産業（7業種）に
該当する事業場で働く労働者に
適用される｢特定（産業別）最低
賃金｣について、平成26年1月4
日から一部が改正されました。改
正された業種と金額は次のとお
りです。
○三重県ガラス･同製品製造業
時間額800円

○三重県電線･ケーブル製造業
　時間額820円

○三重県洋食器･刃物･手道具
･金物類製造業　時間額816
円

○三重県電子部品･デバイス･
電子回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業　時
間額805円

○三重県建設機械･鉱山機械
製造業、自動車･同附属品製
造業、船舶製造･修理業、舶
用機関製造業、産業用運搬
車両･同部分品･附属品製

造業、その他の輸送用機械
器具製造業　時間額841円

　三重労働局労働基
準部賃金室（  059-226-2108）

　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。ご希望の方
は、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
策課へ持ってきていただくことも
可能です。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）。

　2月23日㈰　10時～
15時（受付14時まで）
　市立図書館　2階視

聴覚室



　セイロン瓜でおなじみの国スリ
ランカから、国の事業で、大学生
のグループが鈴鹿を訪問し交流
します。1週間の滞在ですが、2
泊3日のホームステイが予定され
ています。この機会に、ぜひホス
トファミリーをしてみませんか。学
生たちは、英語を話しますので、
スリランカ語が分からなくても大
丈夫です。

　3月14日㈮夕方～16日
㈰12時（2泊）

　13世帯以内
　日本国際協力セン

ター（JICE）
　2月20日㈭までに、郵便

番号･住所･氏名･電話番号を
記入の上、電子メールまたはフ
ァクスで鈴鹿国際交流協会へ

　3月8日㈯　13時30分 
～14時30分

　文化会館

　総務省では、広報媒体に活
用するための標語を募集してい
ます。テーマは｢統計は、わたし
たちが生活する社会の動きをき
ちんと知り、生活をゆたかにする
ためにとても大切なものです。こ
のため、統計調査に協力するこ
とはとても大事です。｣です。この

趣旨を反映した作品をご応募く
ださい。

　3月31日㈪

　総務省 普及指導担
当（  03-5273-1144）

　2月27日㈭･28日㈮　
17時15分～20時
　納税課
　市税の納付、納税相

談、口座振替の手続きなど

市では、インターネットや携帯メ
ールを活用したアンケートシステ
ム「メールモニターシステム」を運
用し、市民の皆さんのご意見を
市政に生かす取り組みに活用し
ています。アンケート結果などは、
集計後、市ホームページに掲載
します。メルモニアンケートにご登
録いただき、あなたの声をお聞か
せください。
　

　また、メルモニには、災害・防
犯・役立ちのメールやメールマガ
ジンを配信する安心メールもあり
ます。あわせてご登録ください。

　バレンタインデーは、男女がお
互いに愛や感謝の気持ちを伝
え合う日です。女性から男性へ
とっておきのチョコレートを贈る気
持ちと同じように、男性から女性
へ心温かな一日になるよう｢男性
から女性に花を贈る日｣にしてい
きませんか。日頃の感謝を伝え
たい男性や、カップルの皆さんに
花束のプレゼントを行います。

　2月8日㈯･9日㈰　13
時から（無くなり次第終了）
　イオンモール鈴鹿　2

階北ブリッジ
　両日とも約100本
　鈴鹿花き温室組合　

三田憲一（  090-7675-2240）

　ハンドメイドが好きで、自作品
での起業を考えている女性が
企画から参画した1日限定マー
ケットを開催します。さまざまなジ
ャンルのハンドメイドショップが30
店程度集まります。

　2月15日㈯　10時～
15時
　男女共同参画センター

メルモニアンケート 検索

　　



　2月23日㈰　10時～
14時

　考古博物館講堂、ホ
ール、玄関前など

　無料（特別展示室と
常設展示室の入場を含む）

○ホールコンサート（鈴鹿市少
年少女合唱団）　
　第1部：11時30分～12時、
　第2部：13時30分～14時
○体験コーナー（弓矢･火おこし
･勾玉作り体験など）　10時
15分～13時30分

