
簡単！

便利！

早い！

手数料は200円！

1通につき200円
コンビニでの手数料

1通につき300円
市民課や地区市民センターでの手数料

キャンペーン中（住基カードが7月末まで無料です）

　熱中症の発生は7月･8月がピ
ークになります。熱中症を正しく
理解し、予防に努めましょう。

部屋に温度計を置き、室温を
こまめにチェックしましょう。
室温が28℃を超えないように、
エアコンや扇風機を上手に
使いましょう。
幼児は、体温調節機能が十
分発達していないため、特に
注意しましょう。
高齢者は、温度に対する感
覚が弱いので、室内でも熱中
症に注意しましょう。
外出の際は体をしめつけない
涼しい服装で、帽子をかぶる
など日よけ対策をしましょう。
無理をせず、適度に休憩をと
りましょう。
日頃から、栄養バランスの良
い食事と適度な運動で体力
づくりを心掛けましょう。
のどが渇かなくてもこまめに水
分補給をしましょう。

　夏季は、冷房の利用などでエ
ネルギー消費が増大します。特
に日中（13時～16時頃）に最大
ピークとなる傾向にあり、そのうち
エアコンが約半分を占めていま
す。熱中症などに十分注意し、
無理のない範囲での節電･省
エネの取り組みをお願いします。

（室温28℃が目安）
設定温度を2℃上げる⇒電
気使用量が10％削減
｢すだれ｣や｢よしず｣などで
窓からの日差しを和らげる
⇒10％削減
無理のない範囲で消し、扇風
機を使用する⇒50％削減

　日中は不要な照明を
消す⇒5％削減

　設定を｢強｣から｢中｣
に変え、扉を開ける時間をな
るべく減らし、食品を詰め込み
すぎないようにする⇒2％削減

　省エネモードに設定
するとともに、画面の輝度を
下げ、必要な時以外は消す
⇒2％削減

　リモコンではなく本
体の主電源を切り、長時間使
わない機器はコンセントからプ
ラグを抜いておく⇒2％削減

　平成27年鈴鹿市成人式の日
程と会場が決まりました。

　平成6年4月2日～
平成7年4月1日生まれで鈴鹿
市内在住か、本籍のある方

　平成27年1月11日㈰
　10時～11時（開場9時）
　市民会館

　井戸水を飲用として利用して
いる場合は、設置者の方に、飲
用井戸の衛生管理を行う責任
があります。以下の点に注意し、
適正な管理に努めましょう。

飲用井戸の周辺に、みだりに
人や動物が立ち入らないよう
に適切な措置をしましょう。
飲用井戸の構造(井筒、ポン
プ、井戸のふた、水槽など)や
周辺の点検を定期的に行い、
清潔な状態の保持に努めま
しょう。

定期的
（年1回以上）に水質検査を
受けましょう。
飲用井戸を新たに設置する
場合は、汚染防止のため、設
置場所や設備などに十分配
慮しましょう。



　特定健康診査は、糖尿病など
の生活習慣病、特にメタボリック
シンドローム（内臓脂肪症候群）
の予防に着目した健康診査、保
健指導です。
　対象者に受診券を順次送付
しています。同封の一覧表にある
医療機関他で11月末まで受診で
きますので、健康管理のために
ぜひ受けましょう。

　国民健康保険に加入し、
下記のいずれにも該当する方
○昭和14年9月1日～昭和50年
3月31日生まれの方（平成26
年度中に40～74歳（一部75
歳）になる方）
○平成26年4月1日現在、国民
健康保険に加入している方、
また5月～8月末までに届出を
して加入している方
○受診時に継続して国民健康
保険に加入している方

　特定健康診査受診券、
質問票、自己負担金（受診券
に記載）、鈴鹿市国民健康保
険被保険者証（短期被保険
者証、資格証明書を含む）

　国民年金は、20歳以上60歳
未満のすべての方が加入する
制度です。保険料の納付を続
けることで、高齢になったときの
老齢基礎年金や万が一のとき
の障害基礎年金、遺族基礎年
金が受け取れます。
　経済的な理由などで保険料
を納付することが困難な場合は、
申請により保険料の納付が免
除となる保険料免除制度をご
利用ください。

　原則、毎年手続きが必
要です（平成25年度免除申請
において全額免除や納付猶
予が承認された方で、継続審
査の承認を受けた方は除く）。

　本人･配偶者･世帯
主の前年の所得によって行い
ます。所得によっては免除の対
象とならない場合もあります。

　申請

時点から2年1カ月前まで
　保険年金課、地区市

民センター
　年金手帳と印鑑、平

成25年1月1日以降に退職
（失業）した方は、離職票また
は雇用保険の受給資格者
証の写しが必要
　津年金事務所（  059-

    228 -9188）、保険年金課
   （  382-9401）

　三重県社会保険労務士会
では、社会保険労務士の専門
知識を生かして｢総合労働相
談所｣を開設し、無料労働相談
を行っています。電話相談･来
所のどちらでも受けていますの
で気軽にご相談ください。

　労働者、事業主
　毎週水曜日　13時～

16時（祝日、年末年始を除く）
　三重県社会保険労務

士会事務所（津市島崎町255）
　採用、労働条件、雇用

期間、賃金、退職、解雇、セク
ハラ、パワハラ、労災事故など
労働契約に関する相談
　無料

　要事前予約。
電話で三重県社会保険労務
士会（  059-228-6064）へ



市内に在住・在勤・在学する高校生以上の方

　10月7日㈫から14日㈫（土･日･祝日を除く）までの、9時から17時までに、事業団事
務所（文化会館内）へ提出（郵送可）。

  10月18日㈯9時から16時または19日㈰9時から12時までに、出品料を添えて文化会館へ
作品1点につき1,000円（高校生無料）

10月22日㈬　10時から   文化会館
10月29日㈬～11月2日㈰　9時～17時（最終日は16時まで）  文化会館   
入賞･入選作品と会員、審査員から出品された作品を展示します。　 無料

11月2日㈰　14時30分～16時  文化会館 各展示会場 

部 門 規 定

日本画 号以上 号以内で額縁付
※ 号は縦描きのみ アクリル付額縁は不可

洋 画 号以上 号以内で額縁付 ポスターなどはパネル張り
水彩画、版画はアクリル付の額縁も可

彫 刻 手動可能なもので
縦・横とも２ 以内、高さ 以内 著しく破損しやすい作品は不可

美術工芸
・立体作品 四方立方以内（ 辺 以内）
・平面作品 縦 ｍ、横 ｍ以内の展示できる形

態のもの 額縁など

アクリル付額縁は可
著しく破損しやすい作品は不可

写 真
黒白またはカラー 半切以上全紙まで
・パネルの規格 木製 × 以内
・組写真 パネルの規格と同じ

額縁は不可
パネルに「つり金具」を一切つけないこと

書 道

・額装または枠張り
仕上がり寸法は半切以上 平方尺以内
縦 （ 尺）・横 （ 尺）以内

・折帳、巻子
縦 以内×横 以内

作品は全て表装
楷書以外は所定の様式（ハガキ大）の釈文を添付
アクリル付額縁は不可。ただし篆刻は可
（会員はアクリル付額縁可）
軸装の出品は不可



放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭にいない、小学校に就学している児童を対象に、
授業の終了後から18時ごろまで、児童をお預かりする場です。
　現在、下記◎の児童クラブで、指導員と児童を募集しています。