○折り紙講座（各回定員10人）
第1部：10時15分～11時15分、
第2部：12時30分～13時30分
○紙芝居上演　10時45分～
13時まで4回上演
◯国分寺跡整備記念植樹　
11時～11時45分
○ハンバーガーの販売（有料）
　10時15分～13時30分

　新小学1年生の入学を祝う催
しを行います。

　市内に在住する平成

26年度小学校入学予定者と
その保護者

　2月23日㈰　14時から
（15時30分終了予定）

　市民会館
　小学校生活を紹介す

る映像鑑賞、親子のふれあい
遊びなど

　無料
　中日新聞社、鈴鹿市、

鈴鹿市教育委員会
中日新聞社（　052-221-

　0671）か学校教育課へ

　日頃の感謝を込めて、無料開
放デーを開催します。子どもから
大人まで気軽に参加していただ
けます。

　2月23日㈰　9時30分
～15時

　
　鈴鹿青少年センター 
　無料

○熱気球係留飛行体験（無料、
先着人数限定）　
○無料体験コーナー
　伊勢型紙のしおり、プラバン、
木工工作、簡単茶道教室
（先着人数限定）、簡単ピザ
作り（先着人数限定）
○鉄道模型運転展示
○特設ステージ
　かるがもブラスアンサンブル、

玉垣小学校金管バンドクラ
ブ、鈴鹿マンドリンクラブ、西
部少年少女合唱団、Copain 
Doll、皇學館大學｢雅｣、勝
山組、マジックショー
○センター利用団体による創作
作品展示会
○飲食コーナー
　レストラン襷によるカレーバイ
キング（有料）、軽食販売（有
料）
○ご当地キャラクター
　ベルディ、すずか茶ん、かりん
ちゃん

　第43回9人制バレーボール大
会、第17回ソフトバレーボール大
会の参加チームを募集します。

　市内在住、在勤、在
学する高校生以上の女性で
編成するチーム

　9人制：2月23日㈰、
　ソフト：3月2日㈰

　市立体育館他
　無料
　9人制は2月14日㈮ま

で、ソフトは2月21日㈮までに、
所定の申込用紙に必要事項
を記入の上、スポーツ課へ

　代表者（2人以内）は必ず出
席してください。

　9人制：2月17日㈪19
時から、ソフト：2月25日㈫19時
から

　市立体育館大会議室



　事前申込受付は終了しましたが、当日も参加者の受付を行いますのでお気軽にご参加ください。

　中学生以上の健康な方　
　3月8日㈯･9日㈰　　 　弁天山公園

　一般（高校生以上）1,000円、中学生以下無料
　いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会事務局（鈴鹿市民歩こう会）　

　　　　事務担当　日比（〒510-0219　野町南1-13-18（  387-1489   080-6918-9373））

　2月15日㈯　10時～
15時（雨天決行）

　鈴鹿スポーツガーデン
体育館

○最大100ブースの出店
○とんてき、ラーメン、カレー、プチ
クロワッサン、野菜、果物など
の軽食販売
○体験イベント（バラ･ゼリーキャ
ンドル、ハンドエステ、骨盤矯
正、ロザフィなど）
　無料

　鈴鹿短期大学では、2014年
度から｢放課後児童指導員｣資
格の養成校となることを記念した

ミニシンポジウムを開催します。約
40年間、京都府で学童保育指
導員をされてきた講師のお話と、
県内での調査結果を踏まえたコ
メントをもとに、参加者全員で｢遊
びと育ち｣について考えましょう。