　住宅用地や駐車場用地など
に最適な物件です。手続き方
法など気軽にお問い合わせく
ださい。

　西条三丁目1128番1
　雑種地
　4,241.04㎡
　第一種住居地域

　1億6,338万8,000円

　8月18日㈪　16時30
分
　市役所本館 10階

1004入札室
　7月7日㈪から8月14日

㈭（土･日･祝日を除く）までの8
時30分から17時15分までに、

直接、管財営繕課（鈴鹿市
土地開発公社事務局）へ

　7月10日㈭　14時から
　売却物件所在地

　ガーデニング感覚で四季の
花や野菜を育て、土に親しむこ
とができる｢ふれあい農園｣の利
用者を募集しています。利用希
望者は開園者へお問い合わせ
ください。

　庄野共進一丁目3517-5
　20㎡から
　2区画

　1区画3,000円
　美濃部信子（庄野町

20-22　 378-3001）

　教育委員会は、｢地方教育
行政の組織及び運営に関す
る法律｣に基づき設置される機
関で、教育行政の基本方針や
重要施策などについて審議し、
意思を決定する合議制の執
行機関です。
　鈴鹿市教育委員会の会議
は、毎月開催される｢定例会｣と、
委員長が必要と認めるときなど
に開催される｢臨時会｣があり、
そのどちらも原則として公開し
ており、だれでも傍聴すること
ができます。
　鈴鹿市教育委員会の会議
日程や場所、定員など詳しくは、
開催日の約1カ月前に、教育委
員会ホームページに掲載しま
すので、確認の上、お越しくだ
さい。

ももたろう１組
かんたろう
たんぽぽ
つくし
サンキッズ
ピッコロ
ひこうきぐも
栄っ子
神戸みらい塾
ゆいまぁる
スマイル
しいの実
ハーモニー

桜島
神戸
白子
牧田
郡山
旭が丘
飯野
栄
神戸
国府
一ノ宮
鈴西
合川

桜島町3-10-1
神戸8-9-15
白子2-7-38
岡田町699
郡山町729-1
東旭が丘4-9-19
阿古曽町25-6
秋永町445
神戸2-20-8
国府町3519-1
高岡町2665-2
花川町1541-35
三宅町3694-2

387-0371
383-1519
388-2774
367-3606
372-2084
368-2033
367-3367
388-1187
382-3708
370-0605
369-2780
374-5511
372-1139

◎
◎
◎
◎

◎
◎

◎
◎
◎

◎

◎
◎

◎

名　　　　称 学校区 住　　　　所 電話番号 指導員募集 児童募集



現在発行している認定証の有効期限は7月31日㈭です。8月以降
も認定証の交付を希望される方は、新たに申請が必要ですのでご
注意ください。

スイスイくん

　8月2日㈯　9時30分
～12時（最終受付は11時30
分）

　男女共同参画センタ
ー　（神戸2-15-18）

　遺言・遺産分割協議
など相続登記に関する相談、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

　先着50人
　予約不要
　三重県司法書士会 

鈴亀支部（　0595-97-3620）

　生活習慣病は大人の病気と
思われがちですが、近頃は発症
が低年齢化しています。子ども
のうちに正しい生活習慣を身に
付けられるように、小児科医・管
理栄養士などが、健康管理の
方法をアドバイスします。

　市内の小中学生と保
護者

　8月11日㈪　10時～
16時10分

　市保健センター
　10人　
　無料
　7月7日㈪から11日㈮ま

でに電話で学校教育課へ

　下水道が普及すると、雑排
水の排除や便所の水洗化など
により、汚れた水や水路がなくな
り、蚊やハエなどの発生を防い
で伝染病を予防し、清潔で快
適な生活環境が確保されます。
また、家庭や工場から流された
汚水は処理場できれいにされる
ので、海や川がきれいになります。
　公共下水道への接続に関し
ては、以下の点にご注意ください。
○｢排水設備｣は供用開始後1
年以内に設置してください。
また、くみ取り便所は、3年以
内に水洗便所に改修し、公
共ますに接続していただかな
ければなりません。
○排水設備工事が適正に施
工されるよう、工事店の指定
を行っています。｢鈴鹿市排
水設備指定工事店｣でない
と下水道の排水設備工事は
できません。

○公共下水道への接続切り替
え工事を行っていただく費用
に対する｢融資あっせん制度
｣がありますので、指定工事
店にお尋ねください。

対象者 対象の認定証 申請場所

歳未満の方

○限度額適用認定証

住民税課税世帯

○限度額適用・

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯

保険年金課

歳以上

歳未満の方

○限度額適用・

標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯

保険年金課

地区市民センター



　昭和29年4月2日以降
生まれで、保健師または看護
師資格があり、パソコン操作
ができる方

　子育て支援センターり
んりんでの保健に関する相談
や指導業務

　1人
　7月7日㈪から18日㈮

（土･日曜日を除く8時30分か
ら17時15分）に、嘱託職員採
用試験申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送で
児童保育課へ

　7月26日㈯　9時から
　市役所本館 12階1202

　会議室
　個別面接試験

　自衛隊三重地方協力本部四日
市地域事務所（  351-1723）
または自衛官募集コールセン

ター（ 0120-063-792、12時～
20時（年中無休））

7月13日㈰、20日㈰、8
月24日㈰　10時～16時

神戸コミュニティセンタ
ー（神戸9-24-52）

　陸・海・空自衛隊の曹となる自
衛官を養成します。現場のプロ
フェッショナルとして活躍できます。

18歳以上27歳未満

8月1日㈮～9月9日㈫
1次:9月19日㈮･20日

㈯のうち1日
四日市市内（予定）

　海・空自衛隊のパイロットまた
は戦術航空士（海のみ）を養成
します。

高卒（見込み含む）で
21歳未満

8月1日㈮～9月9日㈫
1次:9月23日（火・祝）
久居駐屯地（津市）

　陸は2年、海・空は3年を任期
とした採用制度です。任期の延
長も可能で、選抜試験に合格す
れば曹への道も開かれています。

18歳以上27歳未満
8月1日㈮～9月9日㈫
男子:受け付け時に案

内、女子:9月25日㈭～29日㈪
のうち1日

四日市市内（予定）
および久居駐屯地（津市）

子ども･子育て支援新制度
が平成27年4月から施行される
ことに伴い、国が定めた運営等
に関する基準を踏まえ、市が条
例として各種基準を定める必
要があります。これらの基準
（案）を作成しましたので条例制
定に向けて、皆さんの意見をお
寄せください。

市内に住所を有する方
市内の事業所、学校などに
在勤･在学されている方
本基準（案）に利害関係を有
する方

7月31日㈭まで
児童保育課、地区

市民センター、市政情報

件名｢子ども･子育
て支援新制度に伴う各種事
業等の基準（案）に関する意
見｣、住所、氏名、意見を記
入の上、郵便（〒513-8701　
児童保育課宛、当日消印有
効)、ファクス、電子メールまた
は直接、窓口(児童保育課、
地区市民センター）へ。様式
は問いません。



　今年で23回目を迎える鈴鹿
バルーンフェスティバルでは当日
ボランティアを募集しています。
熱気球に興味のある方は運営
に参加してみませんか。

　高校生以上（1日以上
参加できる人）

　10月11日㈯～13日（月
･祝）

　鈴鹿川河川緑地会
場および鈴鹿サーキット

　フェスティバル当日の
係留飛行体験搭乗や熱気
球教室、イベント運営などの
サポート

　8月31日㈰までに電子メ
ールかファクスで商業観光課へ

　木造の建物や内装が木張り
の部屋などに入ったとき、木の香
りとともに安心や安らぎを感じた
ことがありませんか。
　木材は断熱性が高く、調湿性が

あり、人に心地よい感覚を与える素
材です。人の心理面にもよい影響
を与えます。例えば、杉には心を鎮
静させる効果があり、リラックスした
状態になることでよく知られています。
　いろいろなところに木材を活
用して、木のさまざまな良さを感
じてみてはいかがでしょうか。