　2月15日㈯　14時～
16時

　鈴鹿短期大学　A棟2
階第2会議室（郡山町663-222）

　四方則行さん（元学
童保育指導員）

　川又俊則（鈴鹿短
期大学教授･放課後児童指
導員科目担当者）

　石川拓次（鈴鹿短期
大学助教・放課後児童指導
員実習担当者）

　無料
　不要
　鈴鹿短期大学生活

コミュニケーション学研究所
（川又研究室）（　372-3900）         
　kawamatat@suzuka-jc.ac.jp

　今の時代、人とのつながりが
薄れ、孤独な死を迎える人も少
なくありません。エンディングを
迎える前に自分や家族にはどんな
用意が必要なのか、孤立死･
孤独死をできるかぎりなくすために
自分や地域でできることは何か
などについて共に考えましょう。

　2月22日㈯　14時～
16時15分（開場13時30分）

　労働福祉会館　大
会議室（神戸地子町388）

　吉田太一さん（遺品
整理専門会社キーパーズ代
表取締役）
　120人
　無料

　鈴亀地区介
護支援専門員協会（アルテ
ハイム鈴鹿内   370-3751)



　講演会と意見交換会を行い
ます。事前予約が必要です。

　2月23日㈰　13時30
分～16時
　男女共同参画センタ

ー　ホール
　出口治明さん（ライフネ

ット生命保険株式会社代表取
締役会長兼CEO）

　松井真理子
　さん（四日市大学総合政策学
　部教授）

　50人
　100円（資料代）

　電話か電子メールで、
NPO法人21世紀の子育てを
考える会．鈴鹿（ 090-1415-3749            
　kosodate21suzuka@hotmail
　.com）へ

　カナダ生まれの親教育プログ
ラム｢Nobody's Perfect｣は、0歳
から5歳までの子どもを持つ親を
対象に、参加者がそれぞれに抱
えている悩みや関心のあること
をグループで話し合いながら、自
分にあった子育ての仕方を見つ
ける参加者全員で学んでいくプ
ログラムです。講義形式ではなく、
ファシリテーター（進行役）が対
話形式で話し合いを進めます。

お子さんは託児スタッフが保育
します。

　0歳～5歳の子どもを持
つ母親で全6回参加できる方

　2月13日～3月20日の毎
週木曜日　全6回　10時～
12時　

　男女共同参画センター
　研修室
　12人（先着順）
　1回100円（託児1人1

回300円）
　NPO法人21

世紀の子育てを考える会．鈴
鹿（  090-1415-3749）

　活動を広げていくために、パート
ナーを探したりプレゼンテーションを
したりするときに、相手側に活動の
重要性や必要性をしっかり伝える
ノウハウを学ぶ講座を開催します。

○第1回　まずは｢キャッチコピー｣！
　2月14日㈮　13時30分～16時
30分
○第2回　まずは｢リード文｣！
　2月27日㈭　13時30分～16時
30分

　男女共同参画センター
　研修室1

　米山哲司さん（NPO
法人Mブリッジ理事長）　
　無料

　県環境生活部 

男女共同参画･NPO課 NPO班
（  059-222-5981   059-222-5984
        http://www.pref.mie.lg.jp/
   NPO/）へ

　｢チームを強くするためには？｣
｢怪我をした時にはどうしたらい
いの？｣｢身体を作るための食事
のポイントは？｣などの疑問にお
答えします。

　運動部のマネージャ
ーをしている高校生、スポー
ツマネジメントやスポーツ科学
に興味のある高校生

　2月15日㈯　10時～
12時（受付9時30分から）

　鈴鹿国際大学･鈴鹿
短期大学 （郡山町663-222）

○講義：勝つためのチームマネ
ジメント（鈴鹿国際大学　市
野聖治）
○実技：怪我の対応･処置（簡単
テーピング）（鈴鹿短期大学
石川拓次）
○演習：強くなるためのスポーツ
栄養学（鈴鹿短期大学　梅
原頼子）
　無料
　2月13日㈭までに、電

話、ファクス、電子メールで
鈴鹿短期大学（  372-3900
 　 372-3903　   nyuushi@
　suzuka- jc .ac . jp）へ（当日
参加も可）