7月27日㈰　9時～16
時30分

7月30日㈬、31日㈭　
17時15分～20時

いずれも納税課
いずれも市税の納付、

納税相談、口座振替の手続
きなど

　幼児、小学生
　7月24日㈭･25日㈮　

10時～11時30分、13時30分
～15時

　市立図書館 2階視聴
覚室

　児童向けのアニメー
ション映画など

　各100人
　無料

　不要

　ポテトチップスの筒を使っ
て望遠鏡を作り、その望遠鏡を
使って月を観察します。

　小学生とその保護者

　8月3日㈰　
○望遠鏡作り　13時45分～16
時30分（13時30分から受付）
○観望会　19時～20時（曇天、
雨天時は中止）
　文化会館
　20組（1組4人まで）
　望遠鏡1台550円（台

数は1組の参加人数まで。当
日支払い）

　今後30年以内の発生確率が
高いとされる南海トラフ地震に備
え、防災講座や消防学校の施設
を使った訓練などを通して、災害
から命を守るためにとるべき行動
を学びましょう。大人も参加できます。

　小学1年生以上 
　8月2日㈯･3日㈰　1

泊2日
　社会福祉センター、

三重県消防学校
　50人（先着順）
　小中学生1,000円、大

人3,000円
　7月18日㈮までに、電子

メールまたは電話で災害ボラ
ンティアネットワーク鈴鹿　船入
　（  funapy@mecha.ne.jp、
　090-7677-3961）へ

 



　市内の自然に親しんでいただ
くため、観察会を行います。

　小学生以上の子ども
と保護者

　7月26日㈯　10時～
12時

　白子港緑地（白子一
丁目）

　鼓ヶ浦海岸で貝殻集
めをした後、県水産研究所鈴
鹿水産研究室で伊勢湾の漁
業と環境について学習し、最
後に漁協直販所 「魚々鈴」を
見学します。

　無料
　30人（先着順）
　7月18日㈮17時15分ま

でに、電話、ファクス、電子メー
ルのいずれかで、住所、氏名、
年齢、電話番号、参加人数を
環境政策課へ

　8月2日㈯　19時～20
時（雨天中止）
　考古博物館
　駐車場で灯火採集を

行い、飛んできた昆虫の観察
を行います。

　生川展行さん（三重
昆虫談話会）
　無料
　7月25日㈮17時15分ま

でに、電話、ファクス、電子メー
ルのいずれかで、住所、氏名、
年齢、電話番号、参加人数を
環境政策課へ

　さまざまな学校から集まった学
年の違う子どもたちが共同生活を
過ごします。活動を通して、自主性、
社会性、協調性、忍耐力、責任感
などを身につけるとともに、地域の
自然の素晴らしさや、恩恵を感じる
ことで、豊かな心を培う場を提供し
ます。

　小学5年生～中学2年
生

　8月19日㈫～23日㈯　
4泊5日

　県立鈴鹿青少年セン
ターおよび周辺

　入道ヶ岳登山、カヤッ
ク体験、野外炊飯、創作活動、
キャンプファイヤーを予定

　36人程度（応募多数
の場合は抽選）

　2万3,000円
　7月4日㈮～23日㈬17

時までに、センター所定の用紙
に記入し、92円切手を貼った
返信用封筒（長形3号、住所・
氏名を記入）を添えて直接持
参か、〒513-0825　住吉町南
谷口　県立鈴鹿青少年セン
ターへ郵送

　本市を代表する伝統工芸｢伊
勢型紙｣とフランスの伝統工芸｢カ
ルトナージュ｣が時を隔てて今、
めぐり会いました。繊細な伊勢型
紙とカルトナージュ（※）が織りな

す新しい立体の世界をぜひご
覧ください。

　7月1日㈫～13日㈰　
10時～16時30分（最終日は
15時まで）
　伝統産業会館 ギャラ

リーKATAGAMI/SUMI
　伊勢型紙とカルトナー

ジュがコラボレーションした作
品の展示
　伝統産業会館（  386-

   7511）

　福祉･介護･看護の
仕事を探している一般･学生

　7月13日㈰
○10時30分～12時
　就活応援セミナー｢面接は事
前準備で決まる！｣
　講師　小野山哲朗さん
（（株）アイデム　人と仕事研
究所）
○13時～15時30分
　福祉･介護･看護の就職フェア

　県総合文化センター
　セミナーのみ事前申

込が必要
　託児室あり（予約制）
　県社会福祉協議会

福祉人材センター（　059-227-
　5160）

と　　と　　りん



　

　｢椿の農業と地域を考える会｣
では、皆さんとの交流とご縁づくり
を行うイベントの参加者を募集しま
す。5月の茶摘み体験に続く第2弾
は、昨年大人気だったブルーベリ
ー体験に椿地区ならではの驚き
体験を組み合わせたイベントです。

　7月20日㈰　9時～14
時ごろ
　山本町（椿地区）『イチ

バリキファーム』ブルーベリー
園、椿地区市民センターほか

鈴鹿山麓のブルーベリーの
摘み取り体験
椿地区ならではの未体験ゾー
ン見学（協力NEXCO中日本）
昼食交流会（ビンゴゲームで地
元産品やカブトムシをゲット）
ベリージャムづくり体験、地元
産品の軽トラ市
　50人（先着順）

　大人（中学生以上）1
人2,000円、小人（小学生以
下）1,000円

　7月16日㈬までに、参
加者の氏名、年齢、性別、
連絡先などを｢イチバリキ
ファーム｣（本郷代表 090-
2269-8266   371-0618）へ

　市内中小企業の係長
や班長（全8回の研修に参加
できる方）

　8月9日㈯･23日㈯･30日
㈯、9月5日㈮･6日㈯･13日㈯･
20日㈯･27日㈯の8日間コース

　市役所別館第3　2
階会議室

　現場での問題点の把
握や対応処理、主要施策の
立案や部下の指導方法（講
義とグループ活動）、市内中
小企業の現場確認や鈴鹿高
専での実習など
　20人（先着順）
　無料
　7月18日㈮までに、産