　長年にわたって｢開発と文化
研究センター｣の長を務められた
クマーラ先生の退職記念講演
です。

　2月13日㈭　16時～
17時45分 

　鈴鹿国際大学　国
際文化ホール（郡山町663-222）

　｢グローバル化時代の
地域経済の活性化～ セイロ
ン瓜プロジェクトの成果と今後
の展望｣

　アーナンダ･クマーラさん
（鈴鹿国際大学国際人間科
学部国際学科教授･COC、
開発と文化研究センター長）
　無料
　不要
　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）

　2月8日㈯から水泳場
窓口またはホームページで先
着順受け付け。

　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し
ましょう。

　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

　2月19日㈬　
　午前の部：11時～12時30分、
　午後の部：13時30分～15時

　各30組（先着順）
　1,000円

　おひなさまの巻き寿司を作ります。
　一般成人
　2月20日㈭　10時30

時～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　みんなでロング巻き寿司に挑
戦しましょう。最大30人で巻くな
がーい巻き寿司です。

　3歳から小学生まで
（1人で巻けない方は保護者
の付き添いが必要）

　3月1日㈯　10時～12
時
　30人（先着順）
　1人1,000円

　『もし、あなたが敵と平和を築きたいのであれば、あ
なたはその敵と一緒に話し合わなければいけません。
それから、敵はあなたのパートナーとなることでしょう。』
　これは、昨年12月に他界した、南アフリカの反アパル
トヘイト（人種隔離政策）闘争を指導したノーベル平和
賞受賞者、ネルソン・マンデラ元大統領の言葉です。
　かつての南アフリカでは、黒人はトイレも別、公共の
バスも利用できないほど、激しい人種差別に苦しめら
れていました。この人種隔離政策を撤廃すべく立ち上
がったマンデラさんは、国家反逆罪で逮捕され、長い
間、投獄生活も送りました。
　マンデラさんが大統領になった時、黒人を目の敵に
してきた白人たちは、報復に怯えました。ところが、彼が
叫んだのは、長年虐げられてきた憎しみではなく、「人
種の融和」でした。政府から去ろうとした白人政治家
に、「新しい国づくりを手伝ってほしい」とお願いし、前

任の白人大統領を副大統領に迎え、多人種が共存
できる「虹の国」を目指して、国民に繰り返し「人種の
和解」を叫び続けたのでした。
　残念ながら、今も世界に紛争は絶えず、中東、アフリ
カ、アジアなど各地で内戦や分断が続いています。日
本でも、自分たちと異なるものを差別・排外しようとする
ことがあるのではないでしょうか。
　自由と平等という理想へ平和的な移行を導いたマ
ンデラさんの生涯は、こんな時代だからこそ、いっそう
輝いてみえるのでしょう。
　最後にもうひとつ、彼の言葉を紹介します。
　『生まれながらにして肌の色や出身や宗教を理由
に他人を憎む人は誰もいない。憎しみは後から学ぶも
のであり、もし憎しみを学ぶことができるなら、愛すること
も教えられるはずだ。愛はその反対の感情よりも、人間
の心にとって自然になじむものだから。』
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鈴鹿市携帯サイト
「元気モバイル」
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スポーツ 鈴鹿人の
モーター
スポーツ 鈴鹿人の
モーター
スポーツ

す ず 　 　 か 　 　 び と

闘え！闘 鈴鹿人のえ！

　今年も市民会館で成人式が開催されました。参加
された新成人の皆さんは、すてきな思い出を作られた
ことでしょう。
　本市の市民会館は、昭和43年の開館から長い年月が
経っています。それだけに、たくさんの方が、ここでいろ
いろな思い出を胸に刻まれているのではないでしょうか。
　私の市民会館に関する最初の記憶は、幼稚園の
ときのピアニカ演奏会です。出番までの間、控室で

折り紙を取り出して、同い年のいとこにヨットの折
り方を教えてもらったことも覚えています。折り方
はすっかり忘れましたが・・・。中学生のときには、
文化祭や音楽会。大人になってからは好きな歌手
のコンサートがありました。ほかにもいろいろな
思い出があります。
　今後どのような思い出の舞台となってくれるのか、
楽しみです。（高）
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