業政策課ものづくり産業支援
センター（市役所別館第3）へ

　小学4年生以上（大
人も参加できます）

両日とも13時～15時
○1回目　7月27日㈰
○2回目　8月24日㈰　

　伝統産業会館 研修
室

　伊勢型紙を使った
LEDあかりの工作体験
　各回50人（先着順）
　300円
　7月13日㈰9時から電

話で伝統産業会館（　386-
　7511）へ

　市内在住の方

　7月30日㈬、31日㈭　
9時30分～15時

　市立図書館　2階視
聴覚室
　テーマ｢のびる絵本｣
　各50人（保護者を除く）
　400円（材料費）

　7月17日㈭9時から図
書館2階視聴覚室で先着順
受け付け(定員に達し次第締
め切り)。



　鈴鹿高専への入学を目指し
ている方、ものづくりが好きな方、
パソコンが好きな方、ぜひ参加し
てください。

　鈴鹿工業高等専門
学校

　無料（傷害保険料50
円が必要）

　7月25日㈮までに鈴鹿
高専ホームページ（地域の皆
様→｢公開講座・大会｣→小･
中学生対象｢ものづくり体験
教室（小･中学生向け公開講
座）｣）から

　鈴鹿高専 総務課 地域
連携係（  368-1717　387-
　0338）

　小学5･6年生と中学生
　8月19日㈫、20日㈬　

9時30分～15時30分
　各日20人

　中学生
　8月20日㈬、21日㈭　

9時30分～16時
　各日10人 

　中学生
　8月9日㈯、10日㈰　9

時30分～15時30分
　各日20人

　中学生
　8月21日㈭　10時～

16時15分
　32人 

  中学生
　8月23日㈯、24日㈰　

10時～15時30分
  各日20人

　中学生
　8月21日㈭･22日㈮（原則

両日参加）9時30分～15時30分
　20人

　7月6日㈰～13日㈰
9時～20時に参加料を添え
て市立体育館へ

　鈴鹿市体育協会
（　387-6006）

　3歳～就学前の子ども
と保護者

　7月22日㈫･24日㈭･31
日㈭、8月5日㈫･19日㈫･21日
㈭　全6回　10時～11時
　武道館
　20組
　子ども1,000円、大人

2,000円（別途保険料1人
800円必要）

　小学1年生～4年生
の子どもと保護者

　7月22日㈫･24日㈭･
31日㈭、8月5日㈫･7日㈭･19
日㈫･21日㈭･26日㈫　全8
回　13時30分～15時

　武道館、市立体育館
　20組
　子ども1,500円、大人

2,500円（別途保険料1人800
円必要）

　4月から8％に引き上げられた
消費税の、間違いやすく気をつ
けなければいけない経理処理
のポイントを説明します。

　事業を営んでいる方
　7月17日㈭　14時～

15時30分
　鈴鹿商工会議所 4

階大ホール

経理処理の注意点
記帳と消費税
納税資金の準備　など

　松田次郎さん（松田次
郎税理士事務所）

　30人（先着順）
　無料
　7月1 0日㈭までに、

電話で鈴鹿商工会議所
（  382-3222）へ

　8月3日㈰13時から
　県教育文化会館

（津市桜橋二丁目142）

○公開講座｢元気なうちに老い
に備える～相続（遺言）･成
年後見制度について理解を
深めよう～｣　13時～15時
○司法書士相談会　公開講
座終了後
　

○公開講座　50人（予約制、
先着順）
○司法書士相談会　15人（公
開講座受講者限定、予約制、



先着順）
　無料

　平日9時～17
時に電話で三重県司法書士
会（  059-224-5171）へ

　7月10日㈭から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで

　すばやい動きと柔軟性のある
動きで体力アップ
　小学生
　7月23日･30日、8月6日

　各水曜日　17時～17時45分
　10人（先着順）
　2,250円（全3回）

　遊べる、学べる運動と英語
レッスン

　①年長～小学2年生、
②歩ける子ども～4歳

　7月23日㈬・28日㈪　
①9時30分～10時30分、②10
時50分～11時50分

　①15人　②20人　
（先着順）

　2,500円（全2回）

　跳び箱・鉄棒上手になろう。
　①幼児～低学年、②

小学6年生まで
　7月28日、8月4日･11日･

18日　各月曜日　①11時～
12時、②12時～13時
　各15人（先着順）
　3,000円（全4回）

　新米ママ大歓迎！肌と肌の触
れ合いで赤ちゃんとより深い
絆を育みます。ママビクスでマ
マの美容も忘れずに。

　2カ月から歩く前までの

子どもと母親
　7月16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）
　1,050円

　7月は｢ペンギン｣を作ります。
　一般成人
　7月17日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　 

　20世紀は数多くの戦争・紛争が起こり、日本を
含め世界中で多くの生命が奪われました。これ
は、世界最大の人権侵害であると言えるのでは
ないでしょうか。
　本市では、1985年7月1日に、世界の平和と核
兵器の根絶を願って｢非核平和都市宣言｣を行
いました。しかし、平和と人権の世紀と期待され
た21世紀においても、依然として世界中で戦争
や紛争が繰り返されており、多くの人々の人権が
奪われようとしています。
　このような状況から、多くの人が望む平和のイ
メージとしては、戦争の無い社会が挙げられる
かと思われますが、そもそも平和とは、単に戦争
が起きない社会の状態を指すだけではなく、人

が生まれながらにして持っている基本的な人権
が確実に守られる社会を意味するのではないで
しょうか。
　7月27日(日)に開催する｢人権と平和を考える市
民のつどい｣で、アニメ映画｢アンネの日記｣を上映
します。第二次世界大戦によるユダヤ人迫害という
人種差別により、幸せな未来をわずか15年で絶た
れてしまった主人公アンネの実話です。
　アンネの父であり、悲惨な境遇を生き抜いたオット
ー・フランクさんの言葉に、｢平和はほかの人を思い
やること、広い心を育てること｣とあります。この言葉
から平和の大切さ、人権の重みを感じ取ることが
できます。私たち一人一人が平和と人権の意識を
高め、平和な社会の実現を目指しましょう。
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